今回のカレー・ルウはちょっぴりアダルト？！ 特盛りパッド（笑）でお届け！

劇団カレーライス第46回公演
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回の特徴だ。こちらは惜しくもPVで使用されなかったシーン。

▲60年代のヨーロッパが舞台ということで、優美な雰囲気も今

詳細は公式サイトをチェック！

www.gekidan-curryrice.com

▲名古屋でのロケを終えて、いざ観光へと繰り出す一向。(笑)

その様子は４ページのロケレポートで！

ヨーロッパを駆ける豪華列 中でも評価の高い﹁ＨＯＷＥ ロッパ旅情の漂う本公演の魅
車・オリエント急行の客室。 ＶＥＲ ＷＩＴＨ ＶＡＭＰＩ 力を味わうことができるだろ
そこに居合わせた３人の若者。ＲＥ﹂シリーズのひとつ︑
﹁青 う︒本誌ではそのＰＶの様子
フリーライターのジェシカは、きプリマドンナ﹂が選ばれた︒ や︑３人のメインキャストの
オリエント急行に隠された謎
この作品は︑かつて他劇団 インタビューを掲載！

▲ 劇団カレーライス御用達（？）、知る人ぞ知る名古屋の名所

今回で記念すべき第 回と
の事件を追っているという。 で上演された藤ヶ谷レイの作
それはアガサ・クリスティー 品のフルリメイク版である︒ なる﹁湘南ひらつか市民演劇
の「オリエント急行殺人事件」 前回に続き︑公演ＰＲ用の フェスティバル ﹂に︑結成
を模倣したかのような怪奇殺 プロモーション・ビデオ撮影 年を間近に控えた劇団カレー
人事件であった 。
を行うため︑名古屋ロケを敢 ライスが放つ自信作︒本誌を
…
劇団カレーライスの最新作 行！ こちらのＰＶを見れば︑読んで︑当日への期待を存分
は︑数あるオリジナル脚本の 前回とはガラリと変わりヨー に高めていただきたい︒

「リトルワールド」
で撮影した素材が、ＰＶに使用された。

１９

（日）

（第15回湘南ひらつか市民演劇フェスティバル出展）
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13:00 開演

9/25
2016.

at. 平塚市中央公民館大ホール
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「However with Vampire」シリーズは通称「初演版」、「船版」、「電車版」の 3 作品があり、
今回は特にミステリー要素の強い「電車版」のリメイク。実質的には４作品目の新作となる。

今回のメインキャストはこの3

人。ＰＶ撮影を終えた彼らに、突撃
イン

西村 穣 as.ヴァンパイア

（ブラッド・ハーカー）

タビュー！

―おつかれさまです ! ! ＰＶの撮影はい
かがでしたか？
「どうも、おつかれさま ( 笑 )。今日の撮
影でほんの一瞬、
『マジックアワー』を体験できたんだ。
空の色キレイね、っていう。
映像にどう活かされるか楽しみだね。編
集するの僕だけど( 笑 )」
―今回のフェスティバルへの抱負は？
「記念すべき15年目のフェスティバル
、…ほとんど毎回出演して
たんじゃないかな。その集大成を見せら
れればいいね。」
―あなたが演じる役の見所は？
「これ言っちゃっていいかわからないん
だけど、舞台の終盤に
怒涛の見せ場があるんだよね。ぜひ、圧
倒されてほしい。」
―ファンに一言お願いします！
「オリエント急行で会いましょう！
旅をしている気分になれる作品になって
ると思うので。」

―ＰＶの撮影はいかがでしたか？
「おつかれさまです！ 今まで着たこ
との無いような衣装を
沢山着れて楽しかったです。PV
が楽しみです！」

萱森 みずほ as.女優

（ミナ・マリー）

―フェスティバルへの抱負は？
「15 周年を彩るに相応しい舞台
にできるよう、
100% の力をぶつけます！」

―あなたが演じる役の見所は？
「みどころと言って仕舞えば全部
です。ミナの人生の一部を
覗き見していただけると嬉しいで
すね (笑)」

―ファンに一言お願いします！
「皆様とともに素敵な列車の旅を
出来ることを楽しみに、
会場でお待ちしております！！」

國部 沙緒里 as.記者
（ジェシカ・ドナルド

ソン）
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―ＰＶの撮影はいかが
でしたか？
「いやーとにかく
暑かった！でもな
りきって撮影でき
たし、
とても満足♡ 周り
の目？そんなの気
にしない！
楽しんだもん勝ち
でしょ！」
―フェスティバル
への抱負は？
「今公演をもって
少しお休み頂くの
で、出し切ろうと
思ってます！交流
のあった他劇団の
公演も楽しみです
ね〜！」
―あなたが演じる
今回の役の見所は
？
「私には珍しい男
っぽい役！女だけ
どね。
けど新しい感じ！
まぁ見て下さいよ
♪」
―ファンに一言お
願いします！
「え、ファンに？
んーやっぱダンス
！私といえばね！
今回もダンスに注
目してほしいな♡
」

前回とはうってかわって少人数となる今回の公演。そのぶん、各キャストのドラマは深く描かれ、
それぞれの人生をより強く感じられる、オトナ向けの作品（？）となっている。

今回の CurryRoux は、普段だいたい一人で本誌を制作しているカニが超多忙のため、各劇団員から
多くの助力を経て制作されている。このページは、Illustrator スキルを持つ鈴木梨紗が担当。
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カレーライス の

5

華麗なる日常

今回は構成・テキストを藤ヶ谷レイが担当。「華麗なる日常」の "いつもの感じ"が忠実に再現された。
作画は "画伯"こと國部沙緒里が担当。アナログ彩色がかえって新鮮だ。あと藤ヶ谷の絵がかわいい。

劇団カレーライス第45回公演

去る６月 ・ 日︑横浜にぎ
わい座のげシャーレにて︑劇団
カレーライス第 回公演﹁霞の
炎﹂が上演されました︒
年の初演から大幅なリメイ
クを重ねながらも３回目の上演
となった本作品︒天草四郎が遺
したとされる妖刀をめぐり︑激
動の時代を生きるクセのある
キャラクターが繰り広げる幕末
時代劇︒殺陣︑日舞︑ダンス︑
そして映像までもを使用した見
所満載の舞台でした︒
その様子を写真とアンケート
を交えてお届けします！
18

アンケートより

謎質問コーナー

6

このページのテキストは、主役「カスミ」を演じた萱森みずほによるもの。普段からブログ更新を
担当しているので、このテの文 章は朝メシ前。普段より爽やかなコメントをつけてくれた (気がする）
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ここではアンケートで皆様から
戴いた貴重なご意見︑ご感想を
紹介します︒
●ストーリーが面白かったし︑
ちょこちょこ入るネタも楽しめ
ました 女(性・事務 ●
) ラストの
６人の共闘の後の雷太とジャッ

言葉で更に頑張ろうと燃えてお
は日舞の家元である川口先生が
ります
本番直前まで悩み抜いた振り付
●コンサートに行った時 男(性
けでございます︒
・学生 ●
) 年代〜ずっとＶ系
●天野ジャックさん！とても好
) ポー
きです︒いいキャラしてました︒ に萌え♡ 女(性・会社員 ●
ルマッカートニーのコンサート
女(性・大学生 ●
) 紫月さんの艶
女(性・教師 )
やかさ︑久坂さんの妖刀を握っ
ている時の表情︑しびれました︒ 音楽は心を揺さぶりますからね
♪
女(性・会社員 )
●幼稚園児に手を振ったら雑草
などなど︑各キャラクターへの
をむしってくれたこと 男(性・
声も︒それぞれ役者の持ち味を
会社員 )
活かしたキャスティング故かも
それは可愛らしく萌えますね！
しれませんね︒
●バレンタインでチョコをわた
●ゲーム楽しかった︒ひじかた
すとき 女(性・大学生 )
さんに教えてもらった︒ 男( 性・
甘くピュアな萌えをありがとう
小学 生 )
ございます♡
そうそう︑二日目にはゲーム
﹁霞
● 年前のボヤ 自(宅 ●
) 自宅横
の炎 ﹂の体 験 版も登 場したんで
の居酒屋で火事が 男(性・学生 )
す！配信は もう少々お待ちく
…
とっても熱いですね 物(理 ︒)早
汗(
ださい …
く消火せねば！
公演アンケート恒例
●演劇︑殺陣 女(性・学生 ●)役
者をやったこと 男(性・無職 )
いいですね︑もっともーっと燃
今回は﹁あなたの人生で一番燃
えちゃってください
萌( え
) たことは？﹂でした！
ここではそんなお客様の熱い体
験の一部をご紹介！
●仕事 女(性・会社員 ●
)今 仕
事に燃えています︒女(性・事務 )
●サークル 男(性・学生 )
皆さん今を生きていますね！素
敵です

!!

●今日の公演♡ 女(性・学生 ●)
本日の公演すごく燃えました : D
女(性・学生 )
ありがとうございます！そのお

！
！

ʼ05

クのシーンで目から雨が …男(
性・会社員 )
脚本︑演出共に好評の声を戴き
ました︒
●舞︑とても綺麗でした 女(性・
大学生 ●
) カレーライスの殺陣
は大好きです！ 男(性・猫 ●
)映
像本当にクオリティがすごい！
女(性・大学生 )
そして物語を彩るパフォーマン
スにも力を抜かないのがカレー
の特徴︒特にラストシーンの舞

霞の炎
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！
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ご来場ありがとうございました！

妖刀がぶつかり合い、光がひらめく。
鮮烈なオープニング。

パノラマ映像を使った序幕。

謎の女盗賊を追う、
新撰組の土方と沖田。

雷太とジャックは、カスミを
遊郭「原屋」へ案内する。

３作目「霞の炎」で初登場、
長州藩の久坂玄瑞と…

薩摩藩の西郷隆盛。
両藩の溝はまだ深い。

妖刀の行方を追う少女カスミに、僧の雷太と発明家の
天野ジャックが手を貸すことに。物語の軸となる3人。

遊郭に身を隠し、
芸の修行に励むカスミ。

金にがめつい男・坂本龍馬。
隠れキリシタンの由愛と取引をする。

久坂に想いを寄せる芸妓・
「島原・原屋」オールスターによる
紫月。その想いが、思わぬ
華やかなダンスシーン。
悲劇を呼び起こす…
「朧」は最強の剣士、
雷太の手に…。

妖刀「朧」に操られた久坂は、
人間離れした力で周囲を圧倒する。

カスミを中心に、各々の意志が
ひとつに収束していく。

暴走する雷太には誰も敵わず、みな倒れていく。
その心に、決死の覚悟でジャックが訴えかける。

画
企画
し企
めし
お
ため
おた

「朧」を封じるため、
命をかけて戦うカスミ。

決戦に挑む、龍馬と土方。

戦いが終わり、また時は流れ…。
その余韻を、川口流の日舞で演出。

『霞の炎』公演ＤＶＤ

（非売品）
プレゼント!!!

公演関係者だけが手に入れることができる幻の公演ＤＶＤを、
特別にCurryRoux読者の中から抽選で３名様にプレゼント！

応募方法

①twitterで @geki̲curry をフォロー

②ハッシュタグ ＃劇団カレーライス2016CP をつけて
公演やCurryRouxの感想、劇団への応援などを投稿してください。
※抽選の上、当選者には10/9(日)にtwitterのDMにてご連絡を差し上げます。
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数年後に再会した3人。
時代とともに姿を消した仲間を想う…。

上記プレゼントキャンペーンの補足。一人で複数ツイートしても大丈夫ですが、当選率は変わりま
せん。次回公演の感想など、自由に投稿してください！関係者のサクラでも構いませんよ！（オイ）

CurryRoux Special Column

マスタージロー・スカイウォーカー 音響 の
(
)

こんにちわ︒マスタージェダイの
ジロースカイウォーカー︵音響︶です︒
毎回コラムのネタを探すのが大変なので︑
映画を紹介するコーナーにしました！
僕の独断と偏見でオススメ映画を紹介していきますよ！
ところで皆さんスターウォーズは観ましたか

介する映画は﹁チーム☆アメ

さて記念すべき第１回で紹

ードみたいな感じですね︒

形劇なんです︒サンダーバ

の映画なんですが︑全編人

ーカーとマット・ストーン

エイズと連呼する歌があっ
たり︑壮大な音楽と共に
延々とゲロを吐くシーンが
あったり︑なかなかな内容
です︒
さらにこの映画︑濡れ場が
あるんです︒人形劇なのに︒
それもかなりアクロバティ
ックな︒かなり滑稽で笑え
ますよ︒見所です︒

所々でわざととしか思え
ストーリー的にはアメリ

がディスられてたり︑僕は

イ監督とベン・アフレック

全然関係ないマイケル・ベ

ない下手な歩き方してたり︑
カの地球防衛軍みたいな組

サウスパーク大好きなので

ホームページ／http://gekidan-curryrice.com
公式twitter／@geki-curry
Facebookページ／https://www.facebook.com/gekidancurryrice/

お問合わせ

僕は結局︑劇場には７回しか行けませんでした︒ＩＭＡＸ
３Ｄに２Ｄに４ＤＸに字幕に吹き替えに︒ＥＰ３は 回観
に行ったんですけどねぇ︒
月のローグ１はいっぱい観に行きますよ！

リカ／ワールドポリス﹂で

あの２人が作ってるんで︑

す！

それはもうブラックな内容
です︒このコラムを書くに
あたってもう一回観直しま
したが︑やっぱり最低でし

織が﹁僕達アメリカは世界

たね！いい意味で！

のリーダーです！みんなア

すが︑ちょっと人を選ぶ映

メリカ大好きでしょ！﹂と︑ チ ー ム ア メ リ カ も 面 白 い で

- です︒

画かもしれません︒でもオ
あ︑ちなみにＲ

ススメですよ！

世界各地でテロリストと戦
惑みたいな感じ︒

って街を壊しまくって大迷
敵の親玉が金正日だったり︑

●編集後記
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サウスパークっていうブラッ

■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

※CurryRouxは劇団カレーライスの公演に伴い不定期で
発行されるPR誌です。劇団カレーライスにDM登録を
していれば、公演前に無料で送付いたします。
ご希望の方は、下記のお問い合わせ先からどうぞ。

劇団カレーライス通信「CurryRoux」2016年9月号 ※

!?

クアニメを作ったトレイ・パ

18
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完成いたしました。今回の私（カニ）の得た教訓は、「ページものの冊子を作るときは、一人で作っちゃいけない」。そして「人は、
毎度おなじみフリペマガジンCurryRoux、……今回は本当に時間がなかったっ！ ということで多くの記事を団員たちに手伝って

人に助けられてこそ生きられる」。です(笑)。CurryRouxを作り始めて約15年目にして、初めて悟る真実でした。
（おいおい）

か市民演劇フェスティバル」への出展作品ということで…ふだんの自主公演に比べると高齢のお客様も多いイベントのせいか、どこと

さて、次回公演「However with Vampire 青きプリマドンナ」、快調に製作が進行しております！ 第１５回と なる「湘南ひらつ

なくシリアスで、いつもよりリアリティのあふれる演技を目指して精進しております。それでは当日、劇場でお待ちしております！

