
 

 

 

生まれた時から米軍基地が存在し、空気のように沖縄の一風景としてあたりまえにある米軍基地。 

一方では米軍基地をとりまく矛盾を抱える沖縄では「米軍基地に反対なの？賛成なの？」の議論が絶えません。 

特に現代の沖縄の若者にとってはこの「あたりまえさ」と「議論」が、かえって米軍基地について語ることをとっつきにくく 

させているのかもしれません。 

この舞台「お笑い米軍基地」の鑑賞が、とかく難しくなりがちな米軍基地問題に対して、少し角度を変えて、硬軟織り交ぜた 

お笑いとして見てもらうことで、米軍基地問題を考える「きっかけ」作りになれば幸いです。 

 

お笑い米軍基地 企画・脚本・演出  まーちゃん (小波津 正光) 

1974年 那覇市生まれ。 

演芸集団 FECに入団し、漫才コンビ「ぽってかすー」を結成。 

沖縄県内で活動した後、東京へ活動拠点を移す。 

2004年、沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落した事故の県外メディアにおける扱われ方が 

沖縄と大きく違うことに怒りを感じ、理不尽な敵には笑いで闘えとの思いで、 

舞台「基地を笑え！お笑い米軍基地」を企画・脚本・演出を担当し注目を浴びる。 

現在、沖縄県内にて舞台、テレビやラジオ、執筆活動など多方面で活動中。 

 

 

 

 

 

 

●テレビ出演 

◎ウチナー紀聞（琉球放送） 

◎JNN九州・沖縄ドキュメンタリー 

『ムーブ２００６』（琉球放送） 

◎ウェークアップ！ぷらす（日本テレビ） 

◎ETV特集（NHK）＊全国放送 

◎筑紫哲也 NEWS２３（TBS）＊全国放送 

◎イブニング５（TBS）＊全国放送 

◎お笑い米軍基地ドキュメント（琉球放送） 

◎ＮＨＫハイビジョン 

「笑う沖縄・１００年の物語」＊全国放送 

他多数 

 

●記事掲載 

沖縄タイムス 

琉球新報 

朝日新聞（全国版） 

朝日新聞（九州版） 

読売新聞（九州版） 

週間女性（普天間基地移設特集） 

広告批評 

他多数 

 

 

 

『基地を笑え！お笑い米軍基地』～特別編～ 

平和学習・芸術鑑賞のご提案 

有限会社ＦＥＣオフィス 

〒902-0067 那覇市安里 1-1-58  光生ビル 302 

電話：098-869-9505  FAX：098-869-9506 

Web：http://www.fec.okinawa/  Mail： fec@nirai.ne.jp 

・コント 6～8本＋生徒さん参加型クイズ大会 計 90分 

・コント 8～10本＋生徒さん参加型クイズ大会 計 120分 

・まーちゃん講演会 60 分  

などいくつかの公演プランをご用意しております。詳しくは FECオフィスまでお問い合わせください。 

 

http://www.fec.okinawa/
mailto:fec@nirai.ne.jp


基地を笑え！お笑い米軍基地 ～今までの公演実績～ (※小波津正光による講演会も含む) 

2005年 

12月 平和・人権ラブソングコンテスト（平和祈念資料館主催） 
12月 ゴメン、わじっていいか？県民大作戦会議 
 

2006年 
6月 美里高校 平和学習 
9月 情報労連平和集会 

10月 沖教組那覇支部教育研究集会徒区別企画 
12月 NTT労組（九州ブロック）平和集会 
12月 具志川商業 芸術鑑賞会 

 
2007年 
3月 宜野湾市役所職員平和シンポジウム 

4月 朝日新聞人権イベント（県外公演～福岡） 
5月 高知県介良中学校 修学旅行にて小波津正光による講演 
6月 陽明高校 平和学習 

6月 NTT労組（九州ブロック）平和集会 
6月 浦添市役所労働組合 平和集会 
6月 連合沖縄 慰霊の日 平和集会 

9月 南城市職員 平和集会 
 
2008年 

2月 豊見城 PTA連合 平和集会 
2月 金武中学校 平和学習 
2月 沖縄県立博物館・美術館オープンイベント 

5月 東京都西地区 日本郵便平和集会 
6月 大阪市教職員組合 人権学習 
6月 コザ高校 平和学習 

6月 連合沖縄 平和集会 
9月 沖縄タイムス 購読者感謝イベント 
9月 沖縄県民医療機関連合イベント 

10月 静岡県の高校修学旅行の平和学習 
11月 浦添商業高校 芸術鑑賞 
11月 北谷高校 芸術鑑賞会 

12月 高知県介良中学校 修学旅行にて小波津正光による講演 
12月 京都花園大学人権集会にて小波津正光による講演会（県外講演） 
 

2009年 
1月 あしびな～シアター（あしびな～主催公演） 
6月 北中城高校 平和学習 

9月 琉球新報 購読者感謝イベント 
10月 宮古４高校芸術鑑賞（宮古高校・宮古工業高校・伊良部高校・宮古総合実業高校） 

11月 名護商工高校 芸術鑑賞 

12月 普天間高校 芸術鑑賞会 
12月 浦添工業高校 芸術鑑賞会 
12月 南部商業高校 芸術鑑賞会 

 
2010年 
3月 和歌山 近畿大学付属和歌山高校 修学旅行生への平和学習 

5月 北中城村主催イベントにて公演 
6月 豊見城南高校 平和学習 
6月 具志川高校 平和学習 

10月 首里高校 平和学習 
11月 中部商業 芸術鑑賞会 
11月 八重山３高校芸術鑑賞会（八重山高校・八重山農林高校・八重山商工高校） 

11月 静岡 浜松江之島高校 修学旅行生への平和学習 
12月 沖教組那覇支部創立４０周年記念公演 
12月 興南高校 芸術鑑賞会 

12月 沖縄水産高校 芸術鑑賞会 
12月 大阪 貝塚高校 修学旅行生への平和学習 
 

2011年 
3月 大宜見村舞台芸術による地域文化振興事業として上演 
6月 嘉手納高校 平和学習 

6月 石川高校 平和学習 
6月 北部農林高校 平和学習 
10月 興南高校にて小波津正光による講演 

11月 静岡 浜松江之島高校 修学旅行生への平和学習 
11月 泊高校午前部 芸術鑑賞 
12月 静岡 湖西高校 修学旅行生への平和学習 

12月 名護高校 芸術鑑賞 
12月 南風原高校 芸術鑑賞 
12月 知念高校 芸術鑑賞 

2012 年 

3月 日本生活協同組合連合会主催 第 29回沖縄戦跡・基地めぐり 
4月 東京 都立第五商業高校 修学旅行生への平和学習 
6月 南部商業高校 平和学習 

6月 埼玉 川越南高校 修学旅行生への平和学習 
10月 南部農林高校 芸術鑑賞 
10月 北山高校 芸術鑑賞 

11月 前原高校 芸術鑑賞 
11月 普天間高校 第 16回普天間塾にて小波津正光による講演 
12月 那覇商業高校 芸術鑑賞 

12月 南風原町立南星中学校 芸術鑑賞 
12月 大阪 千代田高校 修学旅行にて小波津正光による講演 
 

2013年 
3月 東京 立川女子高校 修学旅行生への平和学習 
6月 岐阜 各務原西高校 修学旅行生への平和学習 

6月 上山中学校 平和学習講演会にて小波津正光による講演 
8月 沖縄国公労琉大労組 特別公演 
9月 沖縄タイムス 第 34回タイムス女性倶楽部にて 

小波津正光による講演 
10月 那覇高校 芸術鑑賞 
10月 向陽高校 芸術鑑賞 

10月 石嶺中学校 3学年レク講演会にて小波津正光による講演 
10月 東京 朋優学院高校 修学旅行にて小波津正光による講演 
11月 やんばる展 40周年記念式典にて小波津正光による講演 

11月 愛知 尾北高校 修学旅行にて小波津正光による講演 
12月 沖縄タイムス沖縄市・北谷町販売店会 特別公演 
12月 京都 京都女子高校 修学旅行生への平和学習 

 
2014年 
1月 豊見城高校 芸術鑑賞 

3月 第 45回全青司おきなわ全国大会 特別公演 
6月 名護商工高校 平和学習講演会にて小波津正光による講演 
7月 北部農林高校 平和学習 

8月 南城市市民平和の日制定記念事業 2014 特別公演 
9月 沖縄市市制施行 40周年記念事業 特別公演 
10月 NHK研修「放送倫理と人権」講演会にて小波津正光による講演 

10月 東京 朋優学院高校 修学旅行にて小波津正光による講演 
11月 沖縄タイムス宜野湾販売店会 特別公演 
12月 美里高校 芸術鑑賞 

12月 南風原高校 芸術鑑賞 
 
2015年 

6月 埼玉 川越南高校 修学旅行生への平和学習 
6月 古堅中学校 平和学習講演会にて小波津正光による講演 
7月 宜野湾高校 平和学習 

8月 読谷村 平成 27年度 戦後 70年平和継承事業 特別公演 
8月 うるま市教育員会 特別公演 
10月 南新物産 創業 35周年記念 特別公演 

11月 埼玉 川越総合高校 修学旅行生への平和学習 
12月 北中城高校 芸術鑑賞 
12月 南部商業高校 芸術鑑賞 

12月 興南高校 芸術鑑賞 
12月 那覇西高校 芸術鑑賞 
 

2016年 
2月 埼玉 狭山工業高校 修学旅行生への平和学習 
8月 星槎大学 教員免許更新講習にて小波津正光による講演 

9月 沖縄県教職員組合那覇支部 特別公演 
10月 東京 朋優学院高校 修学旅行にて小波津正光による講演 
11月 南部農林高校 芸術鑑賞 

11月 美来工科高校 芸術鑑賞 
12月 首里東高校 芸術鑑賞 
12月 京都 京都女子高校 修学旅行生への平和学習 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



2017年 

4月 東京都立第五商業高校 修学旅行公演 
6月 上山中学校にて小波津正光による講演 
8月 高教組第５０次教育研究中央集会にて小波津正光による講演 

8月 星槎大学 教員免許更新講習にて小波津正光による講演 
9月 てだこ演劇祭 特別公演 
11月 具志川商業高校 芸術鑑賞 

11月 社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会にて 
小波津正光による講演 

11月 泊高校 芸術鑑賞にて小波津正光による講演会 

12月 鏡原中学校にて小波津正光による講演会 
12月 新潟 西新発田高校 修学旅行にて小波津正光による講演会  

 

2018年 
1月 かねひで創業７０周年記念 特別公演 
3月 京都府橘高校 修学旅行公演 

6月 沖教組中頭支部 小波津正光による講演会 
8月 コープおきなわ労働組合 小波津正光による講演会 
9月 てだこ演劇祭 特別公演 

10月 沖縄県立宜野湾高等学校 芸術鑑賞 
10月 宜野湾市立宜野湾中学校 芸術鑑賞 
11月 沖縄県立辺士名高等学校 小波津正光による講演会 

 
＊上記以外の県外の中学・高校からの問い合わせも多数あります。 

 

２００５年より毎年、慰霊の日前後にオール新作公演も実施中！ 

 

 


