
美祢rは夢を見た。
群の中で芙弥子は、竹薮の中を彷僅っていた。
辺りは射l’の闇に包まれ、遠く山間からはカパルケン通の遠吠えか
コダマする。

しかし、空を見上げれば、妙に翰郭のくっきりした鵡金色のH。
美弥rはノ】からの迎えを待っていた。

Hitの甘iからの夢だったのだ。
だって私はあそこで′しまれたんですもの、いつかは帰らなくては。
き一）といつか、沢山の責物と共に、
′Jからの仲井グドンボンゲが牛車に乗って、
ミトカイ　ト【を」ヒトしてきてくれる。

そう。
そうなのたこ。

だから、やらなければならない。

別もりく本物のカグヤヒメを見つけとlHハ消し去らなければならない。
J＝こ少．‡】るのは私なの。

迫り来る野／】のカパルケンをなぎ払い、
蚊を奥へ輿へと進んでいく美祢了のUに、月と同じくど▲■1金色に紺く竹か

飛び込んできたく，
あった。

持っていたナタを仙川かぶり、全身全′．■謀を込めてスイングしたそのノノに、
茹金色の竹は、何の拭枕もなく、あっさりと切り目を肌かせる。
いた。

そこには、やはり曲金色に輝く珠の椎なみ　が鵜′．に也よれて111いていた。
カタヤヒメた．，

こいつさえいなければU

ナタを振りかざす美称】一
ふと、美称イはカアヤヒノにlほ罰H）れた。

私だ。
このカブヤヒメ、私の軌をしぐいる‖

このカケヤヒメ、庶弟かh札の廟かでている（）
いや、述う。カケヤlノメ亡はない‖「ケンノ、り

私の朗をしたコケ／た。
コケ／トl

何か呟いている。私の脚をしたコケシか川か呟いている。
コケ／「れ】

はり

コケントへ　れ。r

何？閉こえない。
コケシ「・し1…へ・れ，」
…しゃべれ・り

コケシr…しヤ＝い‥へ・・れ、l

喋れったって、‖灯と‘川・J合一7
コケ／l Lや・日日hへい…‥れ。r

れわかった。とりあえず、l■来れはいいのね、明りしぼいいのわく′
コケント医者で骨．ペノl附し－】1

次の暁川、英弥千はナクで竹をL－ト　ンつに古いノ捌いていた‖
竹を二つに割ったような椚軋，
私の」は1．
空を仰ぐ美称イ一、
ノ】のノヒは冷たく傾しい．J

そこで掛ま終わるり

H党めた美朝イはイ炉）丁ヒ二川）lllllいたり

辺りはノク二日の支配する、酢榊川鋸
刺すような持たさの〟し川北にjlf巨，され、
美称／の心臓が激しく脈j巨ノ／し．．

脳狛二リフレインする、コケシ∽小

目／やへれリl

たちま　褐也〝圧か、差弥J’の令旬を粗いHくLr U

駆け巡る町／l〝HrHに拭い切れ」、

美弥j′は小さく汗い／二．1

そして最後にEt扶さく他峰L／＿。

アンナツ　サーカ　国く瑚Jl節川と似・状の喋り力，



く主宰からご挨拶申し上げます〉

本日はご来場頂き誠にありがとうこきいます。
氾動夏丁電牒システムは約4桓＝］のパフ寸－マンスを迎えました

20tlL紀の終わりに旗揚けパフォーマンスをし、捌棟の日の届く

場所に現れて早一年。
21世紀の1年目がもうすぐ終わってしまいます。

隼勅こなれは、一年を振り返る番組や付かで、「今句■も低い話題
が多くjなんて首集が使われまくるのでしょう。

硝かに暗い話題は多かったように思えもします。
これ以卜悪い事は起こらないと思っていても、それ以上の不幸が

難い掛かる。それの練り返しなんですja。
人問の想像力には限界があるのでしょう。
5年liもに卜Jよしてきた私だって、今、ここで、こんな′1活を送っ

ているなどと想像は出来ませんでしたし、
ほかの劇川仁はってそうだったでしょう。おそらく。

今年の初めに私は想像できませんでした。
ツインタワーがモノの見料こ崩壊する鵬1日をテレビで春矧二見て
いた自分の姿を。

歌舞伎町の雑居ビル火災をテレビで呑京に兄でいたl1分の饗を。
純　即が甘相になって、はんでもってトラマでは似てるんだか似
てないんだか、イワキコウイチがその役をやってて、
ウナの某家のある町がロケに使われてて、それをテレビで呑気に

見ている自分の姿を。
実家周一週の知り合いよ、根悍出して、少しは幽l白】に比切れてみろ
ってんだ。

やはり、想像力ってば偉大です。
日で見たものだけで100だと云い切ってはいけませんU
ヒレカツだとノよっても、カキフライだったりしてショックを受け

る小もあるのです。
未だにトラウマだよ。
あ、別にカキフライが全くダメたという頚ではないので、差し入
れにでもください。

あ、ウソ。リ、際カキフライが斉し入れられたら驚く。
あ、ほらそれが想像力の欠如だ。カキフライごときで動じてはい
けません。

待動見十は生まれたばかりで、劇団としてはまだまだヒヨッコで
す。
しかし、】′】らのノJ向を模索して、お客様の想像を越えたパフォー
マンスを創造しつつ、徐々に大きくなりつづけます。

人をJ即力させ、驚かせ、笑わせ、拍かせ、補足させる為、
私八か誹れる力は†＼ノウゾウリョク■■たけなんですわ。お恥ずかし
いr、

かくいう瓜も、とこまで想像力を創造力に変える事が出来るかは
分かりませんが。
9月11日、アメリカがてんやわんやになってる帆私は束北沢
の交番で、呑気にに獅丈を採取されていたのですから。

沌動夏丁安間システム　F宰　什H博＝



電動夏子安置システム　第4回公演

『月と真珠の喋り方』

脚本ノ／ノ演出：竹田哲上

▼日　　時：2001年1川2割1（金目400～／19：00～

11月24日（1：）1400～／1900～

11月2511日」）13：00～／18：00～

▼会　場　麻イIJd】epratZe

▼川　演：渡辺美弥r　中川崇宏　小原雄平
応松光　　　三■ill雌也　　狩野智r・
道井良樹　　桜井ゆりえ　丁二腱鑑
酒巻誉洋　　竹‖祈1二

∇照　　明：今JH一一■史　渡辺美祢子　広木芙智子
∇洋　楽　榊原正汁（オフィスFLIP－TOP）

∇水　　嚢：南光峰‥　Ⅴ射甘真
▽11’侵美術・付し明弘（オフィスFLIP－TOP）
▽舞台監督：件藤舘之（オフィスFuP－TOP）
∇金両㈲川：付卜肌弘　松平信雄（オフィスFLIP－TOP）

潰本日（劇川ピンスパイラル）

∇協　力●AsWorksPROJECTID治大学前例研究部

∇′SpecialThamksto

岡部・美　27多爽　山日代一　機Il日出梨香

□ntormation

細OutthisPeltOlman¢e

Cast＆StaffAudition

電動夏子安配システムでは館に新しい力を募集して
います。

即戦力ではなくても大丈夫。あなたが電動夏子の中
で　一体何が出来るのか？それは夏丁・と関わってみて

、初めて分かること。まずは　ずお近くのスタッフ
までお申し出ください。

□募集刈象
役者、制作、その他スタノ7、ボランティア等
※役者‾については近日中にワークショノ70を開催

する予定があります。興味をお持ちの方はお帰
りの際スタノフまでお申しJllください。

または「記連絡先にてもお何い致します。

ロ止、募条件
一度以I∴電動夏子安置システムの公演を見たこ

とがある方

m仙計帽¶瀾川If陀H伽・l叩is＿

TlU肌付　け3－5567・0637

¢・maiM／／鞘仰叩＠田山Il山川川畑l．00加

URU仙川　仙恥伽l氾a9．州加．0仙卜血a＿叩紬m

電動夏子安置システム　第4回公演

月と真珠の喋り万
作・演出　竹田哲士

2001年11月23H（金）～11月25日（日）

at麻布diepratze



当山慎也（トラノスケ）
ShinnyaTohyama

～ふんわりしたもの～

汀から倍々思うのは、十人十色ということわざの過り・性格ヤ件
礼軌等、そっくりな人はめったにいないのだねという、鉾0そ
して人それぞれ「私はこうなりたいのだ！」という職憩の人称こ
l1分を近づけようとしている（と思うのだけど）っ
かくゆう私はコレといってそうゆうものがなく、イメージとして
はふんわりとした〟檻になりたいのでありまして－色々な人と会
い、その人とコミュニケーションを取る際にその人の形に合わせ
てしまえ日というのがあります。山分の接の周りにふんわりと
したものをつけましてどんな形がぶつかってもいい感じで受け萬
す。しかしたまにふんわりをのりこえてくる鋸がおりましてその
人通とは・′l三の友達になったり、人嫌いになるかのどっちかでご
ざいます。
l1分とまったく偲考が同じ人l瓢がいたとしたらアナタは友達にな
れますか？私はなれないです。多分。

工藤藍（ティノ）

A＝Kudou

真珠は異物の混入でHl来ます。興物娘から体
液が絞り川ほれ美しい賞味を麻むのです．何か
にIl悟ってフィーリングを得るのは賢珠を作る
作業に似ています。iJ入った粍物に嘘憎が凍み
川て銅）きって刑の命を′Ⅰミむ感じ。何が代物か
は棚ヤplll刺し指恕衰架、時には人きな空白
が梅としての作物になったり。

人熱の真珠は也も形もバラバラ。心が作り川
すど重体も千且仰臥この舞台がつの艶物にな
って見た人の数だけ真珠を′lミみ川ルますように
。淡くも鈍くも、多様な輝きを持ついびつな真
珠となりますように。

そして私の人′仁の‖（ツキ）は？
カミ梯！一一一カミなんていないのさ？

r無題」

11分は遠距離大開である。火に1日の
6分のlを移軌に費やしており．慣れ
たものだが仔に砧櫓は歳にしている。
それでも、蹄段は岡彪ない。注意すべ
剖ま微妙に賊分の悪い場合だ。すごく
應い呼は，紗tiなんて乗れないのだから
問題外なのだ。微妙なときは、各停や
快速などを秘恍し、いかに途中駅で休
みながら時間通りにH岡地に薫くかを
計算する。つのミスが野宿や晰内で
のそそうに繋がるのだ。朗の中では自
分の忍耐力とl叫板九時臥粗阻ゆ
れなどの要目が組み合うのである。
ちなみに勝利時の優越感は無であり・
敗北時の虚脱感は人知けlずである。n
分にはリーチがかかっている。なので
揖蹄は緊張感でいっぱいだ。

高松亮（ナカタここ二等兵）

RyoTakamatsu

征牛崩が世の中を蟻がしている。
脱がスカスカになってしまう恐ろしい嫡賊だ0
ましてや泊塘法がないなTんて。
感染してしまった人を何とか数えないものかp
しかし、その繭こ都か私を救ってくれないか○
どうやら暇の過疎化が進んでいるらしい。
この間は〟イi違う靴を撼いて出かけてしまった。
御こ帰ったらドアにカギが刺しっぱなしになって
いた。
これ2度Ilだ。
そして今日はこのエッセイの批帖日だということ
をすっかり忘れて棉由こ来てしまった。
附lの俊に．iわれ、掛l喉諺までされたのにどう
して7！

きっと臓近疲れてるのだ。
ああ、今日（11／15）はボジョレーヌーボー解禁
日か。
少し世問が明るい。
なんだか私も明るい気分だ。

桜井ゆりえ（アヤヲ／リタ）
Yurie Sakural

をふまえてわんぱくでもいい、オレを知れ！ののしれlぶてつl

渡辺美弥子（ナイダ）
MiyakoWatanabe

勇1ほ鮎りしぼってあたし■iう
rl分以外はみんなきらいだ

tlり炬‥人のこととことんけなしてたまにやさしいからキティ

品捻り・頼りなさそうなくせに麒りになるからキライ
小肘‥n分の顔の美しきを戯掛こしないからキティ
狩野…あたしより撼l代で女らしいからキライ
道1トい内からも外からも人丸僧だからキライ
桜井‥・キレイな人なのにいやなやつじゃないからキライ
柄巷・‥女どもの持株本能を刺激するからキライ
l二戯・一・滴グセ癒すぎるくせに魅ノJ的だからキウイ
・lill卜‥城夏クビになってもおかしくないのに必要だからキティ

竹肝・・授音が増えてあたしだけをみてくれないからキライ

これはねたみとかうらみとかつらみとかそねみとかではないのよ
くそったれ　おまいちの戯なんぞもうしばらくみたくないんじゃあ！

盟l崇宏TakaMroNakagawa
・‥もレ‥このよに‥・あ‥・な‥・こんだ！

アナコシダとアリゲーターさあどっち！？（関目粟風味）
ヘルシー＆ジョイフルをかかけたてつじ♂にプロデヨーヌされること1恥l川まスタ
スクマッスルマッスル北村合乳IIJ＝ハイレグジーザス≒ヘルシー＆ジョイフルのジ
ョナサシ。
先Il∴『さすがテク兄い！』→テクモのお手伝いをしたゲームショー楓
→…ddr5．⇒あ’一一一一一つつつり日

豊弘r孟宗荘誓濃，禦禁。霊悪霊b三雲讐景品ニッ’
ぇっ！机除輸失くしたって？北部同盟のおかげでヒゲがそれるからダイジョープだよ
。うんJl司会ものりきれるさ。ジョーリジョり。
（悔い改め）『タービン超がさ』

『チューチュー言ってるぞ！』

咽くなってくると小で・′l三悪命タービンflが走るのさ。削l・
熱いYO－！チューチューつて。』

（政毎）小説の解胡だけを読んで知ったかする軋5叫甑を貯金してる凡カニカマ
をカニのハーフだと思っていた僕○エンペラー■7札ナイス乱クロマニヨン人これ

tobe olltillUed．

ー麻布diepmtJe－1

来京タワーのふもとに
なった方は観終って■
るでしょう。なかなか
いらっしゃるかもしれ

pratze系列なのです。

diepmt次はディプう

んです。九ヶ所ありま
んです。だからHp”→■

Ji々がderl－hkでt

ツェなんですね。哲飼
してはピーしても許¶

小原雄
Yuhei

先lL友人宅でボンバーマンのゲームをや
った。爆弾でブロックを壊したり、敵を顆撃
するという、なんとも残酷で過激なゲームだ
。が、しかしやり始めるとハマる。そして・
なにげにボンバーマンの輿深さを知る。

友人はうまい〟ではないのだが、確火に勝
利している。さすが戦火A軋　▲瓜私はと
いうと．m嬢の臥自分の置いた棚抑こやら
れるという．悲しい嗣捜。いきあたりばった
り、Il型の典型。
そう、プレイヤーの性格そのままのボンバ

ーマンが繭面の中にいるのである。tl脚のボ

ンルーマンフアンは、ゲームをしていくうち
に知らずにH分と向き合う旅にでている。そ
れは辛く厳しい道のりだろう。そしてボンバ
ーマンをlWl緬クリアした吼止の道が比えて

くる・‥のだろうか。そんなことを考えつ
つ、緻腐してしまった欄古曲の軋

狩野智子（ネネル）
Tomoko Karin

別にどうでもいいんですが、永六嶺が－iっており
ました。何やら誕生日というのは、その誕′l三日の
人を祝うのではなく、′kんでくれた貞親に感謝す
るHらしいのです。あ～．今までの僕の巌′l三日は
間違っておりました。n分JJ賊でした。l1分LO
vEでした。反れと副いつつも．あまり反省し
ていないn分がイヤだ。ま，これからはそうしま
す。というお顔し。で、木組こ入ります。椒近、
Hが小さくなりました。2年眼前だと・体育会に
いたせ11か．3人l削阻は食べていたし、114～
5氏でした。が．近頃では．2人繭を食べるのに
苦労します。分かりますか？コレ、分かりますか
・才で．体制ます分も変わらないのです。分かりま

すか？コレ．分かりますか？

道井良樹（ピ′け）
YoshikiMichii

「・三。・。∵■



慣宏　TakahiroNakagaWa
P）

iL・‥このよに‥・あ・・・な・‥こんだ！
／ダとアリゲーターさあどっち！？（測It宏嵐妹）
一也ジョイフルをかかけたてつじ♂にプロデヨーヌされること1恥tlJはスク

アズルマッスル北村金管。iIJ＝ハイレグジーザス≒ヘルシー＆ジョイフルのジ
ノ。

『さすがテク兄い！』→テクモのお手伝いをしたゲームショー侃
rS．⇒あ’一一一一一つつつ！！lI

F忘れ辞典の例）金輪際　ってイイカンジ、ヤな感じイェーツ！
わ）温州駄1．OrIt加r Z．Nl）Iember j．lIec叩ber4．September
′磯鴇失くしたって一日摘掴闇のおかげでヒゲがそれるからタイジョープだよ

国会ものりきれるさ。ジョーリジョリ。
艶め）『タービンJrがさ』

『チュ一手ュ－．iってるぞ！』

『熱くなってくると中で▲′1ミ懸命タービンJlが走るのさ。熱い、

釣いY（）－！チュ一手ユーつて。』

小成の解脱だけを成んで知ったかする帆51嘲■JI三を貯金してる〟。カニカマ
りハーフだと思っていた撲。エンペラー■■fl批　ナイス害。クロマニヨン人これ

もてわんぱくでもいい、オレを知れ！ののしれ！ぶてっ！
Inbt・rOrltintled．

渡辺美弥子（ナイダ）
MiyakoWatanabe

亡揖りしぼってあたし－iう
員外はみんなきらいだ

・。八のこととことんけなしてたまにやさしいからキティ
‥腐りなさそうなくせに削りになるからキライ
‥rHの朗の美しきを武器にしないからキライ
‥あたしより躾直で女らしいからキライ
‥内からも外からも人丸斤だからキライ
。。牟レイな人なのにいやなやつじゃないからキライ
‥射どもの付作本能を鋼激するからキライ
け嗣グセ應すぎるくせに魅ノJ帆だからキライ
＝稲見クビになってもおかしくないのに必要だからキライ
日没斤が増えてあたしだけをみてくれないからキライ

たねたみとかうらみとかつらみとかそねみとかではないのよ
）たれ　おまいちの顔なんぞもうしばらくみたくないんじゃあ！

ー麻布劇叩mt俳一今回段々が使わせていただいている劇場の名前です。

貞京タワーのふもとに備訳し，裾頓でのアクセスも恍札ソワレを御覧に
なった加は観終って劇掛引lほとライトアップされた東京タワーを目にす
るでしょう。なかなかよいモノです．第二闘公漸こいらしたガはおぼえて
いらっしゃるかもしれませんが．内部はあんなかんじです。そうはじdk

pIatZe系列なのです。

diepmt上eはディプラッツと読みます。独品です。でもこれまちがってる
んです。九ヶ所あります。まず名崩の朗文‘封ま人文字でなければならない
んです。だから”p’’→HF■　2つ日は■－rH→‖1“そして3つ日は”aH→Ha’’。

元々がderPlatZでその擬数型がdiePI加工eなのです。正しくはディプレッ
ツエなんですね。汗梯朗こはピーでもよいでしょうが、独文一挙呼攻の私と
してはピーしても許せないところなのです。芝居とは回の関係もないです

小原雄平（グランジ）
Yuhei Obara

先日、友人宅でボンバーマンのゲームをや
った。爆弾でプロッタを壊したり．敵を増撃
するという、なんとも残肺で過激なゲームだ
。が，しかしやり始めるとハマる。そして、
なにげにボンバーマンの奥深さを知る。
友人はうまいガではないのだが、ヰ栗に勝

利している。さすが学究A軋　▲ガ、私はと
いうと．n嬢の胤。rl分の綻いた爆弾にやら
れるという、悲しい以後bいきあたりはった
り、R型の典型。
そう、プレイヤーの惟桁そのままのボンバ

ーマンが繭面の叫にいるのである。Il【沖のボ

ンバーマンフアンは、ゲームをしていくうち
に知らずにr1分と向き介う臓にでている。そ
れは響く厳しい道のりだろう。そしてボンバ
ーマンを的l而クリアした時、Jの道が見えて

くる・‥のだろうか。そんなことを考えつ
つ、撤仮してしまった梢lli曲の戌。

狩野智子（ネネル）
TbmOko Karino

別にどうでもいいんですが、永八嶋が言っており
ました。何やら腐生‖というのは、その腐生llの
人を祝うのではなく、′生んでくれた肉親に嘘劇す
るHらしいのです。あー、今までの僕の磨囁日は
問違っておりました。rl分ノブ儀でした。l1分LO
VEでした。反省。と－iいつつも、あまり反祈し
ていないrl分がイヤだ。ま，これからはそうしま
す。というお話し。で、木組こ入ります。励近、
l掴小さくなりました。2年l動的だと、体育釦こ
いたせいか、3人前位は食べていたし．・114－
5食でした。が，近頃では、2人前を食べるのに
苦労します。分かりますか？コレ、分かりますか
？で、体重は寸分も変わらないのです。分かりま
すか？コレ、分かりますか？

道井良樹（ビ／吋）
Yoshiki Michii

酒巻誉洋（カズ）
Takahiro Sakamaki
『今日の社会問題と払』

エッセイと首われで思い浮かぶものは、rESSE
、エーツセ」のエッセ。何であろうかエッセイ。「
ともかく書いてください」ということなので筆はす
すめているが。
私には．r好きなもの」というのがあまりない朱が
する。巷のおとな運は、なんか知らんが色々と凝る
、金をかけている範がする。私も何か凝ってみよう
とコリコリ、コリコリ、やってみるのだが続かない
。お金がないからなのか？いや、友述Aは「扱がな
い峰こそ．そういうものに傾倒するのだよ」とか、
コムズかしい言葉を操る。ケイトウってこの野郎。

‰　≡ご詣警寒さ語三言紀宝丁、聖霊豊吉警≡雷
ウなんだろうね。メンドゥって生きる訴力をどんど
ん抜いていくよね。

喜劇を則ろうとする立場の私は、人様を‖笑わせ‖なけれはならないの
であって、決してH実われ‖てはならないというのがl議論にある。

n分の言勤が．すべて計算の上で繰り出されたものでなければ納得が
いかない。だから、菌松庵の様な天然のボケをかましてしまうやは、級
にとっては棄l二のJ虚等なのだ。

しかし、悔しいかな、般近．本、■iのボケがきているようではカない。

突然ですがここで、ボケの診断テストを。

1．春を山る駄玄関に織を掛け．そのまま鍵穴に鍵を差し込んだまま
的かけてしまい、捕ってきた時、ドアノブにさきったままの線を
見つけて、絶叫してしまった華がある。

2．灰■の灰を、推しの三角コーナーに捨てようとしたのに、
何級か洗誠機の中に捨ててしまい、絶叫してしまった群がある。

蒼　　　3．賞味則伽の過ぎた‖液体・・の牛乳を飲もうと蜘1、コップに注いだら

率　。．芸芸‡荒三言こ霊．：莞憲二慧‡孟‡芸諾崇る○
加熱していて、はっ、と気付いて絶叫しかけたWがある。

5．ドトールに入ったのに、「モスチーズバーガー」とオーダーして、
「えっ？」と－iわれて、「臥すいませんJ　と謡った調がある。

6．トイレットペーパー、・袋100円を見つけ、「お、安い」と思っ

て円って締ってきたら、それがキッチンタオルだった事がある。

7．しかも気付いたら．そのキッチンタオルを、トイレットペーパー
受けに挟め込もうとしていた群がある。

1■そういう償ってあるある日が

0の入　　　　澤過です。
1－4の人　　些少のボケの兆候が見られます、ご注意を。
5～6の人　　はぼ払同様のボケ具合です。
7の人　　　　私です。

竹田哲土（トウドゥ）
TetsLJjiTakeda



THANKSFORYOURCOMING．．．and，

E）endoh NatsukoAntiSY＄TEM＃005

甚和麺
performe〃

作／演出　竹田哲士
On2002．03．22（Fri）”＞03．24（Sun）
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電動夏子安置システム第5回公演

≪pe r f o rme n【琶和廼】
～父がうどんをこねている～≫

電動夏子が放つ第5弾パフォーマンス・その名も’リヾフオーメン日。

今までとは違うデンナツワールドをお贈りします。
ストーリーらしいストーリー無し。かといってオムニバスコントでは無し。
一見即興芝屠、しかしその実、計算され尽くしたナンセンス。

本気で笑わしにかかります。
ちょっと変わったコメディーの手法をお楽しみください。

キレイな話を措くのは疲れました。－作家談


	

