
～本日の演目～

電気羊はアンドロイドの何を見るか（「或ゴリズム蒜■芯」より）
パギボダ（「知嚢」より）

動きとれず

渡辺美弥子一人ネタあの女
彼らは蚊帳の外で残った（「そして誰もいなくなったが」より）

夏の夜の夢
神の子

痛み、忍ぶ。（「舎利と助六」より）

【映像】
memories－じょんの記憶～

memorieS一道井の記憶－



一祝電－

10周年に寄せて

私は10歳の時に父が病死し、
20歳の時に童貞を失い、
30歳の時に結婚を決めた。

いいか悪いかはさておき、10年単位で何か事件が起きる。

電夏も、今年事件がきっとあると患う。
そしてもう10年後にも事件がきっとある。
ま、その前に劇団が20年続いてることがすでに「事件」なのだが。
10年後に、また短編を雷かせてください。

ホチキス代表米山和に（脚本家）

2時間越えの芝居を1日3ステージも平気で濱る、

不思塊な名前の劇団を観るようになって、
私の人生は、より楽しいものになりました。
10周年、おめでとうございます。

でも、お祝いムードなんて一瞬のこと。

温かなコメントを胸に刻み、さらに高く翔ひたて、
「電動夏子安置システム」。めざせ、11周年！

これからも、しがみついていきます。

古沢薫（観専）

僕も好きにやるんで、あんたらも好きにしなさい。もうつ！

みょ－ちゃん（お笑い芸人）

10周年おめでとうございます！

一口に10周年といっても、その膝には多くの苦労があったことは、

同じく劇団育ちの私にもよくわかります。

お疲れ様でした。

しかし、まだまだ10年ともいえます。
いいものを作り上げるには十分な時間か必事です。
あわてず落ち轟いていきましょう。

他では観られないオリジナリティー溢れる芝居を作る
「電動夏子」だからこそ、

今後の10年、20年に期待します。

お互い、象だまだがんばりましょう。

小野7（俳優）

電夏誕生10周年おめでとうございます☆
お客様も？を持っている劇団名になんで夏子の文字が入っているか

その筈えについてはもうよくわからないくらい時がたっていきました！

なんか舌代の謎みたいです。
そして10年間で夏子軌を利用した夏子さんがいらっしゃったら

会いたいです。そんなデータありますかな？
しかし、もうそんなに時がたったんですねえ（■■）d

明大劇研から主宰竹田さんの雷くお錆か本当に大好きで、
電工の芝居をみるのか大好きです。

芝居を見たことがない知り合いにも思わず進めてし軋lます。
本当に好きなんです（－■9

近年頭を駆使してみる、作品たちが多いので、
私の電夏観劇スタイルは観劇中、パンフレットの豊壌人物を確坪確坪、

予習復習です。

うい－！

どんどんスケールアップしていく電夏をずつと見ていきますよ－これからも！

違需夏子（女優／電動夏子安置システム名誉主事）

慣不動・敬称時



－スタッフ～

【脚本】
竹田哲士

板垣雄亮（殿様ランチ）
米山和に（ホチキス）

【濃出］
竹田菅士

電動夏子安置システム

【音響】
舌嶋田長子

【照明】
矢部あゆ佳

【作曲］
榊原正吾

【映像】
佐藤淳一
渡遭皐

【受付】
たなか一絵

四倉直哉
柴田沙織
大津習真実

【土伝美術】
岩田裕耳

【企画製作】
電動夏子安置システム

一協力～

明治大学演劇研究部
Corich舞台芸術！

殿様ランチ
ホチキス

宝井プロジェクト

オンディーナ

玉井企画



渡辺美弥子
【10周年に寄せて】

渡辺美弥子10年を振り返る
t勤王子安1システム旗揚げ

『t気羊はアンドロイドの何を見るか』…2書

『王の夜の■』
『神の子』…1子
『礪み、忍ぶ。』…ペネlノタ

年腹筋が6つに割れる。パカみたいに体を鍛えていた。
「間違った筋肉の付け方だ止先輩に指摘され目の前が真っ暗になる。

池尻のドト量ルで竹田菅士に告る。竹田は「うそでしょ？」と青い、
かなり狼狽していた。

路上パフォーマンスをやる。度を越してしまい、渋谷警察雷で指紋をとられる。
年痔になる。3遇同位「痔にいはボラギノオール♪」が頭を離れない。

006年一人芝居『ある女』を始める。農度5位体が震えた。
2007年「ある女③」を単独でやる。1000通のDMを曽き、腱鞘炎になる。
2008年　山田荘のトイレットペーパーを盗み、6号室の男にぶちギレられる。

2009年キングオブコント2回戦進出。お笑いにハマる。
2010年　電動夏子安置システム10周年
2011年「愛と憎しみは紙一重」l帽員皆に膚ります。

道井良樹
【10周年に寄せて】
お嬢様で10年です。官職あっての■団です。
こんにちは遭井です。

的には第二回目からの●加です。

『t気羊はアンドロイドの何を見るか』…1書

『王の夜の■』
『神の子』…敵郎
『彼らは蚊帽の外で攫った』・・・轟井

公濱を観に行きましたが、まね■いのなんのったら。

■団員なのか全くもって不明です。
の公濃に出る龍、ふと「名前の後にttlT子って付けないんですか？」と曹われ、
ドでワサワサしてた陣、ふと「来月から■団1払って下さい。」とすわれ

長いんだか短いんだかよく分かりません。
の時期に出来た■団も、はつも解散していますし。

■田さん日く、「まだ10年かあ。菅いね～。これからだよ。」だし。
モうは書っても、10年はやはり細くはありません。
今回、10年ぶりに責で年越しをしました。
過去十年、バイト先で年越ししてましたから。
そんなバイト先ともお別れしての年越しです。

なに、20代で、1回位しか大嶋日豪で遇としてないよ？

高松亮　　　　　冨≡禁許諾ドの耶蜘…6書
【10周年に書せて】　　　　　　　　　『王の夜の■』
tllt子安■システム、10月年を迎えました。　　　『彼らは蚊帳の外で残った』…安本
本当に管l義のおかげです。
一つの事に取り組むのか苦手な高松がこんなによく携わっている事に自分でも暮さです。

立ち上げメンバーとは人生で一書よく付き合っていますね。
l書目の機にお蒼を飲んでいた妃らと、未だに清を飲んでいるのも暮舌です。
田1■に儀古書を■えて悠々とやってます机当初は沖田近辺で糟舌■僧りて転々とやつでました。
所のチムニー（居漕t）に入り浸っていたイメージが強いです。

）をかなり摂取してた。
いh田嶋に稽古場を僧りてました。
劣悪、という印■しか浮かんでこない書簡で事。

一両を義に丁われた地下で、王叫は濃鼠、冬書は冷気に暮われ、トイレはないし、

でも、住めば蓼。
以外と仕れるもので、足しげく遭ってました。
その隕ジオーさく月－コント公漬）やっていたので、一年の大半は通わなければならなかった必然もあるのです抗
日廿は基本的に何もない筍で、その中で見つけたハッチンショウという店に夜は入り譲ってましたね。
もし、将来t暮ドキュメンタリーが糟られたら、『チムニー』とりlツテンショウ』は欠かせないでしょう。

止られる事はますないので個人的に思い出の居洒t巡りでも企¶しますか．

澤村一博　　　　冨；諾諾；ごドロイドの何を鼻息か廿・・4暮

【10周年に書せて】　　　　　　　　　　『神の子』…大使
明けましておめでとうございますもう一月も終わります机　『パギボタ』…依田
tt10イヤーですか。
これまたおめでとうございます。

的記壇に残るペスト3。

が■台嘉で入浴剤飲んで書生雷生事件
たたけなんですが、暗い■台暮を書生と甘いながら9日ウロされてこ■なさい。憾えーよ。

フライデーされた事件
ンキーさん日く『モジャモジャでわかった』そうでr。

書わすもがな脅さの人です．甘い出したらキリがありません。
カラシ食わされたり、財布バク与れたり、他の人がおくした財布が櫨の地元で弗兄されたり、
量場場面でなぜか■発雷がしたり、叫み倒して結よ的にはド下ネタになってたりエトセトラ。
七会があれば纂松ペスト10やりたいですね。
や、でも暮百日な鱈、お寺機あって我々ここまでやって来られました．
とうかとうか、今鐘ともt勧王子をひとつよしなに。

なしお戚　　　　冨≡認許貰ドの何を軌‥5書

【10周年に書せて】　　　　　　　　　　『王の夜の■』

最近よく聞かれます。　　　　　『ヰみ・忍ぶ。』…志のぶ
「電灯？電動？‥・アンチでナツコで、なんだっけ？」

団名のことです。

鹿節度答えます。
子安置システム、です。」

を確かめられて答える会砧で一書つらいのは答えた後の「間」だ。

子安置システムです。」
・・・（間）どんな芝居するの？」

なんだよ！

今の（間）で何を患ったのよ！！
劇団名変更を時々本気で言い出したくなっては面倒くさくて息いととまる。
なあなあな感じを大切に2011年も電動夏子安置システムをどうぞよろしく！



岩田裕耳
【10周年に書せて】

『電気羊はアンドロイドの何を見るか』…3書
『動きとれず』‥・澤木
『王の夜の■』
『パギボダ』…噂嶋

劇団結成10周年オメデトウゴサイマス。

新参者より。

じょん（万博応援大使）

【10周年に薔せて】
t■10年ですか。10年前はギリギリ大学生だった。かな！？じょんです。
あ。遅れましたが今回出ません。すいませんぬ。
出ないと甘えば、実はこの10年でじょんは2回はど一年くらいのお休みをしてまして。

旗抽げメン／トなんですが夷亀は8年くらい。すん主せん札
で、休み明けて■団に胃合流すると
「休んでた同に■団がちょっと大きくなってる！」

そう患うのはいっつも■団の場所が変わってるっていう。
一回日の時は

各施設を転々として先のが→田増駅から徒歩20分にある地下倉庫。
椎がどうやって見つけてきたんだ？って物件。でも■団所有の稽古場ゲツツ！
＝回目の時はトイレなしカピありの田鶴地下倉叶→幕田1場に＃舌囁＆制作主。

徐々にではありますが
∫つ当な！？団体になってきてるのかなとプチ実感。
というわけで、次はいつ体もうかと虎視耽々です。■団が大きくなるためにボクは休み続けます
こ来場ありがとうございます。

小原雄平（万博応援大使）
【10周年に書せて】
こ来場ありがとうございます。

わたくし、今回出ていませんが旗繍げメンバーの一人です。

旗捧げから10年。
小学生は高校生になり、同級生は桔増し家庭を持ち、笑い飯はM－1王者になりました。
人生において何事か工大な変化が起こる、そのくらいの時間です。
我々t王はこの10年同、何事か成し得る駅でもなく、
特に人々から支持されてる駅でもないのに、相も変わらず
なんとか笑ってもらおうと芝居をやってます。
ええ。
でもそれはそれですこい事だと患うのです。
ある意囁。
今回も記念という事で、笑ってもらえるよう
いろいろ適当に試行ヰ尽された出し物を用意してるので、
よかったら笑って下さい。

ちなみに10年たっても■団名の由来はよくわり豪せん。

榊原正喜（作曲）

【10周年に疇せて】

10年前、電夏に出会っていなければ、

ずいぶんと曝気ない時間を過ごしていたかもしれません。
この10年でシンセも音響機材も進歩を実感しますか、

自分はどうなのかとたまに考えます。
この先の10年では必ず労せずしてひと山当ててやりたいです。

†こういうところが。

古墳田良子（音響）

【10周年に書せて】

わあい10周年ですね－。

ぽんざいですね－。

ワタシは半分くらいのお付き合いでしょうか。覚えてないですが。

何の線か、大学時代からタラダラとしていたら
節目に立ち会っちゃっていたみたいです。
ミチイからおにぎりの米は何位だっけってメールにイラついた新年。

そういえば皆でこぞって数えたこともありましたっけ。

お専横あっての10周年。

本当にありがとうございます。
今年もどうぞこ鳥居くださいませ。



場内見取り図抑劇団員・脚本家紹介

米山和に（ホチキス）
『神の子』脚本操供

【ホチキス】
笑いとケレン唖とトリックを駆使し、

伏線を張り巡らせた群像劇から現代社会をあぶり出してゆく
米山の戯曲を巧みな役者と優秀なスタッフにより

舞台の上で具現化していく集団。

板垣雄亮（殿様ランチ）
『動きとれず』脚本提供
【殿様ランチ】
板垣雄亮の脚本・漬出により、2年4本のベースで公漬。
「膿をかかえるのは錬れるから、市を農わすくらいなら手伝いましょう」

を基本コンセプトに、日常的な会鰭のやりとりの中に、

憩龍力の先にある含み笑いを忍ばせながらドラマを展開。

【板垣雄藁】
【脚本／漬出】
殿様ランチ2011年暮公漬
「逝きざま」

2011年3月25日（金）～29日（火）

◎サンモールスタジオ（新宿御苑）

【出演映画】
『SPTHEMOT10NPJCTURE～革命鷺－』

2011年3月12日（土）公開



～今後の予定－

道井良樹
【出演】
山田ジャパン⑧
『いいえ、ヴィンテージです。』

2011年4月1日（金）－5日（火）

＠サンモールスタジオ
2011年4月8日（金）～11日（月）

＠駅前劇場

【映画出漬】
『spTHEMOTlONPICTURE～革命t～』

『これでいいのだ！映画赤堤不二夫』

［誕生日】
7月17日

なしお成

【出演］

PrOduceunit【大森そして故林】vol．6
『更地5』

作・故林広志
演出・大森博
2011年3月1日（火）－6日（日）

＠下北沢シアター711
と予約はl
Smm．＄teZObzgrund．9241010

＠docomo．nejp

岩田裕耳
【出演】
サンモールスタジオプロデュース
『NUMBERS』内

世田谷シルク30分公演
『轟くヘヤー』

卸本・漬出：堀川炎
2011年3月8日（火）－13日（8）

◎サンモールスタジオ

【出演・土伝美術】
オトナの事情≒コドモの＝素Op．1
『憐裏－ren・ai－』

原作：藤原大鵬（zi－Century）

潤色・演出：塚越健一
2011年6月30日（木）－7月31ヨ（日）

＠APOCシアター

【出演】
浮世企画第三回公演
『沼、正午（仮）』

作・演出：今城文恵
2011年9月22日（木）～26日（月）

＠ワーサルシアター

【出漬］

もぎいく人間
『はさみ男のカルテ』

脚本：服部和也
濃出：もぎいく人間
2011年冬

電動夏子安置システム
http：／／dn8－SyStem．¢Om

info＠dn8－SyStem．COm


	

