電動夏子安置システム
細06『郵鑑孔温暖暖調⑳愈敬暖』
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＃00日野鑑孔孔伍鑑調の喰徽鑑J
作・演出 竹旺I哲士
atLもきた空間リバティ
2002・12・13（Fri）〜2002・12．15（Sun）

電軌夏子安置システム第6回公演
『野elte鑑pOqllg』
脚本／演出
◇日

竹H哲土（OFFICEF】lP−Top）

時：2002年12月13日（金）

19：00〜

12月14日（土）14：00−／19：00−
12月15日（日）13：00−／lS：00−

◇会

場：しもきた空間リバティ

◇出

演：渡辺実弥子 斉藤ミルク 小脱掛率 三朝11慎也

狩野智子 追井良御 酒著作洋 二田早紀子
遠藤夏子 高松克 中川柴宏
◇照

明

teamC−Dla

（as今井昌史 渡辺実姉f 当Ill慎也 広ホ美神f）

◇舌

先

◇舞台監督

◇装
◇衣

榊原正吾（OFHCEFllp−Top）
佐藤貴之（OFFICEFllp−Top）

置 武石占生
裳

OFFICEFllP−Top

◇衣装協力r l田中締 横山恵理香
◇宣伝美術
◇企画制作

◇協

村上朋弘（OFFICEFllP−TDP）
OFFICEFllp−Top

力 株式会社トレーノ
明治大学演劇研究部
AsWorks C

電動要子安置システム
㈹06『野低孔孔鑑￠事の愈取成』

美弥子は夢を見た。
夢の舟＿で美弥子は加点んたく噌ろうすを待っていた。
っている。
の贈り物を持ってやってくるのだわ。
そう。今日この日の為にわざわざあたしは引越した。
夢のない我孫子を、大きな看板とラジカセだけ持っての逃避行。
辿り付いた洋風建築のコジャレた家。
煉瓦造りの暖炉と煙突のある家。

だけど他人の家。
イイじゃないイイじゃない。さんたが来ない訳が無いじやない。
さあ、ベッドで大人しく待とうじゃないの。

見渡せば部屋の中は準備力端。
この目の為にわさわさ作ったお手製のクリスマスツリー。
この日の為にわざわざ作ったお手製のクリスマスケーキ的物体。

この日の為にわざわざ育てた七面鳥。名前はカリノ。
部屋には散乱するカリノの骨。
うまかったわ。
満腹感でヘットに横たわる美弥√。
おやすみな−ハツ†？
ふと、美弥子はモミの木に目を奪われた。
あたしだ。
このモミの木、あたしの顔をしている。
このモミの木、先っちょにあたしの顔が乗っている。

いや、違う。
モミの木ではない。コケシだ。
あたしの顔をしたコケシた。
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「。」
は ）

コケシ「ば れ。」
巾丁？聞こえない。
コケシ「く・は れ。」

くばれ ？
コケシ「く
ぼ・れ。」
配れったって、何を？
コケシ「く
ば
れ。」

わ、わかった。とりあえず、配ればいいのね、配れいいのね。
コケシ「くたばれ。」

次の瞬間、美弥子はモミの木に火をつけていた。
躊躇なく暖炉にくへている。

燃え盛る炎。
燃え鳩る暖炉。
燃え盛るさんたくろうす。
燃え盛るフィンランド。
さよならキシリトール。

そこで夢は終わる。
目覚めた美弥子はイルミネーション輝く表参道。シャネル脇に立ち尽くしていた。

街中に溢れる白い恋人達。
脳裏にリフレインするコケシの声。

「配れ。」
美弥子は、カップルの間に割り込んでは、自らのチラシを配りまくる。
これがあたしからのクリスマスプレゼントさ。

やへつ、警察だ。逃げろい。
暮れ行く2002年。

冬来たりなば、春遠からじ。
テンナツ・サーガ第六辛『賛美弥歌』より

コラール『我孫子恋しぐれ』MWV

385

−

6aStlnIormation
注 文章はそれぞれの原稿のままです。
万が一誤植っぽいものや適切でない表現が
あったとしても，それは書いた役者のせい
です（笑）。
l71、′lナソソと俺」

被とHlた／ノた叫七小

のイトさき

だ／Jl一

日しニクラスに／亡った俺とポフは
スグ†■l恨くな／た
そいl抽ハ披JLl∫l分を日本人だと

板／つ なか／た
し力、し」l本．．．∫HtL＼】ノ＼れなかっ

ん／亡被子）

′欄にHJ

メリカ

／＼iJ／）こしノ主′Jた．

1サヨナラ′j一フ」
ーハ′

rアイルヒ

ソクl」

それけ現黒とか／）た

当山慎也（田中耕三郎／消防団の男）
＄hinnyaTohyama

高松亮（宵武亀四郎）
RyoTakamatsu
）ナノ机郵便′受けにあるものUes13は、

1 公井料金肌請求．1‡
2．日h脹マッサ」／のチラン
3． ノ1種物のメニュー

〔あります．
1 は捨てたいけと持／）て帰りj−1
2 は釦コミです 柑越は3．なの

ごすが、必ず持っていり志す
ト．ゾ）中で多いもの圧
：うー1

ビ・lf

、うー 2 寿司
こう−．1 中華

i l H注文するかもしれません
仙段的にもボリューム的にら 人⊂がん化かか 祈捌lですi 封鑑′l■r川ですノ
い／相川か、lH）への集夫としノて化り叫たでりJい）てい八、圭す．、i ニiは川越で
す．日出／吋L H刷のラーメノの、J）ひき′た感が如きてしたが、今、ぴ）ぴたラ
ー￣メンで盛佃にひたる余裕圧ありjせん 3．日′‖・てむ

クリス▼′ス、12ケ日で

蘇イ如、き

れいな畔でし⊥うか 先毎日、友連
と九ヒルてい人なツリーをみ圭し
たい あまりにきれいなのと大きい
ので、4勺lⅢはばr代目rlメ圧だっ

た私通も、その畔はまるで）■■りら
上うしです、

突然ですが、枕が家ではフルーツ
ホ／ナ（＿ツ失サイダー使用）を
二川時だけ、食し吏すノ イ†でい
つでも／つくっておいしい＝ずなの
に、とうして章，クリスマスになっ

てしまうんです。
皆さんのこだわりのクリスマスを

せひきかせてください。

見7−のおすすめコース情報
畳居1伺コース（丁代田区）

遠藤夏子（御船千鞄子／内山さん）
悶忍tSUko Endoh

芝居を組立ていく際に、お客がその芝居に期待するモノを
想定したりや〕する√，
今回は12月ソ公軋12月の週末だっていう刷こわさわ
さ小劇場に足を運ぶ人々‥・不幸な口々を送′）ているに
決まっている ′lきてたってイイ車なんかありやしないは

ず〔絶対に√
今回の芝居憬そんな悲しいアナタ達を、心から楽しませる
為たけにある芝居。少なくとも馴H一一友連の少ない俺はそ
う旭／）てやっている．

斉藤ミルク（平岡自信／平岡信一）
Milk Saitoh

ヘルエポックで3伯1行がフィートノ、ソク

あんときゃ他者．針で今じゃ粛敵にメモライス
喉をか′）さばいてみだらなあたしイカシテル（サー）
喉ノしガッツリえくられて今じやし、（ユ1＼足なこの休イカシナル（ウ一一）

ノ且えはト的ヰじゃ何幸一かむがイカ／チタ
イカン夕刊このせJJれ麻酔の連打
イカンダメスさばきで喉ノLノ、ノクラ、したたる血
「結いからJfILがl一山樟ヒねえ」って
／、イ先′llイカシタ文イ】」であたしを落とそう／）てのり

とこからとそ）なく流れる「げZ」／）て
ハイ犯′llイカンタ野郎丑鳥人糾ですね？

ソナンプチノてイカ／夕・粗描に身をまかせ、
作筋にたれる血のぬくもりを感じながら
妄想人Hへレンツラコーー
ああ先′l、この人Jlが鏡張りだ㍉たらあたし〝）精神ぶっとぶかしら／，て
いらん想像したりして
術後〝）あたしはケ「」みやこい
術後〝）あたしはケ「」みやこい ああきずにケlコばかりlりいて無車退院。

渡辺美弥子（平岡朝子／平岡町子）おうおうよわりくといkたれえ

MiyakoWatanabe

ああ神様今】＝ハこの日をありがと）

臍巻背洋（平岡信太郎）

狩野智子（平岡須賀子）

∇akahiroSakamaki

Tomoko Karino

僕はここ2、3イ1仲っている。と

言っても飲んでるワケじゃない
ノートラノクノンアル「−ルで

酔っている．，起きてるl雄とぢ・見て

る時の車別がない、婁・姐がtノな軋
いっても＝丸い、いつでもオヤソ
ギャグ、／（〝）だ．，なのだとTrって
もハカボンげ）パパではないのだl

しかし、それを必死に隠している
僕。芝居r−とl」常のギャノブなん

か実はないのだが、白い日で見ら
れるのはみんなも嫌でしょ？それ
らしい三拝を＝走って健常者のプリ√ノ

こんな僕が逃げ込むのは女の／
しかないんだけと、逃げないで
女子諸君一伐は女十榊）味方です一 緒に酒飲んでHを覚まし吏L
tう。そして、l則るい未来の家族計画せ■男？知らないよ、そん
なのっ 男と見る夢なんかない†

射fうつりが妖怪っほい。

①座敷遺
（凱猫娘
③砂かけハハ
さあ、とれでしょう

ヒント（ワ）電夏第2回公演では砂まみれハハをやりましたr

q9、1上し見てユ彫り守りみ絹洋ユ⑥

71二

朝、ふと起きるとノ，r小指が痛かった∩ なんて出こなった経験はありませんかつ勿論、伐はあり吏すわ
。その前の日に、酔／）て相僕をしたのか明■因かとノ出われますが、定かではありません。なんせ酔ってい
たのですからJ

請が展開しない〝）で、他J）日．砧盟に変えようと思い圭す．、
合コンり

と皿いて川を想像しますか？そもそも

合コン

は

合IHlコンハ

の桁だと皿われたす。で

はでは、「コンハ」とは†■・Jでしょう 国民的アイテム広辞苑によれば、 学生なとが狩用をJllL合って
催す懇談会 たそうですr それにしても微妙です ′71など■。メインは′芋／巨だがそれ以外でもrlJ、肌
ニュアンスですノ 対牒拍￣齢2歳以l二のおもちゃを巾勺サラリーマンが遊んでも可、的ニュアンスですり
もうすく人ノ戸を十業1「る自分には耳の痛いぶ話です，で、 合同 というのはなにも 甥性と女†′l〔n合
r■1 とは限らない、 おじいちゃんとおばあちゃんの合同
ともr弘Lらない 故に「今度合コンするけと
来ないり」と【†われても、危険が潜んでいる1r†能作もある。
なんだか話がまとまらない様相を生してき吏した。危険ですノ つまり、
合コン
は
合同コンパ と
合rFIl懇談会

今後のr定

を「干くかけているという■崗叩判明しました′

20031

道井良樹（堺利彦）

人学生活最後の宜男】試験抑制
（ヒ手くいけば：り】卒業）

Yoshiki Michii

2003：i／1㌢161致臥江「安岡システム＃007『10VEl）ARAl）E（仮）』伺l日野110110
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タムダム州H

公拭

たまニ／TlmelessIiomb

竜小のトア付近での攻防があつい．乗り換えとかでなるへくタイムロスをなくすためにl析f射て」
に11主る巾■机こ乗るのだが、それは、■1たり11iL

史に、

酎こ降りるためにトア山上一！ん11†iのホノ

ンヨンを狙ういた。トアが俳Ⅰく矧日日こ．．任よりも速くホームに址虻イーき、川りを見て他の・1L両の
。任よりヰ）速く降り、」／つたと確認する。「勝った」仙■かしらないか、据かに優越感に侵るい た
が競刊l会は簡嘲二はそれ優越感を妹わわせてはくれない．サラリー一一／ンのおじ犠ノノのイ／／1で
ある∩ 奴らは心車通勤暦イ・・I川という兜l放た。奴らはドアHfJに、一ち、駅に弟いて川降り新しい
客を乗せてから＝分がJI長篠に乗る・戦法をとる。結果l伽こ再びドアlli」を取れるいた ト7才上品1山聞
l用スヘースを取れれば／＼ストだが、駄目な時は私もl汀＝二戦漣をとる．客が乗り終わりホームに
域るおじ様と札．二や／〕テキルな りおJ山、ト丁が閉まるまで叫1．りr恨11】J冊をいっはいに拙いゆ
／）くり動き川す．．いく乗れハゲ 一々■．造、L■i様こときにや．淡rJんい みたい出師トは， lト
アl胴去りま混バ￣Jやばノ

均裾破れる。一寸■1㌧、な，おじ様してや／Jたり

とJくL L一一一11几て

ろ．」次の駅では勝勝っ1−そんな攻仇を繰り返し′ノつ柄杓量量J場へ向かうJ）でした

小原雄平（幸徳伝次郎／秋水）
Yuhei Obara

師走です．，冬ですり 塞いです、
ニー忙しい時期、私のささやかな楽しみuお皿Hでありよ
す「一人暮しなのに、湯船人っちゃいよす，毎日ではない
のですが。
人俗剤を入れて脚伸ばしてふ一）と U，かなりセMタクし，
我が家のおプロ上目■−伎しに広いのです
岬 一の悩みところは、時制です。
ノし々とろいlに、身汁Ll叫l町はアタリー／工。長い叫は2
時間、†′なんてこともありますし

師走の忙しい時期にこんなコトでは・
なんて県し、ながらも陽船につかる日々 はあ、ゴクラク♪

二田早紀子（平岡御子／兼官薬子）
墨忍阪iko Mita

くた〔のヒントJ

l

先日やってしまいよした、

2 要冷凍のさんまがね。
5 環七爆走中。
9

ソレを追いかけ、猫と彼女も爆走11㌧

＜よこのヒント＞
3 ボブ・サップはアメリカ人の・じ

4

身近にアニー一夕が沢山い戌す。危うく
だまされるトコだったrJチリ人嫌い。
さていくら？

7

イ1振りに思うのは‥・

中川崇宏（河村正義）

答えは捌さんが身に付けているものにかくされていますn TakahiroNakagawa

電動夏子安置システム
細06『野低温孔暖鐙調㊥愈徽偲』

DENDOHNATSUKOANTISYSTEM
nextPERFORMANCE

電動夏子安置システム
＃007『LOVE PARADE』

2003年3月14日（金）〜3月16日（日）

劇場MOMO（JR中野駅より徒歩7分）
Now LOADING．．．

AIIplicatiom2
03

DNA−SYSTEM
Applieation．2
Music−Side

ノ

州07【Leve PARA♪E】

04
05
06

07

08

＃007【タイトル未定】

amd伽re．

Clubqmixfeat．DJ．SAKASHO

2003．02．上旬

east＆StaffWanted
電動夏子安匠システムでは、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川来るのか？それは夏f▲と関わっ
てみて、初めてわかる事。まずはヒトコ工、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

また公演毎の募集についても随時募集しております。
下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。

く垂・・ 電動夏子安置システム
OFFICEFlip−Top
Te岬ax O3−3795−755
e−mail fIiptop蝕ahip・freemail．ne．】p

WE鬱SrrE htゆ朋na一＄yStem．〔00Lne・jp

電動夏子安置システム
＃008『タイトル未定』

2003年夏上旬（金）

劇場未定
企画進行中

