
 
シェイクスピアランド・オープニングアクト（作・IKKAN） 

シェイクス・劇中劇 

「アクション活劇ロミオとジュリエット」 

作・IKKAN 

 

 （不穏な音楽。） 

 （大勢の剣士達が集いつつあるヴェローナ広場。） 

 （ジュリエットに照明がバーン！と当たる） 

 

ジュリエット 『ああ！ロミオ！ロミオ！どうしてあなたはロミオなのーーーー

っ！！！』 

 

（激しい音楽に変わる。※音楽イメージ ヴァイオリン・弦楽器な

ど。オーケストラ的なモノ。） 

 （戦い合うヴェローナの剣士達。） 

 

語り部 １６世紀末、ヴェローナの街には争いが渦巻いていた！ 

 モンタギューとキャピュレット！ 

 二つの一族が、互いを殲滅せんと、 

 数多くの剣士を争いにかり出していたのである！ 

モンタギュー 私はモンタギュー！ロミオの親である！ 

キャピュレット 私はキャピュレット！ジュリエットの親である！ 

モンタギュー モンタギュー一族と！ 

キャピュレット キャピュレット一族は！ 

二人 いがみあっている！ 

剣士達 いがみあっている！ 

 

 （激しい攻防。争いを尻目に、登場するロミオ。） 

 

ロミオ 俺はロミオ！モンタギューの跡取り息子！ 

 ツラもいいし、運動神経も抜群だが、何故か女に縁がねぇ！ 

語り部 モンタギューの跡取り息子「ロミオ」は、 

 ヴェローナ一の美女「ロザライン」に恋焦がれていた！ 
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 （登場するロザライン。とうてい美女とは言えない。） 

 

ロミオ 愛しのロザライン！俺は君のことが大好きだ！ 

ロザライン あら、おぼっちゃまのロミオくん。…あなた、いったい私の何が好き

だというの？ 

ロミオ 君のような美人は見たことがない！ 

語り部 ロミオは良家の生まれであったため、 

世の中にはまだ多くの美女が存在していることに気がついていなか

った！ 

ロザライン バカにするのは、よしてちょうだい！ 

 

（パシーンとロミオの頬を殴る。） 

 

語り部 ロザラインは、この手の女には珍しく自分の立場をわきまえていてい

た！ 

ロミオ 嗚呼……俺はなんて不幸なんだ……！！ 

 うおおおおおおおおっ！！！（暴れ出す） 

 

 （激しい攻防。自暴自棄に暴れるロミオ。ありえない暴れ方） 

 

パック やれやれ、人間ってどうしてこうも争いごとが好きなのかねえ。 

よーし！いっちょ、この妖精のパック様が、引っかき回して進ぜよ

う！ 

 

（戦っても戦っても、頭の中を巡る恋の悩みは払拭できず、ふさぎ

込むロミオ。ロミオの側に歩み寄るパック） 

 

パック どうしたんだいロミオくん、そんなにふさぎ込んじゃって。 

ロミオ お前は……？ 

パック 僕かい？僕は妖精の「パック」さ。 

ロミオ 妖精の「パック」？ 

パック そう。妖精のパックさ！（すごい可愛らしいポーズをとる） 

ロミオ 妖精？ 

パック 妖精。（そう、妖精さ） 

ロミオ 妖精？？！！（本気でそんなこと言ってるの？） 

パック 妖！精！（しょうがないだろ妖精という設定なんだから！） 
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ロミオ ……そういうのは……恥ずかしく、 

パック よーし。だったら証拠を見せてやろう！それっ！（と、宙を舞う） 

 

 （空を飛び回る妖精パック。） 

 

パック どうだいロミオ！これで妖精だって事を信じてくれたかな。 

ロミオ （目をこすり、目を疑う）こ、これは、一見、二人の人間が出てきて

持ち上げているように見えるが……これは……まぎれもなく、空を飛

んでいる！ 

パック あはははは！（飛んでいることを楽しむ） 

ロミオ （愕然として）……俺は幻でも見ているのか？ 

 そこそこいい年した大人が、少年のような喋りで空を舞っている。 

パック （地面に舞い戻り）さあロミオ、元気を出して！ 

 なんだい、なんだい、シケたツラして。 

 

 （落ち込んでいるのを見越して優しく） 

 

パック ……どうした？ 

ロミオ …… 

パック ……株価でも下がったか？ 

ロミオ 違うよ！（笑）全然違うよ！（まったく違いすぎてびっくりする） 

 大好きなロザラインに振られちまったんだ。 

パック はっはっはっはっは……（そんなことでくよくよしていたのか的な）。

そうか……（可哀想に） 

ロミオ …… 

パック そいつはめでたい。（気を取り直せ的な言い方をする） 

ロミオ めでたくねーよ！ 

パック よし、僕がいい情報を教えてやろう。 

とある筋から聞いた話によると、キミの大好きなロザラインちゃん

は、今夜、キャピュレット家で開かれる仮面舞踏会に行くらしい。 

ロミオ 仮面舞踏会に。 

パック そこに行けば、ロザラインなんて比べものにならないほどの美人が 

 たーくさん集まるって話だぜ。 

ロミオ なんだって？キャピュレット家の仮面舞踏会に美人が？ 

パック いつまでもそうやってふさぎ込んでないで、 

 愛しのロザリンの顔でも見に行けばいいじゃないか。 
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ロミオ よしてくれ、会えばもっと切なくなる。 

それに、モンタギューの男がキャピュレットの敷居をまたげる訳も

ない。 

パック ロミオ、これは今言うべき事かどうか正直わからないけれど、 

 キミの親友として一言言わせてくれ。 

ロミオ いつ親友に？ 

パック 「（どうでもいい一言を言う。マジメに）」 

 

※例「電車の扉がプシューっと閉まるとき、カバンがちょっとでも

はさまると、一回開く。……わかるかい？」 

※例「１年間着なかった服をタンスにしまっておいてもスペースが

無駄になるだけさ。誰かに上げるなり捨てるなりしなければモノは

どんどん増えていく。……わかるかい？」 

 

ロミオ ほんっとに今言う必要ないよね、その話。 

パック どうだい、行く気になったかい？ 

ロミオ ならねえよ！ 

語り部 ロミオは、妖精のパックにそそのかされ、 

 キャピュレット家で開かれる仮面舞踏会へと出向いた！ 

 

 （殺陣がダンスにチェンジ） 

 （剣士たちがマスクをかぶり仮面舞踏会が始まる） 

 （仮面舞踏会に現れる、当主・キャピュレット翁） 

 

キャピュレット さあさあ、今日は我がキャピュレット家が主催する、仮面舞踏会だ！ 

 親愛なる紳士淑女の諸君！ 

 今日くらいは羽目を外して思う存分に宴を楽しんでいってくれ！ 

 

 （ジュリエットが劇的に登場） 

 

ジュリエット 私はジュリエット！不幸な女！自分の恋の相手すら自分で決めるこ

とができない。とっても不幸な女！ 

キャピュレット さあ、ジュリエット。彼がお前の結婚相手のリチャード３世君だ。 

 一緒に踊って差し上げなさい。 

 

 （婚約者リチャード３世を紹介する父・キャピュレット） 
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リチャード３世 はじめましてジュリエット。私がリチャード３世です。 

ジュリエット は……はじめまして。 

リチャード３世 よろしく。（と、挨拶の後にニコッと笑った笑顔が気持ち悪い） 

 

 （社交ダンスを踊る二人） 

 

語り部 キャピュレットのご令嬢、ジュリエットには、 

 親の決めた、つまらない男との結婚が決まっていた！ 

リチャード３世 （踊るジュリエットに、パリスがつまらないことを言う） 

 

 ※例「ねえジュリエット。シャチホコって、あのソリ方のせいで、 

 病気の魚っぽく見えない？」 

 ※例「ねえジュリエット。キンモクセイって、金星なの？木星なの？ 

 知っている？」 

 

ジュリエット ああ、つまらない！なんてつまらない男なの！ 

語り部 つまらない男、パリスとの縁談に、ジュリエットは日々鬱々としてい

た！ 

 

 （パーティーを抜け出すジュリエット） 

（パーティー会場で、ロザラインに声をかけるのをためらっていた

ロミオがジュリエットの姿を見つける） 

 

ロミオ あ、あの子は誰だ！……なんて美人なんだ！ 

 ロザラインよりも、ものすごく美人だ。 

 俺は、目は節穴だった！あれこそが本当の美人だ！（激しく悔やむ） 

 

 （ジュリエットの前に躍り出るロミオ） 

 （体中に電撃が走るかのようにロミオを見つめるジュリエット） 

 

語り部 モンタギューの跡継ぎロミオ！ 

 そして、キャピュレットのご令嬢ジュリエットは、 

 反目する運命の中で、出会ってしまった！ 

 

 （象徴的に見つめ合うシーン） 
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 （パックが、ジュリエットに見えないようにロミオの側に登場する） 

 

パック いいかいロミオ、 

 キミは女の口説き方が、めっちゃくちゃ下手だから、 

 僕が教えるとおりに口説くんだよ。わかったね。 

ロミオ ……わかった。（神妙に） 

 

（ジュリエットを見つけるロミオ、ジュリエットから目が離せなく

なる） 

 

ロミオ こんなところで美人が退屈しているなんて、 

 神様はよっぽど見る目がなかったんだろうねえ。 

ジュリエット まあ、女を口説くのがお上手なのね、 

ロミオ 「くどい」くらいに「口説い」て見せるさ。 

ジュリエット くさい台詞が似合うアナタは、女ったらしってことかしら。 

ロミオ 俺が「女ったらし」だって？ 

この舞踏会で「ほったらかし」になっているキミを見過ごせなかっ

ただけだよ。 

ジュリエット あら、「女に惚れっぽい男」の言い訳かしら。 

ロミオ 俺は「女」に惚れたんじゃない。 

 ……「キミ」に惚れたんだ。 

 

 （音楽高鳴る。） 

 （一瞬離れ、パックに意見するロミオ） 

 

ロミオ クサすぎないか？この台詞！（不安になってパックに尋ねる） 

パック 「クセエ」台詞は、「クセ」になる。 

 これくらい言わないと、身持ちの堅い女は落とせないんだよ。 

ロミオ そ、そうか……！ 

 

 （ジュリエットを口説き出すロミオ） 

 

ロミオ もし、お互いの一族が未来永劫憎しみ合っていたとしても 

 今日二人はここで出会う運命だった。 

ジュリエット なあに？そんな安っぽい口説き文句が、二枚目の「手口」なのかしら？ 

ロミオ 俺の「手」も、俺の「口」も、全てはキミに触れるため。 
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ジュリエット そんな「歯が」浮くような台詞ばかり言っていたら、 

 学校で「いじめ」に遭っちゃうわよ。 

ロミオ キミを「羽交い締め」に出来るのなら、それもかまわない。（身体を

引き寄せる） 

ジュリエット ……！（抱き寄せられ息を飲むジュリエット） 

 

 （パックに耳打ち） 

 

ロミオ この「言葉遊び」、無理矢理過ぎない？（大丈夫かな？大丈夫かな？） 

パック 「遊び心」のない男なんて、「つまらない男」だぜ！ 

 

 （ジュリエットの心はすでにロミオに夢中になっている） 

 

ジュリエット ……私がここで叫んでしまったらどうなるかしら？ 

 お互いの一族が黙っちゃ居ないわよ。 

ロミオ だったら、その唇に蓋をして、黙らせてみようか。 

 

 （優しく、丁寧にキスをする） 

 

ジュリエット 『お行儀のいいキスなのね。』（愛が芽生える気持ちで） 

ロミオ 君の前では優等生さ。 

 

 （音楽高鳴る。愛が芽生える二人） 

 

二人 あはははは、うふふふふ……！ 

 

 （仮面舞踏会の踊りが盛り上がる） 

 

語り部 いたずらな妖精・パックの手によって、まんまと愛し合ってしまった

二人は悲劇の道へと歩み出してゆく！ 

ジュリエット お父様！私やっぱりリチャード３世と結婚するなんてイヤです！ 

 私には、心に決めた男性が居るんです！ 

キャピュレット いかん！リチャード３世と結婚するのだ！これはキャピュレット家

の決定なのだ！ 

語り部 そんなとき、一人の男が現れる。ジュリエットのいとこ……その名も、

マクベス。 
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 （不穏な音楽と共に現れるマクベス。） 

 （ふと音がとぎれ、子供っぽい例の小突きあいを始める） 

 

マクベス おい。（小突く） 

ロミオ なんだよ。 

マクベス おい。（小突く） 

ロミオ なんだよ。 

マクベス なんでモンタギューがキャピュレット家の仮面舞踏会に来て居るん

だよ。（小突く） 

ロミオ うっせーよ。（小突きあいが始まる） 

マクベス なんだよ。（小突く） 

ロミオ やめろよ。（小突く） 

マクベス モンタギューの人間がここにいるってのが間違いなんだよ。（小突く） 

ロミオ 間違いじゃねえよ。（小突く） 

マクベス 間違いなんだよ。（小突く） 

ロミオ 間違ってねえよ。（小突く） 

マクベス 間違いだよ。（小突く） 

 

（で、誤って、マクベスを殺してしまう※偶然、持っていたナイフ

が刺さるとかで「ズバーッ」など効果音が出て、死んでしまう等） 

 

ロミオ ああ！間違ったあああ！間違って、ジュリエットのいとこを殺してし

まったあああああ！！！！ 

 

 （ロミオに襲いかかる、キャピュレット一族の剣士達） 

 

語り部 間違えて、キャピュレットの人間を殺してしまったロミオ！ 

ヴェローナの街から追放され、ジュリエットとの愛の生活はよりい

っそう困難なものとなっていった。 

 

 （かいくぐるロミオ） 

 

ジュリエット ロミオ様！ロミオ様ー！！ 

ロミオ ジュリエットー！！ 
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 （ジュリエットと離ればなれになってしまうロミオ） 

 （パックが修道士のフリをして登場） 

 

ジュリエット 最愛のロミオ様はヴェローナの街を追放。 

 私は愛してもいない男と結婚。 

 いったい、いったいどうすればいいの！ 

パック（修道士） 泣くなジュリエット。さあこの薬をお飲み。 

ジュリエット これは？ 

パック（修道士） これは丸一日、仮死状態になれる薬だ。結婚式の前夜、コレを飲んで、

自殺してしまったことにするのだ。 

ジュリエット まあ、なんて都合のいい薬！ 

パック（修道士） ２４時間後、ロミオが君の前に戻ってくる。 

ジュリエット それは本当？ 

パック（修道士） そして二人は、何にも縛られず、どこへでも行って自由に暮らすがい

い。 

ジュリエット ありがとうございます！ 

 

 （薬を飲むジュリエット） 

 

ジュリエット うげっ！！！ぐあああああ……！！！！（意外に苦しい） 

 神父様、これ「マジ毒」じゃないですよね。（苦しみながら） 

パック（修道士） 大丈夫、「本気死に」はしないから。 

ジュリエット でも、メッチャ苦しいです……！！ 

パック（修道士） まあ、でもやっぱそれなりの薬だから、それ相応の苦しみは…… 

ジュリエット ぐうううああああ……！ 

パック（修道士） まあ、これで死んだ人は、ほとんどいないから。 

ジュリエット 「ほとんど」って……！！！？？ああああああ！！！（ぶっ倒れる） 

 

 （仮死状態になるジュリエット） 

 

パック（修道士） ……（近づいていって）……うん。大丈夫。（無責任） 

 

 （騒ぎになるヴェローナの街） 

 

剣士１ ジュリエット様が自殺を図ったぞーーー！！！！ 

 

  9/15 



 
シェイクスピアランド・オープニングアクト（作・IKKAN） 

 （ロミオとパリスが別々の空間に出てくる） 

 

ロミオ＋リチャード ジュリエットが死んだ？……ジュリエットが死んだ！……何故だ！

何故だあ！ 

 あんなに、あんなに愛し合っていたのに！……何故だああああ！ 

 

 （剣士達は噂話を始める） 

 

剣士２ いったいどういう事だ！なぜジュリエット様が自殺を！ 

剣士１ なんでも、リチャード３世様との結婚がイヤでイヤでたまらなくて自

殺を図ったらしい！ 

剣士２ 何故だ！何故、リチャード３世様との結婚がイヤだというのだ！ 

剣士１ リチャード３世様がつまらない男だからだそうだ！ 

剣士２ つまらない男！どういうことだ！ 

剣士１ 話が盛り上がらないとかそういう意味だそうだ！ 

剣士２ 話が盛り上がらないって！？それはつまらなさそうだ！ 

 

 （リチャード３世がいたたまれなくなって、話の中に割って入る） 

 

リチャード３世 待て！私はつまらない男などではない！ 

剣士１＋２ リチャード３世様！ 

リチャード３世 聞け！ 

 （つまらない話をする） 

 ……どうだ！ 

 

剣士１ （つまらないけど、つまらないとは言えない）……面白……い……と

思います。 

リチャード３世 躊躇するな！ 

剣士２ （フォローするつもりで）いや、でも！僕は「面白くなかった」です

けど、みんなは「面白い」って言うと思います！絶対！ 

リチャード３世 フォローになってない！ 

剣士２ あ、逆だ。しまった！ 

リチャード３世 お前ら！ 

 

（さきほどの叫びの後から、ずーっとヨロヨロしながら、ためてた

めてジュリエットの遺体の前やってくるロミオ） 
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ロミオ ジュリエット……なぜだ？……何故死んでしまったのだ。ジュリエッ

トーーーッ！ 

パック ロミオ、ジュリエットはもう帰ってこない。彼女は、この薬を飲んで

死んだんだ。 

ロミオ この薬で……！（奪い上げて飲み干す） 

パック ロミオ！！ 

ロミオ ジュリエットが死んでしまった今、僕はもう生きていても仕方がな

い！ジュリエットと同じ薬を飲んで死んでしまいたいんだ！ 

（薬が効いてくる）うがああっ！！！おお！うわああおおお！！！

（苦しむ）はあああっ！（苦しすぎて）超厳しい……おえええ！！ 

 

（「苦しみ方」が見事なロミオを、パックはボクサーのトレーナーの

気分で観戦） 

 

パック いいぞ。いいぞロミオ。そうだ、その調子だ。 

ロミオ （苦しみながら）楽しむなあ！うがああわあうお……！ 

パック 今から君の瞼に「恋の三色スミレ」の花の汁を塗ってあげよう。 

ロミオ （苦しみながら）「恋の三色スミレ」？？なんだそれは……！ 

パック 目が覚めたら、一番最初に見た人に恋い焦がれてしまうという魔法の

汁さ。 

ロミオ なんで今そんなものを……！ 

パック ちなみに、さっきの薬、死なないから。ジュリエットもあとで目が覚

めるから。 

ロミオ え？！（完全に朦朧としている） 

パック 目が覚めたときに、誰か適当な人を目の前に連れてくるね。 

ロミオ え！ちょ！ちょっと待って！ああおお！！！（苦しんでぶっ倒れる） 

 

 （仮死状態になるジュリエット） 

 

パック （近づいていって）……うん。大丈夫。（ちょっと心配だけど無責任） 

よしジュリエットの瞼にもこの「恋の三色スミレ」の花の汁を塗っ

て……と。 

 （汁を塗る）さあ、どうなることやら！ 

 

 （モンタギューとキャピュレットが、自分たちの子供の死を嘆く） 
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シェイクスピアランド・オープニングアクト（作・IKKAN） 

 

モンタギュー ロミオーーーー！ 

キャピュレット ジュリエットーーーー！ 

 

 （おんおん泣いている二人） 

 

パック（修道士） いいですかお二人とも。 

 この悲劇の原因は、お二人がいがみあっていたせいです。 

 若い二人の将来を奪ってしまったことを深く反省し、 

 これからは、争うことの愚かしさを胸に…… 

 

 （モンタギューとキャピュレットの闘争が本格化） 

  

キャピュレット おい！モンタギュー！てめぇんとこのバカ息子のおかげで、 

 うちの娘と甥っ子が死んでしまったじゃねえか！ 

モンタギュー なんだとお！そもそも、お前んとこの尻軽女のせいで、うちのロミオ

がひどい目に遭わされたんだよ！ 

二人 おらあああ！！！ 

 

 （激しい争い） 

 

語り部 ロミオとジュリエットの死がもたらした悲劇は、さらなる悲劇を呼ん

だ！！両家の攻防は、以前にも増して激化し、 

 ヴェローナの街の大きな問題となっていった！ 

 

 （ハムレットの雄叫び） 

 

ハムレット 待てーーい！！！ 

 

 （ズサッ！戦士達の中央にハムレットが躍り出る） 

 

ハムレット そんなもの！たいした問題ではない！ 

戦士達 お前は……！ 

 

 （にらみ合う、ハムレットと戦士達、ジリジリと……） 
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シェイクスピアランド・オープニングアクト（作・IKKAN） 

ハムレット ……生きるべきか、死ぬべきか…… 

 

 （シャキーンと構える！） 

 

ハムレット それが問題だ！！！！  

戦士達 ハムレットオオオッ！！！！ 

 

 （音楽高鳴る） 

 （両家の攻防にハムレットが参戦する） 

 

語り部 両家の攻防を食い止めるかのようにハムレットが参戦した！ 

この戦いはまさに、「生きるか死ぬか」の血で血を洗う戦いであっ

た！ 

 

 （一人の強い剣士がハムレットに倒される） 

 

剣士１ うわあっ！ 

ハムレット 『弱き者、お前の名前は「女」！』 

剣士１ 俺は……男だ……（死んでいく） 

 

 （また一人の強い剣士がハムレットに倒される） 

 

剣士２ うわあっ！ 

ハムレット お前のような奴は……『尼寺へ行け！』 

剣士２ な……なんのために……（死んでいく） 

 

（勝ちまくったハムレット。勝っても勝ってもぬぐえない悩みに溺

れている） 

 

ハムレット 人間とは一体何なのだ……。 

 

 （横たわるロミオとジュリエットを発見する） 

 

ハムレット 若い男女が若くして自らの命を絶ったというのか。（悲しくて、嘆か

わしい）神の掟によって、自らの命を絶つことが禁じられてさえいな

ければこの俺も、死んでしまいたい。 
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シェイクスピアランド・オープニングアクト（作・IKKAN） 

ジュリエット ……う……うう。 

ハムレット むぅ……！？ 

ロミオ ……う……うう。 

ハムレット こ、これは。まだ息がある！生きているのか……！大丈夫か？しっか

りしろ！ 

 

 （目を覚ますジュリエット） 

 

ジュリエット あなたは……！なんて素敵な方。どうか私を好きにして下さい！ 

 

 （ハムレットに駆け寄るジュリエット。ハムレットは払いのける） 

 

ハムレット な、なんだ！？ 

 

 （目を覚ますロミオ） 

 

ハムレット お、君、大丈夫か。 

ロミオ あなたは……！なんて素敵な方。どうか僕を好きにして下さい！ 

 

 （ハムレットに駆け寄るロミオ。ハムレットは払いのける） 

 

ハムレット なんなんだ？やめろ！！ 

ロミオ どうか僕の愛を受け止めて下さい！ 

ジュリエット どうか私の愛を受け止めて下さい！ 

 

 （逃げるハムレット） 

 

ハムレット なんだ？？これはいったいなんなんだ？ 

 やめろ！俺は生きるべきか死ぬべきかで悩んでいるのだ！ 

 

 （目覚めてくる、他の登場人物。みんなハムレットを好きになる） 

 

キャピュレット （あくびをしながら）ふわああああーあ。ん？ハッ！（気づく）……

好きです！ 

モンタギュー ふわああああーあ。ん？ハッ！（気づく）……好きです！ 

ロザライン ふああ……好きです！ 
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シェイクスピアランド・オープニングアクト（作・IKKAN） 

剣士達 ふああ……好きだあ！ 

 

（登場人物が続々と出てきて、ハムレットに惚れてしまう） 

 （歌い出すヴェローナの人々） 

 

ヴェローナの人々 ♪好きだ、好きだ、ハムレット 宇宙で一番いい男 

  悩んだ顔がセクシーね 悔やんだ顔もまたセクシー 

  友達にしてねマイミクシー 銀河で一番ギャラクシー 

ハムレット ♪生きるべきかな 

ヴェローナの人々 ♪生きていこう～ 

ハムレット ♪もう死ぬべきかな 

ヴェローナの人々 ♪死んじゃだめ～ 

  どうせいつかは死んでいく 

  だから生きていきましょう 

ハムレット ♪よーしわかった 生きていこう 

  みんなが言うから 生きていこう 

ヴェローナの人々 ♪どうせいつかは死んでいく 

  だから生きていきましょう 

 

 （うやむやにハッピーエンド） 

 

パック さあてみなさま、いかがでしたか、このヴェローナの街の『から騒ぎ』。 

 『終わりよければ全てよし』。 

 どうかみなさま、本日のこの出し物が 

 『骨折り損』と思わぬよう願うばかりでございます。 

 我々道化師、どんな悲劇も、どんな『間違いの喜劇』も、 

 『お気に召すまま』に演じて差し上げましょう。 

 今宵のひととき、この取るに足らないお話は 

 『夏の夜の夢』と思って頂ければ、これ幸いでございます。 
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