
美称子は夢を見た。
夢の中で美弥子は、西を目指していた。
後ろを見れば、赤いジョルカフに乗ったサイトー法師。
横を見れば辰巳豚郎とセノー河童。
ボウズとブタとカッパ。

あたしは猿。
でも什方がない。こいつらを旅の仲間にあそこを目指すの。

そこに行けばどんな夢もかなう。
その国の名はガンダーラ。
とこかにあるという。

西を臼指す一行の前には数々の妖怪達が立ちはだかる。

今回の相手はミョウガダニ。
その手にはアツカンのオチョウシを持っている。

すこく弱そうだ。
所詮はダニ。余裕で勝てる。
と思ったのもつかの間、ミョウガダニに名前を呼ばれ返事をして
しまった仲間達、次々と、オチョウンの中に吸い込まれていく。

敵は、ヤギのような声で鳴き、手首をヘンな方「糾こ自在に
曲げながら美味そうに酒を喰らっている。
ちくしよう。気味の悪いヤツ。

やがてうずくまり、巨大なクロッキーへと射ヒするミョウガダニ。

史に気持ち悪いものになる。
伸びろニヨイポウ。

みんな、待ってなさい。コイツを叩きのめして、今すく助けてあける。

ふと、美弥子はオチョウシに日を奪われた。
あたしだ。
このオチョウシ、あたしの顔をしている。
このオチョウシ、先っちょにあたしの顔が乗っている。

このオチョウシ、フォルムがすでにあたしだ。

いや、違う。オチョウシではない。コケンだ。

あたしの顔をしたコケシだ。
コケシ「」

何か呟いている。あたしの顔をしたコケシが何か呟いている。
コケシ「…て。」

はウ
コケシト　ね…て。」

何？聞こえない。
コケシ「こ　ね・て。」

こねて　？
コケシ「こ　・ね‥・て。」

こねてったって、何を？
コケシ「・こ・一一・ね　　　て。」

わ、わかった。とりあえず、こねればいいのね、こねればいいのね。
コケシ「コイツ、ネジ外れてる。」

次の瞬間、美祢子はチカラ　杯ニヨイボウを振り下ろし、オチョウシを

叩き割っていた。
ブザマに逃げ出す妖怪ミョウガダニ。
二度と帰らない仲間達。
さようなら。
丙の地平線を見つめる美弥子。
ガンダーラ。
どうしたら行けるのだろう。教えて欲しい。

そこで夢は終わる。

目覚めた美弥子は地下鉄の中にいた。
次は　‾塵橋前。
しまった。専過ごした。

そこに行けばどんな夢もかなう。
その国の名はカンダーラ。
丁代出線大手町から歩いて10分。

脳裏にリフレインするコケシの声。
「こねて。」

美弥了は地下鉄のドアをこじ開け、線路に飛び降りると、
漆黒の闇の中、地下鉄の束た道を猛グッ／ユで引き返し始めた。

－デンナツ・サーガ　第五章『柏遊記』より『斉天人聖・猿美弥空』

Perbmen
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《主宰より第5回公演押印for血em』

1『perfomen』とは電動夏子が第5回公演

として用意させて頂いたショープログラム
です。

2　『performen』とは「パフォーマンスする

者ども」という意味の造語です。

3　『performen』は7巻で構成されています。

4　『performen』はそれぞれの「巻」で、ある

定められたシステム（シチュェーション）
の中で動きます。

5　『performen』を構成する「巻」は、基本的

にはコントのようなものです。

6　『perfomen』を構成する「巻」は、基本的

にはごく古典的で素朴なコントです。

7　『performen』を構成する　r巻」は、基本的

にはごく古典的で素朴なコントですが、あ
る定められたシステム（シチュェーション）

を与えられる事で、少し歪んだお話となり
ます。

8　『performen』を構成する7巻は基本的

にはオムニバスコントですが根本的には
オムニバスコントではありません。

9　『performen』にはストーリーらしきストー

リーは見出せません。

10　『perrormen』はシュールなお話ですが、

作者は「シュール」という言葉をいとも
簡単に使う風潮が嫌いです。

11『Perrormen』は「Don－tthlnk，ねel」を

旨とします。

12　『performen』はもしかしたら貴方である

可能性もあるわけです。

13　『perFor血en』を観てみましょう。話は

それからです。

14　『performen』をどうぞお楽しみください。

に
関
す
る
あ
れ
や
こ
れ
や
》



電動夏子安置システム第5回公演
『Perhrmen【壱和麺】～父がうとんをこねている～』

脚本・演出　竹田哲士（OFFICEFllP－Top）

◆H　　時：2002年03月22日（金）　　　　19：00－
03月23日（土）14：00～／19：00－

03月24日（H）13：00－／18：00－

◆会　　場：麻布die t汀alze

◆出　　演：渡辺美称子　小瞭雄平　高松亮　当山慎也

狩野智子　　適井良樹　桜井ゆりえ　工藤藍

斉藤ミルク　竹田哲士

◆照　　明　teamc－Dla

（as今井日史　渡辺実弥子　広木美智子）

◆着　発　榊原正吾（OFFICEFllP－Top）

◆舞台監督　佐藤録之（OFFICEFllP－Top）

◆舞　　台　武石古生

◆宜伝実術　村上朋弘（OFFICEfllP－Top）

◆印　　刷　株式会社トレーノ

◆衣　　裳　南光峰　西崎亮一一

◆映　像　AsWorksPROJECT

◆企再制作　OFfICEFllp－Top

◆協　　力　明治大学演劇研究部

Infbrmation

＆boutThisPERFORMAⅣCE

CaSt＆StafrAudition

電動夏子安置システムでは、常に新しい力を募
集しています。即戦力でなくても大丈夫。あな
たが電動夏子の中でいったい何が出来るのか？

それは夏子と関わってみて、初めてわかる事。
まずはヒトコエ、お近くのスタッフに気軽にお

申し出下さい。

◆募集対象
役者、スタッフ、そのほかボランティア

※次回公演は番外公演につき、スタッフ
のみの募集となります。

また秋以降の公演については随時募集となりま
すので、下記連絡先までお気軽にお問い合わせ
下さい。

⑦電動夏子安置システムOFFICEFLIP－TOP

TEL＆fAX O3－8795－7551

e一ma辻　　　爪iptop＠catnip．鮎ema軋ne．jp

WEBSITE h叫，；／／plaza9．mbn．or．jp／～血LSy如m／

Perbmen

SHOWPROGRAM
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Perhrmen
【苫和麺】～父がうどんをこねている～

作・演出　竹田哲士

at麻布dlePratZe

2002・03・22（Fd）～2002．03．24（Sun）



人はうとんか歯虫か。多労うとんで炭†車です。うどんになりたい胸中な人も、
齢射こなりたいうとんの人も。
世界を車lすか或はIlめるか。‾っは大して違わない。人は結局世界のパーツr）
それは良い串でも惑い事でもなく何のパーツであると思うか。朝焼けを甘■J＝る
人は、朝を動かす歯車の一つ。何かを好きだと思う人は、巨大な愛しさの阻止
の一つ。何とも噛合わぬ歯室もゆっくり空気をかき混ぜ続ける。そんな命でい
られるように∴素顔な歯車でいる磐、その力を知る事。
私はうどんの歯車→改めうどん車になりたい。世界をl一一ル又什めるもの。柔か
さと凍さを併せ持つ大きな世界の′」、さな断月。そしていつか、私の体をびっし
り凛う歯車の歯を判り取って下さい。全凱神様お願い。

私法占い人間でありよす。
今だにインターネットを開く撃もできません。そのゆえ
竜夏〝）ホームへ－ンを見れません．，
昨日よんが喫茶にて30分格闘してもダメでした。
今だに渋滞を使いこなせません。
卜PHONEの′りメールもっているのに1度ヰ）送れ圭せん。
アヒハのCM（／〕ガッツです。

でもワープロ検定2級です。

当山慎也
引血叩阿Tbhyama

こないだTVを見ていたら、
いまどきのOL何人かでおじさん世代の着メロ批評をしていた。

最近わりと着メロに凝っているおじさんもいるらしい。
いち早く】－mOdeにしたワタシも、着倍音はなんてことない呼び出しも
へえーと思って見ていると、彼女たちは、
「最新の曲とかだと、若い子に受けようとがんばってるって感じが

見えちゃうよねえj
～二l・、、

「ヒートルズは、まあ許せるよね」「うんうん」

なんて、好き勝手喜／）てる。
ほっといてやれよ、なんてワタシも人ごとの様に見ていたところへ、
「あとさ、あの黒電話みたいな着信音もやだよねえ」
「そうそう1なんかLlを憶かしんじゃうって感じでさ－」

・何丁だとlウ

ああ、そうさそうさ、
ワタソ／は果宝詔古さ一一†何が悪いんじゃ。

だいたい着ィ．三でメロディーが鳴るのってウザイんだよ1

ふんつ。

そんなワタンは今、
イカしたCMソングを前メロにしている。

女だけどコーラけきなの（別にいいでしょ）
女だけどカラスの行水なの（かまわないでしょ）
女だけど女性ホルモンが足りないの（誰かゆすって）
女だけと化粧がうまくのらないの（誰かのせて）
女だけとメンスヒオレなの（誰か買って）
女だけど男心をくすぐれないの（誰かもだえて）
女だけと髭が＝えてくるの（誰かとめて）
女だけと喉仏かでてくるの（誰かおして）

今日もあたし＝しがみつく、くらいつく、ぶらさがる。
指　▲本で。女

奄之巻．Te址pOIlam《天破暢》～神様が幕を引き裂く～
「キャッチボオ、緩急つけて殺鼠按」

¶時の流れは誰かに制御されているかもしれない。そんな考えから

思いついたシチュエーションです。時間が異様に早く流れていたり、
異様に遅く流れていたり感じる時ってありませんか？居酒屋で楽しく
ビールを飲んでいる時間、道端で転んで地面に体がつくまでの瞬間。

感じているのは錯覚ではありません。実際に速くなったり遅くなった
りしているのです。きっとテンポマンの仕業なのです。

武之巻．陶tch山n《我吃餞》～オイラが肉マンを食べてる～
「ノゾ串に賭けたこの30年。l・りメさんの挑戦」

渡辺美称子
音　肌yakoWitanabo

＿j＿　　　　　　＿＿＿」L

鵬mokoKirino
′・や

磯了

参の巻．ChaiIl仙aIl《姐引苫》～姉がススキを引っこ抜く～
「悲しけりやここでお泣きよ、そんな交錯レストラン」

一喫茶店なんかでの経験です。自分の後ろの席に座っている他人の会言削こ

心の中ツッコミをいれたりしていると、それに対しての返事が遠くで電話し
ている人から聞こえてきたりしたのです。

後ろの席の人「【000ってヤツ、いたでしょ。」
私　　　　　「（知らねえ、ダレだよ。）」
電話の人　　「一何で知らねえんだよ。」

もちろんコレは偶然で、実際は、自分の相手との会話の中でその言葉を発す
るわけなのですが、無作為のうちに、関係ない者同士が一つの会話をしてし
まうのは奇妙だけれど面白いと思いました。

排之芝・r

【　今回の芝居のテーマの1つです。自分から見た他人、他人から見た自分。どう見て、どう

見られるか。古き良き人形遊び。人形を生身の人間に置き換えて、大人になってもやっている
ネクラな私。脚本蓄いたり演出したりする人間のほとんどはそんな人間なんだよちくしよう。

PerfomenSHOWPROGR
陸之巻．TakeIはm《弟顔燐》～弟が大蛇をかわいがる～

「機悔室・多重人格フ／トツバスケッター」　　　　　　　　　ハ′．
一一古き良きお遊び第3軌芝居の中でも遊んでみましょう。今ま　架之巻．Perrortlem《正副

で取り組んできた芝居の中で、一・番難しく、電動夏子の役者達が
番苦手とする分野かもしれません。このシーンで役者が発する言葉
の大半は台本に無い、カベギワでミズギワの言葉です。

偶然と奇跡が生み出す大博打的シーン。さて本日はアタリとなるか
ハズレとなるか。

伍之巻．SulOllan《塑抹胞》～人形がウナギをシメている～
「大勢でおしあいへしあい。へシアイって何だろう」

】一気の向くままに外へと散蜘こ出て、ふと気付くと、自分はどうしてこんな

所に来たのだろうと立ち止まる。そこには明確な目的があるわけでもなく、あ
くまでも無意識に何かに導かれたかのようにその場所へ足を運んでいた。
何か見えない力、それを感じた時、すでにアナタはスモーマンの土俵の上にい
ます。叩き終わるまで立ち止まる事が出来ない。古き良きお遊び第2弾・紙相
撲のシチュエーション。

垂か煎嬰までの私は、塩見小「ごJlとヰ）遠拙酌の男であ
りましたd　しかし、今の私は一一番の近蹄離ヤローで

麹磁器芸‡；吾…迄≡≡責至芸義美去声：
もう、負けね一。9時練習だろうが8時まで†御民を
貪ってやる。奴らが怒車に乗っている頃も．U】いびき
さ。フフッ。最初は蹴落とされ気味だった地卜鉄も
すでに自由自在。もう、JR人間も卒業だ）

、　　でも、乗り換えにまだ戸惑うんだよれ

Yurloもalurai

r供はそんな射
－ストーリーのない

小幅巨＼∴
YuhOn（・

仙やっていいところl・■
とか、なんか中途判．．1
でも東京人にしてみ着日
東北六県言えないカサ．1
てゆうかr仙台って仙
宮城県だよ。いいさ．．J
八木山ペ芯－ランドヽ

穣1ま看んな仙台が人山



り　ノ川）（別にいいでしょ）
ll水なの（かまわないでしょ）

ll　が足りないの（誰かゆすって）
い、直らないの（誰かのせて）

15しなの（誰か買って）

j、れないの（誰かもだえて）
l　　くるの（誰かとめて）

、て）ノ）（誰かおして）

日／い／／）く、くいいつく、ぶらさがる。

・飾き裂く～

勘
ノ八㌧　そんな考えから

い．ぺ流れていたり、
／‥／いり居酒屋で楽しく

†1＼小／」くまでの瞬間。
●／l／）たり遅くなった

ハート

款が肉マンを食べてる～

渡辺美弥子
MjyakoW■tanabo

几　仙止一

参の巻．Chainlはn《嫌l引菅》～姉がススキを弓lっこ抜く～

目薬→効かない山
点鼻→効かないα
洗服→多少効くb
暮うがい→つまっててできない。
コンタック→効かなくなった。

ヨーグルト→ためし中。

銀魚－す食べたい．

最後の2つは発拙あるある大辞典より
誰か私を助けてくたさい（
でも春は如きリ

監禁慧票禁慧慧霊豊に排之巻．FloⅦam《夫緋》
フロケマン

～旦那がチンピラを怒らせる～

rこんな郵便配達の仕方J
¶もしこんなんだったら嫌だなというシ

チュエーションです。馴こ見えないものっ

て信じにくいものであるはずなの、ここま
でネット社会が発達したのはひとえに、彼
らフロウマン達が完璧にシフトを組んで働
いている、その努力の賜物なのです。時間

帯により、ネットに繋ぎにくい場合があり
ますが、それは彼らが休憩にはいる時間で
あることが原因です。

心の中ツッコミをいれたりしていると、それに対しての返事が遠くで電話し
ている人から聞こえてきたりしたのです。

後ろの席の人「一〇〇〇ってヤツ、いたでしょ。」
私　　　　　「（知らねぇ、ダレだよ。）」
電話の人　　「－何で知らねえんだよ。」

もちろんコレは偶然で、実際は、自分の相手との会話の中でその言葉を発す
るわけなのですが、無作為のうちに、関係ない者同士が一つの会話をしてし
まうのは奇妙だけれど面白いと思いました。

朕，トリメさんの挑戦J
Hから見た他人、他人から見た自分。どう見て、どう
′い才の人間に置き換えて、大人になってもやっている

j′：〉人l閏のほとんどはそんな人間なんだよちくしょう。

TlenSHOWPROGRAN
陸之巻．Takellan《弟顔燐》～弟が大蛇をかわいがる～

照梁上んな　蒸器蒸器纂妄碧…璧之巻・磁器漕違憲諾誓ている～
ll・価あるわけでもなく、あ　　の人半は台本に無い、カベギワでミズギワの言葉です。　　　　　　　　曲ストーリーのない話に私なりの結論を付けてみました。

州、足を運んでいた。　　　　偶然と奇跡が生み出す大博打的シーン。さて本日はアタリとなるか
l tI－マンの土俵の上にい　　ハズレとなるか。
ゝl■lきお遊び第2弾・紙相

確か煎鱒までの私は、一足夏内で最も遠足l」離の男であ
りました。しかし、今の私は　番の近距離ヤロ一一で

冬～肋で桑ぐ蓋茫迄芸窯至；吉富蓋≡‡責≡蓋重責皇軍＝

もう、負けね－。9時練習だろうが鋸桂まで情眠を
貪ってやる．奴らが電動こ乗っている頃もl喜いびき
さ。77ッ。最初は敲落とされ気味だった地卜鉄も
すでに自由自在。もう、JR人間も卒業だ。

でも、乗り換えにまだ戸惑うんだよね。

威厳

小原離平
YullOIObara

仙台っていいところです。適度に都会で適度に田舎なあたり
とか、なんか中途半端なかんじとかがし．　応政令指定都巾日
でも東：京人にしてみれI剖仙わも石森も秋Mも「■17じらしいい

東北六県言えない方もいらっしゃるり
了介≒か　　　　〟も　てゆうかr仙台って仙台県だよね？」という万もいらっしゃる。

宮城県だよ。いいさ。所詮仙台なぞそんなもんさl
八木幽ペニーきンドさ目釘車力ドアは押しボタン式さ▼′トタンさ
僕はそんな仙台が大好きです∩　有凡人になって仏めたいです。

道井農村
Yb鵬IklHl¢htl

新宿駅のとある場所で、以前より同じリJさんが托
鉢をしているんです。そんな彼に、僕は以前　度
たり、小銭を入れてや／）た車がありよす＝　イヤ、
決して偽善者ではあり吏せん。本意で勺から悪し
からず。

つい先日、その坊さんがモソモソしこいるではあ

りませんかけよ－く見ると、彼は鵜椚亀．．．1で最．溝
口の向こうの彼女（かとうかは分からんが）とト
ークを換り広げているじゃありませんかい修、修

行中にい－んですか、コレは。この誹を知人け・まを
剛こ言うと、「テレクラでした」とげ）・虹l廿違い

ここ適払ません！！テレクラで‾JIlだから彼は必埋以1▲

にモノモノしていた山ですl†いいんですか、修子J
中にテレクラは！？1…）■1■、変わった章〉〝）ですL

と、その時に僕はと一／ときたわけさじ
そうです、僕があの茶瑚日工しき入れ物．．／l　奴
が手に持っているモノ）に入れた小鈍いテレクラ

代ないし携帯代にYl■iえてい／〕たのですけ吊り山根
卓の中、自分の偽書欄／）ぶりを後悔した叫は．－う
までもないと患います√　合ノ・≠‖

．1さくへき尊が虻、い、■たらないので、先程考えていた今Jjの家．侶澤を転成する

家門Y50，り00　光熱費￥13，000　携帯￥4，000　NTT（ネット）Y5．（）（）（）

食狩Y30，000　煙筒YB，nOO　　　言l￥lll，000

以hれ　一一ケ月で東低必要な金額であり、この中には飲みに
いったり、遊んだりする勤ま計算に入れていない。
さて、次は自分自身の現在の所有金額を考えてみる。
財布の中￥83　貯金￥103，000　　計勘03，083
一見とりあえずは生活していけそうな計算に見える、

しかし私は長い事ハイトをしていない。つまり今月も
来月も収入はないし、ノ、イトをする気もない。い史
あるお金は確実に今月中に消え去るだろう。
4月いっぱいをト6917で生活する方法を、

うらの賢い主宰に考えていただきたいn

斉藤ミルク
Milk巷等蜘か

一柳上かくあるペしの詔一

コンヒこび）裾こ男A。店内から州てきた別の刀Ⅰう。ワJAが二・にり川に掴みかかった．．

Hが情に入る際に、肩がぶつかったたなんだと、此細なイサカイがあったらしいの

という如上、AはBが買い物を済ませて山てくるまで外で待っていたことになる（，

店内で喧嘩をして、店や買い物客に迷惑をかけまいとするこのl衣へ旧ろ」レ）梢柵，
見事な紳士的取乱．
私がコピーをとる1枚ガラスを隔てた向こうではすさまじい殴り合い．，
紳上が紳士的殴り合い。
がんばれ紳士。
あ、登が来た。
一一日、道の端鑑寄る2人。

さすが紳上。
パウト鞘札

がんばれ紳士。
紳上ボコボコ。，

紳士流血。
弱えな紳士。
あ、コピー機紙づまり。がんばれ亡

竹田哲士
Tet8叫iTa
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さて次回公演ですが∴次回は今までのような定期公演ではなくイレギ
ュラー・プログラムです。これから先シリーズ化していく可能性もあ
りますが、まだそのシリーズに名前はありません。さしあたって「ア
ナザーヴァージョン」とだけしておきます。

DendohNatsukoAntiSYSTEM

Anotherver．0ェ

参入芝居「ナつり」
三人の作家がオムニバス形式で脚本を競いあい、三人
の役者がせめぎあう。電動夏子安置システムがお贈り
する初の番外公演、その名も「ナプリ」。

On2002．08．10（Sat）～08．11（Sun）

at中野テルプシコール

演出　高松亮
脚本　竹田哲土×榊原正吾×下山リョウ（アトリエココロ）
出済　渡辺糞弥子×斉藤ミルク×竹田哲士


	

