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公募系情報
第14 回キラリ☆ふじみ 
書の大作展
日程 2016.1/5［火］ —11［月・祝］
規程 横幅が2メートル以内の作品で
  仮名に限り半せつ可
出品料  10,800円
申込締切 11/30［月］

絵画大作展
日程 2016.2/19［金］  — 24［水］
規程 50号～100号程度の油絵、水彩、
  パステル、日本画等の表面作品
  （発表済みも可）
出品料 3,000円
申込締切 2016.1/17［日］

華大作展
日程 2016.2/26［金］ — 28［日］
規程 100cm×100cm程度の作品
申込締切 2016.1/17［日］

上記３大作展は、
会場 展示・会議室
対象 市内在住・在勤・在学の方 または
  市内で活動されている方
申込 専用の申込用紙に記入の上、郵送、
  FAX、直接来館にて

三井住友海上文化財団派遣コンサート
日本音楽コンクールから生まれた
フレッシュアーティスツ

『パッションとの対話
～ドイツの響きを求めて～』

 12/27［日］  午後2:00開演
 メインホール
 【全席自由】　一般1,000円　

 高校生以下 500円
 当館　  11/2［月］
 500円, 締切12/20［日］, 定員5名

富士見市民文化祭
展示発表 11/1［日］— 3［火・祝］　
 午前10：00～午後5：00
 最終日は午後3：00まで

芸能発表 11/ 3［火・祝］ 
 午前10：00から

市民美術展 11/ 8［日］—15［日］
 午前10：00～午後5：00
 初日は正午から

民謡大会 11/1［日］ 午前10：00～

将棋大会 11/ 8［日］ 
 午前9：00～午後5：00頃
 会場：鶴瀬西交流センター

市民音楽祭 11/15［日］
 午後1：00～午後4：30

※記載のないものは、キラリふじみが会場
になります。

キラリふじみ・レパートリー新作
日韓共同制作

『颱風奇譚 たいふうきたん 』
芸術監督によるレパートリー創造の
第4弾は、韓国の公立劇場との共同
制作です。シェイクスピアの名作『テ
ンペスト（あらし）』を、日韓のアーティス
トとともに、波乱に満ちたアジアの近
代化の幕開けを描く悲喜劇へと生
まれ変わらせます。韓国に滞在して
の創作・上演、東京公演を経て、つい
に富士見へ上陸します！
原作  W.シェイクスピア『テンペスト』
作  ソン・ギウン　演出  多田淳之介

 12/4［金］–12/6［日］
  4 午後7：00開演
  5・6 午後2：00開演

 マルチホール
 【全席自由・整理番号付】　

 一般3,500円　ペア6,000円
 学生・シニア（65歳以上）2,500円
 高校生以下1,000円
 ※身体障害者手帳をお持ちの方
 2,500円（窓口のみ）

 当館　  6日公演のみ,
500円, 締切11/29［日］, 定員5名

≪その他の上演スケジュール≫
安山アートセンター（韓国・安山市）
10/16［金］－10/17［土］　
南山芸術センター（韓国・ソウル市）
10/24［土］－11/8［日］　
東京芸術劇場（フェスティバル/トーキョー）
11/26［木］－11/29［日］　

関連企画『颱風奇譚ができるまで』
颱風奇譚の創作スタッフが、さまざ
まな角度から作品に迫ります。

 12/1［火］ 午後7:00～午後9:30
スピーカー：多田淳之介（演出）、
ソン・ギウン（劇作）、島次郎（舞台美術）予定

 キラリふじみ
 300円（『颱風奇譚』富士見公演チケット

 をお持ちの方は無料）
定員  20名（申込順）
申込方法  電話・直接来館またはオンライ
ン申込にて

キラリふじみ・レパートリー新作

『奇想曲第５８番』
ここがどこなのか、なぜここに来たの
かも分からない。ただここは、とてつも
なく大きい迷路のような建物で、外
の世界と時間の流れ方がまるで違う
奇妙な世界—。
作・演出　田上豊

 10/9［金］–12［月・祝］ 
 　 9  午後7：00開演
  10  午後3：00開演
 11・12  午後2：00開演

 マルチホール
 【全席自由・整理番号付】

 一般2,500円   高校生以下 1,000円
 当館　  10日公演のみ, 500円, 

締切10/3［土］、定員5名

キラリふじみ・コンサートシリーズ
ニューイヤーコンサート2016

『トッパンホールアンサンブル公演
 atキラリ☆ふじみ』
今注目を集める若手の音楽家たちによ
る、アンサンブル公演をお贈りします。
出演 山根一仁 （ヴァイオリン）
  瀧村依里 （ヴァイオリン）
  原麻理子 （ヴィオラ）
  上野通明 （チェロ）
  島田彩乃 （ピアノ）

 2016.1/9［土］  午後3:00開演
 メインホール
 【全席指定】　

 一般3,500円 、一般ペア6,500円　
 学生・シニア（65歳以上）2,500円　
 高校生以下2,000円　
 ※身体障害者手帳をお持ちの方
 2,500円（窓口のみ）

 当館　  10 /18［日］
 500円, 締切12/26［土］, 定員5名

【関連企画】
出演する演奏家によるクリニックや
ミニコンサートを開催します。

 12/19［土］、12/26［土］ 時間未定
 スタジオA

講師 12/19：瀧村依里（ヴァイオリン）
  12/26：島田彩乃（ピアノ）
        西巻正史
※詳細は決定次第、チラシやホームペー
ジ等でお知らせいたします。

キラリふじみ師走狂言
万作の会

『佐渡狐』 『二人袴』
1年の締めくくりに、華やかに賑 し々く
おめでたい名作狂言をお贈りします。

 12/24［木］午後7：00開演 
 メインホール
 【全席指定】　一般4,500円

 一般ペア8,000円　学生2,000円
 ※身体障害者手帳をお持ちの方
 3,500円（窓口のみ）

 当館　  10 /18［日］
 500円, 締切12/17［木］, 定員5名

二兎社

『書く女』
樋口一葉の半生を描いた永井愛の
話題作を新演出・新キャストで再演！
作・演出  永井愛
出演　黒木華  平岳大  木野花  ほか

 2016.1/17［日］  午後2:00開演
 メインホール
 【全席指定】　一般4,000円　

 一般ペア7,500円　学生2,000円
 ※身体障害者手帳をお持ちの方
 3,000円（窓口のみ）

 当館　  11 /14［土］
 500円, 締切2016.1/10［日］, 定員5名

キラリふじみ・フォーラム
『子ども、地域、文化芸術が
  育まれる地域づくり』

「子育て」や「地域づくり」を実践する
地域の方 を々迎えフォーラムを行い
ます。一人芝居『べっかんこ鬼』の上
演やワークショップもあります。

 12/23［水・祝］ 午後1:00開演
 展示・会議室　  入場無料

申込方法　電話・直接来館またはオンラ
イン申込にて。
申込開始　11/8［日］
＊詳細はチラシやホームページをご覧ください。

キラリ☆ダンスフェスティバル vol.13

 12/12［土］・13［日］ 両日ともに 
午後1:30開演　 メインホール
※入場無料・予約不要

キラリふじみ・ワークショップ
『ツナがる演劇
～中高生の最初の一歩～』

中高生を対象にした、冬の演劇ワー
クショップ。

 12/19［土］・20［日］、
 12/25［金］ー27［日］全5日間
※日時の詳細はホームページまたは申込
用紙をご参照ください。
対象 中学生・高校生、またはそれと同等
  の年齢の方
定員 20名程度（応募者多数の場合は抽選）
参加費  2,000円（初日に集金）
申込方法 専用の申込用紙に記入の上、
郵送、FAXまたは直接来館にて
申込開始　10/3［土］
申込締切　12/7［月］必着

こどもステーション☆キラリ

芸術監督と一緒に遊ぶ、毎月1回の
お楽しみデイ。

 10/10［土］、11/21［土］、12/19［土］
 各日ともに午前10：00～正午
対象 小学生　参加費  無料
定員　20名（申込順）
申込方法　電話・直接来館またはオンラ
イン申込にて。
申込開始　各回、前月の10日より

キラリふじみ・リーディング
参加者募集

アソシエイト・アーティスト田上豊が
一般公募で選ばれた市民と共に創
り上げるリーディング企画です。
進行・演出　田上豊　
稽古　1月下旬から9回を予定
※上演演目、稽古日程の詳細は、チラシやホーム
ページをご参照ください。

公演　2016.2/14［日］予定
参加条件

・ 全日程（9回）に参加できること。
・ 12/6［日］に実施するオーディションに
 参加できること。

・ 性別、演劇経験の有無は不問。
・ 高校生以上（未成年者は保護者の同意が
 必要）
選考方法  第1 次：書類選考　
第2 次：オーディション（面接・実技を予定）
参加料　3,000円 
※申し込みに際しての費用はかかりません。
申込方法　専用の申込用紙に必要事項
をご記入の上、郵送、または直接持参にて。
申込締切　11/23［月・祝］必着

チケット取扱い
キラリふじみ
窓口 午前9時～午後9時
TEL 049-268-7788
 （午前9時～午後10時）
オンライン予約
http://www.kirari-fujimi.com/
＊公演によっては残席わずかな
　場合もございます。
＊発売初日は、購入枚数を
　限定する場合もございます。

チケット情報
● 発売中 ● genre:Gray (ジャンルグレイ） 人形演劇『モノ語り◇水仙月の四日』
原作：宮沢賢治　作劇・演出：黒谷都

 2016.1/29［金］午後7：00開演　1/30［土］午後3：00開演
 マルチホール   【全席自由・整理番号付】  一般 3,000円  大学生 2,000円 

高校生以下 1,000円  当館  30日公演のみ, 500円, 締切1/23［土］、定員5名
※31［日］に出演者によるワークショップを開催します。詳細はお問い合わせください。 

● 11/22［日］発売 ● キラリふじみ・コンサートシリーズ  『うた』
作曲・音楽監督　矢野誠　  2016.2/28［日］午後3：00開演

 マルチホール  【全席自由・整理番号付】 一般 2,500円  ペア 4,000円
※身体障害者手帳をお持ちの方は、2,000円（窓口のみ）

記号凡例
 日時　  会場　  料金
 チケット発売日　  チケット取扱

  鶴瀬駅東口行き臨時バスあり
  保育あり  （申込順）

＊一部対象外の公演もございますが、
未就学児の入場はご遠慮ください。

キラリふじみ
2015秋・冬の
ラインナップ
芸術は人類誕生から今日まで、
日常では味わえないけど人が生
きていくために大切なものをわた
したちに与えてくれています。田
上豊の新作『奇想曲第５８番』
ではフィクショナルな世界を描く
ことで、『颱風奇譚』では４００年
前のシェイクスピア戯曲を東ア
ジアの歴史に置き換え描くこと
で、わたしたちが日常では超えら
れない場所や時間を超え、今生
きること、未来のことを芸術から
受け取れたらと思います。芸術
の秋、存分に芸術の力を味わっ
てください。

       —芸術監督  多田淳之介

＊スケジュールは変更になる場合がございます。 ＊詳細は直接各主催者にお問合せください。

★印はキラリふじみ主催事業　■色は有料公演

お申込
各専用の申込用紙は市内、近隣の公
共施設または当館ホームページからご
利用ください。

 スケジュール  10 月—1月

展示

催し物

9/28［月］～10/4［日］

9/29［火］～10/4［日］

5［月］～12［祝］

10［土］～11［日］

19［木］～21［土］

21［土］～26［木］

22［日］～29［日］

4［金］～6［日］

7［月］～11［金］

5［火］～11［祝］

20［水］～23［土］

9:30～17:00
28［月］は13:00から
10/4［日］は16:00まで

10:00～17:00
29［火］は13:00から
10/4［日］は16:00まで

10:00～17:00
5［月］は13:00から
12［祝］は15:00まで

10［土］10:00～17:00
11［日］9:00～16:00

9:00～17:00
19［木］は13:00から

10:00～17:00

10:00～17:00
22［日］は13:00から
29［日］は16:00まで

10:00～17:00
6［日］は16:00まで

9:00～18:00
7［月］は12:00から
11［金］は17:00まで

10:00～18:00
5［火］は13:00から

9:00～17:00
23［土］は15：00まで

第15回かがやき文化祭（作品展）
049-253-0037［小倉］

第17回ＪＲＰ埼玉ふじみ野支部展
049-263-1526［鈴木］

植物画同好会展示会
049-254-5022［守屋］

富士見小品盆栽会 盆栽展
049-251-4481［山賀］

パッチワーク作品展
049-251-0061［佐久間］

第41回無の会陶芸展
049-251-9415［岡田］

第6回 フォトクラブI･L･P＆
ふじみ野写真クラブ写真展
049-251-0438［相馬］

第6回琳書展　
子供から大人まで書に想いを込めた一字書アート
049-264-8584［伊藤］

写真愛好家中村さんと行く
撮影ツアーの会　第三回写真展
090-4966-3805［中村］

★第14回キラリ☆ふじみ  書の大作展

埼玉県児童生徒美術展  富士見市内展
049-252-4145［西中学校 増田］

10月

11月

12月

1月

1月

12月

11月

10月 3 ［土］ 12:30 第15回かがやき文化祭（芸能発表） 049-253-0037［小倉］
 　9 ［金］～12［祝］ ★キラリふじみ・レパートリー新作　『奇想曲第58番』 
 10 ［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ 
 10 ［土］ 14:00 カズンと歌おう!ライブ2015 03-5362-3450［（一財）民主音楽協会］
 12 ［祝］ 14:30 ナー・ワヒネ・オ・ケアラ・カヒ（フラダンス発表会） 090-4663-8143［工藤］
 21 ［水］ 18:30 なるほど!なっとくの認知症ケア～認知症ケアとっておきの秘策～ 
     049-256-7422［関沢みずほ苑］
 4 ［水］ 10:15 小さな子どものためのコンサート 049-251-3005［子育て支援センター「ぴっぴ」］
 8 ［日］ 11:30 「第21回」歌と踊りの祭典 049-255-0926［㈱高栄工務店］
 11 ［水］ 10:15 親子で音楽を楽しもう　ファミリーコンサート 049-252-3771［健康増進センター］
 21 ［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ 
 23 ［祝］ 16:00 加藤バレエふじみ野スタジオ第2回発表会 049-256-4566［加藤］
 28 ［土］  （時間未定）   舞踊集団菊の会公演「日本のおどり」 03-5983-6001［舞踊集団菊の会］
 　4 ［金］～ 6［日］ ★キラリふじみ・レパートリー新作　日韓共同制作『颱風奇譚』 
　6  ［日］ 17:30（予定）　合唱団あらぐさ第47回演奏発表会 080-3207-2109［早﨑］
 10 ［木］ 10:45 第7回みんなで聴こう0歳からの音楽会　 050-5580-7436［ムジカベベ］
  12［土］～13［日］ 13:30　★キラリ☆ダンスフェスティバルvol.13 
 18 ［金］ 18:30 クリスマスコンサートin2015 049-232-1753［東海林］
 19 ［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ 
 20 ［日］ 17:00 many smile vol.8 ジャズダンス・ヒップホップ発表会 090-4134-7695［千葉］
 23 ［祝］ 10:00 ピアノ発表会 049-251-6969［埼玉音楽院］
 23 ［祝］ 10:00 MpK音楽教室ピアノ発表会 049-252-1097［MpK音楽教室］
 23 ［祝］ 13:00 ★キラリふじみ・フォーラム『子ども、地域、文化芸術が育まれる地域づくり』 
 24 ［木］ 19:00 ★キラリふじみ師走狂言　万作の会『佐渡狐』『二人袴』 
 26 ［土］ 14:00 あおぞらハーモニー吹奏楽団 第7回ファミリーコンサート「Music Box」　 
     070-6651-6001［高杉］
 27 ［日］ 14:00 ★『パッションとの対話～ドイツの響きを求めて～』 
 27 ［日］ 14:00 ミニコンサート in Winter（ピアノ・フルートの大人の発表会） 049-254-2504［高崎］
 9 ［土］ 15:00 ★キラリふじみ・コンサートシリーズ　ニューイヤーコンサート2016
    『トッパンホールアンサンブル公演atキラリ☆ふじみ』 
 10 ［日］ 13:00 ニューイヤーオペラコンサートin2016 049-232-1753［東海林］
 16 ［土］ 13:00 第24回ふじみ福祉フォーラム21 049-251-2711［市・福祉課 内線334］
 17 ［日］ 14:00 ★二兎社『書く女』 
 18 ［月］ 13:00 ハローワーク川越 若者就職面接会 049-242-0197［川越公共職業安定所わかもの支援コーナー］
 24 ［日］ 13:00 ★第14回キラリ☆新春邦楽演奏会 
  29 ［金］～30［土］ ★genre:Gray　人形演劇『モノ語り◇水仙月の四日』

 キラリふじみ・レパートリー『奴婢訓』© 青木司 『アンヒビオ』（2011 年） © 政川慎治



施設利用申請の手引き
申込可能期間—●メインホール、マルチホール……利用する月の1年前の月初日から
利用日の20日前まで ●展示・会議室、 展示室、 アトリエ……利用する月の6か月前の月初
日から利用日の3日前まで ＊ただし、無料展示会での利用の場合、利用する月の1年前の
月初日から申込可能。 ●スタジオ……利用する月の3か月前の月初日から利用当日まで ＊
公演でホールを利用する場合、申込可能期間に関わらず、ホール以外の各施設も併せて
申込可能。

貸出申込の開始日—毎月1日の午前9時から。（ただし、1月は5日になります。）
開始日の午前9時までにご来館いただき、利用希望日をお伺いします。
＊希望日が重複した場合、各主催者同士による話し合いでご調整いただき、話し合いが不
調となった場合は、抽選となります。
利用料金の支払方法—窓口または銀行振込にて。（カード使用不可）
＊利用許可後に、施設利用料金をお納めいただきます。

＊利用内容によっては、申請から許可までに時間がかかる場合や、利用許可できない場合がありますので、ご了承ください。 その他、ご不明な点はお問合せください。

の生演奏にロックダンス、そして空中ブランコが繰り広
げられ、キラリふじみだけでしか味わうことができない
贅沢な空間となりました。

また、ジャグリングや空中ゴマのワークショップに加
え、新企画のダンボールを使った工作ワークショップ
も子どもたちで溢れ、両日、大盛況でした。

バザール会場では、市内の農家の方たちがこだわ
りの栽培方法で作った野菜やお米を運び込み、さらに
は和菓子や焼き鳥、手づくり豆腐など市内の逸品も並
びました。バザールでの出会いをきっかけにお店に足
を運ぶ方も増えていて、人と人との一層の繋がり、広が
りが生まれていることを改めて実感できた素敵な2日
間でした。

谷津の森公園

ららぽーと
富士見

❶

❷ ❸
❹

臨時休館日…10/14［水］・15日［木］・23［金］・24日［土］, 11/17［火］・18［水］, 12/14［月］～16［水］・28［月］～2016.1/4［月］・12［火］・13［水］
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ　HOTキラリ2015年10月1日発行　次回のHOTキラリ［vol.51］は2016年1月1日発行です

申込み、問合せ
公益財団法人キラリ財団/富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ
〒354-0021富士見市大字鶴馬1803番地1　tel  049-268-7788　fax  049-268-7780
URL  http://www.kirari-fujimi.com/  携帯からもご覧いただけます。

開館時間  午前9時 —午後10 時

チケットの取扱い
予約・購入—発売初日の取扱いは下記の通りです。
窓口 午前9時より　  オンライン予約 午前10 時より　  電話 発売2日目以降より
＊購入枚数を制限する場合がございます。
支払い方法—直接来館・口座振込・セブンイレブンの3つの方法がお選びいただけます。
※口座振込等の詳細はお問合せください。

impre s s ion s キラリふじみでは、舞台芸術の作品を創造しています。 このコーナーでは、
実施した公演・事業を取り上げ、アーティストのコメントや公演の様子などとともに、
創作の現場や成果をレポートします。

今年で４回目を迎えるキラリふじみ恒例の夏のイベ
ント「サーカス・バザール」。今回は梅雨明けの晴天の
空のもと、過去最多の3,424人のお客様にご来場い
ただきました。

オープニングでは、サーカス・バザールのために編
成された “かぼちゃサーカス団”が館内を回遊し、子
供たちが満面の笑みでそれに続きます。

そして、たくさんの鮮やかなバルーンが浮かぶ水上
ステージでは、ジャグリングにマイム、バランス芸など
一流のサーカス芸が披露される中、芸人に促されたお
客さんも参加し、会場は驚きや笑いの声が絶えない賑
わい溢れる空間に包まれました。

メインホールでのサーカスショーでは、ジャズバンド

サーカス・バザール

キラリふじみ・レパートリー

『絵のない絵本』

2015.7/11［土］―12［日］キラリふじみ全館
空間デザイン：島次郎　
サーカス構成：アフタークラディカンパニー

2015.6/4［木］～7［日］
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ
マルチホール
6/27［土］
東京・くにたち市民芸術小ホール
7/3［金］～4［土］
宮崎県立芸術劇場イベントホール

原作：ハンス・クリスチャン・アンデルセン
構成・振付・演出：白神ももこ

好評だった、砂を舞台一面に敷き詰めた舞台美
術は初演のままに、さらに劇場ごとに違う壁面をその
まま舞台背景として活かし、その劇場でしか観ること
の出来ない特別な空間を各地の観客に提供するこ
とができました。

今回のツアーでは各地での上演に加え、白神もも
こをはじめ作品に関わるスタッフ等が、各地の地域
の方 と々ワークショップ等を通じて交流を図りまし
た。ワークショップでは、一枚の絵から連想する動き
や衣裳をつくったり、作品の振付を実際に踊ったり
と、作品づくりのプロセスを体験してもらいました。

国立公演ではこうしたワークショップに加え、劇
場の施設見学に来た小学生に向けて、バックステー
ジツアーも行いました。照明づくりの見学や、舞台美

術に使用している砂に触れるなど、普段観ることの
出来ない舞台裏を見た子どもたちは、感嘆の声を上
げていました。

宮崎公演では、県内の学校で行ったワークショッ
プに加え、本公演の前日に、芸術鑑賞教室が行わ
れ、県内の3つの小中学校生徒約180人が公演を
観劇しました。客席では少し緊張した面持ちの子ど
もたちでしたが、公演が進むにつれその表情も和ら
ぎ、終演後の出演者らとの対面では、様 な々質問が
飛び交う和やかな雰囲気となりました。

世界中を旅するお月さまが語ったものがたりは、
富士見、国立、宮崎と旅をし、旅をすることでしか出
会うことの出来ない各地のお客さまに観ていただく
ことが出来ました。

2013年に初演し幅広い世代から好評を博した
ダンス作品『絵のない絵本』を再演し、東京・国立、
宮崎の2都市でのツアーを行いました。

初演では「おまけ」として登場した、白神ももこ扮
する“ハエくん”が、一人の男性出演者とともに、もの
がたりへ誘う語り手のように本編に登場するなど、
初演を土台にさらに深化させての再演となりました。

東武バス	 ❶鶴瀬駅東口　❷富士見市役所前（降車）　
	 ❸ららぽーと富士見　❹富士見市役所前（乗車）


