美弥子は夢を見た。
夢の中で美弥子は、天の岩戸の前にいた。
事の発端はまたしてもヤツ。
野蛮で乱暴者で豚のにおいがする、斉藤スサノオミルクがあまりにも乱暴を働いていたため、
最初はそれをかばっていた天照シュサイ大神も最後はスネて、
岩戸の中に閉じこもってしまった。
シュサイが隠れてしまうと、世の中真っ暗闇。
困った夏子達は相談して、岩戸の前で飲み会を開いて、飲めや歌えの大宴会。これでシュサイの気を惹くのさ。
トップバッターは、高松主命の一人ショートコント。

何よ。笑ってるのはアタシらだけじゃん。岩戸は開かず。
お次はアタシのセクシー路上ダンスで、気を惹こうじやないさ。
それを見た夏子達が大笑いした時、
不審に思ったシュサイが少し戸を開けて様子をうかがう。
「私が隠れて困っているかと思ったら美弥子は踊っているし、
皆は笑っているし、高松は相変わらず猫背である。これはどうしたことか？」
む、少し開いたわよ。
チャンスよ。チャンス。さぁ、力自慢たち、岩戸を思いっきりあけちやいなさい。
岩戸に手をかけるミチィ。急にしまる岩戸。
あら。手をはさんで相当痛そう。
こうなったら声の届く限り説得するわよ。マイクを持って立ち上がる美弥子。
ふと、美弥子はマイクに目を奪われた。
あたしだ。
このマイク、あたしの顔をしている。
このマイク、先っちょにあたしの顔が乗っている。
いや、違う。
マイクではない。コケシだ。
あたしの顔をした巨大なコケシだ。
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「・‥。」

は？

DENDOHNATSUKOANTISYSTEM＃010

コケシ「…か…え。」

何？聞こえない。
コケシ「・‥ち…か…え。」

・・・ちかえ・‥？
コケシ「・‥ち……か……え。」

誓えったって、何を？
コケシ「‥血ち……か……え。

」翫弼珠晦If

わ、わかった。とりあえず、ちかえばいいのね、誓えばいいのね。
コケシ「…キチガイかおまえ。」

次の瞬間、美弥子は岩戸に爆砕点穴（らんま1／2）。
轟音を立てて粉々になる岩戸。
シュサイはパンツ一丁でそこに立ちつくしている。

なんちゅう格好しとんねん。
かしこみかしこみ。
そこで夢は終わる。
、

目覚めた美弥子は友人の挙式に参列していた。
美しいドレス姿の友人とその男。不細工。
退屈だ。
アタシはとにかく上手い料理と引き出物のバウムクー
牧師が新郎新婦に誓いの言葉を求める。
脳裏にリフレインするコケシの声。
「誓え。」
美弥子は、やおら新郎の腕を取り、適当に誓うと、
猛ダッシュで教会をあとにした。
鉄の悪魔を叩いて砕く、美弥子がやらねば誰がやる。

− デンナツ・サーガ第10章『宴会乞食』より

作／演出竹田哲士

■特別対談

竹田哲士（脚本・演出）×酒巻誉洋（専任演出助手）
公演前某日、都内某所にて。時間は23時ごろ。
主宰にして脚本、演出担当の竹田哲士と役者兼演出助手の酒巻誉洋に、お話を伺ってきました。

竹田哲士
（タケダテツジ）

【誕生日】6月6日

シチ払ションコメディの肝は「保てぶり」だと

郎んです。そこを見ていただけたらな、と。

【星 座】双子座
【出身地】静岡県
【血液型】A型
慶応大学入学後、いくつかの劇団を経て電動夏子安置システムを結成。主宰にして劇団本
公演の全ての脚本・演出を担当。シチュエーションコメディとミュージカルをこよなく愛

するため、道井の歌にいつも心を痛めている。
ーえー、それでは宜しくお顔いいたします‥・

竹田 とりあえず歌いましょう。
※カラオケボックスなのである。

酒巻 あれですね。何を入れれば良いでしょうね。
竹田 そうだねえ。結婚式の唄を。
酒巻 あれだ。さだまさし。
竹田 『♪お前が嫁に日・』あとね、「愛のメモリー」。
酒巻 ほほう。『川の流れのように』という手もありますねえ。

酒巻 道井君ですかウlしかも妻つl
竹田 じゃあたとえばある日突然奴らが家族だったらり
酒巻 奴ら？

竹田：道井とか中川とか。
酒巻 むり、むり！

竹田．斉藤が契約息子（爆笑）。
酒巻 役所に行って削除してきますlてか第一本名も知らないのに。
竹田 「息子を戸籍から抹消したいんですけど、名前よく知らないんです」だって

（笑）。

いいからl

※これ以降、ちょっと油断するとすぐにBGH（カラオケ）をかけようとする
2人。

】

‥・では今回の公演について、なぜ結婚式なのか。結婚式で何が言いたい

竹田

のか？をば・・・
えlいきなりそれですか？

酒巻 核心ですか。もっとこう、遠巻きから。
竹田 とりあえずBGMを。
酒巻 あ、じゃあゆうこりんを。

※速攻で入れる竹軋『恋ノシュ○ドゥ○』。
酒巻：結婚ラッシュなんですよ。去年で2件、今年で3件。
竹田 それは全部行ってるんだ。
酒巻 いや、芝居にぶち当たったりでまるっきり。特に親族じゃないものは全く。
竹田 でもそういうのにいきなり行ってみれば面白いんじゃない？

酒巻：呼ばれてないやつ？
竹田 君のせいで産れないやつが出てきたり（笑）。
酒巻 呼ばれてないのにスピーチしちやったりして（爆笑）。
竹田 そういうのこそ面白いんじゃないのり

■酒巻君の家庭観
酒巻・ところで、僕自身にとっては「今年」が結婚運最大らしいんです。
竹田 まずいんじゃないの？
酒巻・今年出会うんだか、今年結婚するんだかが一番可能性が高いという。そして
これを逃すと四半世紀すぎるらしいんですよ。
竹田 じゃ次は50歳じゃん（爆笑）。酒巻君は結婚はしたいのりまたは家族は欲し
いの？

酒巻 結婚したいかどうか・・・
竹田 したいと思ったことはありますか？

酒巻 家族は欲しいですよ。あーでもそれは豪族なんですよね。結婚したいわけじ
ゃなくて。なんだろ。結婚するというよりは家にいて家の事する人がいたり、
子供が学校に通っていたり。欲しいのはなんか決まった形の関係ですかね。
竹田 契約関係？
酒巻 そう。契約家族。あ、本当だ。俺そういうのがいいみたい。なんか、本当は
基本的に結婚したいとか思わないと付き合わない。結婚まで意識してないと
付き合わない。付き合おうと思ったらなんか、つねに漠然と。付き合う時に
は別れるなんて思っていませんからね。付き合ってる生活があまりないから
それも判らんのですけど。
竹田 でも婚姻届をいつも胸ポケットに隠し持っていて。
酒巻 そうそうそれでいつでもOKみたいな（笑）。
竹田 実は相手の名前まで書いてあって、後は判子だけ。で押した途端「はい契約
終了で−す。」みたいな感じ。
酒巻 あっはっはっはっは。僕おかしい人じゃないですか。
竹田‥奴隷のような妻と契約息子によるバーチャル家族。
酒巻 わー最低ですね僕。というかゲーム感覚で粂しむわけです。ずうっと一つの
家族ではなく、たとえば何年か経って契約更新とか。
竹田 年俸ダウンとか。フリーエージェントとかあるわけですね。
酒巻 そうそう。道井君（の台詞）じゃないけど、とっかえひつかえ。
竹田 逆に向こうも向こうでいろんなヤツがある日突然押しかけてくる。
「今日からお世話になります、責として派遣されました道井と申します。」
とか言って く笑）。

■話は戻ってそれぞれの結婚観について
竹田 ベターハーフですよね。多分それに尽きてしまう。
意識したのは？
竹田一乗はね、まだそんな今の時点で実感ないんです。
−確かちょっと年上のお姉さんがいて結婚してるはず。お姉さんの時は？

竹田 所詮はね、姉ではあるけど他人なんですよ。自分じゃないんですよ、薄情な
言い方すると。で、これがまた女の人だから、戸籍を抜けて別の姓になるわ
けじゃないですか．むしろ興味のほうが強い。さらに幼稚園の先生だったん
で、子供たちが「先生オメデトウ」なんていって披露宴に来ていたりするわ
けです。ですけど子供たちには興味がなくて、そのお母さんに興味津々。意
味もなく挨拶していたんですね−。
酒巻 あ一いらないアピールですね−（笑）。
竹田 コラお前今何言った？
酒巻・え、お姉さん保母さんり
竹田 でした。もうやめました。
酒巻 元保母さんですか日・。男の子たちの扱いには慣れているんでしょうね。
ようするに竹田さんは結婚についてはとおいと。
竹田 わかんないよー？電撃入籍したりして。6月6日（なんと今回の公演最終日）
が誕生日でしょ。そこで。客残して。「はいまず誕生日祝ってください。え
ーそして（薬指を見せる）。私結婚しちやいました一！わははははは。」な
んてな。
2人・そして！

竹田 ご祝儀取りますよ。「はい手元の封筒に入れて下さ一い。」
酒巻 職権乱用どころじゃないですね。

酒巻 子供が出来たら結婚しますかつ
竹田 するかもね。でもわかんない。そのときのショックをまだ知らないから。
酒巻二俣の知り合いで出来ちやったヤツがいましてね。おろしまして。

竹田 うわ。
酒巻 でも2年後に結婚しましたよ。その2人で。
竹田 でも酒巻君だって結婚するよね。風呂無しのアパートに住まわせるわけには
いかないっしょ。

酒巻 そう・・・ですかね。まあこっちじゃ無理ですね。東京は子供の育つ環境じ
ゃないですから実家で育てますけど。
あれ、じゃあ酒巻君は？
竹田・親任せでしょ。
酒巻 そうですね、親に育てさせます（笑）。
竹田 送っちゃうんだ、実家に。
酒巻 そう。契約奥さんと一緒に。ア一本当最低だ。

酒巻
竹田
酒巻
竹田
酒巻

まあ僕は‥・当分しませんね。相手見つけるだけで。
さっきのあれでしょ。つねに婚姻届持ってる感じ？
付き合うなら結婚しちゃえって感じで好きになるんです。
そうね。それ同じ。
ただずっと生活する、というのがイメージできないから当分ないですしね。
自分さえ普通に過ごせればいいか、と。

竹田
酒巻
竹田
酒巻
竹田
酒巻

あっ今気がついた。髪の毛の色が真っ黒だ！
今日染めてきました。黒に。
爺役なのに！何で白くしないんだ■

だってこれ以上やると繊維がポロポロに・・・
酒と女と髪か？ノーライフ・ノーヘアーか（爆笑）！
違いますよl勘弁してください（泣）！

■ではそろそろ今回の芝居の話に・

■判るための情報と判らなくていい情報

ー今回の公演は結婚式をテーマとしたトタハタですが、これ、シチュエーショ

竹田 いま、情報の共有というのに凝っていて。

ンコメディなんでしょうか？

竹田：俺はそうは思ってない。「シチュエーションコメディじゃないのか」と言わ

れればそうかもしれないなんだけど、広義には。俺が模範としているのは『
三人姉妹〜ソブリ（※番外公演『アプリケーション1ナプリ』のオムニバ
スの一つ、2002年8月）』と『職業欄俳優（※劇団の第8回公演、2003年8月）
』なので。時間の流れが一定で、ある一点から未来に続いている。それと今
匝＝まワンシチュエーションではないですからね。

酒巻 共有り
竹田 役者VS役者、役者VS観客。「コレは与えていい」「コレは与えてはいけない
」ということに。例えば今回の高松や澤村のように、一見情報を持たずに舞
台に立っているようでも、100人に1人見ている人がいたら、そこから情報が
生まれてしまう。話の中心部に関わっていない時に何をして良いのか悪いの
か。だから焦点の分割によって笑える人が変わってくるというのは、今回の
公演は狙い通りなのかもしれない。
■演出について

シチュエーションコメディとしてやろう、とは？

竹田：最初からしてなかったですよ。
酒巻

ま、違うでしょうね。シチュエーションコメディには無くていいモノが一杯
付いてきている。たとえば笑いの要素なんか、シチュエーションとして必要
としない、僕だったら削っていくものがいっぱいあります（笑）。
竹H でもね、今回の場合は根本的に無理だと思うんですよ。映画でやったら面白
いと思います。舞台として作っていくと混在しすぎて。いつも対比的に映画
として、とか考えるんですよ。「今回は出来る。て事は俺としてのシチュエ
ーションコメディとしては成立しないのかもしれない。選択肢としては映画
という手法のほうが・・・」とね。

じゃあ今まで他の公演と系列は一緒り

竹田．脚本ともかぶるけど、下手したらお客さんが隣にいるような環境で何が出来
るのか。
酒巻 まあこんな距離（隣の席などすぐ近く）にいますからね。
竹田 その最前線には斉藤と狩野ですからね。本書中にひええ一、と思うようなバ
リアのなさを持つ女優狩野（※1）は不安でしょうがありません（実）。前
科がありますし。
※1第6回公演『Belle Ep叫Ue』の際、狩野が本草中に台詞に戸惑い、思わ
ず「えーっと、」と口に出した。ズッコケた竹田は冷や汗のかき通しだった
とか。

酒巻 それに関しては僕は何も言えません（汗）。

竹田 うーん、それとも違う気がするな。あのね、アメリカのドラマのシチュエー
ションコメディってあるじゃないですか。基本は家だとして、場面は外出し
たりもして沢山切り替わる。けど最終的にはやはり「家」。ワンシチュエー
ションではないけどそれはシチュエーションコメディなわけです。

※2

第9回公演『Performen2』で、酒巻も台詞を忘れ、数分間の間同じシ

ーンを空転。どうにか乗り切り舞台袖に引っ込んだときには既に土下座状態
だった。
一今回の公演の「ここだね」といえるポイントをどうぞ。

今回の試みの「狙い」はり

酒巻 ええっと、グループが分かれていて、それがどう関係していくか。それが面
竹田：狙いはね・・・なんだっけかな・・・（空いているジョッキを見ながら）と
りあえず酒巻君は飲むの（笑）つ「ビール2つ。」狙いはね。最初に言って
いたのは違うけど。
酒巻 色々なモノの中間なわけですかね。

白くなきやしようがないんですけど。
竹田 「慌てぶり」に。シチュエーションコメディの肝は「慌てぶり」だと思うん
です。そこを見ていただけたらな、と。
酒巻
スピード感。なんていうんだろう。色々なキャラクターが同じ場所に違う

竹田 で、その敏寄せが高松さんに来てるわけです（笑）。
酒巻 映画のワンシーンは恒例ですか？
竹田，てか、高井堅（※高松十平井堅）がね。今やってることがあの映画だから。
そんだけ（笑）。

立場でいる。そういう中で満に巻き込んでいく感じの、まあ加速ですね。
竹田・俺の台本の一環として『家族』の話が多いんですよ。それは普段、わりと家
族のことを軽んじているからなんですね。契約というかつながりというか（
笑）。結婚というテーマを持ってきてしまうと、その根幹としてこの「家族

閑話休題。

竹田 ようはですね。まずは笑い声を空間に混ぜたいんですよ。舞台と客席の隔た
りをなくすためには、まあ披露宴という空間がうってつけだろうな、と。後
は『伏線分割』。これは本当はやっちやいけない事で、いまだに罪悪感と共
に芝居作ってますね（笑）。一応真っ先に来た人は、新郎側と式場側の状況
がが見られるわけですよ。ちょっと特典としてね。でも実際どうなのか、と。
やってみたかったんです。スリルというか、挑戦。新婦の側のを知らない人
は「あの人誰？」ってことがある。そのギャップがこっちのわがままとして
見たい、というわけです。たとえアンケートをぽろぽろにしても。ただその
逃げとして本編にも（状況の判るようなシーンを）くどく入れているわけで
す。
酒巻 判るようになってると思いますよ。
竹田 本編をフラットに見たときに、整合性というか、どのくらいの気持ち悪さが
あるか。
酒巻 確かに本編が始まるとすぐに佳境みたいになっていますよね。それにお客様
がどうなのか。
竹田 斎藤に刀の事を言われたんですけど。「最初の伏線で俺らのシーン（新婦側
の状況）を見ていない人は、俺が刀持ってるのっておかしいと思いませんか

」というものを突き詰めなきやいけないじやないですか。今回コレをしてし
まったせいで、この先「家族」を語ることは食傷気味になっているかもしれ
ない。第1回公演は別としてわりと今まで多いじやないですか、家族ネタっ
て。根にあるものとしてそこからシチュエーションを作る。結び付けやすい
から使ってみる、というのがあったかもしれない。でまたそシチュエーショ

ンを考えたら家族というのがある。お客さんや蘭係者、全員に触れる普遍的
なことであり、これからも一生付き合っていく事。それが家族。そして何か
をごまかしたり、嘘をつくということがあったり。家族であったり恋人であ
ったり。そういう身近な人への嘘は他の人に対しての嘘に比べて、バレては

ね？Jと。ちょっとドキッとしたんですよね。まあツツコミがある側とない

側を分けたい、というのが狙いですからそうなって当然なんですけど。

なキャラクタ′

中で漸こ巻き込

酒巻誉洋
酒毒
スピ彗聖霊詣霊謁。ぅ思策巌巻き込
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（サカマキタカヒロ）

【誕生日】2月20日

【星 座】魚 座
【出身地】群馬県
【血液型】A型
日本映画学校卒業後、映像だけでなく舞台へ。電動夏子安置システム第4回公演『
月と真珠の喋り方』より年1本のペースで役者として参加。萌8回公演『職業欄俳優
』より演出助手として公演に参加し、現在に至る。

【名 前】狩野智子
【役 名】毯谷栄子（花嫁の母）

【名 前】小柳ふよう

【役 名】毯谷幸子（花嫁）

【誕生日】12月20日

【誕生日】2月20日

【星 座】いて座
【出身地】栃木県
【血液型】B型

【星 座】魚座
【出身地】秋田
【血液型】O型

最近の私・・膝が痛くなくなってきた。
結婚について・・・「結婚とは本人同士の意思ではない。家族と家族の
付き合いだ。」と、兄貴が言ってました。若いのに・・。
【今後の公演情報】ダムダム弾団「アナコイ」7／22〜25

25歳（数え年で。まだ24です）にもなると、そろそろ同級生の誰々
が結婚したんだよってなウワサをちらほら聞いてもよさげなもので
すが、いまだそんな話は私の耳に入ってきません。まあ、あの頃を
思い出してみても、色気のないヤツらぽっかりだったし、そもそも
私、友達が…。
そうそうそう、その頃人生計画なんてたてたんですよ。22歳に結婚、
23歳で出産みたいな。ちなみに今24歳、数え年では25歳。未婚。計
画なんてそんなもんですよね。そんでもって人生もそんなもんなん
です。きっと。

【名 前】渡辺美弥子

【役 名】布居里麻（花嫁の妹）
【誕生日】4月24日
どうも、紋付袴で刀を振り回しておりましたミルクで御座います。
どうでしたウ今回の電夏芝居は。面白かったしょ？
だってオレ舞台に立ちながらも、r客として観てえなあ」と思った程ですもの。
だってオレ友達いないのに、無理矢理5−6人招待してしまった程ですもの。
さて、今回ウタシが演じた毯谷公威は①厳格で②世間体を重んじ③子供っぽい、とい
う設定でして、それを役との年齢差30歳ほどの自分が表現しなくてはなりませんで
した。厳格すぎても子供っぽさが無くなるし、コメディ的に子供っぽさを強調しても
威厳が無くなるしと、そのバランスをとる事に頭を悩ませ続けました。
これを読むあなたが「おもろかった！」と感じてくれたなら、是非次耳もご乗場くだ
さいな。家でテレビ見るよりは遥かに面白いものをお見せしますから。
・・・結婚？ −生しねえよlんなもんIl

【名 前】渡辺順
【役 名】安藤鈴（花嫁の友人）
【誕生日】8月26日

【星 座】乙女座
【出身地】静岡県
【血液型】A型

（結婚について）
結婚するとしたら
あたしの性格（妄想癖、ネクラ、他人の不幸は密の味）を
知り尽した上で、その人の性格（できればあたしに負けない
くらいグロテスクでお願いします）を知り尽した上で、
きらいなところもムカつくところもあって
グーで殴りたいときもあって
でもウンコしてる姿を見せ合える（これ究極）
− そんな人じゃないと無理。

①美弥子の純粋さにホレる
②美祢子のドス黒い性格にホレる
②ばんと結婚
最近でもないんですけど、友達とか、けっこう結婚してます。子供も産んでます。そし
て子連れ離婚もしてます。そして子連れ再婚も。プロポーズされたことはないんですけ
ど、結婚したいと言われたことはあります。お祖母ちゃんに、国家公務員とのお見合い
を勧められたこともあります。
結婚とは、好きな人とずーっと一緒に暮らすことだと思うのです。
い−な−と思います。
いろんな占いの本によると、私はすごく晩婚か、もしくは結婚しないそうです。どうよ、
これ。

醜い部分を愛してくれなきゃだめ

【名 前】竹本哲也

【役 名】真木壮大（新郎・結婚詐欺師）
【誕生日】3月2日

【星 座】魚座
【出身地】埼玉県
【血液型】A型

哲学者プラトンによると、人間はもともと一つの体だったが、半分に引き裂か
れてしまった。だから常にその片割れを探しているのだ。良いかい諸君l＝結
婚とはつまり、より良い半分。より良い相手と一つに戻る儀式なのだ… ん？
？オイオイ俺の半分。貴女はいったい何処にいるんだい（T＿T）この儀式失敗は
許されね−ぞ（笑）結婚て男にとって人生の墓場とかって言うけど、その相手
さえ間違えなければ、そうはならないんじゃ。皆さんそう思いません？

【名 前】ナカガワタカヒロ

【役 名】榛名場英彦（真木の詐欺師仲間）
【誕生日】0412（よんてんいちに←）

【星 座】アリエスのムウ
【出身地】「まんだらけ」しかない商店街の町
【血液型】B型
今回の芝居はキクチヨータ君に捧げますlお幸せにtl

【名 前】道井 良樹

【役 名】子門正（真木の詐欺師仲間）

気が付けば20の半ば。そりゃ−周りで結婚結婚騒ぐ奴が多くなってくるっての。
いやね、結婚って大変だと思いますよ。婚約指輪罠わなくちやでしょ、新婚旅行行かなくち
やでしょ、仲人さん考えなくちやでしょ、引き出物何にしよ−かでしょ、式場選ぶのに迷う
でしょ、そもそも海外で式挙げたいって言うかもでしょ、そして海外挙式なのに神式でやり
たいとか言ったら大変でしょ、披露宴にどこまで呼ぶか頭悩ますでしょ、結婚しても働いて
いいつとか聞かれるでしょ、招待状書かなくちやでしょ、BGMどうする？、どんな演出にす
る？、余興で何歌う？ホラね、大変でしょ？

そ−いや、大学ん時に授業で、婚姻届の書き方を教わりました。と同時に離婚届の書き方も
習いました。先生は、両方の届出用紙を役所に取りにいったそうであります。ヘンな光景じ
ゃないですか？婚姻届を貰って一秒後に離婚届も貰ってるんですよ。結構初対面の人に、「
ボク実はバツイチなんですよ」って言うと信じられてしまいます。結構初対面の人に、「ボ
クのお祖父さん樺太出身なんですよ」って言うと信じられてしまいます。バツイチじゃない
し、多分純血だし。世の中思い込みが大切なんですね。
運命の人と出会って結婚する事になりましたって言っても、じゃ−運命と偶然の違いって何
だよって話ですよ。大して差はないんです、運命と偶然。自分の心意気一つで変わるんです。
どっちに思うかって事です。世の中思い込みが必要なんですね。大丈夫って思えば大丈夫な
んです。大丈夫、きっと自分も結婚出来るから。そのうち。

6月30日

【名 前】新野彩子
【役 名】春瀞舞（真木の詐欺師仲間）
【誕生日】5月24日

【星 座】双子座
【出身地】東京都出身
【血液型】A型

鶏濃麟

芝居フイステパルに参加

7月22日〜25日

ダムダム弾団『アナコイ』

【名 前】高松亮
【役 名】矢古辺司郎（媒酌人）
【誕生日】4月8日

【星 座】牡羊座
【出 身】千葉県
【血液型】O型、

結婚？私とは無縁の響き。一一h

うちの両親は健在ですが、墓地を購入しました。
普通は長男の名義でお墓を建てるそうですが、そうすると次女
の私が結婚しなかった場合入るお墓がないんです。だから父親
名義になっています。
私は幸せです。
最近気になっている事は、自分の回復力が明らかに弱まっている事
なんです。しかも、純粋に内臓の回復力が。精神とか外科的なもの
は、まだまだ大丈夫なのに。先日お酒を多量に頂く機会がありまし
て、ちょいとぶっ壊れたわけなんです。その時、初めて記憶が無く
なったのもさることながら次の日からしばらく経っても胃腸が働か
ない事に憤りを感じました。それからというもの、今この原稿を書
いている時点までではビール（中生）2杯程で体が保てなくなる始

末です。情けない。内膳だけ急に年を取った感があるそんな現状な
私ですが、できちゃった婚はいかがかと考えます。結婚するきっか
J けやフンギリにはなりますが、やはりそのケジメは自分で着けねば
と。まあ、流れるがままの私にとっては大きな試練ですが、そいつ

懲慧蒜羞詣票慧芸諾雷雲三慧差芸デ警呈芸￡長さ詰、
ありますが、2度目の婚期はいつですか〜。

【名 前】小原雄平

最近の私と結婚

【役 名】湯田幸広
（司会をやらされる男）

なにやらいつも不健康な印象を周りの方に持たれがちな顔身体つきなので、
なんとかしようと思い、最近食生活を充実させてます。
例えば朝はほぼ必ずやたら野菜の入ったみそ汁を作り、納豆御飯と共に食し、

【誕生日】8月30日

ヨーグルトでしめます。

【星 座】乙女座
【出身地】宮城県
【血液型】A型

昼も夜も同様にかなリバランスとれた食事を心がけております。
今年の抱負の一つとして、ほっぺに肉を取り戻すというのがあるので、これ
を是非とも達成したいです。
結婚したらそんな自炊とはおさらばなんですかねえ

【名 前】

【役 名】
【誕生日】
【星 座】
【出身地】
【血液型】
【名 前】澤村一博
【役 名】田々井郡次
（（株）プラトン婚儀部現場責任者）

嬉野好和
遠耕啓司
（ウェディングプランナ
3月24日

牡羊座
埼玉県
A型

最近の私と結婚について
はじめに！友達のT＆Y＝結婚おめでとう！l僕に関しちや、いよいよ現実的に

考える歳？いやいや、それより一人立ちの方が先だろう。今まで真面目過ぎた分、
役者として思いっきり遊ぶl全てはそれからさ〜♪

【名 前】桜井ゆりえ
【役 名】与羽敦子
（（株）プラトン葬儀部現場責任者）

最近の私と結婚について
結婚ってのは、その相手の人生を背負うって事だと思うんですが、それっ
てよく考えるともの凄く怖い事ですよね。半端な覚悟じゃとても無理。で
も、だからこそ得られるモノも半端じゃなくデカィ。まあ結婚に限らず何
にでも言える事なんですが。あ、私は結婚願望ありません。

【今後の公演予定】
東京2ライブショウ『涼しいが蛇のいる縁側』
8月6日（金）〜8日（日）中野テルプシコール

最近の私と結婚について−

問い合わせ先
090−8727−9293（澤村）又は

am−tyO agOaShl＠lSIS OCn ne」P

近頃よく「BETTER HALF」について考えます。

最初聞いたとき、いいタイトルだなと思いました。でもなんだかと

ても意味深な言葉です。ちなみに辞書を引くと「配偶者、つれあい、
妻、夫、女房、伴侶」となっています。また「たいては「女房」の
意味で使い、「夫」の意味で使われることはまれ」とも。
誰かがrBETTER」＋「HALFJで意味を持たせた、その本意はなんだっ

たのだろうか。芝居の中にもぞれぞれの解釈が顔を覗かせています
が、人によって様々な思いがありそうです。
私の解釈は、そうですね、少しネガティブな方向に行きつつありま

す。

最近は、家の近くのお好み焼き屋で、生ビールを片手に店主や常連さんと、とりとめもない話しを楽しんでます。一人で晩
酌する事に慣れた自分が悲しいような気もするけど・・。気が付いたら安全圏を選び、冒険心が無くなった自分に対し、若さ
が無くなったなあ。つて思う事が増えてきた今日この頃、、家庭が欲しい！！って思う事も多くなってきた。つて、言って

も、結婚相手どころか、彼女もいないんだけど。しかし、結婚って何だろう？人は何故結婚をするんだろうね？好きな人と
ずっと一緒にいたいから？子孫を残す動物的本能？一人は寂しいからつ分からないけど、自分は家庭を持ちたい、子供が欲
しいと思う事がある。彼女が居る訳でもないのに。これは子孫を残す動物的本能からの思いや、寂しさかな。まっ、結婚し

たいと思う相手が出来れば、また違う思いが分かるでしょ。

2004年5月29日（土）〜30日（日緩ま
6月 4日（金）〜6日（日）

東京都新宿区矢来町156BIF
03−3266−0461

粛

神楽坂セッションハウス誓…れ
東京メトロ東西線『神楽坂』駅より徒歩1分
都営地下鉄大江戸線『牛込神楽坂』駅より徒歩10分
JR総武線『飯田橋』駅より徒歩12分

■出

演

暮スタッフ

DENDO封巨N

渡辺美弥子 脚本／演出：竹田哲士
小原雄平
演出補助：酒巻誉洋 高松亮
逆井良樹
企画制作‥村上朋弘

ThelOthAn励ers如y幣r樹manc感
−

■

芸憲讐ク芸冨；器芸Ⅰ諾…也
狩野智子
音楽／音響＝榊原正吾
小柳ふよう 音響効果：松平信維
桜井ゆりえ 映像：村上朋弘
澤村一博

新野彩子
竹本哲也

，．お問い合わせ先［。FFI。EFLIP＿T綜
TEL／FAX：03−3795−7551

PHS：070−5597−2509

宣伝美術：OFFICEFLIP−TOP

au：090−6125−8674

舞台監督：佐藤貴之
舞台：武石吉生

e−mail：fllptOp＠dna−SyStem．COm

姫野好和

衣裳：OFFICEFLIP＿TOP

渡辺順
渡辺智行
竹田哲士

小道具：米倉由美
協力：株式会社キヤノン
勝美印刷株式会社
明治大学演劇研究部

Sherry316＠pdx．ne．jp

森綾子 阿部恭子
片桐はづき

メル友

花婿組

矢古辺司郎 四四回
榛名場英彦

媒酌人（高松亮）

会社のか忘咽谷公威

花婿の知人（中川崇弘）

子門

花嫁の父（斉藤ミルク）

花婿の知人（道井良樹）

長文

春瀞舞

真木壮太

花婿の知人（新野彩子）

花嫁の知人（渡辺順）

■丁．

やらされる男（小原雄平）

i三黒須＝ペトロ＝蔵人
神父（竹田哲±）

W〟〟一彗慧禦ディングプランナ￣
与調敦子くライバル（？）〉田々井部次
㈱プラトン・葬儀郡現場責任者
㈱プラトン・婚儀部現場責任者
（桜井ゆりえ）
（澤村一博）

L下

題兵器ッフ（渡辺智行， 国王l
＼

次文

布居里麻（既婚・旧姓毯谷）
花嫁（小柳ふよう）

．．．，誓誓作一二二

毯谷栄子
花嫁の母（狩野智子）

花嫁の妹（渡辺美弥子）

Nex†Perform（〕nCeLineUp
■電動夏子安置システムAppliCation．4

▼電動夏子の今後

『滋呵有 為円尾怪倣』

脚本・音楽：榊原正吾／演出：高松亮
2004年8月13日（金）〜8月16日（月）

劇場：王子小劇場
■電動夏子安置システム第11回公演

『＃011劣情もよおす六面体』

脚本・演出：竹田哲士

2004年12月8日（水）〜12月12日（日）

＞孝；こ

劇場：中野ウエストエンドスタジオ ￣．＿＝誓悠ニ＝．？∵

■酒巻誉洋・道井良樹参加

▼劇団外での活動

近所屋『ザ・芝居フェスティバル』
6／18（金）＠南青山ラパンエアロ

鍋森、＿、
∴∴箋秘∵ノ

：

ダムダム弾団『アナコイ′』
2004年7月22日（木）〜25日（日）＠劇場MOMO

『酒巻誉洋 出演
豚耳『何んでも無い』
2004年7月23日（金）〜25日（日）＠西荻WENZスタジオ
』澤村一博 出演 ポニー≡

三掌ノ

東京2ライブショ㌢『涼しいが蛇のいる縁側』了 一新

2004年8月6日（金）γ8日（日）中野テルプシコール二一㌻￣、議賢、ニ￣
￣

役者、スタッフ募集のお知らせ

▼募集のお知らせ′

→電動夏子安置システムでは、今後の活動に向けてさまざまな人員を募集しております。
舞台、照明、音楽、映像、制作、企画∵貴方に出来ること、これからやりたい事などを
お知らせください。そしてこの劇団の新たな飛躍のためにカを貸してください！

※詳細は劇団までお問い合わせくださいふ

スタッフ請負のお知らせ
→電動夏子安置システム内各スタッフが貴方の公演を請け負います！当劇団の公演を見て興味を
持たれた方は、まずはお気軽にご連絡ください。
舞台美術・装置作成【架け橋】
宣伝美術作成

、客演

siba−inu＠ezweb．ne．jp／090−810．7−3292（担当・佐藤

【オフィスFLIP−TOP】fliptop＠dnarsystem．co血／03−3795−7551

【オフィスFLIP−TOP】fliptop＠dna−SyStem．COm／0写一3795−7551

電動夏子安置システム／オフィスFuP・TOP
Oも3361・〇一t30
伽pto脚na鴫yStOm．COnl
h競■：〟Ⅵ帆dna・＄y＄tOn．○○ln

