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はじめに

榎田

唯人

歌劇は未婚の女性だけで構成される世界でも

この度リレー随筆を担当させていただきま

珍しい劇団で, 幕開けは大正時代の

年に

す今村総合病院初期研修医 年目の榎田唯人

さかのぼります｡ 創設者は, 阪急電鉄の発展

(えのきだ ゆいと) と申します｡ 執筆してい

に貢献し, 日本初のターミナルデパート阪急

る 月現在, 私は北海道の倶知安という町で

百貨店の開業や, 東宝グループの創設にも力

地域研修をしております｡ このような状況下

を尽くした小林一三 (いちぞう) です｡ 一三

で徹底した感染対策をするならと県外で研修

は, 鉄道の乗客誘致の一環として

することを許していただいた帆北院長からの

生した ｢宝塚新温泉｣ の拡充にあたり, 室内

リレー随筆のご依頼を快諾した次第です｡ そ

プールを目玉にした 階建ての洋館 ｢パラダ

して良くも悪くも平凡な私に務まるのか心配

イス｣ を開業しました｡ しかし, 男女共泳を

ではありますが, 私の趣味である宝塚歌劇に

禁止する時代環境や, 温水設備がないことな

ついて少し書かせていただこうと思います｡

どから, 夏の カ月ほどで閉鎖に追い込まれ

年に誕

ます｡ そこで, この場所を使って余興を見せ

宝塚歌劇との出会い

ようとひらめいたのが, 宝塚歌劇のはじまり

まずは男でありながら, 宝塚歌劇が趣味で

です｡ 現在, 花・月・雪・星・宙 (そら) の

あることに驚く方が多いと思います｡ 確かに

つの組に分かれて, 本拠地である ｢宝塚大

大半のファンは女性ですが, 私はその中で歴

劇場｣ (兵庫県) と ｢東京宝塚劇場｣ (東京都),

とした男として応援させてもらっています｡

宝塚大劇場に隣接する小規模なサブ劇場 ｢宝

宝塚歌劇との出会いは中学 年生の始め頃でし

塚バウホール｣ の つの専用劇場と全国各地

た｡ 数カ月前に一度だけ観劇した母が, 衛星放

の劇場で公演を行っています｡ 初公演から
年以上の時を経て, 今や年間

送の宝塚歌劇専門チャンネル ｢
｣ を契約して, 完全に虜になっ

回以上

もの公演を行うまでになりました｡

ていました｡ それを私は食事の際など, 横目
で観ていましたが, 気付けば私も食い入って

宝塚歌劇の魅力

観るようになりました｡ ラ・サール中学校で

魅了する理由の つが, 女性だけで表現さ

個性も強くまた優秀な友人たちと過ごしてき

れる世界であることだと思います｡ 清楚で可

て, 抑圧された感情を持っていた私は, そんな

憐な娘役に加え, 本物の男性より ｢かっこい

自分と反対に, 華やかな舞台で堂々と自分を

い｣ と思えるキザな男役の存在感には目を奪

表現する宝塚歌劇に惹かれたのだと思います｡

われます｡ こんな男になれたらなと, 憧れる
ばかりです｡ また宝塚歌劇の公演のほとんど

宝塚歌劇の歴史

は, お芝居とショーの二本立てです｡ 男役と

歴史についてはざっくりと書きます｡ 宝塚
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味わいつつ, 物語の世界観を堪能できるお芝

のように宝塚歌劇応援しているか書いていき

居と, きらびやかな世界を楽しめるショー,

ます｡ コロナ禍で, 公演の回数は少なくなっ

どちらも宝塚歌劇ならではとなっています｡

ており, また席も 席ずつ空けていて, なか

ここでショーとは何かと疑問に思う方が多い

なか観ようと思っても観ることができない状

と思います｡ 歌とダンスを中心に展開される

態です｡ まして私が趣味で県外をまたぐこと

もので, 場面場面に繋がりは一切ありません｡

は叶いません｡ 大学時代は, 年に 〜 回は東

興味がない人からしたら, とても眠いものか

京, 兵庫, 福岡などに遠征したものです｡ 鹿

もしれません｡ 観劇する度に寝落ちしている

児島でも 年に 回, 全国ツアーで宝山ホール

人を見かけます｡ ですが好きになればなるほ

に来ていましたが, 気付けば来なくなりまし

ど, 次から次へと早替わりする豪華絢爛な衣

た｡ ですがここ数年, ライブ配信を全国の映

装, スピード感あふれる場面展開, その中で

画館や楽天

自分の好きなスターを探さなければいけない

信しているので, トップスターの挨拶や退団

ので忙しいです｡ 最後には大階段を全スター

者の挨拶など盛り沢山で観ることができます｡

が順番に降りてくる ｢パレード｣ があります｡

今は, これを観にいくことで充足感を得てい

私はこれが 番好きです｡ パレードの最後に

ます｡ 劇場に足を運ぶ, 映画館に行くことの

は一番大きな羽根を背負ったトップスターが

他には, 公演の

大階段を降りてくるのですが, そのシーンは

入することもあります｡

もう脳汁だらだらです｡ 生まれ変わったら宝

の音楽が購入できるのでそれを購入すること

塚歌劇に入りたい！と強く願う瞬間でもあり

もあります｡ 聴きながら通勤してテンションを

ます｡ トップスターが背負う羽根は, 全長約

高めて, 出勤します｡ そして他には衛星放送の

, 重さは

以上にもなります｡ この重

で行っています｡ 千秋楽を配

, または

を購
で公演

宝塚歌劇専門チャンネル ｢

さを各組のトップスターたちは責任の重さと

｣ があります｡ 過去の公演はもちろ

考えて日々精進しているようです｡ 少し脱線

んのこと, オリジナル番組を放送してくれる

してトップスターについて触れます｡ 花・月・

のでスターの素顔まで知ることができます｡

雪・星・宙の各組に 人, トップスターが存

ざっとこのように日々, 宝塚歌劇を観ながら

在します｡

生活しております｡ そしてファンになってか

人の劇団員の中に 人しかいま

せん｡ そもそも宝塚歌劇に入るには宝塚音楽

ら

学校に入学しなければなりませんが, 倍率は

スターがトップスターに就任してきており,

倍超えです｡ ここまで常に競争して登り詰

年経ちました｡ 下級生時代から観ていた

熱が深まるばかりです｡

めたのだと感心するばかりです｡ またトップ
スターの在任期間は平均 〜 年程度で, その

これから宝塚歌劇を観る方へ

後退団します｡ 鹿児島にいる自分がそのトッ

ここまで読んでくださった皆様, そして観

プスターを生で観ることができるのは, これ

てみようと思ってくださった方が, 気軽に生

が最後かもしれないと思って毎回楽しみと悲

で観る機会がないのは残念です｡ 公演のチケッ

しみを覚えます｡ この一期一会も魅力の つ

トを取るとなると, 先程申し上げたコロナ禍

です｡

の状況に加え, 年々嬉しいことにファンが増
加しており (宝塚歌劇好きの有名人が増えた

私と宝塚歌劇

ことが影響しているのでしょうか), ファン

ここからは私の日常を織り交ぜながら, ど
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ません｡ まずはライブ配信をお勧めいたしま

ししますので同じ職場になりましたら声をか

す｡ 話題作 (｢ロミオとジュリエット｣, 過去

けてくれましたら幸いです｡

には ｢るろうに剣心｣ ｢花より男子｣ など)
や名作 (｢ベルサイユのばら｣ ｢エリザベート｣)

最後に

を行う際には, 必ずやテレビ・インターネッ

ここまで拙い文章ではありましたがお付き

トで取り上げられていると思うので, ライブ

合いいただきありがとうございました｡ 予断

配信の日程などを調べて観てください｡ 必ず

を許さない状況が続きますが, どうかご自愛

や最高の時間を過ごせると思います｡ 顧客満

ください｡

足度も常に上位ですので保証できます｡ 私が
このリレー随筆で宝塚歌劇を書いたのは, ファ
ンがもっと身近に増えて欲しいという気持ち
があるからですので, どうかお願いします｡
院内では, 公演の

,

次号は, 鹿児島大学病院 井上 歩先生のご執筆
です｡
(編集委員会)

をお貸

鹿児島市医師会館において会員の先生方へ無料でＷ 会議ツール ｢
をご提供しています｡

(ズーム)｣

. 利用可能条件
会員のみが参加する区会・支部会・各種委員会・専門医会, 研修会等が対象
. 申し込み方法
( ) 各会の担当職員, または会館貸出担当職員へ電話でご相談ください｡
( ) 日程調整後, 所定の申込書を送付しますのでご記入後, ご提出ください｡
. 注意事項
( ) 医師会からは,
に必要なライセンスがセットされたノートパソコン 台,
会議室, インターネット環境 (有線
, 無線
) を無償で貸与します｡
( )
の操作, 参加者への開催案内などは基本的には各会でお願いします｡
( )
会議を行う際は, 医師会館へ最低 人お越しいただきホスト配信をしてく
ださい｡
( ) 参加できる人数は
人までとなっておりますが, これを超える場合は一ケ月
前までにお申し込みいただければ対応できる場合があります｡
( ) 職員ではシステム等のトラブル時に対応ができないため, 講演会, 座談会など
規模が大きくなる会議やイベントは, イベント業者等のご利用をご検討ください｡
その場合でもインターネット環境は無料でご利用できます｡
(その他, ご不明点は各会の担当の職員, または会館貸出担当職員へお問い合わ
せください｡)
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