
■御挨拶
　ご無沙汰しております。前回公演から 9 ヶ月を経て、劇場という場に戻って参りました。
　今回お贈りするのは、私の実体験に昨今の世相を交えた結果生まれた「変な設定」の物語です。
　つまりはほぼほぼいつも通りの作風です。しかし、こうやって劇場で、大勢の皆様に電動夏子のいつも通りをご覧いただける事は、
　決して当り前の事ではなく、本当に有難い事なのだと噛みしめております。
　奇しくも今回の初日 11 月 18 日というのは、20 年前に行った、旗揚げ公演初日の日付でもあります。
　あの日、3 時間近い上演（途中休憩なし）で、狭い劇場に詰め込まれたにも関わらず、お客様から大きな笑いと温かい拍手を頂いた事で、
　我々は長い長い 20 年に及ぶ夢を見始めました。
　あの日、上演中に客席でフラッシュを焚いて写真を撮っていたのは、わざわざ上京した私の祖父です。
　お客様と関係者の皆様におかれましては、観劇マナーに違反して、ご迷惑をおかけしました。
　あれから 20 年。思い描いていたものとはだいぶ違った 20 周年になってしまいましたね。
　あの日のように、観客でぎゅうぎゅうになった劇場を、笑い声で溢れさせたいのに、そのどちらも禁じられてしまうとは。
　こんな所でまだ夢から醒めたくないなぁと、この半年、天国の祖父に祈ったものです。（何を）
　既に流行が広がりつつあった 2 月下旬、感染症への懸念もありつつも、まだどこか楽観視していた我々は「笑いの免疫力」だけを頼みに、
　運よく第 42 回公演の千秋楽を迎える事ができました。
　危機感も対策も、今ほどのものは持ち合わせておらず、それは世間も同じ事で、その週末の金曜日にもなると、劇場向いの地下にある
　中華居酒屋は人で溢れかえっていたものです。
　その直後から劇場の灯が徐々に消えていきました。
　あの時、無事に幕を下ろせたのは、ただ運が良かっただけなのです。
　それが今や運頼みという訳にはいきません。秋の公演の頃には収まっているだろうという、根拠のない甘い考えもいつしか消えて、
　自分たちが直面する時が来ました。
　上演に際してはできうる限りの対策を講じて、安心してお楽しみいただけるよう努めます。
　また、劇場における感染拡大防止対策への皆さまのご協力に心より感謝いたします。
　まだまだ、以前のような感覚で演劇を観る事が難しい状況ではございます。
　とはいえ、今はマスクをつけて笑うだけ。　

　　　　　　　　　　　　　　　電動夏子安置システム
主宰　竹田哲士

エントツ女王と煙たい町
電動夏子安置システム第 43回公演

2020.11.18(wed)-23(mon)
駅前劇場

■感染の疑いがある方や感染者が発生した場合の対応について
　●ご観劇後に体調に異変を感じた場合は、速やかにお近くの有症状者相談窓口や医療機関にご相談ください。
　　その上で、劇団までご連絡をお願いいたします。
　　《劇団窓口メールアドレス》　　info@dna-system.com

　●ご来場者や公演関係者の中から感染者が発生した場合は、氏名、連絡先及び座席位置等の情報を、保健所等公的機関へ提供することが
　　ございます。予めご了承ください。記入していただいた個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」ならびにこれに関連する法令およ
　　びガイドライン等を遵守し、細心の注意を払って取り扱いいたします。

　●ご来場者や公演関係者の中から感染者が発生した場合には、公演日時をホームページ等で公表させていただきます。



■キャスト＆登場人物
　仲元 朋睦 ( なかもと ともちか )　43 才・男 演：内浦 純一 　…　総務課資料室　兼　繊美ブランド推進特命チーム

　如沢 智衣 ( しかざわ ちえ )　　　40 歳・女 演：新野 アコヤ 　…　総務課長代理

　浅芽 弥彦 ( あさめ やひこ )　　　55 歳・男 演：道井 良樹 　…　総務課長

　卯野 咲子 ( うの さきこ )　　　　36 歳・女 演：吉岡 優希 　…　振興課主幹　兼　繊美ブランド推進特命チーム

　苗場 皐生 ( なえば さつき )　　　33 歳・女 演：小林 知未 　…　自称シンガーソングライター

　木枯 泉水 ( こがらし いずみ )　　38 歳・女 演：なしお成 　…　環境課衛生係　兼　繊美ブランド推進特命チーム

　文岡 詠美 ( ふみおか えいみ )　　36 歳・女 演：小舘 絵梨 　…　町議会議員（町長派　2 期目）

　落合 葉平 ( おちあい ようへい )　40 歳・男 演：田中のぶと 　…　振興課産業係　兼　繊美ブランド推進特命チーム

　長男 末男 ( ちょうなん すえお )　43 歳・男 演：小原雄平 　…　振興課観光係　兼　繊美ブランド推進特命チーム

　神原 善守 ( かんばら よしもり )　45 歳・男 演：贈人　　　 　…　環境課主幹　兼　繊美ブランド推進特命チーム

　降屋 霜太 ( ふるや そうた )　　　47 歳・男 演：祥野獣一 　…　町議会議員（町長派　3 期目）

　馳川 孝師 ( はせがわ たかし )　　41 歳・男 演：片桐俊次 　…　町議会議員（中立派　1 期目）

　国大 麻臣 ( くにひろ あさみ )　　64 歳・女 演：坂本ともこ 　…　町議会議員（町長派　7 期目）

　野老 一兵 ( ところ いっぺい )　　58 歳・男 演：ドロンズ石本 　…　町議会議員（町長派　1 期目）

　秋丸 詩花 ( あきまる しいか )　　65 歳・女 演：下平久美子 　…　町議会議員（反町長派　6 期目）

　堀江 菜花 ( ほりえ なのか )　　　65 歳・女 演：下平久美子 　…　第 13 代 繊美町長（8 期目）

■スタッフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　作・演出：竹田 哲士 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　演出補：中山 隼人
　舞台監督：本郷 剛史／渡辺 歩 
　舞台美術：袴田 長武（ハカマ団）
　　　照明：山内 祐太 
　　　音響：佐久間 修一（POCO）
　宣伝美術：高野 菜々子 
　　　配信：ブロードキャストシアター
　　　衣装：新野 アコヤ／坂本 ともこ 
　　小道具：小原 雄平／片桐 俊次／吉岡 優希
　写真撮影：佐藤 淳一（㈱シナト・ビジュアルクリエーション） 
　映像撮影：岡 俊輔（㈱シナト・ビジュアルクリエーション）

　　　Web：竹田 哲士 
　　　制作：道井 良樹
　制作協力：西村 なおこ 
　企画製作：電動夏子安置システム

■協力

　アイリンク㈱
　㈱ enchante
　NPO 法人 S.A.I.
　㈲オンディーナ
　ブロードキャストシアター
　カルテットオンライン
　芝居屋風雷紡
　㈱シナト・ビジュアルクリエーション
　スターダス・21
　SpaceCraftAgency
　宝井プロジェクト
　T-artist
　日本コメディ協会

■今公演の《特典付き DVD》御予約受付中
　今公演の DVD と、特典としてクリアファイル・フォトブック・
　特典 DVD をお付けした特別セット《5,500 円》を期間限定（12/7 まで）
　で御予約頂けます。
　　・お名前
　　・メールアドレス
　　・郵便番号
　　・住所
　　・お電話番号
　　・幾つご希望か
　を記して【info@dna-system.com】宛にお送りください。
　折り返し、お振込先などを御連絡致します。

■電動夏子の通信販売
　過去公演の DVD・各種グッズ販売中！
　
　　《電動夏子の通販サイト》
　https://dnasystem.thebase.in

■アンケートご協力のお願い
　本日はご来場いただき、誠にありがとうございました。
　今後の活動の参考にさせていただきますので、以下のフォームより、
　アンケートに何卒ご協力ください。
　時節柄、電子版のみでの対応となります。
　帰りの電車の中などで是非お願いします。

《アンケート入力フォーム》

　マセキ芸能社
　明治大学演劇研究部
　名酒センター
　類プロダクション
　渡邉皐
　高橋孝・和子
　山田美佳
　川藤椛


