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▲今回の殺陣は、
殺陣や居合いの経験を積んだ
劇団ＯＢ「つるこうすけ」によるもの。
カレーならではのスパイスを加えた重厚な世

島原の乱を主導した人物たちの史実を元に、

界観。その物語は、新作「霞の炎」に繋がる?!

詳細は、下部コラムやキャスト紹介を参照。

物語に華を添える殺陣＆ダンス

今回の作品では︑劇団カレーライスで

霞｢の炎 と｣は？

過去に上演された作品︑ 霞｢の炎﹂に登場
した妖刀が︑キリシタンによって伝来し

ここでは︑ 年に初演︑そして

年に

島原の乱で利用された経緯が語られる︒

簡単に紹介しよう︒

２００５年上演
劇団カレーライス第

回公演﹁霞の炎﹂

リメイク再演された﹁霞の炎﹂の内容を
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二百年前の島原にタイムスリップする︒

すみと幕末の志士達は︑その真相を求め

天草の乱の鍵となった妖刀の守護者・か

幕末の世に︑天草四郎復活の噂が立つ︒

四郎が語る、
島原の真実

20

時は天草島原の乱、前夜。
反乱軍総大将・
天草四郎、
その誕生に隠された
真実とは ―

また舞台冒頭では、刀を使ったダンスも!?

天草・島原の乱のリーダーたちが集まって

くにべ先生による華麗な振付けに注目！

談合した「湯島」通
<称・談合島 。
>
その中で誕生したのが

当劇団では久々の時代劇！ということで、

「天草四郎」とされている。

﹁霞 の 炎﹂︑
﹁星 の 降 る 夜﹂な ど︑
燃えるように熱く︑そしてどこか
儚い︑独創的な時代劇を生み出し
てきた劇団カレーライス︒
今年の﹁市民演劇フェスティバ
ル﹂で上演されるのは︑あの天草四
郎の戦いを描いた大河ロマンだ︒
日本に伝来した謎の妖刀を軸に︑
島原の乱を大胆に解釈し︑エンタ
ーテイメント性の高い作品に昇華︒
実はこの作品︑２０１６年に上
演を控えた新・﹁霞の炎﹂の起点に
なる物語となっている︒
また今回のキャスト陣は︑東海
大学︑神奈川大学の演劇サークル
より出演者を迎えたスペシャル構
成 ﹁劇団カレーライス ｗｉｔｈ
福神漬け﹂として︑新鮮な顔ぶれ

での公演となる︒本特集では︑そ
んなキャストたちの素顔を直撃！

!!

迫力の殺陣が随所に盛り込まれている。

しかし、天草誕生の裏には

史実を元にした大河ロマン！
史実を元にした大河ロマン！
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▲天草四郎が登場した初演版。幕末に復活した妖刀
の使い手は、四郎のかつての友・不干斎であった。

歴史からは抹消された真実があった …

今回の見どころは？

次回公演「綾 -AYA-」

特集

次回公演「綾 -AYA-」

鈴木 梨紗

國部沙緒里

特集

CAST

キャスト紹介
劇団カレーライスwith福神漬け
特別キャストを交えたスペシャル公演の際に名づけられる

衛門作」 を女性にアレンジした、

トボけているが、どこか神懸かっ

本作のヒロインを演じる。また今

た雰囲気の漂う四郎の不思議な

劇団カレーライス伝家の宝刀、それが 「with 福神漬け」だ。
そのメンバーが演じる役のモデルとなった、天草一揆勢を

市來雄太

綾部愛己

はじめとした史実の人物たちについても、併せて紹介しよう。

米山 萌

今回は主演・天草四郎役！ 少し

西村 穣

キリシタンの南蛮絵師 「山田右

東海大学からのゲスト出演！ 渋

庄屋の娘、 渡辺小町を演じる。

い声と幅の利く演技で、 敵役･竹

渡来の○○○○○○？！ この

「鈴木重成」をモデルにした役。

同じく元庄屋で、 一揆勢の指導

倉長門守に抜擢。重税で島原の

役ばかりは、見てのお楽しみだ。

いつにない人格者を演じる。

者の一人､「渡辺伝兵衛」に由来。

民を苦しめた 「松倉家」がモデル。

われらが座長も出演！物語の中

一揆勢の惣奉行を勤めた神司、

前回公演の 「少年探偵」 こと、

神奈川大学からのゲスト出演！

で重要なポジションを持つ人物

「森宗意軒」に因み、妖術使いの

林七海の紹介でカレー初出演！

元気いっぱいの彼女が演じる鹿

を担当。果たしてどんな役なのか、

老婆という尖った役。今回もオイ

声優の専門学校で勉強中の彼

子木右近は、一揆勢の鉄砲奉

みんなで想像してみよう ! !

シイところを持って行きそう。

は、竹倉の家臣役として出演。

行・「鹿子木右馬助」 に由来。

︵神奈川大学湘南ひらつかキャンバス
演劇部 Ｍ Ａ. Ｐ.︶

宇野沢竜汰

２００８年上演 リ
( メイク再演︶
劇団カレーライス第 回公演﹁霞の炎﹂

妖刀「朧 」の誕 生

幕末の京都をさまよう謎の辻斬りの持
つ刀は︑天草の乱で封印されたのち︑幕
末に復活した妖刀﹁朧﹂であった︒
前作の設定をもとに再構成し︑二本の
妖刀をめぐる運命の交錯を描いた︒

そして、新たに語られる
天草四郎と妖刀の物語

２０１６年には︑この﹁霞の炎﹂の３
度目の再演が予定されている︒
また︑この﹁霞の炎﹂をゲーム化した
アプリも︑近日登場予定！
これらすべての起源となる物語︑ 綾
｢
ーＡＹＡー﹂は︑本シリーズを楽しむ上
で見逃せない作品である︒乞うご期待！

▲少女かすみの正体は、妖刀「霞」の化身だった。
剣豪・雷太に宿り、ふたたび「朧」と相まみえる。
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今西沙由子

東海大学からのゲスト出演！ 元

草の民のために奔走した幕臣、

︵東海大学総合アートコビトカバ団︶

今回のカニは、荒廃しきった天

・綾部が今回演じるのは、南蛮

︵東海大学総合アートコビトカバ団︶

絶賛活躍中！のフリーダム女優

上村 静

魅力を、感情豊かに演じるぞ。

田中裕介

回も、ダンスの振付けを担当！

前回公演

アイドルグループ「カーシュカーシュ」。
艶やかな衣装が、舞台に華を添える。

最後はみんなで集合写真！

去

る３月 日︑横浜ＳＴス
ポットにて︑劇団カレー
ライス第 回公演﹁纏探偵事
務所﹂が上演されました︒
劇団では初の探偵モノ︒昔
流儀の探偵・纏隼人と︑デジ
タル駆使の公所公平の凸凹コ
ンビによる共同推理︑そして
華やかなアイドルのダンスな
どが見所でした︒お楽しみ頂
けましたならば幸いです︒
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アンケートより

42

ここでは︑皆様から頂いた
ご感想・ご意見を紹介します︒
●とてもテンポがよく面白か
ったです！
︵女性・学生︶
●劇
団員さん達が近くにいたので︑
臨 場 感 が す ご か っ た︵男 性・
会社員︶
●映像とのコラボと︑
歌とダンスの上手さにびっく
りしました︵女性︶●実は泣い
てました ちょっと感動してま
す︵女性・会社員︶などなど︑
脚本・演出ともに好評でした︒
続 い て︑キ ャ ス ト へ の 声 も︒
●アイドルがすごくかわいく
て激烈にこーふんしました
︵女
性︶●奨しメンは︑アオイさん
です︒メンバーを思って苦悩
する朱里︑リーダーぽかった
です︒︵男性・フリーター︶●オ
ジサンになった２人も味がで
てきたネー
︵女性・会社員︶こ
れは田中と西村を古くから知
るお客様からのご感想です
︵笑︶
●シリーズ化希望！田中くん
の公所さん︑ハマリ役だと思
いました︒シリーズ化も検討
中です︒凸凹探偵コンビの更
なる活躍に︑乞うご期待！

纏探
探偵
偵へ
への
のご
ご依
依頼
頼
纏

アンケートには﹁あなたが
纏探偵に依頼したいことは？﹂
という項目も︒折角なので︑
纏探偵に依頼してみました︒

アンケートへのご協力

●彼女がほしい ●かわいい
女の子を紹介してください
女は追うものじゃない、
追わせるものなんだ！
と
…いっても、俺も人の尾行
をしてばかりだけどな。（纏 ）
●おいしいカキを取ってきて
ください
依頼というか、
パシリだ
な。ガキ大将かキミは
●ディズニーランドに住みた
い ●若くなりたい ●自分
の前世について知りたい
探偵を、
魔法使いか何か
と勘違いしてないか
●おいしいラーメン屋の発掘
平塚の「矢口家 」には、
カレーライスの劇団員
がよく出没するらしいぞ。
●先生 部
…活が し
…たいです
あきらめたら、そこで
部活終了だ！
●良い就職先を見つけてほし
いです
俺が紹介できるのは、
ウチの探偵事務所だけ
だな。公所のヤツより、俺を
尊敬してくれるといいがな 。
…

ありがとうございました

!!

!!

?!

!!

恐怖のゴムパッチン！
この少女は一体…？！
少年探偵・真之介。屈指の
愛されキャラでした。
探偵とアイドルが、並んで決めポーズ！

終演レポート
探偵・纏隼人、現る！

舞台裏でリラックス中♪
出番、わすれるなよ！
オリジナルのスタッフTシャツで、
受付をしていた尻無浜と遠藤・嫁。

Tシャツ、クリアファイル、ブロマイド、お菓
子、etc・・・と、充実のグッズ販売コーナー。

お疲れ様でした！

堅物のマネージャー・・・だったはずが？！ 「キャー！ 変態!!!」
意味深な笑顔を浮かべ、
舞台終盤、唐突に始まるギャグシーン。
ホウキで叩かれる纏さん。 葵と話すスタッフ。
最後の見せ場は、歌手・北金目すみれを
演じる尻無浜とのライブシーン！

纏探偵事務所
アナログ探偵・纏とデジタル
探偵・公所の凸凹コンビ。

３月に上演された前作
「纏探偵事務所」の模様を、
写真とアンケートを交えてお届けします！

オープニングは全キャストによるダンスを披露。
ダンス担当、くにべ先生の振付けが冴える！

アイドルたちに、恐ろしい脅迫
状が届く! 映像を使った演出。

かくれん・・・ぼ

いらっしゃいませ～

２０１５年３月︑
劇団カレーライス
第 回公演

無事︑終演︒

新劇団員となった︒

こ の公演 の後 ︑
松山小春が進学に
より︑劇団を卒業︒
また︑栢森瑞穂は
受験により一時休団︒
そして︑國部沙緒里が

次回公演まで６ヶ月︑
ひさびさの休暇︒

劇団のオッサン …
いや︑オトナたちは

ところで︑あなたは
劇団カレーライスが
アプリ開発を
行っているのを
ご存知だろうか︒

先日︑２ヶ月の開発期間を経て
﹁パズル カーシュカーシュ﹂を
リリース︒

しかしその裏で︑
５年以上もの期間
開発し続けている
作品が
あった︒
ずっと作ってる

﹁霞の炎﹂のほうも
だいぶ完成して
きたよ〜

そんじゃ来年
﹁霞の炎﹂
を
再演するか

前日譚をやるに

﹁ 霞 の炎 ﹂の
あたり︑当 初 は
登場人物のひとり︑

予定されていた︒

雷太 の過去編が

しかし︑
それはお蔵入り
︵ボツ︶
に︒

今回は︑物語の
発端である

天草四郎 の
伝説を舞台化
することに
なった︒

﹁東海大学﹂
︑﹁神奈川大学﹂
の演劇サークルが︑

そんな中︑今年の市民演劇フェスティバルは

新しいキャストも
出 した い ね …

〜
まじか

四郎役は︑前にも
演ってるリサに
するとして …

雷太︑ドンマイ！

天草四郎の史実とか
調べてたら︑
そっちを書きたく
なっちゃった★

てへ♡

諸事情によりどちらも不参加となったため …

フェスティバル
実行委員会議にて︑
それぞれの大学に

もしよかったら
うちで出演して
みませんか？

有志の出演者を
と︑
募ってみたところ …

東海大学から
米山萌と市來雄太が︑
神奈川大学から
今西沙由子が
ゲスト出演

さらに︑林の紹介で
宇野沢竜汰が
加わり︑彼らに
福神漬け︵特別助演︶
メンバーとして
参加して頂くことと
なった︒大・感・謝
︵敬称略︶

今回
そして︑
殺陣師を担当
するのは …

カレー参加は
約 年ぶり の

Ａ
ー ＹＡ ー に
﹂

ご期待あれ！

﹁
綾

劇団カレーライス
第 回公演

そんな強力メンバーに
支えられ︑
稽古場も熱気に
満ち溢れている！

である︒

﹁つるこうすけ﹂

!!!

﹁研修﹂という

自分たちも舞妓体験を
やってみたり︒

やっちゃう
…

年に﹁霞の炎﹂の再演︑
また今年の﹁市民演劇
フェスティバル﹂では︑
その前日譚をやってみる

!!

!!

名目で京
︑ 都 へ

旅 行 に繰り出す
のであった︒

京都では︑
舞妓遊びを
体験してみたり

や

!!

という案が挙がった︒

!!
【カレーライス会議中】

詳細は次ページ!

そんな流れで︑
２０１６

?!
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43

…

写真撮らせて
クダサイ

鈴木と國部の舞妓姿は
︵本物の舞妓でも
ないのに︶
周囲の観光客に
すこぶる好評で︑
身動きがとれない
ほどで
次︑
私に
あった︒

レンタル時間
過ぎちゃうぞ

42

纏探偵事務所

カレーライスの華麗なる日常
カレーライスの華麗なる日常

Appliアプリ情報

好評配信中

﹁纏探偵事務所﹂
に登場した
アイドル・カーシュカーシュ
の活躍を描いたアプリが︑こ
のたびリリースされたぞ︒
ブロックを
﹁隠す﹂
ことによ
って活路を生む﹁キャッシュ
＆バック﹂システムが特徴の︑
白熱必至のパズルゲームだ︒
未体験のキミは︑今すぐお
手もとのスマートフォンから
ダウンロードしよう！

「纏探偵事務所」から、パズルアプリが誕生！！

!!

対応機種：スマートフォン、
タブレット(Android、
iOS)
ジャンル：アクションパズル プレイ料金：完全無料

ラビン

スタンプを押しまくるウサギ。
既読を無視されると激怒する。

キャッシュ＆バック

やたらと友達を作りたがる
小人たち。
「イーネ！」
が口癖。

Android版
ダウンロードは
こちら

ブロックを長押しすることで﹁ 隠 す ｣
ことがで きる﹁キャッシュ﹂システムと ︑
隠したブロックを戻すことによって攻
撃力を倍増させる﹁キャッシュバック
攻撃﹂が︑攻守一体の戦略性を生み出す︒

ファセボックル

パロディ満 載の敵キャラ

ツイトリ

本作に登場する敵キャラは︑みんなが使ってい
るＳＮＳやウェブサイトが元ネタになっている︒
キミは︑全てのボスの元ネタがわかるかな？

ヨーツブタ

動こうとするとＣＭが入り、 ブツブツとつぶやくトリ。
数秒間スキップできない豚。 滅びの呪文「バルシュ」を乱発。

iOS版
ダウンロードは
こちら

CurryRoux読者だけに送る! マニアック攻略情報!!

★７０を達成するには、尋常じゃない ?!
やりこみが必要だ。ここまで到達でき
たのは、劇団では座長・田中のみ!!

まずは全てのマスをキャッシュで埋めよう。
１タッチで連鎖
（ＣＨＡＩＮ）
が長く繋がる
ように起爆すれば、
レートがハネ上がる。
あとはコンボを繋いでいくだけ！

アーマーゾンビプライム
最強威力のブロック攻撃が2発、
十字の石化攻撃が1発の繰り返し。
画面のブロック量を最少に抑え、タイ
ミングよくブレイクを起こしていこう。

アイツに勝てない

64

ＨＤ60fps対応ヨーツブタ

表面で勝てない時は︑ひとつ前
の敵から武器を集めまくろう︒
裏面でつまずきがちなのが︑左の
２体︒この攻略法を参考に倒そう︒

70

修羅の道をすすめ

謎
｢ の少女 を
｣ 倒すと手に入る︑
最後の衣装︒これを使って★を極
限まで増やしてゆくのが最終目的
となる︒★を 個集めると︑次回
公演 綾｢ に｣も登場する︑あの最強
武器を手に入れることができるぞ︒
キミは★ を達成できるか

その攻撃力、
なんと256!!

!?

？？？

★を24個集めると乱入。
このキャラからしか取
れない武器が3種ある。
裏面の助けにしよう。

隠しキャラのひみつ

終盤ボスすら瞬殺するほどの凶悪な
攻撃力を生みだす、禁断の組み合わせ。

謎の少女

★を48個集めると乱入。
こいつを倒すと、真のエ
ンディングのあと、最後
の衣装が手に入る。

８体の敵を倒せばエンディング
が見られるが︑その後さらに裏面
の８体に加え︑隠しキャラ２体が
乱入してくる︒隠しキャラを出す
条件は︑左記のとおり︒

？

それぞれ特徴のある衣装だが︑
隠れたポテンシャルを秘めている
の が ﹁ 巫 女 装 束 ﹂だ ︒ 通 常 は 術 ブ
ロックを大きく繋ぐのは難しいが︑
ブロック出現率を操作する﹁あの
衣装﹂と組み合わせることで︑能
力を最大限に引き出せるのだ︒

？

最強の衣装とは

ここからは、実際にアプリをプレイしているキミのために、隠し要素を含めた攻略情報をお届けする。すべての敵を倒し、カーシュカーシュマスターを目指そう。

掲載している情報は、現在リリース中のバージョン（１．０．１）のものなります。

緊 急 特 報

対応機種：スマートフォン、
タブレット(Android、
iOS)
PC
（Windows、
MacOS）
ジャンル：剣劇アクション
料金：未定
リリース時期；今冬予定
発表は劇団サイトにて！

2016年に公演を予定している新・｢霞の炎」
を題材にした剣劇アクションゲームが、スマホ
アプリ・PCソフトで今冬登場！
2008年の再演以来、劇団カレーライス･アプ
リ開発班（カニ）が地道に開発し続けてきた虎
の子だ。今回はCurryRoux読者だけに初公開!!

iOS,Android,PCゲーム「霞の炎 ～幕末百鬼夜行～」リリース予告

盗まれた妖刀を探す少女﹁かすみ﹂が︑
妖怪軍に侵略されてしまった日本を巡り︑
仲間を集めながら事件の真相に迫る︒
プレイヤーは仲間から３人のキャラク
ターを選択し︑自由に切り替えながら︑
魑魅魍魎の跋扈する幕末を突破していく︒
操作キャラクターには新撰組や坂本竜
馬など︑有名な幕末志士も登場︒任意の
チームを組んで大暴れできるぞ︒
タッチパネルでの快適な操作性を追及
し︑アプリ向けでありながら自由度の高
い本格アクションを実現︒そのアプリが
ついに今冬︑リリース予定だ︒続報は劇
団ウェブサイト上で発表︒お楽しみに！

！
謎の妖刀を追って日本全国を駆け巡る！

3人のキャラを
使い分けよう
▲新撰組とのイベントバトル！

▲3体同時操作の合体攻撃も可能！

▲雷太の大技・プラズマ砲が炸裂！

▲一定時間パワーアップする技も。

あの幕末志士も
仲間に加わる！

かすみの探す
妖刀の行方は？

劇団カレーライスwebサイト更新中！
稽古場日誌をチェック！

www.geki-curry.com
公式twitterをフォローしよう！

公演情報、アプリ情報、稽古場日誌をお届け !

@geki_curry

祝！スターウォーズ公開間近！

やあみんな！マスタージェダイのジロー・スカイウォーカーだ！
いよいよスターウォーズ・エピソード︵以下︑
ＥＰ︶７の公開が
４カ月後に迫ってきているな！
前作までの復習はもう済んでいるかな？ 私はもしタイムマシン

マカーシ︵対ラ

ジェダイでは抑えるべき戦闘

ークー伯爵

ダークサイドに堕ちずに習得

このヴァーパッドを学んだが︑

ダークサイドに近い︒何人か

イトセーバー型 ) の高揚感に身を委ねる必要が
あるためジュヨーよりさらに
ライトセーバー

主な使い手 ドゥ

の戦いのために

ブラ サ
=ガリ

編 み 出 さ れ た フ ォ ー ム で 剣 術 ︑ したのはメイス・ウィンドゥ
剣さばきの精度は非常に高いぞ︒ だけなんだ︒
シスが表舞台から姿を消してか
らはジェダイが使う機会は少な

ジュヨー 究(極型 ) ブ ラ サ
= ガリはライトセーバ
主な使い手 ダ ース ーのフォームではないが︑オ

アプリ情報に、スターウォーズ情報。カレーライスはいったいどこに向かっていくのか。

オビ ワ
=ン・

ォーカー︑ダースベイダー

習得難易度が高く︑ だ︒

モール

どうぞ傍で見守っていて下さい。それでは劇場でお会いできるのを楽しみにしています！

？(？？ )
主な使い手

力強い剣の振りと連続攻撃で押

これは戦いの中オビ ワ
= ンが
崖や穴などに落ちそうになり︑

数を増やしました。字が小さくて読みにくい、なんて言わず隅々まで読んでくださいね。

ケノービ

し込んでいく攻撃型のフォーム

あらゆるフォームを極めたジェ

ぶら下がり状態になったら勝

自分に

てしまったのです。そのため、泣く泣くの２つ折りです。サイズが小さいぶん、ページ

があったら迷いなく 月 日 Ｅ(Ｐ７の公開日 に
) 飛んで行くぞ！

キン・スカイウ

くなったが︑シスはジェダイを
シエン／ドジェ
倒すため密かに技術を磨いてい
ム・ソ 攻(撃型 )
たんだ︒
主な使い手 アナ

があるんだ︒基本型のシャイ チ
=
ョー︑バランス型のニマーンなど
だ︒強打で相手の防御も崩すこ

ダイだけが習得︑制御できる究

利確定という恐ろしい奥義だ︒

いかがだったかな？

合ったフォームは見つかった
かな？
こういう所に注目しながら映
画をみても面白いぞ！
ＥＰ７に向けてしっかり予習
復習しておくように！

ヤマトのメール便が個人向けサービスを終了してしまい、封筒での郵送を余儀なくされ

さて今回はジェダイの神聖な武器︑
学んでいくぞ︒ライトセーバーの

だが︑それぞれに特徴と相性があ
とができる︒

極のフォームで︑その太刀筋は

窮地に立たされピンチと思わ

編み出したジュヨーの応用型で︑

では︑フォースと共にあらん
ことを！

今回は昔のようにA5サイズになったのですが、これには深い事情が…。実は、ク●ネコ

ライトセーバーの戦い方について
戦い方にはフォームと呼ばれる型

る︒ＥＰ３終盤のオビ ワ
=ンとアナ
キンの戦いでは︑防御型ソレスの

予測困難だ︒

せ︑油断した所を逆転するぞ︒

牽制にも有効だが動作の大きさ

防御をかえりみない突撃や高速

ビ ワ
= ンだけが使う特殊な技

使い手オビ ワ
= ン と 攻 撃 型 シ エ ン アナキンは後で紹介するアター
の 使 い 手 ア ナ キ ン が 戦 っ た た め ︑ ルと組み合わせたドジェム・ソ

ダークサイドに近く︑自身が飲

アタール

というフォームも使うぞ︒

劇中ではＥＰ１のダースモー

なったんだ︒ではそれぞれのフォ

お互いの長所を潰し合い長期戦に

み込まれかねない危険なフォー

ル戦︑ＥＰ３のグリーヴァス

ームの特徴を紹介していこう！

ア(ク

ムだが︑シスのダースモールは

将軍戦で見ることができるぞ︒

ロバット型 )
主な使い手 ヨー

ダ ︑ダ ー ス シ デ
ィアス

メイス・ウィン

超(攻撃型 )
主な 使い手

体術に重点をおいたアクロバテ
ィックなフォームだ︒跳ねて回

ドゥ

から隙も多い︒ＥＰ２で初めて

の連続攻撃が特徴のノーガード

ヒ ッ ト ＆ ア ウ ェ イ の 型 で 威 嚇 ︑ マスターメイス・ウィンドゥが

方位から攻撃するぞ︒

転し︑めまぐるしく動き回り全

ヴァーパッド

そのリスクがなくジュヨーの達

=

人と呼ばれたんだ︒

ソレス︵防御型︶
主な使い手 オビ
ワン・ケノービ
防御を重視したフ
ォームだ︒ブラス
ターの光弾を跳ね
返し︑身を守ると
同時に反撃する︒
対ドロイドと相性がよく︑集団戦

マスターヨーダのアタールを見

て衝撃を受けた人も多いはずだ︒ 戦法だ︒

1年ぶり発行の「劇団カレーライス通信 CurryRoux」、今回もビッシリ文字だらけです。

18

でも十分通用するぞ︒ソレスを極
｣

●編集後記

12

めたオビ ワ
=ンは﹁ ザ・マスタ ー
と呼ばれたんだ︒

※CurryRouxは定期刊行物ではありません。劇団カレーライスの気まぐれで発行される宣伝媒体です。

紙のご加護が得られるぞ!!

■発行人 田中裕介 ■デザイン・文責 西村穣 ■企画・制作 劇団カレーライス

裏面の点線に沿って切り抜こう！
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CurryRoux Special Column

