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第三回公演風景・ダンス『カラダのなかのコドモたち』

2015公募
キラリ☆ふじみ陶芸展
出展者募集 
ご自身の陶芸作品を展示してみま
せんか？近孝子さん甲藤芙貴子さ
んによるポーセレンアート（磁器人形）

展も同時開催します。
日時 9/19［土］ー25［金］
 午前10：00～午後6：00
最終日は午後4：00からギャラリートーク。
午後4：30から交流会を予定。
搬入 9/18［金］午後3：00～午後5：00
搬出 9/25［金］午後5：00から
会場 展示・会議室、アトリエ
種目 陶芸すべてのジャンル
出品料 2点まで1,000円。組み物は1点
と数える。それ以上は1点につき1,000円

（搬入時支払）
申込方法 専用の申込用紙に記入の上、
郵送・FAX・直接来館にて。
申込締切 8/31［月］

キラリ☆ふじみ  中高生美術展
出展者募集
日時 8/15［土］ー18［火］
  午前10：00～午後6：00
  初日は午後1：00から。
  最終日は午後4：00まで。
会場 展示・会議室
対象 市内在住・在学の中学生・高校生
種目 絵画、写真、工芸
参加費  無料
応募点数  原則1人1点まで。
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。
申込締切 8/2［日］

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.13 
出演団体募集
日時 12/12［土］ー13［日］
※1団体最大20分間（準備・転換を含む）
会場　メインホール
定員・対象　アマチュアダンスグループ
16団体（応募者多数の場合は抽選）※運営ス
タッフとして協力できることが条件となります。
参加費　1団体20,000円
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
申込締切　7/5［日］必着

催し物

展示

1［水］～5［日］

22［水］～26［日］

15［土］～18［火］

5［土］～13［日］

12［土］～13［日］

19［土］～25［金］

26［土］～27［日］

28［月］～10/4［日］

29［火］～10/4［日］

10［土］～11［日］

5［月］～12［祝］

9:30～17:00
5［日］は16:00まで

9:30～18：30
22［水］は12:00から
26［日］は17:00まで

10:00～18:00
15［土］は13:00から
18［火］は16:00まで

10:00～17:00
5［土］は13:00から

10:00～17:00

10:00～18:00
25［金］は16:00まで

26［土］12:00～17:00
27［日］9:30～17:00

9:30～17:00
28［月］は13:00から

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

10［土］10:00～17:00
11［日］9:00～16:00

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

ピースフェスティバル2015（展示）
049-251-1140［鶴瀬公民館］

写真集団・上福岡  第33回写真展
049-262-1697［田中］

★キラリ☆ふじみ中高生美術展
（市内中学校美術部合同展を含む）

宮地瀞　写真展　
049-251-4717［宮地］

水谷田んぼ展示会
090-6305-4648［木内］

★2015公募  
キラリ☆ふじみ陶芸展

やまびこ山草会　秋の展示会
049-251-8396［本多］

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］
　　　　　　　　　　　　　

富士見小品盆栽会　盆栽展
049-251-4481［山賀］

植物画同好会展示会
049-254-5022［守屋］

7月

8月

9月

10月

10月

8月

9月

7月    4  ［土］・5［日］  ピースフェスティバル2015 049-251-1140［鶴瀬公民館］
 8 ［水］ 19:00 七夕コンサート〈諏訪コーラス・シュウミン（二胡）・水野晃（フルート）・志摩大喜（テノール）〉 049-253-6863［水野］
  11 ［土］・12［日］ 10:00　★キラリふじみ『サーカス・バザール』 
 18 ［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ 
 18 ［土］ 14:00 特別講演会「獣面土器と縄文の神々!!」 080-5477-8616［桂樹］
 19 ［日］ 12:00 M・H・Mこころの歌 チャリティーコンサート 歌謡  夢  のステージ 090-8494-2033［橋本］
 19 ［日］ 18:00 サマーコンサート in キラリ☆ふじみ 049-253-4413［加藤］
 20 ［祝］ 13:30 第16回「レパートリーおひろめ会」（ピアノ発表会） 049-264-9686［杉渕］
 26 ［日］ 10:00 若葉音楽教室発表会 049-285-7684［若葉音楽教室］
 2 ［日］ 14:00 アンジュ バレエ アカデミー 第5回コンサート 049-255-3268［サカイ］
 2 ［日］ 　 14:30（予定）★キラリふじみ・ワークショップ 夏休みこども劇場『えんげきをつくろう』ミニ発表会
 7 ［金］ 13:30 陸上自衛隊第1音楽隊コンサート 049-251-2711［市・地域文化振興課 内線251］
 8 ［土］ 13:30 民謡歌手おもだか秋子 弾き語りコンサート2015 049-246-6479［おもだか会］
 9 ［日］ 18:00 よしもと爆笑ステージDoon!!in富士見 0570-550-100［チケットよしもと］
 22 ［土］ 13:30 富士見九条の会「十周年のつどい」 049-253-0037［小倉］
  29  ［土］・30［日］  19:30（両日共）　★私の子供＝舞踊団　第四回公演 
 5 ［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ 
 5 ［土］ 13:30 東上沿線ギターフェスティバル 080-6728-8442［田代］
 6 ［日］ 13:30 ロバの音楽座 オンガッカイ（コンサート） 048-476-5363［志木おやこ劇場・別府］
 6 ［日］ 16:30 705Dance Lab 発表会2015 090-7228-6058［菊地］
 10 ［木］ 19:00 ★演劇集団 円『橋爪功・夏の夜の朗読』 
 13 ［日］ 10:30 ふれあいの集い歌謡祭 080-3400-5577［小池］
 13 ［日］ 時間未定 ★キラリふじみ・リーディング 
 21 ［祝］ 13:00 OH MY 日本! 竹の音色と調べ 070-5365-4676［渡邉］
 22 ［祝］ 13:30 富士見市民吹奏楽団　第33回定期演奏会 050-5583-6853［佐藤］
 26 ［土］ 11:30 国際交流フォーラム 049-251-2711［市・人権・市民相談課　内線273］
 27 ［日］ 11:30 東喜和流日本舞踊の会 049-252-0018［東喜和］
 3 ［土］ 13:00 第15回かがやき文化祭（芸能発表） 049-253-0037［小倉］
    3  ［土］・4［日］ 時間未定★私の子供=舞踊団 ソロシリーズ『イマダンス』 会場：plan-B［東京都中野区］ 
    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］ 14:00 ナー・ワヒネ・オ・ケアラ・カヒ（フラダンス発表会） 090-4663-8143［工藤］

『サーカス・バザール』

 ７/11［土］ ・12［日］ 
 両日ともに 午前10:00ー午後3：30

 キラリふじみ全館
 入場無料（一部有料のイベントがあります）

◉バザールのイベント—
市内を中心に農家や商店の皆さん自慢の
逸品が並びます。

◉サーカスのイベント—

 ● かぼちゃサーカス団のパフォーマンス（無料）
キラリの各所で選りすぐりのサーカスや大
道芸を披露します。

 ● ファンタジックサーカスショー（有料）
世界で活躍するダンスユニット〈Hilty＆
Bosch〉とジャズ・ファンク・バンド〈ブラック
エレファンツ〉の生演奏とともに、空中ブラ
ンコなど驚異のサーカスアクロバット芸を
お贈りします。

 7/11 ［土］ 午後2：30開演
 7/12 ［日］ 午後0：30開演

 メインホール
 【全席自由】  一般1,000円

 中学生以下500円　 当館
 ● ジャグリングワークショップ（有料）
　サーカス芸に挑戦しよう！

 ７/11［土］・12［日］
 両日ともに午前11：30より開始（約30分間）

 500円 　対象 小・中学生
定員 各回20名（申込順）
申込方法 電話、オンライン申込または直
接来館にて

チケット発売
【9/27［日］発売】
キラリふじみ・レパートリー新作
日韓共同制作『颱風奇譚』
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］ー6［日］
  4  午後7：00開演
  5  午後2：00開演
  6  午後2：00開演

 【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）

キラリふじみ
2015夏・秋の
ラインナップ
夏のキラリは恒例となったサーカス・

バザールに小学生演劇ワークショッ

プ、３月の上映に向けたドキュメンタ

リー映像のワークショップも始まります。

アソシエイトアーティスト永井愛による

リーディング上演の出演者も募集中！

2008年からキラリで活動を続け今

や全国で活躍する田上豊の新作に

も期待です。アーティストと市民が地

域で出会う、これが富士見の市民劇

場。さあ、こどももおとなも劇場へ！

　　　    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

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。

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。

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。

私の子供=舞踊団　

『第四回公演』
4月から第4期の活動を始め、月に
１回のワークショップを重ねている
私の子供=舞踊団。
二夜に渡ってお届けする、キラリふじ
みを会場としてメンバー全員で取り
組む、年に１度の集大成ともいえる
公演です。
今、彼らの中で息をひそめていた「子
供」たちが動き出し踊ります。どうぞ
お楽しみに。
演出・構成  田中泯　

 8/29［土］・30［日］
 第一夜、 第二夜ともに午後7：30開演

 第一夜：マルチホール
 第二夜：カスケード

 【全席自由】
 予約2,000円　当日2,500円

 当館　  7/11［土］

ソロシリーズ『イマダンス』
カラダ・コトバ・ウゴキとの出会いを重
ねて、イマダンス。自分の中にある「オ
ドリ」を、イマダンス。plan-Bという空
間でさらけ出すカラダと存在するダ
ンス。私の子供=舞踊団のメンバー
が二晩にわたってお届けする、ソロ
シリーズ。
演出・構成  田中泯　

 10/3［土］・4［日］
 時間未定

 plan-B (東京都中野区）
 予約2,000円　当日2,500円
 plan-B

 http://i10x.com/planb/contactus
※ 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。
※公演についてのお問い合わせは、当館までご
連絡ください。

日本の現代演劇界屈指の名優・橋爪
功がキラリふじみのためだけに上演
する、オリジナル朗読企画第５弾。
たった一人の朗読とは思えない濃密
でダイナミックな演劇空間を創り出
す橋爪功が、読売演劇大賞優秀作
品賞を受賞した演出家 内藤裕子と
タッグを組み、今年も多くの観客の心
を鷲掴みにします。どうぞお見逃し
なく。
演出  内藤裕子　出演  橋爪功

 9 / 10 ［木］ 午後7：00開演
 メインホール
 【全席指定】  一般 3,000円

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

 当館　  7/11［土］
 500円, 締切9/3［木］, 定員5名

大きな反響を呼び再演を重ねた
『Mother-river homing』の初演か
ら4年、田上豊が取り組むキラリふじ
み・レパートリーの新作です！過ぎ
去った時間とまだ見ぬ時間を、田上豊
の遊び心に溢れた視点で織り合せ、
奇々 怪々 のワンダーランドを創りだし
ます。どうぞお楽しみに。
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・整理番号付き】  

 一般 2,500円
 高校生以下 1,000円

 当館　  8/22［土］
 10日公演のみ, 500円, 

 締切10/3［土］, 定員5名

「遊び」を通して、こどもたちの中に
ある「表現する楽しさ」を見つける場
です。
進行  7月 多田淳之介（当館芸術監督）
　　 9・10月 田上豊

 7/18［土］, 9/5［土］, 10/10［土］
 午前10：00～正午
対象 小学生　参加費 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 各回、前月の10日より

演劇集団 円

橋爪功・夏の夜の朗読
キラリふじみ・レパートリー新作

『奇想曲第58番』

こどもステーション☆キラリ

キラリふじみ・ワークショップ
『街のフロッタージュ
 -ふじみのかたち-』 参加者募集
ドキュメンタリーの映像作家 、岡本
和樹さんが進行する、富士見のまち、
ひとに焦点をあてた映像制作ワーク
ショップです。参加者は市内のさま
ざまな場所でカメラを回し、インタ
ビュー撮影などを行いながら、街や
そこに生きる人の姿を記録し、参加
者全員でひとつのドキュメンタリー
映画をつくり、上映します。
映像製作の経験の有無は問いませ
ん。お気軽にご参加ください。
企画・進行　岡本和樹（映像作家）
日程　8/8［土］ー2016．１/ 23［土］
※日程の詳細は、ホームページまたは申込用紙を
ご参照ください。
試写会  2016.2/27［土］、28［日］予定
上映会  2016.3/5［土］、6［日］予定
対象  高校生以上

（未成年の場合は保護者の同意が必要です）
動画用カメラをお持ちの方
参加費  3,000円
定員  15名（応募者多数の場合は書類選考）
申込方法  専用の申込用紙に必要事項を
記入の上、郵送または直接来館にて
申込締切  7/26［日］必着

キラリふじみ・リーディング
参加者募集
アソシエイト・アーティスト永井愛が
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　永井愛　
稽古 8月下旬から５回程度
公演 9/13［日］
※上演演目、申込方法、日程の詳細は、７月以降
チラシやホームページをご参照ください。

© 青木司

第14回キラリ☆新春邦楽演奏会　
出演団体募集
日時　2016.1/24［日］※1団体約20分間
対象・定員　8団体（応募者多数の場合は
選考）※運営スタッフとして協力できることが
条件となります。
申込方法　直接来館または電話にて
申込締切　8/31［月］

キラリふじみ・ワークショップ
『えんげきをつくろう』参加者募集
日程  7/27［月］ー8/2［日］
※日程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  小学3～6年生
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
申込締切  7/7［火］必着

 スケジュール  7月—10月



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。

臨時休館日…7/14［火］～16［木］、8/10［月］～14［金］、9/15［火］～17［木］、10/14［水］・15［木］、10/23［金］・24［土］
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ　HOTキラリ2015年7月1日発行 ／ 次回のHOTキラリ（vol.50）は2015年10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。

市内循環バスは 鶴瀬駅東口、みずほ台駅東口、
ふじみ野駅東口から出ています。

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。

公募によって結成され、オペラシアターこんにゃく座の
指導を受けながら、演技の稽古と歌のレッスンに励む
キラリ☆かげき団。今回取り組んだのは、こんにゃく座の
レパートリー作品として国内外で上演され好評を博し
ている、オペラ『ピノッキオ』です。
　この作品は、言わずと知れた名作『ピノキオ』を原作
に、劇作家・演出家の故山元清多氏が脚色し、未知の
ものに対する好奇心や憧れから、失敗と反省を繰り返
しながらも成長していくピノッキオの姿を描きだしてい
ます。
　ジェペット爺さんのもとを離れたピノッキオは、いろ
いろな人と出会い、たくさんの場所を旅します。キツネ
に騙されたり、おもちゃの国で遊んでばかりいてロバに
なったり、ついには鯨にのみこまれてしまったりと、ハラ
ハラドキドキの遊び心と冒険心に満ちた旅。
　その旅を通しピノッキオは、人間の子供になれなく

多田芸術監督が市民の参加者とともに、富士見とい
う「まち」に息づく“ものがたり”を2年がかりで演劇
化したプロジェクト『ふじみものがたり』。小学4年生
から70代までの幅広い年齢層の20名が、2年間の
作業の集大成となる公演を3月に披露しました。
　いつもの劇場空間とは異なり、エントランスに入っ
たところから市内の水子地区の囃子連がお囃子で
来場者を賑 し々く迎えます。さらにロビーには地元の
食べ物が並ぶなど、劇場全体がすでに「富士見の
街」へと変貌しています。
観客はあたかも街歩きをするように、過去2年の間に
多田芸術監督と参加者が富士見の街を歩き、調べ、
創作した9本の“ショートストーリー”をツアー形式で
巡っていきます。
　まずメインホール客席では「上沢薬師堂」、次にマ
ルチホール前の特設ステージでは「庚申塔」、「栗谷
津公園」が上演されました。市内の知られざる名所を
取り上げた3本の作品を見て、地元の観客は思わぬ
チャームポイントを教えられた気分となり、自然と笑み

ても、たくさんのことを知り、経験をして、やさしさと強さ
を持ち合わせた木の人形であることを誇りに思うよう
になります。
キラリ☆かげき団の活動を通して様 な々人と出会い、稽
古を重ねる中で表現することの難しさに直面し、それで
も舞台上で表現者として、また一人の人間として輝き
を放つ団員たちの姿が、ピノッキオの姿と重なります。
　客席は、毎年かげき団の公演を楽しみに足を運ん
でくれる地域の人たちで埋め尽くされ、１時間30分の
ピノッキオとキラリ☆かげき団メンバーの旅を堪能して
いました。
　キラリ☆かげき団は節目となる第10回公演にむけ
て、すでに始動しています。市民だからこそできる表現
で、地域の人たちに活力をあたえる作品づくりを目指し
て、力いっぱい挑みます。次回公演もどうぞご期待くだ
さい。

がこぼれおちます。
　移動中には、参加者の小学生たちが“体験型演
劇”を繰り広げ、子どもたちが行き交う日常の富士見
のまちを彷彿とさせます。
　最後の会場はマルチホールです。参加者全員が
舞台にあがり、一人ひとりが自身の言葉で“富士見の
街との出会い”を語っていきます。そして、図書館、び
ん沼公園、水子貝塚公園、難波田城公園、ふじみ野
駅、4月にオープン予定のららぽーと、と市内では人気
やお馴染みの場所に、自分の体験や人生までも重ね
あわせながら、「まち」の姿を描きだしていきました。 
“今を普通に生きている人 の々姿が輝いて見えるこ
と”、多田芸術監督が目指す市民劇の形がそこにはあ
りました。
　そして最後に最年少の出演者が語ります。
　小学4年生の彼だからこそ語れる未来の富士見
の姿…。その言葉に導かれて、3時間にわたって「富士
見」の過去と現在を旅した観客は、それぞれ未来への
希望を胸にしながら観客席をあとにしました。

キラリ☆かげき団 第9回公演

オペラ『ピノッキオ』
2015.3/21［土］– 22［日］　マルチホール　
原作：カルロ・コッローディ　台本：山元清多　
作曲・音楽監督：萩京子　演出：大石哲史

2015.3/28［土］– 29［日］　マルチホール
構成・演出：多田淳之介

市民劇『ふじみものがたり』

©青木司　


