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■■■■■これからの電動夏子

2003．05．23一一25

電動夏子安置システムアプリケーション3『テレビジオーネchanne17』

作　　　榊原正吾
演出　　高松亮
出演　　中川崇宏／道井良材／小原椎平／斉藤ミルク／佐藤貴之／（竹田哲士）
劇場　テルプシコール（∬中央線・営団地下鉄東西線『中野』駅より徒歩6分）

2003．08．21－－24

電動夏子安置システム＃008『職業欄俳優』
作・済出　竹田哲士
劇場　　　アイピット目白（JR山手線『目白』駅より徒歩6分）

2003．12月中旬

電動夏子安置システム抑09『porformen弐』

作t演出　竹田哲士
劇場　　　未定

日日その他のスケジュール
逆井良材　出演
2003．04．17～20

ダムダム弾団　第2回公演「たまご／TlmelesS bombJ　＠T服ATERBRA芯

服庖雨滴刷 」山繭昏㈹ぬ馴摘Ⅴ摘棚騒扇㊥鍋肌

電動夏子安置システムでは、次回以降の′くフォーマンスに向け、新たな人材を募
集致します。下記要領に従って募集致しますので、ご希望の方は終演後に受付まで
お申し出下さい。良方に出来る事は、貴方だけでは判りません。その可能性で電動
夏子を支える柱の一つとなってください。

■募集内容
▼役者　若干

※役者希望の方は、次回8月公暁を対象とした募集となります。5、6月中に
ワークショップ・オーディションを行いますので、これに御参加いただき、
その結果をもって選考の後、参加の要諦を行います。経験は特に問いません
が、諸々の要件により優先させていただきたいと思います。

▼スタッフ　数名（急募）
プロデュースアシスタント／制作／衣裳／大道具　ほか

▼お手伝い　いっぱい

■応募条件
・電動夏子安置システムの活動を少しでも見た事のある方
・経験不問
・長期歓迎

■応募方法
下記お問い合わせまでご連絡下さい．

電動夏子安置システム／オフィスFLIPl■Op
TEL／FAI O3－3795－7551

E－mail fliptop㊥catnlp．freeTbail，ne．jp

VEBSITE http：／／dna－＄ySte鳳COOl．ne．jp

expreS5　090－6125－8674／genic＠ezweb．ne．Jp

■■』■■■感触酬離膵庵離幅一鋼偶棚親儲磯一h

電動夏子安置システム
第7回公演

『10廿日鳩仙D【』

脚本／演出：竹田哲士（OFFICEFlip－Top）

出　　演：渡辺美弥子　小原雄平　道井良樹　中ノり崇宏　高松亮
斎藤ミルク　遠藤夏子　三田早紀子　阿部恭子

照　　明：team C」）ia

音　　楽：榊原正吾／松平信雄
舞台監督：佐藤貴之
舞台監督補助：武石古生
衣　裳：OFFICEnip－Top

宣伝美術：村上朋弘
企画制作：OFFICEFlip－Top

協　　力：株式会社トレーノ
As vorks－C

明治大学演劇研究部
キヤノン株式会社

日　　時：2003年03月13日（木）　　　　19：00～

03月14日（金）　　　　19：00～

03月15日（土）14：00～／18：00～

03月16日（日）12：00～／16：00～

※開場は開演の30分前です。

会　　場：劇場MOMO
〒164－¶001東京都中野区中野3－22－8

TEL：03－3381－朗22（劇場事務所）

交　　通：JR中央線・営団地下鉄東西線『中野』駅より徒歩8分

お問い合わせ先　OFFICEn鴎－Tbp

醐：03－3795－7551

Mobile：0訓卜名125－8674　／　geni戯卯eb．ne．jp

eLl血il：fliptqp＠catnip．freemail．ne．jp

YEBSITE：http：／／dna，SyStemLCOOl．ne．jp

美弥子は夢を見た。
夢の中で美弥子は、パッカー車の背に乗り、一路、ネバーランドを目指していた。
事の発勝は奴。永遠の子供、ぴいたあぽん（46歳）。
そう、奴は私がガーガー寝てる寝顔を覗きこんで軽いノリでこう言いやがった。
「君も飛べるよlユー・キャン・フライさ！」

よっしや。と開口一番、窓から飛び出すあたし。
窓から落下するあたし。肩強打。イタイイタイ。
飛べなかった。
見てみてよ。あたしのどこに飛べる要素があるってのよ。
二足歩行の哺乳類丸出しで生きてんのよ。
だからあたしはパッカーに乗る。
夢の島・ネバーランドがあたしを待っている。
連れてこられたのは、「こうとう区夢の島」。
オイオィ。話が違うじゃない。
見渡す限りゴミの山。萎える。
早速襲い掛かってくるミルック船長。
怖くなんか無いわ。船長はワニが嫌い。ゴキブリが嫌い。シュサイは大嫌い。でも夏子は好き。
無視ね。無視無視。
さっきからゴミをあきるのに忙しそうなんだもの。
／ヽツ

ふと 美弥子は焼却場の煙突に目を奪われた。
あたしだ。
この煙突、あたしの顔をしている。
この煙突、先っちょにあたしの顔が乗っている。
いや、違う。煙突ではない。コケシだ。
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「…せ。」

は？
コケシ「日や…せ。」

何？聞こえない。
コケシ「日も…や…せ。」
・もやせ‥？

コケシ「…も……や……せ。」

燃やせったって、何を？
コケシト・も…＝…や…‥…せ。」

わ、わかった。とりあえず、燃やせばいいのね、燃やせばいいのね。
コケシ「もっとやせろ。」

次の瞬間、美弥子は大きく跳ねた。
rあたしも飛べるよ！」

大きく揺らぐ大地。
海底にズプズプと沈んでいく夢の島。ゴミの山。
捨て台詞をはいて海に沈んでいくミルック船長。
「おぼえてやがれIJ

嫌腐。
こうしてこうとう区はまた広くなった。
そこで夢は終わる。

目覚めた美弥子は、薄暗く寒いタパーク地下秘密稽古執こいた。
l　　周りにいるのはいつまでも夢を見つづけている、永遠の子供達。

脳動こリフレインするコケシの声。
「もやせ。」

この寒いダバークの地下をいつか火の海にしてやろうと。
いいじやないいいじやない。暖かそうじゃない。

固く心に誓い、美弥子はピシャビシャと灯油を撒いた。

－デンナツ・サーガ　弟七草

『ミーヤーパン2－ネバーランドの秘密なんてあるかボケ氏ね～』より－

電動夏子安置システム第7回公演

DENDOHNAmuXOANTISYmu
PERfOR凡ANCE鋼XI7

鳳仙ml定型卿
作／演出　竹田哲士

劇場MOMO
2003年3月13日（木）～16日（日）



阿部恭揚■・（ウキノ）

書聖砦翌謂鹿島望恵慧誌芸芸冨讐警諜報；
来はえよろしく鼻につきます。わたくしが受験生であっ．
たころ予備校がしてくれたことといえば、もっぱらヤマ1
トタケルが劇画タッチで措かれきった下敷きを贈ってく　l

空言喜子扇島…£芸諾管宗雷窟夏空妄慧富豪会芸11
つこさに胃酸を強めたものです。いま使えば逆におしや：ト
れですので、ほしい方はみすず学苑に入校されるとよろ．
しいかと思われます。校長の友人、長谷川ショパンも応　L
援してくれますので。　　　　　　　　　　　I

jl

r

・洩井村樹木西畑・

燕萱芸．磁豊
恩いましたもん。で、なんなんすか？副被告って？。そ
れで初めて、『江別』と『被告』で分けるのかと推理し
たワケですね。おっと、話しが飛びました。つまりです
ね、僕には分らないlと。劇団旗揚げメンバーに聞いて
下さい。でも、正直言って旗揚げメンバーだからと音
て知っているとは限らないワケですよ。そういう連中
んですよ。芝居やってる人間って、そんな連中の集まり
なんですよ。そういう連中なんですよ。芝居やってる人
間って、社会に上手く溶け込めない連中の集まりなんで
すよ。そういう連中なんですよ。芝居やってる人間って
混んでる電車ん中で意味もなくピクビクしちゃう連中の
集まりなんですよ。そういう連中なんですよ。芝居やっ
てる人間って、会員申し込み書の職業欄のところで思わ
ずビクビクしちゃう連中の集まりなんですよ。だからね
、劇団名の由来を知りたいからといって、劇団員や旗揚
げメンバーに開けば分るだろうって考えは、結構通用し
なかったりするワケです。そんな中、－通関後には学校
の卒業式があります。皆さん、そんな僕に拍手と愛を。

【今後の予定】
4月17日～20日　ダムダム弾団　第2回公演

「たまご／Timeless bombJ OTHEATER BRATS　出演

＊詳細は折り込みチラシをご覧下さい。

申子範子

．1…。，EP榊鵠醐鯛、雛切軌

恕照準蕊浣語架設
2月。稽古が始まって一ケ月くらい経った頃、髪を染

めました。初めて自分一人でやりました。人に気付かれ
ないながらも、傷んでまとまりにくくなってしまいまし
た。
そして3月。春めいてくると、ごまかし用のニット帽も
季節外れになってしまいます。さあどうしましよう。人
に気付かれなくていいから、これ以上手強くなりません
ように。

■　　　悸藤ミルク

ミ′ごク鉦皆様に畔．デモいい事ですが、本公演
はオ堰とって1咽目の舞台となるんです。うち10分
の8傾度関係の全公済）の脚本は我が主宰∴竹田哲士
によるものであり、数の上から青えば竹田脚本に育て
られた役者とも言えるわけです。でもね。・■「済出」と

弓l’なると数字が変わってくるのです。竹田洩出10分の5。

l，残りの10分の3はど‾なったかつうと→高松演出10分の

日′憲芸篇宗鑑ナ莞誤慧慧豊で謹
（

L

：：

「‾蟻…己雷姦し話芸嘉、三景冨芝居を見て下さい0終演

液温美弥子（チ．ドリ．）

七　、，．

洩辺準町子が路上パ7オ骨材■ンス妄する2，3の事情

副晶料こ料言い定。　　冊

鞍漆芸穫観望
な母娘。

喉をえぐられて血がとまらないんじゃあl（気のせい）
頭がボーつとするんじゃあ！（陽気のせい）
宿題が終わらないんじゃあ1（自分のせい）

体にくさりが絡み付いて離れないんじゃあl
このくさり、はずさなければJ

＿W Fさ　そんなこんなで路上パフォーマンス。

気が付けば半年が経ち、気が付けばハチ公口の交番で指
紋をとられ‥・・。くさりは‥・りいけそう・・は
ずせそう、もう少しよ。

皆様、本日は来てくれて本当に本当に本当に本当にあり
がとうございます。

Il■ク巨

高松亮（チドリえ）

警襲禁豊熟荒諾蓋
だ真宗芸も票差言…三言禦監禁望吾雪祭聖謂
はカラスが少なかったようです。害鳥ではなかったのせし
ょう。ちなみに、かないませんでした。ここで、ふ′とテレ（
どを見ると北は第一に米軍と自衛隊を狙うそうです。第二
に空港を攻めるそうです。どっちにしても狙われる所に住
んでいます私。こうなったら、アジアンボーイ達に気を許
している場合ではありません。対抗、抵抗です。街行く徒
党を組んだ彼らに先制攻撃です。サンターンじゃねえよ。
家に来てもなんにもね－ぞ。的な睨みを飛ばします。お－
と、目が会いそうだ。視線を外して足早にたちさろう。刺
されたくないし。さて、私は勝ったのでしょうか？

中川寮針（ブス・ぎ）

読守　　　　■1～・
′ぷ許諾‡需謝島讐霊議警
です。コAサが。トでも本店です。新宿より、渋谷より格上
ですね中野にLl
北白に行ってみましょう。サンモー／レという商店街を抜

1けるとブロードウェイというショッピングモール（ウ）が

？出現します。でも全然華やかくありません。マンマミーア
なんてやってません。4Fは宗教クサイぐらいです。青島元
都知事が住んでますlむしろ下町クサイ。下町ぢやないの

▲mr情：詑書芸蒜ご孟蒜こ高誓？Yと同格ですね、中野

得た票篭孟蒜認更禦謂袈裟法認なっ
】iあんまみどころないなあ中野って0中野っ子机

′　．遠藤夏子

（′クマ・きん）

昨日卒業感知がきましたあ　これや晴れて卒業です
そうそう卒業で思い出したことそれは電夏第2回公演

霜降りの楽日の次の日が卒業式でしたl　汗と泥で汚いお
なごな私で一人武道館に向かい／卜心者の私には応援団の
かたと写真取りたいぜい　が舌えぬまま卒業したのであり
ます

だっだから今回はお風呂でぴかぴかで一宮いえて写
真もとれる式にしたいとおもいます
エムボマっていいにくいとおもいますそんなときはク

レオンしんちゃんの声色を使うと簡単にいえますぜっ
へつへおためしあれ！

小原雄早くキ珊
l

■

＼

寓欝鑑
。め如アク
す⊥あれ？な
サラミサラミ。阜すす鶉ミ7一何でしょうねこれ。サラ
ミ臭い頼らて∴これつ・ておそらく某ラーメン屋でバイト
してるせいなんだと思うのですね。焼豚・豚角煮・豚骨
スープ．豚づくしですから。かと言ってバイト辞めると
生きていけません。でももしかしたらこれって自分の将
のニオイで御飯が喰えるとか自分の指をツマミに酒が呑
めるとかいうお得な事なのかもしれません。あーでもや
っぱ気になる。気付いてないだけで、実は女子高生とか
に、なんかサラミ臭くない？とか言われてるかもしれな
い。－どうしたらいいってんですか！確かにサラミです
。でも生活のためにバイトはやめられない。なかなかの
葛藤ですよこれは。そんな葛藤を抱えつつ稽古場にむか
うのでした。
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