電動夏子安置システム第 45 回公演

クリキンディの教室
2022.3.2(wed)-6(sun)
駅前劇場

■御挨拶
ご来場誠にありがとうございます。
我が家では SDGs が蔓延しつつあります。とは言え、男児 4 人もおりますと、その住環境はマッドマックスか、あるいは世紀末救世主伝説か、
と思われるほど荒廃しておりますので、この先の生活が持続可能かと言われると怪しいところですが、子どもたちは何やらサステナブル
がディベロップメントでゴールはなんちゃらという歌を陽気に口ずさんでおります。これはどうやら国営放送で、子ども向けにたびたび
流れている歌の様です。この数年でいろいろなメディアからこの理念が溢れ出るようになってきて、ちょっとボーっと日々を過ごしてい
たら、いつのまにやらそれが当然みたいな空気になっていることに、少し戸惑いもあります。
さて、皆さんは人間社会、ひいてはこの地球をこの先も持続させていく為に、何をしていますか？節電や節水とか。エアコンの設定温度
に気を付けたり。食品を無駄にしないようにしたり。身近にできる事から取り組む。それは素晴らしいと思います。私はといえば、何
より健康でいたいと思いましてね。毎年の健康診断の数値を少しでも良くしようと。なのでビールを控えて焼酎を飲むようにしてます。
私の尿酸値と、社会の持続性にどんな関係があるのかと問われれば、
「ありません」と言うしかないのですが、健康であれさえすれば、その分、
医療資源をもっと必要とする人たちに向けられることもあるでしょうし、将来的な世代の医療制度に負担をかけなくても済むかもしれな
いなぁ。とか考えてしまうわけです。どうなんです。これ、SDGs に即しているんですか？国連に訊いたら教えてくれますか？ そりゃ私だっ
て、焼酎飲むよりもっと多大な貢献をしたいとも思いますが、出来る事には限りがありますし、そもそも私、一人が張り切って何かを成
し遂げようとか思ったところで、これってそういう事ではないのではと思い至ります。人と人との、些細な物事の積み重ねが、何かの
うねりを作っていく。地球上には 70 億以上の人がいますしね。同時にふと思い出したのが、「クリキンディ」の寓話だったのです。
今回の作品は、「ちょっとおかしな先生たちが、どうでもいいテーマについて真剣に話し合う、学校を舞台にしたお話」そういうお話に見
えるかもしれません。しかし、ある点に注目すると、またちょっと違った構造が見えてくるかもしれませんよ。
と、意味深な言葉で、何かを言った気になっております。
電動夏子安置システム 主宰
■ SDGs

竹田 哲士

17 の目標

「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、人間、地球及び繁栄の
ための行動計画として 17 の目標が掲げられた。
1. 貧困をなくそう
2. 飢餓をゼロに
3. すべての人に健康と福祉を
4. 質の高い教育をみんなに
5. ジェンダー平等を実現しよう
6. 安全な水とトイレを世界中に
7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに
8. 働きがいも経済成長も
9. 産業と技術革新の基盤をつくろう
10. 人や国の不平等をなくそう
11. 住み続けられるまちづくりを
12. つくる責任 つかう責任
13. 気候変動に具体的な対策を
14. 海の豊かさを守ろう
15. 陸の豊かさも守ろう
16. 平和と公正をすべての人に
17. パートナーシップで目標を達成しよう

■キャスト＆登場人物
苅山 直木

( かりやま なおき )

46 歳・男

演：道井 良樹

…

主幹教諭

犬飼 健音

( いぬかい すくね )

51 歳・男

演：熊坂 貢児

…

6 年 1 組 担任

吉備野 実琴

( きびの みこと )

33 歳・女

演：小林 知未

…

6 年 1 組 副担任

佐崎森 妃子

( ささきもり ひこ )

40 歳・女

演：新野 アコヤ

…

6 年 2 組 担任

流川 未央奈

( るかわ みおな )

34 歳・女

演：吉岡 優希

…

6 年 3 組 担任

若武 彦太郎

( わかたけ ひこたろう )

39 歳・男

演：片桐 俊次

…

6 年 4 組 担任

漆葉 真白

( うるしば ましろ )

35 歳・女

演：高橋 里帆

…

担任外教員

都築 緑

( つづき みどり )

40 歳・女

演：なしお成

…

担任外教員

留田 眞緒美

( とめた まおみ )

34 歳・女

演：坂本 ともこ

…

専科教員（図工）

鬼塚 正雄

( おにづか まさお )

35 歳・男

演：杉浦 直

…

英語講師・日系三世

■アンケートにつきまして

■スタッフ

本日はご来場いただき、誠にありがとう

作・演出：竹田 哲士
舞台監督：川崎耕平（ステージハットリザウルス）
舞台美術：袴田 長武（ハカマ団）
照明：山内 祐太

フォームより、感想・お気づきの点など、
アンケートにご協力ください。
[ https://bit.ly/3v9QMHz ]
劇団からの公演のご案内（ダイレクトメール）

音響：平井隆史

をご希望の方も、こちらのフォームからお申し込みください。

宣伝美術：高野 菜々子
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／犬井 のぞみ／吉岡 優希
票券管理：西村 なおこ
企画製作：電動夏子安置システム
主催：電動夏子安置システム

■協力
カルテットオンライン

《アンケートフォーム》

ございました。お手数ですが、こちらの

演出補：中山 隼人

佐久間修一

smokers

宝井プロジェクト

Team かわのじ

㈱シナト・ビジュアルクリエーション

ぼすびっち

スペースクラフト・エージェンシー㈱

ハカマ団

ステージハットリザウルス

日本コメディ協会

明治大学演劇研究部

㈲オンディーナ

渡邉皐

SNS・ブログなどをご利用されている方は、感想等を書いて
くださいましたら幸いです。
（# クリキンディの教室

# 電動夏子

# 電夏）

■期間限定『特典付き DVD セット』受付中
今公演の DVD に、「特典映像 DVD」・

《DVD 申込フォーム》

「フォトブック」・「特典グッズ」をお付け
した特別セット《5,500 円》を期間限定
（3 月 14 日まで）でご予約いただけます。
①お名前

②ご希望の数量

③お電話番号

④メールアドレス

⑤郵便番号

⑥ご住所

を入力フォームからお申込みください。
[ https://bit.ly/3p8rshD ]
■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

■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。

