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as EMILY WEBB

Shinsuke Tsuda
as GEORGE GIBBS

Joe Sichi
as STAGE MANAGER

Holly McNamee
as MRS GIBBS

Masami Iwai
as DR GIBBS
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as MRS WEBB

allan van der
as MR WEBB

Jun Takahashi as SIMON STIMSON Yuzuki Naganawa as JOANNE CROWELL

Hans Kevinne Peralta as PC WARREN Kiko Sugii as WENDY WEBB

Steph Patterson as MRS NEWSOME Yutsuki Watanabe as BELLIGERENT MAN

Atsumi Yamamoto as MRS SOAMES Akari Seiriki as LADY IN BOX

Hiroshi Nakayama as JOE STODDARD Koyuki Hatekeyama as OLDER REBECCA

Valeriya Takazato as SAMANTHA CRAIG Michael Kruse as H. STAGE MANAGER

Hinata Hyodo as REBECCA GIBBS



Chika Suzuki Content Coordinator
Atsumi Yamamoto Content Creator
K.K. GRB Content Creator
Chifumi Arima Translation & Subtitles
Geof Griggs Show Photographer
Furera Yano Stagehand
Takuma Yoshikawa Stagehand
Yui Arima Stagehand
Wathanya Souvanna Stage Manager
Sophie Goto Costume Manager
Junko Takabe Hair & Make Up Manager
Valeriya Takazato Hair & Make Up Manager
Joe Sichi Set Designer
allan van der Set Designer
Shawn Mahler Sound Designer
Akiko Asano Lighting Technician
Ritsuko Shiraki Lighting Designer
Robert Beatty Music Director
Chifumi Arima Outreach Manager
Yoshiko Matsushima Production Manager
Joe Sichi Show Director
Shawn Mahler Producer
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Director’s Notes
Thornton Wilder had a vision of speaking to the audience directly, I believe, and yet also staying 
within the confines of a play, with character arcs, dramatic moments, hilarity, loss, suffering, 
and daily business. I think he would not have imagined a troupe putting this together over a 
three year period while losing actors, losing crew, as a pandemic raged, and yet...

He somehow managed to write that into all three acts.  C’mon, you don’t kill off the papergirl in 
Act I if you’re not planning to get around to addressing it, do you?  As a director this time I have 
been through everything mentioned in the paragraph above personally, and yet never had a 
better time working with a group of people, and yes, even though some individuals involved 
changed, and those who didn’t would have changed as individuals, I’m pretty sure I did the 
latter too, and whatever I may say in rehearsal,  I have appreciated every single one of their 
efforts, and to be honest, we had a good time, masks and all.

I hope you know when the show is done that Wilder broke that fourth wall just so he could speak 
to each of you as an individual.  I also hope we, as the current team, are able to reach across that 
wall as the Nagoya Players have done for almost fifty years, and I’m happy to have been given 
the chance at attempting that.

ソーントンワイルダーは登場人物、場面、笑い、喪失、苦しみ、
そして日常を通じて観客と直接話をしてきた。
ただ、まさか3年もの月日を費やして、この芝居を作り上げる劇団がいることなど、
考えていなかっただろう。
ましてや、途中に何人もの演者もクルーも入れ替わり、
その活動の全てが感染症のパンデミックの最中に行われるなんて想像すらできなかったろうと思う。
しかしながら、演出家としてこのグループのメンバーと共に過ごしてきた時間は、
心から素晴らしかったと言える。
役者が変わった。
それに合わせて、内容も変えた。
私自身も、変わったと思う。
役者の皆の努力を讃え、私についてきてくれた感謝が尽きない。
マスクをしながらでも、間違いなく、素晴らしい時間だった。
ワイルダーは、観客それぞれと直接話すために、見えない壁を破った。
ならば、私たちは今のこのチームで同じ壁を破ろうではないか。
それがまもなく50周年を迎える名古屋プレイヤーズにこれからも続く使命だと思う。
伝統を引き継いでいく機会が得られることを、私は嬉しく思う。 

- Joe Sichi, Show Director, Our Town
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In Memoriam: Dave Olaf
The theater, music and artistic community unfortunately 
lost many players over the last few years. The  Nagoya 
Players and I unfortunately lost Dave Olaf.  If anyone 
mentions Peter Pan or Neverland, I immediately remember 
Dave O.  I first met him as a bartender back in 2005, and the 
moment he walked in, I wasn’t working.  I was suddenly 
that child, and so was he.  Please don’t think that means we 
didn’t have deep discussions about our own Captain Hooks 
and lost Tinkerbells and whatever the personal crocodiles 
name may have been, we did.  Often at his condominium, 
as it happened to be on my way to the bar.  Yeah, I can go 
into chu-hais and why his nickname at the bar was Red Wine 
Dave, and the many we enjoyed together on his balcony, or 
the many productions we collaborated on, even the one he 
quit, but I think it better to tell you, problems though he 
may have had, that man never gave up, never lost his youth, 
and I suspect still has those two features, even in death.

この何年かの間に、惜しい芸術家が何人も失われた。
デーブオラフを失くしたことは、名古屋プレイヤーズにとっても、
私個人にとっても、残念でならない。
ネバーランドのピータパンの話が話題になったら、私が真っ先に
思い出すのはデーブのことだ。
あいつと出会ったのは2005年。
その頃私はバーテンダーをしていた。あいつが店にくると、
仕事に集中できなくて困った。
子どもの頃からの友だちのように話題は尽きず、
さまざまな話題で議論を繰り返した。
良いことも、悪いことも。キャプテンクックやワニから、
はたまたティンカーベルにまで。
人生についてとことん語り合った。
缶チューハイを何本も空けて、ワインも何杯も飲みながら、
あいつの家のバルコニーでいつまでも話した。

「赤ワインのデーブ」と呼ばれた理由も、
一緒に作り上げて来た作品も、いつまでも鮮明に語れる。
なぜ彼が、演じることをやめなければならなかったのかも。
でも、皆さんにもっと伝えたいのは、あいつは最後まで
舞台人でいることを諦めなかったということ。
いつまでも若い心を持ち続けてたから、
天国でもそのままのあいつでいるだろう。
私はそう信じてる。

- Joe Sichi, Show Director, Our Town



In Memoriam: John Ahern
John and I first worked together on Nagoya Players’ Anger 
(2014) and the following year on Psychic (2015). He had 
immeasurable energy, an inspiring presence and a booming 
voice. Even in his small roles he commanded the stage. 
Doing a show with John was always an adventure. It was 
a bit of a challenge keeping him on script. He was in the 
habit of slipping into other characters from other shows 
and routinely broke into song. But once he was focused 
and in character, that’s where he’d stay. He was incredibly 
convincing in his roles and we practically had to force him 
to stop acting when the scene was done.

We lost John in 2021. He was a member of the Our Town cast. 
When we restarted the production he was no longer with us 
in the rehearsal space causing all sorts of trouble, yet, I still 
felt him there. His spirit lives on. He was a big man with an 
enormous heart and even though the characters he played 
in Our Town were minor, John himself played a significant 
role in our lives. We miss you John. I wish we could have 
enjoyed one more stage together. I hope you’re enjoying the 
show from up in heaven.

私がジョンに初めて出会ったのは２０１４年
名古屋プレイヤーズ企画「Anger」の舞台でした。
そして、その翌年２０１５年「Psychic」にも出演してくれました。
彼はエネルギッシュで迫力があり、爆発的な声力と存在感で
観客を魅了しました。彼はセリフが少なかろうと積極的な態度で
ステージに臨み、いつも舞台を盛り上げてくれました。
熱が入りすぎて、たまには別のキャラクターに変身したり、
自作自演の歌を歌い出したり、手のかかる一面もありましたが、
ひとたび舞台に立てば、とても情熱的で、役柄に徹し、
逆にそのシーンが終了してもその役柄から抜けきれず、
強制終了させることもありました。

今回の「Our Town」にも出演予定で楽しみにしていました。
が、２０２１年残念ながら帰らぬ人となってしまい
残念でなりません。舞台は２回の延期を経て、
２０２２年春に練習を再開しましたが、その時にはもう手を
煩わせてくれる彼の姿はありません。大きな体の彼はその
大きさに負けないくらいの心の広い人でした。「OurTown」での
セリフは少なくても、私たちの心には多くのセリフを
残してくれました。そして、その功績はみなさんの心に刻まれ、
永遠に語り継がれて行くことでしょう。もっと、一緒に演劇を
共感したかったと惜しむばかりです。
天国から私たちの舞台を見守ってください。
ご冥福をお祈り申し上げます。

- Shawn Mahler, Artistic Director, Nagoya Players



日本語 ENG

Labour Union for Japanese and Foreign Workers

国籍を問わず日本で働く全ての労働者に開かれた組合

union@generalunion.org

Tel: 052-712-6200
Email: inquiry@biz.ipeacademy.com

@IPEBizLessons

IPE Biz Lesson 新オープンにつきスペシャル・
トライアル・パケージを提供いたします。

１ターム１０回レッスンを25~33％割引で
受講いただけます。

無料レベルチェック＆デモレッスンで、担当講師よりIPE Biz 
Lessonsの指導スタイルを体験してください。

IPE Biz LessonIPE Biz Lessonsのスタイルを体験した後、担当講師
と学習内容、目的などレッスンのカスタマイズを

ご相談ください。

＊消費税込

入学金 0円！

165００円
110００円

33０００円
22０００円

プライスダウン
44０００円
33０００円

２2０００円
１650０円

プライベート

グループ

レッスン
対面
オンライン

対面
オンライン

10レッスン（3カ月）
スタートパック

本気で結果を出したい方へ
Serious English for Serious Learners 

新オープンキャンペーン!



Nagoya 
UNioN 
ChUrCh

Every Sunday at 4:00 p.m.
A short walk from Shinsakaemachi station

In a stormy and ever-changing world, 
make sure you’re standing on a rock.

www.nagoyaunionchurch.com

Nagoya
Players

人を育て未来に繋ぐ
Fostering the Next Generation

@NagoyaPlayers
#NagoyaPlayers

geoffreygriggsphotography.com

An American Photographer in Japan
GeoffreyGriggsPhotography



Previous Productions
The Vagina Monologues was an absolute crowd pleaser. We couldn’t 
have hoped for a better show. The entire cast delivered impactful 
and memorable performances. From Emily Bailey’s journey 
through trauma to discovery, Steph Patterson’s revelations on 
hair and cheating husbands, Amy Braun’s tearful retelling of being 
a rape survivor, Atsumi Yamamoto’s delightful discovery of her 
body and self, Leona Cameron’s painful memories of shame and 
self-loathing, Naudia Patterson’s in your face anger, and KiraKira 
Kiss’ stimulating and exhilarating moaning; every monologue 
was delivered with gravitas and passion. It was so exciting to be 
in the audience and watch these women perform TVM for the next 
generation.

名古屋プレイヤーズがお届けしましたヴァギナモノローグは、2回の公演共に満席で好評を博しました。
キャスト全員力を出し切り、最高の演技ができました。
エミリーバイリーはトラウマを克服した女性を。
ステフパターソンは毛（ヘア）に対する曝露と、配偶者に
裏切られた話を。エイミーブラウンはレイプ
被害者の話を涙ながらに。山本温美は、明るく会場が笑い
声で溢れる演技で、女性の身体への気付きを。
リオナキャメロンは、辛い経験からの自己嫌悪を。
ナディアパターソンは迫真の表情で怒りを。
キラキラ•キスのとても刺激的でセクシーな喘ぎ声。
どの独白も俳優たちの真剣な演技で心に響くものでした。
観客の皆さまにも、とても高評価を頂いており、是非、
若い世代が見るべきだとのご意見を多数頂きました。

The Gift of the Magi will be remembered as one of the greatest shows in 
Nagoya Players’ long and storied history. Never before had we gathered such 
an amazing collection of diverse talent. From actors to singers to musicians 
to dancers, it was a star-studded affair. Behind the scenes we also had our 
production teams working diligently on a fantastic set, costume and lighting 
design. The weekend was filled with energetic audiences that laughed and 
cried their way through four heartfelt performances. We couldn’t have 
wished for a better show. Everything came together perfectly.

「賢者の贈り物」は名古屋プレイヤーズの長い歴史の中で
最も素晴らしい作品の一つとして、みなさんの思い出に残
る舞台となりました。アクター、シンガー、ダンサーみなさん
の技術が見事に集結し多くの観客を魅惑することができた
と思います。その他にも、セットデザイン、衣装、
照明デザインなど制作に携わった人たちも一つに
なって舞台を成功に導いてくれました。私たちの心温まる
舞台は観客の皆様に笑いと感動をお届けできたと
思います。



Nagoya Players is made up of a committed volunteer group of 
talented artists and performers. We are very international with 
members from all over the world. No experience is necessary. 
Our veteran members are happy to help, guide and train the next 
generation. All you need is a passion for English and performance! 
Email info@nagoyaplyaers.org to join us on our next production.

名古屋プレイヤーズは、世界中からのアーティストやパフォーマーで
構成された国際的なボランティアグループです。 老若男女どなたでも
参加でき経験の有無も問いません。ベテランのメンバーが手ほどき致します。
少しばかりの英語とパフォーマンスへの情熱さえあればどなたでも
ご参加いただけます！興味のある方はinfo@nagoyaplyaers.orgに
ご連絡ください。お待ちしています。

Join Us

Since 1975

NagoyaPlayers.org



Each year NP Junior designs a show for kids to take 
on major roles and perform on stage for the public. 
These shows are designed to further develop both 
English language and performance skills. It is a 
great English environment that boosts confidence 
and communicative abilities in children. And it’s 
very fun!

名古屋プレイヤーズJr. は子供英語演劇やミュージカル
を企画運営しています。パフォーマンスを通して英語
力が向上できることを目指し、人前での発話に自信を
つけ、楽しみながらコミュニケーション能力が
高められるよう指導しています。

A Day in the Life of Boogy
NPJ’s second original musical is all about the power of acceptance 
and friendship. Join Boogy and Hector as they search for the magical 
and powerful Super Jelly. Boogy and his team of Bees will dance and 
sing across the Long Valley and Misty Mountains and take on any 
challenge to help their new friend.

「みつばちブギーの１日」
名古屋プレイヤーズJr.企画オリジナルミュージカル第２弾は

「助け合い」をテーマにしたお話です。ブギーとその仲間達、そして、
ヘクターはMisty Mountains の山から、Long Valleyの谷を渡り、魔法のス
ーパージェリーを探しに出かけます。踊ったり、歌ったり、他のハチたちに出
会ったり、困っている人に手を差し伸べる大切さを学びます。

Missy’s Christmas
Featuring a cast of children ages 3-6 this short and cute fantasy is 
about the wonderment of discovery and growth. Join our cast of 
snowball throwing misfits as they sing and dance to some Christmas 
inspired tunes.

「ミッシーのクリスマス」
３〜６歳の幼児クラスの子供達による可愛らしいファンタジー。
クリスマス音楽に合わせて歌ったり踊ったり、雪合戦が始まります。
もちろん、Jeff先生のオリジナル曲です。

Eigo de Tap
Nagoya’s favorite tap dance team is back and they’ve got brand new 
routine for you. Team leader Jeff has also prepared a special song on 
his saxophone just for the occasion too!

英語でタップ
名古屋でお馴染みのタップダンサーチームが新しいステップで再び登場。
また、チームリーダーのジェフ先生も特別にサックスを披露いたします。
お見逃しなく！！

名古屋市青少年交流プラザ
2022年12月17日（土）18日（日）


