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電動夏子安置システム第21回公演

PerfbrmenIV
～Infbrno～

DENDOH NATSUKO ANTI SYSTEM

脚本・構成●竹田哲士　演出：高松亮

日時：2009年5月7日（木）～12日（火）

会場：シアターグリーンBOXlnBOXTHEATER



御挨拶

人気シリーズかどうかわかりませんが、Per蝕汀menも第4弾を迎えました。

ありがたい事にお客様から評価をいただいている、当劇団の「ロジカル・コメディ」というスタイルの原点で
もあります。
「今、結果として自分が生きちやってるこの世界って何なのか。」
そういうマクロで高尚な哲学を、ものすごくミクロでべタな不条理コントで綴るのがPerformenシリーズの
スタイルとなりました。
Per蝕Irmemでご覧頂く世界は、基本、私の頭の中だと思ってください。私の頭では日夜こういった世界が

繰り広げられているのだと。だから寝ている時は夢見が悪いし、起きている時は人見知りです。
人見知りは私の性質の問題でした。
第1件日は7年前。
当時皆、20代前半にして意気軒昂、心身壮健な頃だったのであの頃はエネルギーがほとばしっておりました。
かといって今回がほとばしってないのかというと、そんな事はない。二．ン

年齢を重ねながらも前シリーズより遥かにハードな構成に挑む平均年齢30そこそこのPerhrman達のお贈り
する物語なき物語。
真っ先にほとばしるのは「汗」だとは思いますが。
ところで「ほとばしる」ってなんですか。

主宰・脚本　竹田哲士

昨年某日。「次はPerfbrmenやるか」と言う声が聞こえて来た。

思い入れの強い作品だ。
壱、弐、参、零と電動夏子のなかでも一番息の長いシリーズもので劇団員でも全てに出演している人は
むしろ少ない。
”記憶が蘇る。

律動という名の動きに翻弄されたパフオーメンを。
会議は続き、次は新シリーズの第一章だと言う。
舞台も中国から西洋に…
～記憶が訴える。

多数の制約を忠実に守るにパフオーメンを。
今回は過去最多の出演者を・‥
”記憶が叫ぶ。

稽古場や居酒屋や駅でさえもネタ合わせに明け暮れたパフオーメンを。
…と言うことです。
～途切れる。

人は何かに動かされていても、自分で動いていると思う事が多い。
とは、Per伽rmenの主旋律。

回想は終わった。
ならば動かされよう。
最大のスケールで挑む今回のⅣ。壮大なテーマを笑いに包んで、気づかないように、気づかれないように送り
届けてみよう。パフォーマンとして。

以上をご挨拶に代えてと思いましたが、そうも行かない。
本日はご来場ありがとうございます。不思議な時間を笑いに包まれて頂けたら、と思います。
お楽しみ下さい。

演出　　高松亮



Per紬rmenⅣ′｝Infbrno′〉

ShowProgram

「Pertbrmen」とは一種の英語はであるが、

「permrm（規則的・持続的行動を成す）」＋「mem（者ども）」に由来する造語である。
グム　　　なお、これは複数形であり、単数形では「セerformam（パフォーマン）」となる。

パフォーマンとは、特定のシステムに縛られ延々と同じ動きを繰り返す「律動人型

（リツドゥヒトガタ）」の事である。

人は毎日、同じ事を繰り返し、生きている。
それが当然であると思われるかもしれないが、まさにそれこそがシステムであり、自覚と

は無関係に自我を支配するまさに絶対的宇宙真理にして普遍の法則、『理（レゴラ）』と

呼ばれる。

つまり『理』とは、時に「神」とか「運命」と呼ばれる創造主によって造られた律動人型が、

その思惑通りに動かされ、考えさせられ、生活をおくらされる為のシステムとも言える。

創造主は「単調さ」を最もの善と価値づけるがゆえに、「単調さ」を否定する者を憎む。
生まれてから死ぬまで、毎日を繰り返し生きていくのは人間の本分であろうに、日常の連

賢　続を享受できる幸せに不満を抱く者は「加rno」へ堕とされ理不尽な「軌に未来永劫
翻弄される事になる。

【【リネア編】

塾．‥‾瀾庭の【律動】

《Cordman》【配線】

アケローンの【渡河】

《Watehman》【吹替】

・　ミー′スの【富曜】

’《Rangeman》【範囲】

《Flowm8m》【伝言】

デイーテの【市場】

《Blankm豆n》【空自】

コキュートスの【巨人】

《F18gman》　【条件】

ルチフェロの【深淵】

「Ⅰ－erformenⅣ」は、そんな「Inhrmo（地下の牢獄）」と呼ばれる、「主」に反抗した律動人型の

暮らす牢獄を見ながら、「カレ」が世界の婆を探りにいく物語なき物語である。

主人公「カレ」は画家の卵であるリネア・ブントと共に、世界の姿に触れる為、Im托rnoの

最深部を目指す。Infbrnoは漏斗状の穴で、上から順に複数の圏で構成されている。

リネアとブント、どちらと行動を共にするかにより、途中のル【トに違いが生じる。

【ブント編】

門の【技法】

前庭の【律動】

《Cordman》【配線】

アケローンの【渡河】

《Watehman》　て吹替】

ミーノスの【審理】

《SIlapeman》【輪郭】

《Fitman》【挿入】

ディーテの【轟場】

《Speakerm8m》【拡声】

コキュートスの【巨人】

《Flagman》【条件】

ルチフェロの【深淵】



■渡辺美弥子
（t勤書手安置システム）

毒

この人生が何かに操られた運命だとしても、自分が自由だと感じちゃう、鈍感なパフオーメンです。

【お客様へメッセージ】
貴重な時間を電動夏子のために使ってくださって、本当にありがとうございます。
壷色対無駄にしません。

【自由に文書を】
小4までずっと親友のユウコちゃんになりたかった。小3でユウコちゃんの消しゴムを盗む。
小5でロンドンに転勤。毎日ユニコーンを冊きながら少女浸顔を描く。小6で帰国。
中学で弱小バスケ部に入り、クラスメートから「筋肉さん」と呼ばれる。
高校で強豪バレー部に入り、常に補欠。エースのミチコ先輩に恋をする。
合宿では皆が特訓してる申、一人風呂沸かしを担当B→年でやめる。
高2で初めて勉学に燃える。大学合格。
アイドルに憧れ、演劇サークル「騒動舎」に入る。初≠台『バスケだゴーゴー』。黒人NBA選手
トミー役を黒塗りで熱演。「巌勤舎」がお洒落で危険なサークルだと知り退部。
明大劇研に入る。イケてない人達ばかりで落ち着く。
大学2年で発病。手術して一ケ月声が出ない。

料　聾隼だ車聖？彗蟹≧′さやこぞ聖やヱノとモヱ禦▲．．山．山．山山。＿．＿＿

一義小原横平
（モ動夏子安サシステム）

■道井良樹
（t勤王子安置システム）

【自由に文書を】
首は外で元気よく遊ぶ派だったおはらです。
半ズボン時代結横長く続いたよ。

皆様GWどうでした？こちらは室内機りっば．
今や完全インドア引きこもりなも薫をちコに成り果てました。
日が暮れるまで野山を駆け周ってたのが懐かし1、。

そうやって培われてきた（が、今や機能してない）身体能力を使い、電動夏子で唯一身体を使う
『パフオーメン』シリ∴ズ最新作に挑みます。笑ってもらえますように・・

【最近の「あれ？俺（私）パフオーメンじゃね？」と思った縫書】
好きなテレビを、槽古やらバイトやらで免れないから鐘酉するんだけど、
なんだかんだでやっぱりあらためて見る時間もなくて貯まっていく一方になる。
そうなるともはや、見たいから録音するんじゃなく鐘声するために録画するみたいな事になってき
て、これは多分、見たいという自分の意志じゃなく何者かに録音するよう動かされてるんじゃない
かと。そんな時患います。
現に今、UEFAチャンピオンズリーグをとりためて見れてないI

【お客様へメッセージ】
誰かわたしにオモシロクナールをください，

【自由に文士を】
はんぺんやクレープやたこ焼きが大好きです。
今公演と大相撲東京場所がかぶっています。
相撲やアメフトや野球が大好きです。
レーシックの術後はいたって好調で、日が蓋い時が遠い過去のようです。
両に滴れるのが好きじやないので、いつまにか異様に大きい傘を使うようになってました。
耳パッチンや法頗員や雑誌破りが得意です。
誕生日は7月17日です。自慢の日にちです＝
いまさらですが、稽古場が引越しって本当に良かったです。
意があります。換気ができます。風が入ってきます。
パフオーメンの稽古はあまりいい思い出が無いのも縛古場のせいが大部分。

上機嫌で行った今回の稽古。
なぜか稽古場ではゼ陶しがられていましたが、
未だになぜ自分が鬱陶しいのか分かりませんE

【■近の「あれ？俺（私）パフオーメンじゃね？Jと患った鐘■】
お酒を沢山呑んだ翌日、思うように身体が動きません．
自分の意思とは大きくかけ離れています．

【お客様へメッセージ】
親に来てくだきって本当にありがとうございます〈　どうぞ末永くご晶展に☆絶対無駄にしません。

澤村一博
【自由に文事を】
その日は世に害うクリスマスで、バイトか何かの積りだった乱は普段と同じ様に自転車に乗って帰
っておりました。
すると前方から見知らぬ中年女性が只ならぬ様子で拓け寄って来て、私の前に来るなりこう言い放
ったのです。

『かくまってください』

平成の世の中でよもや『匿って下さい』と言われるとは思いもしませんでした。というか、一生に
一回あるかないかのレベルですよ『匿って下さい』は。

激しく動揺しつつも、その女性に何があったのか問うてみると、

『変な親子が包丁を締って追いかけて来るんです』

きっとあの女性は見えない何かによって操られていたのでしょう。
今回の台本を読んでふと思い出しました。
無事逃げ仰せたかなあ、あの人。

もし今回見に来てたら、『私あの時の』と名乗り出‥なくていいので気をつけてお帰り下さい。

■なしお成
（tt一書子安薗システム）

【今後の活動予定】
ナギプロパーティー
【タイトル未定】

■日程　2010年8月28日（金）～8月29日（土）

□劇場　下北沢　しもきた空間リバティ
ロお問い合わせ　Smm▼SbrslhbJXX糾ahoo co」P

【自由に文責を】
′くイト先に新しい業務が増えた。それは3年前まで存在した業務。帰ってきたかという感慨と、

帰ってくるまでここにいるのか私という気づき。
脱出するのだ、あの暗い穴の底から。

【t近のrあれ？俺（私）パフオーメンじゃね？」と思った経験】
電車を待つためホームに立っているのに、なぜか服を脱ごうとボタンに手をかけた瞬間。
何かに突き動かされたとしか思えない。

【お客様へメッセージ】
ご来場ありがとうございます。
－一生とは言わないけれど、今日一日くらいあなたを幸せにできるお芝居にしたい。

㌫
莞
′



」コ岩田播軍
（■勤王子安tシステム）

【自由に文章を】
我らが主宰竹田哲士が脚本を執筆する以上その作品はある程度面白くなることは紛東されている・・
って身内を褒めちぎるのもどうかと思うがそう信じてやまないから此処にいるわけですよ。
で舞台に立つにあたって僕のそれはもう小さなプライドが奮い立つわけですよ。
支配者たる竹田哲士のただの言いなりになるなかれと．
まあ役者やってる以上そう思うのは当たり前なんだけどそれが稽古掛こ20人集まったら演出高松氏
からしたらさぞかしやりづらいことだろう。

／・・と常々思っていることをこの公掛こ準えて。

忘「表芸票差千草を此処に載せようと稽古始まる折からもんや。考えてたんだけとおいおい今回
まだ半分ちょいかコレ！全然足りねぇよ†
合計400～500字って1原稿用紙1枚分じゃん！
ああI今数字全角で打っときゃよかったI
てゆ－かコレ20人分載せたら活字むっちりの新聞みたいになっちゃうんじゃないの？
ちょっとぐらい・空自があっても…いいよね。

今日此処に来てくれたことに感農lLます。

■小林裕明
く電動書手安牙システム）

一霊じょん

（t勤王子安tシステム）

【自由に文十を】
初めまして。電夏初参戦の小林裕明です。僕は自助ドアに時々無視され開けてもらえないことがよ
くあります。センサーを見つめたり、動いてアピールすると開けてもらえます。コンビニとは特に
相性が惑い様子。なんですかね、影が薄いってことなんでしょうかね？人ならまだしも、機械に気
付いてもらえないのは意外と切ないものです。人の方がやっぱり切ないです。
そんな小林ですが宜しくお願いします。

【最近の「あれ？俺（私）パフオーメンじゃね？」と患った紺】
パフォーマンの毎日は「斬起きて」から始まりますが、僕はまた寝て二度察します。なんて人間ら
しい。でもそれも予め組み込まれていたとしたら、僕はパフォーマンと言うことになるんですね。
二度寝が許されるならば別にパフォーマンでも良いような気がします。寅にパフォーマンになれば
毎朝同じ時間に起きる訳ですから寝坊の心配は要らない訳ですね。ステキパフォーマン。ナイスパ
フォーマン。でも例によって「寝坊」が組み込まれていたとしたら最悪ですね。そんな下心満開の
小林ですが宜しくお願いします。

【お客様へメッセージ】
ふんばります1不況不況な世の中ですが、どうかこのPerformen4で笑って実って明日からまたふん
ばって下さい。僕もふんばりますIそんなふんばる小林を宜しくお願いします。

【自由に文暮を】
アサヒビールのスーパードライにシールがついてて、特製ピールサーバーとかグラスとかが当たる
キャンペーンやってんの。でね。ビールサーバー狙ってて、シール12枚で応募一口。まあ普通だ
よね。でもね。別の応募の仕方があって、シール60枚十現金5000円でもれなくサーバーもら
えるんだと。もれなく†現在、じょんは約30枚のシールを所有。キャンペーン期間中に60枚貯
まるであろう。さて。12×5口の抽選に賭けるか、それとも、金にモノを言わせるか。
悩む。悩む周にシールがどんどん貯まる。
いかん。優柔不断は良くないって『きまぐれオレンジロード』で習った。
つ－かその前に、そんなにサーバー欲しいのか？じょん？？

いいか？スーパードライ1缶200円×60缶＋5000円ニ17000円だよ。

フツーにサーバー買えるよ。

そして買っても使わないよじよんは。いや、3回くらいは使いそう。でも3回目はコーラで試して
るよ。で、洗わず一生放置だよ8そんなことを考えながらあまり好みではないスーパードライを義
務的に飲んでいる日々。以上、キッチンドランカー予備軍じょん。

【書近のrあれ？俺（私）′くフオーメンじゃね？」と患った細】
もうね誰にでもツツコミ入れちゃうのはパフオーメン的要素…というよりも病気だね、病気。最近、
相手がボケた発言してなくてもつつこむことで、ボケたことにするという倒置法を編み出しました。

1高松亮
（モ勤王子安書システム）

【自由に文事を】
公演の宣伝の為、池袋の通称デルタなるところでチラシ配りをする事が最近の通例となっている。
今回ももちろん敢行してみた。
「じょん」によると、高松は一人で歩いている女性にチラシを渡せる革が異様に高いらしい。

通称「付け込みマン」とも呼ばれる。
心外。ただ革に一対多数が苦手で、大人の男性が苦手で、ギヤ／レ系が苦手なだけだが、狙い目が
キャッチの人みたいになってる事に気づく。
ゆえにか。
そんなキャッチャー、今回のチラシ配り最中、逆に宗教の方に勧誘されました。そんなに心の平穏
が無いように見えたのかしら。

【■近の「あれ？俺（私）パフオーメンじゃね？」と患った経験】

義監三獣至芸‡謁こ雪警‡禁慧官憲驚孟夏三ンどこでもから煽げ弁当を選ぶ自飢
さらに無造作にから揚げとご飯にマヨネーズをぶっかける自分。
自らの思考とは別に体が選んでいるのだ。
ちなみに大好物。

【お客様へメッセージ】
今回は二バージョンせいになっています。片方を観てもう一つの穴も覗いてみたくなってしまった
ら是非とも覗いてしまって欲しいです。

【自由に文■を】
よろしくお願いします。電動夏子初心者小玉です。
そして、エコバック初心者小玉です。
使い始めて2週間、しかしいまだに、レジで、どのタイミングで、どういう所作でエコバックを出
して、品物を入れて…、入れてもらって？スタイリッシュに店を出られるのか分かりません。
誰か、教えてください。
どうしたら、パフオーメンバー全員を親しみ込めたあだ名で呼べるか。
人数が多すぎて、しかもみんな色が濃すぎて叩
まったく、楽しい人達です。

【■近の「あれ？俺（私）パフオーメンじゃね？」と患った経験】
新宿駅東南口で待ち合わせ時、15分以上得たされると、いつの間にかタワレコの黄色い袋を右手に
携えてしまう。
自分の意思とは違う何かを感じる。なぜなら、合流した時には、本来これからディナーしたり豪遊
したりするためのお金が、財布の中に残っていないから。心配性の自分には考えられない行為だ。

【お客様へメッセージ】
エコバック、自ら入れる派？入れてもらう派？

私は2バージョン見てほしい派。

■小玉久仁子
（ホチキス）

【ウ濃の活動予定】
ホチキス
vo123【アルバトロス】

●日程　2009年7月23日（木）～7月28日（火）

■劇場：王子小劇場

VO124【いらない里】

■日程　2009年11月6日（金）－11月15日（日）

t劇場：吉祥寺シアター
1お問い合わせ・hotchklSS恥op21odn ne」P

説ふ－



ほ悪幣今日子

ご雷芸2吉諾芸競漕（金ト7月26。（。）＼
■劇場：新循サンモールスタジオ
■お問い合わせ　http／／ww」aCrOW COI［／（JACORW）

カブ）牛乳や【はらぼて（仮）】
■日程　2009年11月27日（金）～11月29日（日）

■劇場二阿佐ヶ谷　シアターシャイン
■お問い合わせ　http／／lVW gOOClhesJP／間kl＿0＿0＿yOu／（牛乳や）

【自由に文■を】
にやくざきです。
遣井さんと稽古場で「座り相撲」に夢中になりました。
小玉久仁子ちゃんと稽古場でやたらシンクロしてました。
武田真由美ちゃんが非の打ち所がないので妄想で欠点を作りました。
高松さんを毎日違うあだ名で呼びました。
稽古場で「JACROW」という単語が「下ネタ」を意味するみたいになりました。
ウチの主宰に謝らないとなあと思ってます。
いつもとこんなに違う毎日、普段かかないのに汗をベチヤべチヤかきました。
べチヤべチャは言い過ぎた。

ねっとり、かきました。

【最近の「あれ？俺（私）パフオーメンじゃね？Jと患った紳】
棺古から帰ってきたらまずモンハン。毎日、同じことの繰り返し　かなりの「律動」具合でした。
でも、成長してアイテムも増えてるから大丈夫†
本当に毎日が同じだったら、部屋は散らからないのに．いや、毎日が同じだから散らかるのかしら凸
そうだ、毎日の巾に「片づけて」という律動を入れればいいんだ．

【お客様へメッセージ】
ご来場いただきましてありがとうございますl心から感謝いたします。peTfoTmen、言葉が難しい

ところもありますがそこは心の眼で捉えていただいて、とにかく楽しんでもらえるように出演者、
スタッフ、一丸となって作りました。

そえの

大鹿順司
j（劇団グッドアクシデント）

【自由に文書を】
パフオーメンだ！！メーン！！

添野蛮ですメーン†
最近、鼻毛に白髪が生えてきてショJyクです．メーン！
牛井には紅ダク、カレーには福タグ、寿司にはガリダクです。メーン！
坊主頭の人です。メーン！
本日は少しでも覚えて欲しいですメーン！l

【最近の「あれ？俺（私）パフオーメンじゃね？」と思った鮭緻】
30才すぎてオネショをしてしまった！
これは自分の意思では無く誰かに操られての事。すなわちパフオーメーンヤ
コンビニでプレイボーイを立ち読みしていた！これも決して自分の意思では無いレヾフォーメーン！

満員電車で綺麗な女性の甘い香りに誘われたあ！バフォーメーンI勝手にオナラが出た！プ一日
パフオーメーンl tI，IIll

【お客様へメッセージ】
本番は、母の日があるとの事で、この場をお借りして、お母さん生んでくれてありがとうございます．
好き勝手に生きてごめんなさい。
お客様、本日はお忙しい中、ご来場頂きありがとうございます。

【自由に文暮を】
おっす、オラ大鹿。
いっちょやってみつか。
オラ、ワクワクしてきたぞ。

って感じで頑張りたいと思う所存です．

【t近のrあれ？俺（私）パフオーメンじゃね？jと思った蛙■】
僕はウニが嫌いなんですけど、居酒屋とかでメニューにウニを見つけると、何故だか注文して
しまうんですよ。
で、マズいマズいっつってウニ食べるんですけど、ナゼ？

▲‾　【お客様へメッセージ】

笑顔って素敵ですよね。
終演後、素敵な貴方と出会えますように．

小泉めぐみ

【自由に文事を】
最近よく耳にする『レギンス』という言葉。
レギンスとは、足にピッタリさせた′くンツで、スカートの下にはくスタイルが流行ファッションと

してブレイクした時に、この言幸も一躍有名になりました。
でも、そのレギンスを見ると、私にはFスパッツ』という言葉を連想してしまいます。
形状も感じもソックリだし、果たしてレギンスとス′くッツはどう違いがあるのでしょうか。
レギンスとスパッツの違いを調べてみて分かったことは、『全く違いはない』ということでした。
要するに、レギンスとスパッツは名称が違うだけで、まったくもって同じモノなのです。
厳密な言葉の定義によると、レギンスとは防寒用に幼児がはくズボンを指し、スパッツはバレエの
練習着を指すんだそうです。
しかし、違いがない全く同じモノを、どうしてレギンス、スパッツと違うモノのように言うように
なったのでしょうか。
その言葉の違いは、時代によって作られました。
新しいトレンドを紹介するのに、以前から使われていた用語を用いてはインパクトに欠けるので、
あえて同じモノを違う言葉で呼ぶのです。例えば、それまでスリムパンツと呼んでいたものを、あ
る時からスキニーパンツと呼ぶようになったのと同じことですね。
言葉の違いはあっても、同じモノ。案外、こういうのが多くなってきている気がします。演劇もそ
れと一緒で、見る人が好きに解釈してくれれば良いです。はい。
でも、面白かったとは言われたいです∂はい。褒められてのぴるタイプなんです。ありがとうござ
いました。

【自由に文章を】
ピンク大好き！ポストペットのモモちゃん「ピンクのテディベア）大好き！
でお馴染み（？）の小泉めぐみです。
最近はディズニーにちょっと浮気中。ディズニーに足りないのはショッキングピンクだと思う！
いっそモモもプーさんの仲間に入れてくれないかい？（ウォルトさんと八谷さん手を組んでくれない
だろうか）

そんな妄想してたら稽古期間中にウッカリ布状癌疹にかかった。
も～つ、とにかく痛くて痛くて七転八軋ネットで検索したら「耐えられない程の痛み」と
書かれていた。安心して一瞬少しだけ痛みが和らいだ。人間て意外と単純かもしれない。
あの痛みを経験した方がいらしたら帰りに声かけてください。
共に苦しみを分かち合いましょうぞ。

【t近の「あれ？俺（私）パフオーメンじゃね？」と患った経験】
1）電車にて。ipodからpeげorm印の音楽が流れると車内だろうが動き出してしまいます。

変な目で見られます。車内練習の成果の程はオープニングでご確認ください。
2）電車にて。降りなきゃ行けないのに最寄り駅で降りれない。橋古帰りは特に。眠くて眠くて。

【お客様へメッセージ】
本日はご来場ありがとうございます。
笑って笑って境る前にふと何か考えさせられる。そんな作品になってるといいなあ。

野添■T
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轟



」i菊地未来

【今後の活動予定】
TEAMJAPAN SPEC【当選確率0％】

■日程　2009年6月5日（金）～6月14日（日）

■劇場　恵比寿　エコー劇場
Pお問い合わせ　http／／vw teamjaPanSPeC COm

株式会社オフィスグローブ　042－354－3464

その他、今後の予定は個人ブログにて
菊地未来プログ『キラキラした毎日へ』
http／／aTnebloJP／shlrOO731／

加藤なぎさ

【自由に文章を】
はじめまして。好きな食べ物は炊き込みご飯と甘い物です。体力をつけたくて、休憩時問の庇に何
か食へてました。
内がないとお芝居はやっていけませんlあと、外食しても手軽に野菜を沢山とれる方法あったら教
えてください。
竜夏さんは、もっと静かに稽古やる劇団かと患っていたら、全然連いました，大の大人が寄ってた
かってキヤイキヤイしてました。
いやあ、愉快な稽古場でしたよ。

【t近のrあれ？俺（私）パフオーメンじゃね？」と患った鰻験】
やたらと携帯を開く瞬間。習慣というか‥病気ですね。メール確認し過ぎ。時計確認し過ぎ。
ミクシイログインし過ぎ。充電が切れると不便だなあと思うけと、妙に開放された気分にもなりま
す（笑）
あと、目覚ましを止めて二度寝する瞬間。あれは自分の意思なんかじゃない！体が勝手に動いてし
まうんだトー言い訳

【お客様へメッセージ】
本日はご来場誠にありがとうございます。ご覧になったのはリネア編ですか？ブント編ですか？
もう別ヴァージョンでは、あの役者さんはあんな役で登場してますよ。
少しでも楽しんで1割ナたら幸いです。そして振り返ってみて下さい。ひょっとしたらあなたも
パフオーメンかもしれません・・▲I

【自由に文事を】
オープニングの練習をしてるときに息切れしてたら恥ずかしいなあと思って、我慢して、酸欠に
なって、星がたくさん見えてました。慣れてからはなくなりましたけど＝㌧

わたしダンスやってますって言っちゃった手前、軌ナなかったら恥ずかしいじやないですか。
ばれてなかったですよね？恥ずかしい。

【t近のrあれ？龍（私）パフオーメンじゃね？」と患った経♯】
うーん‥・パフオーメンぽい。どういうことなんでしょう。
群は走行中の電車とか車のライトを昌で追いかけることです。
たぶんそのときのわたしは見た感じパフオーメンぽいと思います。

【お客様へメッセージ】
わたしが初めて観た竃夏の公演がパフォーマン参でした。
当時はまさか自分が出演する側になるとは思ってませんでした！
出演が決まったときはすごくうれしかったです。

あのときのわたしと同じように、竜夏フアンになっちゃったって人がたくさんいたら良いなあと
思ってます。
そうなるようがんばります！

t小笠原佳弄
くボスカレ）

【今後の活動予定】
殿様ランチ【ねずみの夜】
■日程　2009年7月29日（水）－8月4日（火）

■劇場：新宿　サンモールスタジオ

？宍冒三富≡≡慧unchGOm／要簸

■武田真由美

【今後の諸勧予定】
ホチキスVO124【いらない里】

∫日程　2009年11月6日（金）～11月15日（日）

■劇場　吉祥寺シアター
｛お問い合わせ　hotchklSS＠pop210dn neJP

【自由に文事を】
小笠原です。よく、「何考えてるかわからない人」と認識されます。
♯に何も考えてはいません。その場その場で流されながら生きています、し、そう生きて行きたい
と患います。ですから今回のパフオーメンの様に、「動かされている」、ええ大歓迎です。どんど
ん動かして欲しいもんです。是非もんで、一つ。

【お客様へメッセージ】
考えるな、感じて下さい。

【自由に文章を】
友人からもらった緑のTシャツ。嬉しくってよく稽古で着ていました。
すると、岩口裕耳さんと稽古着の色がよくお輔いました。
なんだこの偶然。と思っていましたが、完本してラストまで読んだら、その偶然が役とリンクして
いた事にプチ感動。
偶然は縁がもたらす素敵な花束。
でもこのリンク、【L】【P】両方見ないと解らないのです‥。

【最近の「あれ？俺（私）パフオーメンじゃね？」と患った経験】
もし自分がパフォーマンなのなら、毎日全然違う生活パターンをしてるので、どんだけ綬密な
プログラムだよ～と思っていましたが、最近稽古が始まってから生活は見事にパフォーマン化
しています。
パフオ4の世界がパフォーマン量産世界なのかも？！

【お客様へメッセージ】
道理なんて蹴飛ばして、信じた者の勝ちI
初の電夏、伝えます。

■片桐はづき
【今徴の活動予定】
劇団コーヒー牛乳【タイトル未定】
■日程　2009年7月1柑（土）－7月20日（月）
■慮■J場　新宿　シアターモリエール

■お問い合わせ
http／／W…COff（婚－mIlk com

柿喰う客【悪趣味】
■日程′2009年9月4日（金）～9月13日（日）

’劇琵t忘貢買薫≡kuニ三三二三ムダ
■お問い合わせ

【自由に文書を】
片桐はづき・所属はなくフリーで元気に活動中。
電夏との出会いは専門学生時代、制作スタッフとして潜り込む。
その初めての公演がなんと【Perhfmen弐】。
その後うまい事キャストとして潜り込み、【Performen参】にも出演。
とな出演劇団はⅩ一QUEST・箱庭円舞曲・柿喰う客など、他多数。

句痺　　諾芙ン警諾意等悪霊等認諾7、と，。
http：／／ameblo．Jp／haZukl－umaZukt／

【最近のrあれ？俺（私）′ぐフオーメンじゃね？」と患った搬】
将重で、ゆずのライブCDを開いていて、うっかり拍手してしまった時。

【お客様へメッセージ】
色々読み返したり、思い返したりしたら意外と共感する部分が多かったコイツ。
前回の〝参ノ′に続いてこの作品に関われる事、あの時のアイツが成長したコイツを潰れる事、
本当に嬉しく思ってます。
だので惜しみ無く絞り出したいっす。
アイツにだけは負けないという気合い。
ご来場、本当にありがとうございます。



第22回公演【深情さびつく回転儀】
20脚年10月16日（金）～25日（日）／新宿サンモールスタジオ

ニーi n▲∴～lゝ三i L一・・、、．！、し王＼仁う＼＼iト11トミ！ヽ！i、き．長汀LlRl．＼＼Ll　叫こう

第23回公演【perhrmenV～Purgatorio～（仮）】

2010年4月21日（水）～4月25日（日）／中野ザ・ポケット

ht旬：／／www．dma－SyStem．COm

niptop＠dna－SyStem。COm


	

