
 

 

一般社団法人 ロゴス腹話術研究会会報 

 日本列島、本州の日本海側。ちょうど日本

海に突き出たように飛び出している場所が、

石川県の能登半島。その、石川県の能登半島

の真ん中あたりの七尾市が、腹話術の「かま

どたつお」の住んでいる生活の場所です。そ

して、そこにある日本キリスト教団七尾教会

が牧師「釜土達雄」の仕える場所ですし、隣

接する七尾幼稚園が「釜土達雄」が園長とし

て仕えている幼稚園です。３４年前の１９８

３年４月に着任し、現在に至るまで、他に転

任することなく、七尾が「釜土達雄」の仕え続けている場所なのです。 

 北陸新幹線が開通して、東京から金沢まではずいぶん便利になりました。約２

時間３０分で東京から金沢に到着します。同じ中部地方の金沢と名古屋は約３時

間。金沢から名古屋よりも、金沢から東京の方が近いなんて、かつてを知る者

にとっては、信じられ出来事になりました。 

 ところが、能登半島の七尾は、その金沢から、さらに特急で１時間かかります。通勤・通学用の列車では、

約２時間です。金沢までの新幹線は出来ましたが、金沢から同じ石川県の能登半島は、実態としても精神的に

も都会と呼ばれるところから、遠く離れているのです。 

 

 七尾に住んでいると、金沢は遠いなと思います。北陸新幹線が、金沢まで開通しても、七尾と金沢の時間は

変わりません。ですから、やっぱり東京は遠いなと思います。 

 そんな七尾に３４年前に着任したのです。東京に住んでいた腹話術の「かまどたつお」の活動は、３４年前

に大きく変わりました。 

 いわゆるイベント会社からの、仕事はなくなりました。１週間単位・１０日間単位の「帯の仕事」は皆無と

なりました。誰も仕事を斡旋してはくれません。自分で仕事を発掘する生活に戻りました。しかも、比較的仕

事の見つけやすい都会からは大きく離れている七尾です。かまどたつおの「腹話術」の仕事は激減してしまう

のです。 

 

 いえいえ、七尾に来たのは腹話術のためではありません。最初は伝道師ですが、牧師として奉仕するためで

す。最初は副園長ですが、幼稚園の園長として奉仕するためです。腹話術の仕事のためではありません。 

 

 伝道師として、教会の奉仕はもちろんはじめてでした。小さな教会ですから、のんびりとした時間が流れま

す。のんびりとした時間ですが、自信のないままの御言葉の取り次ぎは、無謀というものです。目の前の聖書

の言葉と格闘しながらの学びの毎日は、時間がどれだけ合っても足らないくらいです。 

 

 幼稚園も小さな幼稚園でした。園児総数２５名。出生率が激減する現在のほどではありませんでしたが、近

隣の幼稚園・保育園が園児が多くて苦労しているときに、七尾幼稚園は、園児数が少なくて苦労していまし

た。当時は、園児が少ないことは、収入が少ないことを意味していました。経営的には厳しい状況なのに、４

月すぐに給与支給が起こります。加えて新任保育者の社会保険事務に共済事務があります。学校では一度も教

わらなかった法人事務が４月には集中しているのです。 

 忘れてはいけません。４月には入園式があり、通常の保育が始まります。当然、まったなしの通常の幼稚園

の保育は、毎日続いていくのです。 
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第7号   最高の笑顔を 

いちばんいい席で見るために    

  釜土達雄 

  （春風イチロー） 



 

 

  腹話術の仕事なんて、考える時間もありませ

ん。仕事がないなんて、落ち込む時間もありませ

ん。知らないこと、判らないこと、どうしたよいの

か判断に迷うこと。そんなことがあまりにも多く

て、「腹話術のこと」なんて考えることも出来ない

日々でした。 

 忙しいとは、何ともよく言ったものです。「忙し

い」の「忙」は、「心」を「亡」ぼすと書きます。

不思議です。果たすべき役割と責任が与えられた

ら、本当は喜びと感謝の日々のはずなのです。とこ

ろが、果たすべき役割と責任が与えられたなら、落

ち込み、挫折し、膨大な仕事量にフリーズしてしま

うのです。 

 きっと落ち込んでいたのだと思います。励ます意

味もあったのかもしれません。幼稚園の教師たち

が、自分たちも見たことのない腹話術の「かまどた

つお」を求めてくれました。 

 大喜びで小さな合同保育の中で、「コンchan＆か

まどたつお」が登場しました。小さな幼稚園の２５

人の子どもたちと３人の保育者の前で、腹話術の

「かまどたつお」の登場でした。 

 当然のこととはいえ、そこには、子どもたちの満

面の笑顔がありました。びっくりまなこのとんがり

お口がありました。腹話術をするときの、いつもの

子どもたちと腹話術の「かまどたつお」の姿があっ

たのです。 

 幼稚園の事務作業が軌道に乗ってくると、心にも

余裕が出てきます。 

 幼稚園協会の園長会や、教会の牧師会にも出席し

ます。腹話術の「かまどたつお」は、ささやかに教

会の中で知られていましたから、教会の幼稚園・保

育園でもしられていました。また、教会の幼稚園・

保育園を通して石川県の幼稚園・保育園で知られる

ようになってきました。自分からコマーシャルをし

なくても、自然に知られるようになって、腹話術を

するチャンスが、生まれてきます。 

 あちこちの幼稚園・保育園に招かれて腹話術の

「かまどたつお」は活動をし始めます。あちこちの

幼稚園・保育園に行けると言うことは、園長先生や

主任の先生とおしゃべりが出来ると言うことです。

幼稚園の事務のことを聞いたり、保育のことを聞い

たり出来るのです。たくさんのヒントを教えていた

だくことになりました。腹話術の「かまどたつお」

として招かれて、幼稚園の「釜土達雄」は、学ぶ機

会を得ることになったのです。 

 

 私は腹話術の練習をしない腹話術師でした。「練

習して上手になっても、練習でうまくはならな

い」。そんな風に考えるタイプでした。 

 お客様の前で認めてもらえるのは、「上手な腹話

術ではなく、うまい腹話術だ」そう思っていまし

た。だから、練習は独特で、イメージトレーニング

が中心でした。 

 イチロー師匠はそんなわたしの個性をよく知って

おられて、「かまどは練習しない」と、あちこちで

お話ししておられました。 

 

 東京で、師匠の鞄持ちのようなことをしていたあ

る時のことでした。 

 小学生を中心とした子供会。イチロー師匠のい

らっしゃるところで、腹話術をしました。子どもた

ちにはちゃんと喜んでもらえたのですが、今ひとつ

大きな笑いになりませんでした。余計な言葉が多す

ぎて、精錬されていない台本になっていたのかもし

れません。話の展開が行き当たりばったりで、台本

が整っていなかったのかもしれません。お客様の反

応に気持ちが向かって、自信のない演技になってい

たのかもしれません。 

 小さな挫折感と共にステージから降りると、師匠

に声をかけられました。 

 

「かまど、練習しろ、ちゃんと練習しろ、 

 ちゃんと練習すれば、 

 子どもたちの最高の笑顔を、 

 一番いいところで見ることが出来るんだ。」 

 

 失敗しないための練習は嫌いです。上手になるた

めの練習も嫌いです。いいところを見てもらおう

と、時間をかけ練習するなんて、まっぴらごめんで

す。きっと私は今でも練習は嫌いなんだと思いま

す。 

 けれど、師匠のあのときの言葉は、私の宝物の言

葉となっています。「子どもたちの最高の笑顔を、

一番いいところで見る」のは、大好きです。そのた

めに努力しています。有名になる必要はありませ

ん。たくさんの人の前である必要もない。目の前に

いる一人ひとりの最高の笑顔が大事なんです。 

 

２ 

２０代のころの写真です。 かまどたつお
のホームページより 
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  そのことは、腹話術であっても、幼児教育で

あっても、教会の礼拝であっても、なにも変わるこ

とがないのでしょう。 

 人の前に立って演じたり、話したりすることが出

来るなら、目の前にいる人の最高の笑顔を見るため

に努力したい。 

 いつもそう思います。 

 

七尾に来てから腹話術の「かまどたつお」の登場は

ぐっと減りました。一時期は確かに減ったのです

が、その後だんだんと増えて、東京にも名古屋にも

出張するようになります。ささやかにマスコミにも

登場します。けれど、幼稚園の仕事が順調になるに

従い、腹話術の「かまどたつお」は、牧師「釜土達

雄」となり、幼稚園園長「釜土達雄」となりまし

た。今では仲間の園を含めて年間２０ステージぐら

い。腹話術の「かまどたつお」を知る人も、少なく

なりました。 

 

 それでもいっこうにかまわない。牧師や園長の

「釜土達雄」であろうとも、腹話術の「かまどたつ

お」であろうとも、子どもたちの最高の笑顔、お客

様の最高の笑顔を、一番いい席で見るチャンスは、

これからもある。 

 

 イチロー師匠からいただいたすてきな言葉は、今

でもわたしの仕事の原動力なのです。 

        （日本ｷﾘｽﾄ教団七尾教会牧師） 

日本で腹話術を最初にやったのはだれか、とよく聞かれる

が、それは川田義雄だ。あのミルク・ブラザースの川田だ。

あるいは喜劇役者であった古川ロッパ（声帯模写）が日本の

元祖と言えば言えるだろう。この2人ともすでに故人になっ

ているが、彼等は司会や漫談や漫芸の中に、小さな人形を持

ち出してきて、短い時間だけ短い会話をしたというにすぎな

いのだ。後年になって私は川田の腹話術を満たし、古川のも

見た。彼等のはハプニングの珍芸？と言った領域を出なかっ

たと言ってよい。しかし最初に日本で腹話術をやってのはこ

の2人だ。公にはこの２人が元祖といってよろしい。 

日本には古く『８人芸』があり、これが腹話術の一種ではな

いかと言われている。江戸時代の末期になって見世物に『河

童』というのがあって、人形のカッパが人間と話をしたと伝

えられている。しかしこれはチューブの伝声管をカラクリと

して用いて話をしたのだから厳密な意味では腹話術ではな

い。 

 

 本格的に腹話術の人形と会話をして寄席園芸の中に腹話術

として一本立ちのものとして堂々と立ち上がったのは花島三

郎（芸術落語協会所属）だ。やや後に三遊亭金馬、それに春

風イチロー（私は牧師になってから10年間特別な事情で完全

に中止していたが、後に復活した。）が寄席の高座（芸術落

語協会）から、落語や漫才の中に入って色物として本格的の

芸として実演して現在に至っている。 

 種々の寄席演芸の中で、一つの地位をしめるように努力し

たあの腹話術の人形漫才の花島サブ量の苦労苦心は知る人ぞ

知るだ。腹話術が寄席の芸能として海のものか山のものか全

くわからない時代に一人で人形を抱いて、苦労して一本の芸

として独立させ、世評と戦いながらパイオニアとして遂に勝

利した花島三郎は大した人物だ。日本で腹話術を考えようと 

 

するときは必ず花島

三郎の功績を忘れて

はならぬ。又一度に

数多くの人たちに腹

話術を見せたのは、

何と言っても昭和16

年の頃、ダンシング

チームの日劇の澄川

久や萩野康久だろ

う。これは当時は大

変な人気だった。澄川はオペラの歌手としての頭音発声を用

いて上手に人形操作した。萩野康久は持前の器用さをたくみ

に利用して正に名人芸を見せた。第二次世界大戦のあとは腹

話術がとても盛んになって、漫才からの転向組にはアザブ伸

が出た。コンビだった彼の奥さんのラブと死別してから人形

を相手に腹話術をやっていた。このほかにプロの腹話術師と

して上手だったのは、映画がトーキーになり、弁士の仕事が

なくなって腹話術師に転向した木下ばく児がいる。大塚文

雄、アマチュアとしてプロ以上の柳沢よしたねは一つの時代

を作りあげた功労者の一人だ。谷天朗、耕田実、海野いち

ろ、荒木邦夫、名和太郎その他沢山あげられるが、プロ腹話

術は恐らく40人以上いただろうが、寄席出演は花島三郎、春

風イチロー、三遊亭小金馬の三人だ。 

 それぞれに個人個人の持ち味と、その対照となる、変わっ

た人形の性格でこの演出は一人一人大いにちがっていた。上

品な教育用腹話術から、そうでないキャバレー酒席用のエロ

グロの腹話術まで沢山あった。しかしこれからの日本の腹話

術はロゴスのものだ。日本の腹話術はキリストのものだ。 

ロゴス以外に本当の腹話術はない。 

 

ロゴスの腹話術こそ本当の腹話術なんだ。（春風イチロー著『腹話術のすべて』より） 



 

 

 

 
 今回の技術認定会も、大変充実したものでした。 
稽古の質と量、応援団が一体となって盛り上げた認定会は、珍しく涙
ぐましいものでもありました。 
200人も参加する全国大会で、師匠の厳しくも慈愛あふれるまなざし
を感じながら行う認定会を思い出しました。認定委員も真剣に取り組
んでくださったたことは、喜びを倍増させました。 
 
 
 
 

 
 

守矢美知子さん  「どろぼう学校」 
 

 20年余も昔の一級挑戦台本を見事に再生してくれました。誰もが苦心する導入部分にBGMとナレーションを、持

ち前の笑顔とを組み合わせたことに成功、ロゴスのリーダーとしての面目を保ってくれました。最も基本の９パ

タ、４・０のメリハリを充分つけ、会員の手本として欲しいです。日常台本として完成を願います。 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

技術認定委員長 春風とんぼ 

第３回 技術認定会 （2018年3月23日） 講評 

土屋福笑さん  「スイミー」 
 

師匠に30年も前から、絶対「福笑（フクショウ）」の芸名を送りたい。本名「福笑（フクエ）」は俺がも

らい受けたと言われていたので、師匠の遺言と思い演題の完成を願っておりました。認定会に間に合いま

した。声のハリ、演技の工夫、表現力抜群でした。持ち時間の関係で「ま」と緩急・強弱に今一つ持ち味

を示して欲しいと思います。 

【師範合格】 

【師範合格】 



 

 

 

 

 

 

 認知症の方は昨日のことは覚えていないのです。昔のことは覚えてい

るが、昨日のことは覚えていないんです。でも昨日のカンちゃんのこと

を覚えていてくれた人がいて、もう本当にびっくりするくらいうれし

かったです。そしてめだかの学校を一緒に歌ったんです。童謡を歌うの

は楽しいことです。私たちは腹話術を習うことによって、見ている人に

も楽しさを与えるかもしれませんが、それ以上に自分に喜びを与えてい

るように思うのです。 

 

 それでは、みなさん、お人形を出してください。お人形にもとんぼの

話を聞かせてください。その聞かせる時にお人形がかすかに動きますね。どうして？ お人形が生きているか

らです。そしてこのことをみなさんがお人形を持った時にくせになるといいなと思っています。 

 師匠はこういう言い方するんです。「おお、春風の先生たちはすごいですね。もう人形が生き生きとしてい

るね。おお目が動いたね。口が開いたね。手も動くじゃないの。」わー、そんなにたくさんやらなくてはいけ

ないの？って思いました。１時間すると、肩が凝ってたいへんです。でも師匠はそのことを言うんですね。

「ケンちゃん」って言った時に私は目を動かすようにしていますが、「とんぼ、あなたは1分間に目を何回動か

すの？」って聞かれました。「さっき計ったら３回です。」と答えると、「バカもん！ ３回しか動かさな

かったら、目の中にゴミが入ってどうにもならんぞ」って言われたことがありました。目は普通何回動かしま

す？ 32回、30回？ だいたい25-6回は動かすんですかね？ そういう風に、目の動かし方、お人形がどんな

動き方を膝の上でしているかが、くせになりそうの中のことがらです。 

 

 教え方というのは難しい。私は師匠の初心者研修に50回同行し、そして私自身の研修を100回はやりました。

どいう風にやるかについて、師匠に「とんぼは、俺の研修そっくりだ」と言われていました。何が足らんか？

と言えば、心意気が足らんかった。この『腹話術のすべて』の１ページからは教えないですよ。この中を集約

して、５つの基本をお教えしました。 

 

 1番目はロゴスの姿勢です。腹話術に取り組む姿勢。姿勢には腹式呼吸をする姿勢もあります。これがなんと

いっても１番です。 

 ２番目は、大きな口を開けること。術者が大きな口を開けること「大きな口でゆっくりと」です。 

 ３番目 にっこりチーズ 

 ４番目 正確な打音です 

 ５番目 なんてったって９パタです。初心者研修で教えます。早く師範とって欲しいと思わせる人に、9パタ

の上手な人がいますよ。この５つです。 

 

 理屈としては、大きな口をあけて「ケンちゃん」、にっこりチーズで、小さなお口で「ナアニ」って言え

ば、ほとんどA打音 B打音においては口が動かない。大きな口と小さな口の落差で、口が動くように見えない

んです。それを師匠が発見されました。腹話術の奥義です。 

 そして、鏡を見てやるということ強調しています。鏡を意識をすると、C打音でもほとんど口は動かない。ま

ず、鏡を見て練習をして、人の前で演技をして、仲間に批評してもらう。それが師匠が教えてくれた腹話術で

す。 

 今日６分、やれたのか、やらなかったのか、やれないですね。６分って長いですね。1日６分できそうででき

ない。お人形はトランクの中に入れない。自分がいつも通る部屋の中に置いておいて、出かける時には、「ケ

ンちゃん行ってきます」「ただいま」とかね、ケンちゃんと会話してください。そしてその会話をすることに

よって目が合うとね、ケンちゃんが言うんです。「キョウ、タッチシナイジャナイカ！」「ナニモイワズニ、

トオッテイクノカ？」ってね。言っている気がするんです。それでちょっと膝にのせて、「イツツ」を「オオ

キクナラナイノ」までやりますと、1分で終わる。長くて１分30秒。声の調子を変えても、どんなに長くても２

分で出来ます。人形は生きています。人形は術者との会話で生きています。トランクの中に入れておいたらダ

メです。 

 指導者研修会 講話から     

６ 



 

 

春風テレサさん： 楽しい腹話術を目指しています。技術認定に関しては、

指導をしていかなくれはいけないのでいろいろと難しい点がありますが、もし

今回の技術認定会で落ちた方がいらしたとしても、どこの点が悪かったかを確

認して、それをクリアした演技になれば良いと私は思っています。それは励ま

しのことが多いです。私は落ちましたが、今になると、それでいろいろなこと

がわかって良かったのかと思います。そういうことは必要なことだと思ってい

ます。 

 

 5月から8月まで市の方の主催で初心者研修会をやります。午後の１時半から3

時半までなんですね。一番初めは、発声と９パタと導入B「イツツ」ができれば良いかなと。いき

なりこの高い人形を使えないので、靴下のパクちゃんにしようかと思ったんですが、牛乳パック

で作った人形も楽しいんですね。今回はそれを使おうと思っています。 

 毎年近隣で国際交流フェアがあって、今年もその舞台に出ました。ひとりの人が手品をやり、

私が腹話術やりました。後で私たちのブースのところに来て、「見ていたけど、楽しかった」、

「私もやりたい」とおっしゃるんですね。「腹話術は誰でも出来るんですよ。5月に良かったら参

加してください」と言いました。 

 腹話術は、不思議な人形のお話で、なにか響くところがあるんですね。神さまが人形を通して

語ってくださることだから、下手くそと思わないで、うまくいかなかったら神さまのせいにす

る。そしてうまくいったら神さまに「ありがとう」と言えば良いのです。私の力ではないんで

す。車の運転と同じに、私は常に初心者と思っています。初心者研修で受けた師匠の言葉を思い

出しながら腹話術をしています。 

 

春風ひすいさん： 師匠からもらった、コツコツという文字が思い出

されます。そして自分でコツコツやっています。お芝居の役者に言われた

ことです。「お稽古の時は自分が一番下手だと思え。一旦舞台に上がった

ら、世界で一番上手だと思ってやれ」その言葉が耳についています。 

子育てサロンを毎月やっています。本の読み聞かせの時には、赤ちゃんた

ちはそんなに見ないで、泣いたりおもちゃで遊んだりしていますが、腹話

術に代わると、変な声が出たなと振り向きます。赤ちゃんみんなのバーッ

という視線が必ず人形に行きます。腹話術の働きをすごく感謝していま

す。 

 

 

 演技を見ていて、口が閉じる暇がありませんでした。口がぱかーっと開いて、聞き惚れ、見

惚れていました。いつまでも聞いていたいと思いました。あそこまで行ったらいいな、いつ

になることやらと思いますが。 

 

 どなたもみんな本当に素晴らしかったです。楽しい時間を過ごさせていただき感謝です。 

 

 私は大阪で一人、孤独で練習をしてきました。お亡くなりになっている師匠に毒づきまし

た。「助けて下さい」と言いました。すると天城の初心者研修会を思い出したんです。イチ

ロー師匠の、お人形に対してすごく泣かれた光景が思い浮かんで、ああ、私が良い格好する

のではなく、お人形がとにかく輝くように演じたら、それでいいや、結果はどうでもいいや

と思いました。お人形に愛情を注ごうと改めて感じ、教えてもらいました。そしてお人形だ

けでなく、私が出会う人に対して愛情を注ぐ、それがロゴスの精神だと思っています。 

 

 教会ロゴスをやっています。人数は少ないのですが、濃い勉強会になっていると自負してい

ます。お人形との交流が一番大事だなとつくづく思いました。ありがとうございました。 

７ 

 

指導者研修会、技術認定会での春風さんたちのコメント 

参加者のコメント 




