
この公演に関するお問い合わせ／ピンク・リバティ[制作] 

 

MAIL：kodomo.pinkliberty@gmail.com 

TEL  ：080-3088-4072 

WEB ：http://pinkliberty.net/kemuriwodaku/  

 

煙
を 
抱
く 

演劇公演 企画書  

 ピンク・リバティ第五回公演 

煙を抱く 
脚本・演出 山西竜矢 

 

 

2019 年 7 月 9 日(火) － 14 日(日) 

下北沢シアター711 

mailto:kodomo.pinkliberty@gmail.com
http://pinkliberty.net/kemuriwodaku/


はじめに                                                          

ピンク・リバティの第五回本公演となる本作「煙を抱く」は、多様なエンタメのミックスイベント『うずフェス（仮）』

への参加や、話題を博した環境エンターテイメントショー『絶滅体験レストラン』の全体演出など、脚本家・演出家と

してジャンルレスな活動を続ける山西竜矢の新作書下ろし長編作品です。 
 

本作「煙を抱く」は、取材の上に成り立つ高いリアリティをもとに描かれた前作「夕焼かれる」とは対照的に、イメー

ジと抒情に重きを置いた、工場地帯を有する架空の地方都市を舞台に紡がれる淋しい大人たちの御伽話です。 

前作でも軸となった執着・夢想・探求といったテーマはそのままに、具体から抽象へ、条理から不条理へとストーリー

が揺れ動いていく本作は、これまで整然とドラマを紡ぎ続けてきたピンク・リバティの新たな一歩と言えるでしょう。 
 

母体であった劇団子供鉅人から独立し、その独自の作風を深化させ続けるピンク・リバティの最新公演「煙を抱く」

を、是非とも皆様にご覧いただければと思っております。以下、ご一読下さいますと幸いです。 

企画意図                                                          

代表 山西竜矢 



あらすじ                                                           

目を覚ますと、いつもどおり洗面台に向かった。 

申し訳程度に口だけゆすぐと、煙草を咥えて窓外に目をやる。 

工場の煙突から溢れた白煙は、うだるような暑さに押し上げられ、音もなく分厚い雲に飲み込まれていく。 

妻がいないことに気付いたのは、ずいぶん経ってからだった― 

ピンク・リバティ最新作は、煙に包まれた工場地帯を持つ架空都市を舞台に、 

失踪した妻を探す一人の男の顛末を描く、寂しく可笑しい鈍色の物語。 
 
 

出演者                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プロフィール                            

ピンク・リバティは、山西竜矢が脚本・演出をつとめる演劇ユニット。 

人間が元来抱える行き場のない寂しさを、ユーモアを交えながら多面的に描き、空しくも美しい情景として昇華する

劇作はどの作品にも通底している。生々しい日常の風景を出発点に、現実と非現実が静かに混ざり合っていくストー

リーテリングが特徴である。 

2016 年 3 月、劇団子供鉅人の番外企画として旗揚げ。翌年 6 月には、さびれた地方都市を舞台とした群像劇「人魚の

足」を上演し、旗揚げ一年半で動員 700 人を突破。昨年 11 月、第四回公演「夕焼かれる」からは単独の演劇ユニット

として独立した。本公演以外にも多数の外部イベント出演など、活動の場を広げている。 

第四回公演「夕焼かれる」 撮影／佐藤祐紀 

《本公演記録》 

2016 年 ピンク・リバティ vol.1「艶やかなマチルダ」於 明大前キッド・アイラック・ホール 

2016 年 ピンク・リバティ vol.2「ふでをならう」於 新宿眼科画廊 

2017 年 ピンク・リバティ vol.3「人魚の足」於 シアター711 

2018 年 ピンク・リバティ vol.4「夕焼かれる」於 下北沢 小劇場楽園 

山西竜矢 YAMANISHI TATSUYA 

《脚本・演出》 

2019 年 『絶滅体験レストラン』 於 原宿 KAWAII MONSTER CAFÉ 

2019 年 うずフェス（仮）『珠のような眼』 於 浅草九劇 

2019 年 ギブミー！くれない「ある女の星々」 於 新宿眼科画廊 

2018 年 テアトロコント vol.31「私たちの友情」 於 渋谷ユーロライブ 

 

《脚本・監督》 

2017 年 短編映画「さよならみどり」＊第６回クォータースターコンテストグランプリ受賞 

2017 年 短編映画「小世界」＊日本芸術センター第 9 回映像グランプリ予選通過／一般公開

ピンク・リバティ代表  脚本家‐演出家‐映像監督‐俳優 
劇団子供鉅人 ／ 映像ユニット ポロロッカ ／ レプロエンタテインメント 所属 

 

1989 年香川県生まれ。よしもとクリエイティブエージェンシーにてピン芸人として活動後、

俳優業へ転向。2014 年春より劇団子供鉅人の劇団員となる。 

自ら俳優として舞台・映像で活躍する傍ら、脚本・演出・映像監督としても精力的に活動。

2016 年に自身が脚本・演出をつとめるピンク・リバティを旗揚げ、翌年には第６回クォータ

ースターコンテストにて脚本・監督した短編映画「さよならみどり」でグランプリを受賞。

イベントやショーの演出、コント・演劇の実験公演への参加など、枠組みに捉われずジャン

ルレスに活動の幅を広げ続けている。                 [撮影／高木陽春] 



公演情報                              

ピンク・リバティ 第五回公演「煙を抱く」 

脚本・演出 山西竜矢 

2019 年 7 月 9 日(火) – 14 日(日)   下北沢 シアター711 

 

［出演］ 

武田知久 (文学座)     葉丸あすか (柿喰う客)     橋口勇輝 (ブルドッキングヘッドロック)     半田美樹 

平井珠生    黒住尚生    稲川悟史    元松あかね    鈴鹿通儀    中前夏来 

土屋翔 (劇団かもめんたる)    丸山利咲    斎藤友香莉    山西竜矢 (ピンク・リバティ／子供鉅人) 

 

［タイムテーブル］ 

2019 年 7 月 9 日(火) - 14 日(日) 

09 日(火) 19:30 ●19:30 ●     

10 日(水)  15:00 ●｜19:30 ● 

11 日(木)  19:30 ● 

12 日(金)  19:30 ● 

13 日(土)  13:00｜18:00 

14 日(日)  13:00｜17:00  

 

 

［会場］ 

下北沢 シアター711 

〒155-0031  東京都世田谷区北沢 1-45-15 （小田急線・京王井の頭線「下北沢駅」より徒歩約８分） 

 

［チケット］ 

一般 前売 3500 円｜当日 3800 円  

2019 年 5 月 11 日(土) 10:00 チケット発売 

 

［ご予約］ 

https://ticket.corich.jp/apply/99758/ 

CoRich 舞台芸術！チケット予約サイト 

 

［スタッフ］ 

舞台監督：伊藤新(ダミアン)  音響：谷井貞仁(ステージオフィス)  照明：治はじめ  衣装：キキ花香 

演出助手：坂本奈央 望月香菜子(劇団襟マキトカゲ)   WEB：広垣友里絵  宣伝美術：山西竜矢   

撮影：佐藤祐紀  宣伝映像：稲川悟史 山西竜矢  稽古場写真：中島花子  制作協力：倉本真見 

制作：足立悠子 つくにうらら 

協力：レプロエンタテインメント サンミュージックプロダクション STRAIGHT JFCT オフィス MORIMOTO  

劇団子供鉅人 柿喰う客 劇団かもめんたる ブルドッキングヘッドロック カミグセ 水中めがね∞ 劇団襟マキトカゲ 

ポロロッカ 谷口悠 地道元春 うらじぬの 河村真由美   主催：ピンク・リバティ 

 

［お問い合わせ］ 

ピンク・リバティ(制作) 

MAIL：kodomo.pinkliberty@gmail.com  TEL：080-3088-4072  WEB：https://www.pink-liberty.com/ 

＊●印の回は上演後にゲストを招いたアフタートークを予定しています。 

＊アフタートークのゲスト・その他詳細については公式 WEB で随時発表いたします。 

＊受付開始は開演の 40 分前、開場は開演の 30 分前を予定。 

＊全席自由席   

＊未就学児入場不可 

＊お申込み後、ご確認メールを送信させていただきます。 

必ず corich.jp からのメールの受取許可設定をお願い致します。 

 

https://ticket.corich.jp/apply/99758/
mailto:kodomo.pinkliberty@gmail.com

