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「無神論」という言葉があります。
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神がいるかいないか。私は半分ぐらい、無神論者です。
ここでいう「神」とは、いわゆる、片手に杖を持った老人で、髭を蓄え、雲の上に住み、下界を見下ろし、不思議な現象を起こしたり
人を裁いたりしながら時折「ふおっふおっふお」って笑う人の事です。そんなわかりやすい奴なかなかいないと思うんですよねえ。

だから半分無神論。
ただ、今挙げた「神」は不特定多数が造りあげた勝手なイメージに過ぎませんので、形を変えて存在しているものかもしれませんし、
もしかしたら上記の様な御老人がいるかもしれません。私が出会っていないだけです。幽霊にしろ宇宙人にしろ、自分が無知であ
るから「＝いない」とするのは乱暴ですが、知りうる世界というのはそれぐらい小さいものでしょう。

世の中が平盤に見えていた時期があります。
「若い頃は尖っていた」などという表現がありますが、平盤に見えていたのであれば私は「まっ平」だったのでしょう。顔も平たいとよく

言われますが、それは今関係ないでしょう。
世の中の見方を自分の中で少しだけ変えれば、小さい世界が若干広く感じられるのではないかというのがPerformenシリーズの根

戒も幹です。
お初の方はもちろん、恒例の方も今一度改めてPerformenの世界を楽しんで頂ければと思います。
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自分で決めたと思っていても、実は何か別の要素が介在している。

温

そんな事は当然だが、その実全てが他の要素で決められていたら、残念であるし怖いと思う。
今の自分の現状で考えてみると、Performenの稽古中の、不自由な「Cordman」や「watehman」等を何らかの力によって創っている

ことになる。

そこには始めからレールがあって考えるそぶりをしながら終着点に向かう作業をしているのだ。
…だとしたら、なんて楽なんだろう。むしろ始めから終着点が見える力のみ欲しくなってしまう。

現実はそうではない。

不貞由のなかにも自由を見つけ出そうとする奔放な動きを見ると、そうであるわけがない。
もし、百歩譲って決められているならば、その終着点をも全て東ねてみようと、思う。
それでこそPerformenを創るPerformenなのだ。

一見の無秩序を秩序で束ねている今回。
レールに乗ってでなく、自分の意思で観に来て頂けていると幸いです。

観相だ来場ありがとうございました0

済 驚ご準人簡
ヽ￣1、、

砕演出高松亮
二

ヽ▲

Perfbrme論V〜Purgatorio〜

ShowProgram
「Per丘Irmen」とは一種の英語はであるが、

「perform（規則的・持続的行動を成す）」十「men（者ども）」に由来する造語である。
なお、これは複数形であり、単数形では「Performan（パフォーマン）」となる。

パフオ￣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0 驚

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、
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。単調で退屈な日常をただた
だ嘆く無力な人間。だが、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る。日常の連続を
享受できる幸せに不満を抱き、「主」を疑う者は、「Ⅰ，urgatorio」の麓へ立たされる。理不尽な「理」を永遠に甘受して

いく事で「主」への愛と忠誠を示す事が求められる。

「PerfbrmenV」はそんな「PtLrgatOrio（浄罪の山）」と呼ばれる、「主」に媚びることで自由意志を手に入

れようとしている律動人型の暮らす世界を見ながら、「カレ」が世界の頂を目指す物語なき物語である。
主人公「カレ」は医者の卵であるフィーネ、科学者の卵であるメンテと共に、世界の姿に触れる為、
Purgatori0の頂上を目指す。Purgatorioは台形状の山で、下から順に複数の冠で構成されている。

フィーネとメンテ、どちらと行動を共にするかにより途中のルートに違いが生じる。
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【メンう懲「ト】観

賢汐

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

山田荘の5号室に私は住んでいる
山田在の6号室には一人の機知GUYが住んでいる

rt渡辺美弥子
（電動夏子安置システム）

ウィットに富んだ彼はいつも絶妙媛タイミングで発狂してくる
私はいつもそれを壁越しに聞いて自分が生きていることを知る

彼は猶を二匹飼っている
登
甘い芦でなでたかと思うと次の瞬間罵声を浴びせる

皮ひんむいてやろおかあああああああああ日日11
その見事なアメとムチ裁きに私の胸があつくなる
私が部屋で一人笑っていると、壁の向こうで彼も笑っている

私達は6年間、毎日同じことを繰り返している
それでも生きてることに飽きたりはしない
愚鈍で幸せなパフオーメンです
【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

1小原雄平

最近、深夜帯から昼にシフトチェンジしたので、めざましテレビをめっきり見なくなりました。

大塚さん元気だろうか。
かわりに夜の番組が見れるようになりました。
特に見たい番組がある訳でもないが、
気付くと【お願いランキング】でチャンネルが停まってます。
確執
麻婆豆腐にちょい足し？
昨日の運勢ランキング？
ラーメン官僚？
どれも−、お願いする程ではないです。
あの、なんかセーラームーンに戦国武将足したみたいなキャラクターとか

（電動夏子安置システム）

l、工一一ソ音声∴一一一、●‥、

【今後の活動予定】
■朗読公演『SAKURA』

そのままなんですよ！
そんなお話。

2010年6月12日（土）、13日（日）

＠ザ☆キッチンNAKANO

このお題で書くのもかれこれ五回目守ですが、未だにわからない。

プログ【おしよすい】

書かされてるという意味ではこれ自体パホメン的だと思います。

http：／／ameblo．Jp／hei8pOpeia／
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【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

（電動夏子安置システム）

目玉焼きを作ろうと卵を割ると、ピーゆ−わけか、中身はゴミ箱へ、殻をフライパンに。
残高にかかわらず、スイカを自販機でチャージしようとする。
何度、ディズニーに行ってもスプラッシュが怖い。
この前会った小学生時代の親友の名前が思い出せない。
マツコデラックスと伊集院光は区別がつきにくいと思う。もしくは双子だ。
ハルンケアが必要かも。
【今後の活動予定】
■家事手伝い継続。

二∴二、■

プログ【ジョンハ叫人0人）／】
http：／／ameblo．jp／johll−furlollg

※t雨tte！でもつぶやき中！

■道井良樹

道井です。
遣井良材です。
本名です。

（電動夏子安置システム）

案外、道井という名字って少ないんですよ。
訣
ぶち
どうです？皆さんの周りにいらっしゃいますか？
北陸にいるぞ、という話を以前に親から聞いたことがありまして。

【今後の活動予定】
●映画【ランチ7−！！】

尾崎将也監督
加10年5月全国ロードショー

■山田ジャパン公演『妹あそび（仮）』
2010年7月14日−20日

金沢へ旅行に行ったとき、高速深夜バスで後ろの席の方が、
まさかの道井さんという方でビックリしたのを覚えています。
あ、あとね。
もう亡くなりましたが、

祖母の家の隣のビルに、
突如、道井治療院っていうのが出来ててビックリしました。

＠サンモールスタジオ

■遺井良樹誕生日（7月17日） ∧

日常で、意識もしていないのに勝手にそうしてる謳って結構ありますよね。、1
僕なんて、膝をですね・コンツて叩かれると、脚がビョーンってなります8 鞠
あ、これは当然か。

プログ【遣井de☆ボン】
http：／／ameblo．jp／mk最idepon／

「山■澤村一博
（電動夏子安置システム）

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

☆∧藍・雷
巌

【今後の活動予定】
■アシカツ第5回公演『カノン』

露3の夏、私は予備校の夏期講習を受けておりました。
特にこれといった進路もなく、何となく数学の教師にでもなろうかと漠然と考えていたんですが、
敏分積分の授業になった途端、私は教案を飛び出して長島君の豪に飛び込みました。
そしてTVゲームをしながら『俺文系になるわ』と宣言したのです。
え今更？受験まであと半年ないのに？どうかしてました私。

轡当然ながら勉強する時間もほとんどないので、国英2教科で受験出来る所を探して受かった
のが日芸。
そして今に至る訳ですがこれってパフオーメン？

2010年8月25日（水ト29日伯）

＠大塚萬劇場
プログ【明日から頑張ります。】
httpH／柏meblo．Jp／mous川akenal

あと添野さんが麻雀の時に狂ったようにチャンタばかり狙うのもパフオーメンなんですか？

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

j岩田裕耳
（竃動夏子安置システム）

こっちの身にもなってくれ。

「身にも」って入力したときの変換前洲候補に「ミニモこ。」って出てきてイラッとした。

今。
ミニモ二。

【今後の活動予定】
■バナナ学園純情乙女組
『アタシが一番愛してる』
2010年6月15日（火） 20日（日）

…そんなことは心の底からどうでもよくてこっちの身にもなってくれ。
Performenって芝居をやるたびにパンフレット用にPerformen的なエピソードを要求されるこ

っちの身にも。
ねえよ。

＠ARTTHEATERかもめ座

言わせてもらえばPerformenやるたびにPerformem的エピソードを要求してくるパンフ編集担

http：／／banaIla．Oir8mOrg／

当がPerformen的だ。

■浮世企画第二回公演
『お茶を一杯』
2010年7月22日（未卜25日（日

＠APOCシアター
http：／／81．5hTd．jp／ukkk／

…つていう文章をいずれ書こうと去年のPerformenIVの時に思ったのね。

蟄

思うつぼだぞ。
と。

鞄

今日此処に来てくれたことに感謝します。

、1 小林裕明
j （電動夏子安置システム）
l

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

電夏稽古はいつもスポンジバレーボールなるものから始まります。
球体のスポンジを落としてはいけません。
ただし、5の倍数では手以外でパスをする。そんなゲーム

r

領海

その中で、いざ足を使おうとすると同時に腕も挙がるようです、僕は。特に左腐乱何乱
きっとその手の業界では「1」eftman」とか呼ばれているのでしょうか。

何だか取り残された人みたいで少し悲しいものがあります。
…挙がるのは右腕だった気がしてきました。どうにか「Rlghtm且n」にしていただけないでしょうか？

【今後の活動予定】

そっちの方がポジティブな気がします。

プログ【ここつ、これは大変だっ】

れ

http：／／negati，eeOOk．blog54．fc2．com／

−■高松亮
（電動夏子安置システム）

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

人の噂って怖いですよね。
回りの人が繰り返し言っているといつの間にか信じてしまいます。
さらに日が経つと自分でも確信的に信じちやいますから。

劇団内の噂だとみ○い座長がホモなんじゃないか！？
とかね。
座長と二人っきりになると妙な気分になっちゃいます。

つまりは自分の意思認識など簡単に変化してしまうって事もしくは、座長が本当にその気があ
るんじゃないか、つて事です。
【今後の活動予定】
プログ【ジュクチの塾記】
http：／／ameblojp／jilyukuti／

1 小玉久仁子
（劇団ホチキス）
【今後の活動予定】
■空想組曲VOL．6

変則短篇集『組曲「空想」』

そんな事はないと思いますが、きっと。
【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

行列を見ると、並びたくなくても
いつの間にか並んでいる。
日本製タイプ0型パフオーメン小玉です。

2010年6月16日（水ト22日（火）
＠下北沢OFFOIrFシアター

その先に素晴らしいものが待ってたことなんて数少ないのにね。

※日替わり短篇（6月19日の回に出演）

わかっているのに並んでしまうところが、日本製の特徴です。「逃したらもったいない」の精神
です。
そして

HP http／／www．k−kumikyokll．eOm／

■シャチキス（少年社中＋ホチキス）vol．2
2010年9月16日（未）−19［】柑）く東京〉シアタートラム

2010年9月24日（金ト25日（土）く名古屋〉中村文化小劇場

待ち時間1時間を超えても弱音を吐かない、その類い様な忍耐強さは、タイプ0型の特性だ
と言われています。

作：米山和仁演出：毛利亘宏
劇団ホチキスHP http：／／www．hotchki8S．jp／top．html

実用性はあまりありませんが、
きっとお役に立てる時があるはず。

一■山川ありそ
（少年社中）
【今後の活動予定】
■少年社中第23回公演『ネバーランド』

【あなたのPerfo閻en的エピソードを教えてください。】

加10年6月23日（水ト27日伯）

＠青山円形劇場
l作傾出：毛利豆宏
■シャチキス（少年社中＋ホチキス）101．2
那1時三9月16日（木）〜19日（日）く東京〉シアタートラム

加10年9月別日（金卜訪日（土）く名古屋〉中村文化小劇場

作：米山柑仁 演出：毛利亘宏

五年ほど前、川で涜れにのまれて、洗濯物のようにぐるぐると水流に巻かれて、もがいていた

時。
「あっ死ぬんだ…」と思って力を抜いたその瞬間。
何故か水流から抜け出せた。
何かに「生かされた」と思いましたね。瞥

■ポーヂCマスク『靴』
少年社中公式HP bttp：／ルww．sbaehueOm

主宰ユニットありそtoふみ子のポーヂCマスク公式HP
http：／／匹uehdomask．eom

蓼

、董

横島裕
【あなたのPerformen的エピソ一博を教えてください。】

昔、金縛りに遭いました。
手も足も全く動かせなくて、その頃のおれ（もぎいく人間の横島）は小さかった為、呪われたと
思いました。
しかしそうじゃなかったんだと。
誰かの動きが移っていたんだと。

﹁弓︼

惑

コードマンをやって、そう思いました。

【今後の活動予定】

、ナ巻く、

■もぎいく人間『ディナーショー』
2010年7月26日（月）、27日（火）
＠池袋シアターグリーンBASETI柑ATER

プログ【もぎいく除去します。】
http：／／8meblojp／moz8iku−mjngen／

■石井千里
（多少婦人）

淵転
り＿． 一

・

、晦

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

蕊

多少婦人っていう劇団からきました石井千里です！初参加ですよろしくおねがいします！
時間の節約がしたくてトイレでメールを打つようにしてたらいつの間にか逆になってしまい、
メールを打つとかなりの確率でトイレに行きたくなるようになりました。
これってパフォーマン的な？むしろパブロフのアレ？

言霊莞票繋諾崇詣宗法認諾認諾豊、つつ打ってたら、

駁

【今後の活動予定】
1多少婦人第9回公演『淑女実利』
2010年9月22日（水ト26日（日）
＠池袋シアターグリーンBASETHEATER

あと1駅だったのにつI！
戦も

多少婦人HP http：／／www．taShollhjin．com／

琴海

■添野豪

海

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

（アシカツ）

電動夏子さんの出演は3回目になります。パフオーメンは2匝旧です。

も

自分というパフオーメン…小学生の頃自転車の鍵を無くして、3キロくらいの道のりを、
2時間くらいかけて泣きながら自転車をかついで帰って、母親に
『バカだね、置いて帰ってくればいいのに。よく頑張ったね。』
と言われてさらに号泣しました。だから僕は自転車をかついで帰ったんだと思います。
こないだ、自転車が撤去されて、4000円払って自転車を持って帰りました。

髄鮎

慧謂雲霞警競雷警認諾こます！蚤 過

【今後の活動予定】
■アシカツ第5回公演『カノン』
2010年8月25日（水ト29日（創

＠大塚萬劇場
ァシカツ公式H準も岬／／8Sh伽。．SenSyu。血．帥m

■新野彩子
（宝井プロジェクト）

【あなたのP邸formen的エピソードを教えてください。】

新野です。パフオーメンはイチから見ています。みやこきんが『せガレ』の役で脱毛を抜きな
がら喋っていたような‥・そんなワンシーンが鮮明に思い出されます。ニは、阿部恭子氏が
『セガレ』の役で鼻くそをホジリながら喋っていたような気がします。
電夏の作品でパフオーメンが一番好きだと…ずっと言ってきて、ようやく盛させてもらいました。
今このタイミングでこのメンバーと出演できるって‥・！きっとみやこさんが腕毛をムシッていた
時から決まっていたのでしょう？
【今後の活動予定】
■決まったらお知らせします1

＼′逓

操られています！！

魔法の糸とこの運命に感乱

瞥

態

しんのあやこの7ログ
『ああ、消えてなくなりたい』
http：／／ameblo．jp／rahnll／

■山村真也
（オフィスタクト）

【あなたのPerfo品セn的エピソードを教えてください。】

始めまして、山村真也と申します。
本日はご来場誠にありがとうございます。
今回初の電動夏子安置システムに出演致します。
Performen（以後Per）シリーズは観たこともあり、おもしろいと思った作品なので出演するのが

煎｝ 嬉しいです。

Perの稽古をやるにつれ、日常にもPerの様なものがあるなあと思いました。

【今後の活動予定】
■映画『SPthemotionpicture（仮）』

ロドラマ『もやしもん』（CX系）

始めに思った事ですが、人が前を向いて歩く事がPerだなと思いました。
実にありきたりですが。
何歩ぐらいで何かに気付いて（気付かされるのか）、何歩ぐらいで人と廊象うのか、
そんで何歩目でくだぼるのか。
それは誰にもわからない…又はわかっている…
な〜んて考えてみたら、おもしろいな。
もし、誰かにわかっているなら、おいらはそれと会ってみたい。

早いもので、竃夏には3回臼の出演となります。有り薙い事です。
「Ⅳ」がとても面白い作品で、演じていてとても楽しかったので、
今回も満足して頂けるように頑張ります。

j菊地未来
【今後の活動予定】
■GRIPPERプロデュース『二丁目のグッド′くイ』

脚本：平田佑也（開店花火）演出：毛利亘宏（少年社中）
2010年5月1g日（火ト23日的）

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

＠中野ザ・ポケット
http：／／www．grlPperJp／2eh0−me／1ndex山ml

「眠くなる。」
ご飯を食べると眠くなる。
眼鏡を外すと眠くなる。
布団を敷くと眠くなる。
ベッドに上がると眠くなる。
あたたかくなると眠くなる。
思考を止めると眠くなる．
日常には、眠りを誘う誘惑がいっぱいです。

■血的（ぬえてき）『不滅』
2010年6月23副水ト27日（日）

＠下北沢「劇」小劇場
http：／／wmI．nuelek10Tg／

▲演劇ユニットリッチ『タイトル未定且
2010年7月298（未） 8月1日旧）

＠新宿ゴールデン街劇場
hup：／／www．geocttleS．Jp／fldLOffieejnfo／1inkhtml

プログ【キラキラした毎日へ】http：／／ameblo．jp／shrDO731／

−■小飴絵梨
【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

【黒

でんなつ5年半ぶり、二回目の出演でございます。

覿無

私が小さい境からよく利用するフレンチのお店があるのですが、そこに昔からいるとっても良い接
客をしてくれる店員さんがいます。気が利くのはもちろん、何よりも笑顔が素晴らしく、その笑顔以
外を見たことがないくらい終始笑顔なんです。
ただ一度だけ、キッチンから料理を持ってホールに一歩踏み出した瞬間、真顔からあの笑顔を

鳥紅＋壌

したのを見ました。「さすが〜」と思ってたのですが、今思うときっと彼はPerformanなんですね㌔
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あの笑顔は自分の意思とは関係なく自動的になると思います。

撃取
き

る

た

も

ん

き

一」■猿田モンキー

肇敏

一

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

隻∵∵＋攣鮎烏凋

猿Hです。はじめまして。
いつもお世話になってるOKマートに買い物にいくと無意識の内に自分の好みの店員さんの
レジに列びます。
その店員さんがいない時は非常に残念で仕方ありません。

本日はご来場ありがとう恕したo
r 、．

プログ【墟田モン首己】
http／／ameblo．jp／乳rut＆nOnkey／

」■高田淳

パ譜諾派禦夏公削演戯王』
2010年7月7日（水）〜11日伯）

（堕吉祥寺シアター

■アシカツ第5回公演『カノン』

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

一時期ZOOKEEPERというゲームにハマった事がありまして

深夜延々とやってしまうわけです。
終わってもついついもう1ゲームやり始め
もう途中から何が楽しくてやっているのか分からなくなっており
目も頭も痛いまま歯を食いしばってパンダを消していましたが
今考えれば、あれは何か大きな力で支配されていたのかもしれないわ…

鞄

掛ら今、今更モン′、ンにハマっているの巌
農場とキッチンと狩場をひたすら往復しているのも 等
何か大きな力が関与しているかもしれない

2010年8月25日〜29日

＠大塚苗劇場

と、思ったり思わなかったりします。

諾慧警‰。g癖t′‰

あなたの人生が単調なものならば
演劇のスパイスが効きますように。

一義武田真由美

敵

轡軒

【あなたのPerformen的エピソードを教えてください。】

【今後の活動予定】
■カンパニーキメイ『伯爵夫人の拘幾人』
2010年8月18・14日

＠リーガロイヤ／レホテル東京

■劇団生活向上委員会『タイトル未定』
2010年9月15日（火）▼20日（日）

＠南大塚ホール
プログ【いっちょやったるか】
http：／／blog．livedoorjp／mayut8ke55／

コーヒーが生活に欠かせません。
特に毎朝飲まないと1日が始まる！という気になれません。
そして舞台にはリボDライトが欠かせません。

霊宝冨讐裟慧慧苦造る−紛う如なれません0轡‰
いわゆる『スイッチ』を入れる行為をしている時、これってパフォーマン化？？と思います。
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PerfbrmenV〜Purgatorio〜
［脚本・構成］竹田哲士［演出］高松亮
［劇場］中野ザ・ポケット（ポケットスクエア）
［日程］2010年4月21日（水）〜25日（日）
［出演］

渡辺美弥子 小原雄平 じょん 道井良樹 澤村一博 岩田裕耳 小林裕明 高松亮
小玉久仁子（ホチキス）山川ありそ（少年社中）横島裕（もぎいく人間）石井千里（多少婦人）添野豪（アシカツ）

新野彩子（宝井プロジェクト）山村真也（オフィスタクト）菊地未来 小舘絵梨 猿田モンキー 高田浮 武田真由美（順不同・敬称略）
［STAFF］

舞台監督：酒巻未由来（PACIFICARTCENTER）舞台美術：袴田長武＋鞄屋

演出部：金高宗一（PacificArtCenterInc・）

照明：たなか一絵 音響：古場田良子 楽曲制作：榊原正吾 衣装：久保田早織 衣装製作協力：伊藤ゆきえ・久保田喜美子・米田佳子
小道具：米倉由美 宣伝美術：煽動屋企画 写真撮影：荒多恵子 映像撮影：佐藤淳一・渡遵奉 WEB：小林裕明
制作：オフィスFLIP−TOP 制作協力：一ツ橋美和・上田理砂子・水嶋濾 企画製作：村上朋弘
協力：明治大学演劇研究部

ロングランプランニングCorich舞台芸術！PacificArtCenterlnc・ホチキス少年社中もざいく人間

多少婦人

アシカツ

宝井プロジェクト オフィスタクト オンディーヌ 玉井企画 ジャイアントキリング 楯蔵大輔 響 二村香央里
【スタッフ・今後の活動予定】
・■荒多感子（写真撮影）

；企画展「荒多感子写寅展」
．2011年2月

3月

●久保田早織（衣装）

「ムール」作・演出 竹田塙
2010年4月29日休ト5月1日（土）

：会場：起雲閣（熱海市指定有形文化財） 会場：STスポット

1電動夏子安置システム今後のラインナップ
日常生活において、理不尽な命令を受け、その通りに行動しなければならない『ノルマ』と呼ばれる存在0
『ノルマ』が自然な生活をおくれるように、命令を管理し、最大限の働きをする『ジェナー』と呼ばれる存在0

これは、命令を課された都ノルマ』と、命令を配置して、それを導く先導者『ジェナー』を中心に展開するゲームプログラムである。
【盤面】という不条理な／レールの元、Kと肌の2つのチームに分かれて行われる、
人間がより人間らしくある為に争われるゲームが二つの会場にて再び。
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〉KeHopMan【シャハマーチ】
2010年9月7日（火ト12日（日）【池袋版】／シアターグリーンBASETHEATBR
に 2010年9月21日（火ト26日（日）【下北版】／GEKIちかリバティ仮称）

電動夏子のデ櫛『入歯青基』をテーマに据えてのPe血rme 新シリーズ、
第一算恥ferno』、第二篇Fpurgatorio』、そして最終篇『paradiso』。

−旅の終わりに、カレは神を見るか。
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PerbrmenⅥ

〜Paradiso〜

2011年5月7日（上ト15日（日）／吉祥寺シアター

http：／／www．dna−SyStem・COm
親藩．ご和瓦、班mg．に‡三治ntだ虻誉翌

