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劇 場 で 夢 を 育 む



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。

演出・構成  田中泯
演出助手  石原淋

◉プレ・パフォーマンス—
8月の公演に先駆けてプレ・パフォー
マンスを行います。
是非お越しください。
—

 7/14 ［日］午後４：00より
 むさし野緑地公園

—
 8/11 ［日］午後5：00より
 キラリふじみ・ラグーン

※ 入場無料・予約不要
※ 雨天決行（防雨対策をしてお越しください）
※ 天災地変により、中止になる場合があ
ります。当館までお問合せください。

◉第二回公演—
二度目も正直『赤面歩行』
10か月に及ぶワークショップを行い、
カラダ・コトバ・ウゴキとの出会いを重
ねた19名のメンバー。今、彼らの中
で息をひそめていた子供達が動き
だし踊ります。

 8/24［土］・25［日］
 第一夜公演 午後6：30開演
 第二夜公演 午後6：30開演

 キラリふじみ・カスケード
 入場無料・要申込

申込方法  当館まで電話、直接来館または
オンライン申込にて

 両日ともに、終演後

16年ぶりに行方知れずの兄が帰っ
てきた。職を失い、目も当てられない
姿で弟夫婦の前に現れた問題児。そ
の兄の処遇をめぐって親類一同が
繰り広げる本音と建て前。
作・演出  永井愛
出演  鶴見辰吾　草刈民代ほか

 9/23［月・祝］ 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
 7/27［土］　  当館　
 500円, 締切9/16［月・祝］, 定員5名

キラリふじみ

『サーカス・バザール』

市民劇

『ふじみものがたり（仮）』
参加者募集

二兎社

『兄帰る』

キラリふじみ・レパートリー

『mother-river homing』

 ７/6［土］ ・７［日］ 
 6［土］　午前10:00ー午後4：00
 7［日］　午前10：00－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。
トリオ・オスマンのサーカスショー（有料）
空中芸やジャグリングなど驚異のサーカ
ス芸の数 を々見せてくれます。

 7/6 ［土］ 午後2：30開演
 7/7 ［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

サーカス芸のワークショップ（有料）
ジャグリングワークショップを開催。

 ７/6［土］・7［日］
 両日ともに正午より開始

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

芸術監督の多田淳之介が、地域に
暮らす人 と々ともに、富士見という「ま
ち」に息づく“ものがたり”を2年が
かりで演劇化するプロジェクト。今
シーズンはワークショップを重ね、第
2期の最終日に発表を行います。
構成・演出  多田淳之介

 第1期 7月ー12月
 第2期 2014．2月ー3月
発表会  2014．3/9 ［日］
※日程の詳細は、チラシやホームページを
ご参照ください。
対象 中学生以上

（未成年の場合は保護者の同意が必要です）
定員 20名（応募者多数の場合は抽選）
参加費  無料
申込締切 7/15［月・祝］必着
申込 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

昨シーズン大きな反響を呼んだ家
族の物語が早くも再演です。
作・演出  田上豊
出演 羽場睦子 伊藤昌子 島田曜蔵 
   櫻井章喜 ほか　

◉富士見公演 —
 9/13［金］－16［月・祝］

 13［金］    午後7：30開演
 14［土］     午後2：00開演
        午後7：00開演
 15［日］     午後2：00開演
 16［月・祝］ 午後2：00開演
※16［月・祝］はおやこ劇場貸切公演となります。
残席がある場合は一般発売致します。

 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
 7/27［土］
 当館
 夜公演のみ、終演後
 15・16日のみ, 500円

 締切8/25［日］, 定員5名

◉東京・国立公演—
 9/19［木］ 午後7：00開演
 くにたち市民芸術小ホール
 【全席自由】 一般2,500円

 高校生以下1,000円
 8/6［火］
 当館、 くにたち市民芸術小ホール　

 042-574-1515 （国立公演のみ）

2013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？鬼板師の富岡唯史さんの
企画展も同時開催します。

 9/21［土］ー27［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からから交流会を予定。
搬入 9/20 ［金］ 午後3：00～午後5：00
搬出 9/27 ［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または直接来館にて。
申込締切　8/31［土］

キラリ☆ふじみ 中高生美術展
出展者募集

 8/17［土］ー21［水］
 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。

 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　8/4［日］

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.11 
出演団体募集

 12/7［土］ー８［日］
※1団体最大20分間（準備・転換を含む）

 メインホール
定員・対象 スタッフとして協力できる
アマチュアグループ16団体

（応募者多数の場合は抽選）
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 7/8［月］必着

第12回 キラリ☆新春邦楽演奏会
出演団体募集

 2014.1/12［日］
※1団体約20分間
対象・定員 スタッフとして協力できる
8団体（応募者多数の場合は選考）
申込方法 直接来館または電話にて
申込締切 8/31［土］

チケット発売
合唱コンサート 『地球のことづて』
チケット発売日 8/17[土]

 10/20[日] 午後3：00開演
 一般 1,500円

 高校生以下 1,000円
 小学生以下 500円

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。

 7/27［土］・ 8/17［土］
各日ともに午前10：00～正午
集合場所 市民ラウンジ
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。
※当日まで受付可

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
みんなで演劇づくりに挑戦しよう。

 7/29［月］ー8/4［日］
※日時の詳細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（初日に支払）
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 7/8［月］必着

キラリふじみ
2013夏・秋の
ラインナップ
劇場の良いところは、人が集まり、

一緒に何かが出来ることです。

お芝居を観たり、作ったり、

一緒に夢を見られる場所です。

ひとと一緒だと楽しい、

そんなあたり前の事にも

あらためて気付ける場所です。

今シーズンも様 な々公演や、

いよいよ富士見を舞台にした作品

「ふじみものがたり」の参加者募集

も始まります。 是非色んな夢を

見にいらしてください。

—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。

私の子供=舞踊団

 スケジュール  7月—10月

催し物

展示
8 ［月］ ～14 ［日］

3 ［土］ ～11 ［日］

17 ［土］ ～21 ［水］

31 ［土］ ～9/8 ［日］

14 ［土］ ～15 ［日］

21 ［土］ ～27 ［金］

30 ［月］ ～10/6 ［日］

2 ［水］ ～6 ［日］

12 ［土］ ～13 ［日］

9：30～17：00
8［月］は13：00から

10：00～18：00
11［日］は16：00まで

10：00～18：00
17［土］は13：00から
21［水］は16：00まで

10：00～18：00
31［土］は13：00から
9/8［日］は17：00まで

9：30～17：00
15［日］は16：00まで

10：00～18：00
27［金］は16：00まで

9：30～17：00
10/6［日］は16：30まで

9：30～17：00

12［土］ 10：00～17：00
13［日］ 9：00～16：00

ピースフェスティバル2013
049-251-1140［鶴瀬公民館］

宮地瀞 肖像写真展
第4回 出逢いの101人展
049-251-4717［宮地］

★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）

第5回 ふじみ野写真クラブ＆フォトクラブILP写真展
049-251-8439［田草川］

秋の山野草展
049-257-0166［潟保］

★2013公募 キラリ☆ふじみ陶芸展

かがやき文化祭（作品展）
049-253-0037［小倉］

第15回 JRP埼玉ふじみ野支部 写真展
049-251-0115［栗原］

富士見小品盆栽会・盆栽展
049-251-4481［山賀］

7月

8月

9月

10月

10月

8月

9月

7月  3 ［水］ 19：00 七夕コンサート《ゲスト／シュウミン（二胡）＋滝口泰子（ヴァイオリン）》 049-253-6863［水野］

   6 ［土］・ 7 ［日］  ★ キラリふじみ『サーカス・バザール』 
 10 ［水］ 10：15 小さな子どものためのコンサート（打楽器アンサンブル） 049-251-3005 
     ［富士見市 子育て支援センター］

   13 ［土］・14 ［日］  ピースフェスティバル2013 049-251-1140［鶴瀬公民館］

 14 ［日］ 16：00 ★ 私の子供=舞踊団 プレ・パフォーマンス（場所：むさし野緑地公園） 
 15 ［祝］ 14：00 第14回「レパートリーおひろめ会」（ピアノ発表会） 049-264-9686［杉渕］

 15 ［祝］ 14：00 The Music Restaurant  第6回定期演奏会 049-294-0505［清水］

 20 ［土］ 13：30 富士見市青少年健全育成市民大会（映画上映「のぼうの城」） 049-251-2711
     ［子育て支援課 内線204］

 21 ［日］ 18：00 サマーコンサート in キラリ☆ふじみ 049-253-4413［加藤］

  27 ［土］ 10：00 ★ こどもステーション☆キラリ 
 27  ［土］ ・ 28 ［日］ ★ 東京デスロック『シンポジウム SYMPOSIUM』 
 4 ［日］ 14：30 ★ 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 
 4 ［日］ 14：30 ANGE BALLET ACADEMY 第4回コンサート 049-255-3268
     ［みずほ台カルチャースクール］

 5 ［月］ 19：00 ★ 演劇集団 円  橋爪功・夏の夜の朗読 『四谷怪談』 
 11 ［日］ 17：00 ★ 私の子供=舞踊団 プレ・パフォーマンス（場所：キラリふじみ ラグーン）

 17 ［土］ 10：00 ★ こどもステーション☆キラリ 
 20 ［火］ 17：30 第3回 2013 Summer Piano Concert 049-252-1097［Mpk音楽企画］

 24  ［土］ ・ 25 ［日］ ★ 私の子供=舞踊団　第二回公演  二度目も正直『赤面歩行』
 1 ［日］ 13：30 富士見市民吹奏楽団 第31回定期演奏会 080-1157-8342［佐藤］

 7 ［土］ 13：00 バウンスサクソジック 第8回定期演奏会 049-254-6919［中澤］

 8 ［日］ 9：30 秋の民謡民舞大会 04-2954-0778［山川］

  13［金］～16［祝］ ★ キラリふじみ・レパートリー『mother-river homing』 
 15 ［日］ 13：30 東上沿線ギターフェスティバル 080-6728-8442［田代］

 16 ［祝］ 未定 演歌 歌謡祭 049-254-4192［カラオケステージ 演歌］

 21 ［土］ 13：30 富士見九条の会・八周年のつどい 049-253-0037［小倉］

 23 ［祝］ 14：00 ★ 二兎社『兄帰る』 
 30 ［月］ 13：00 かがやき文化祭（芸能発表） 049-253-0037［小倉］

 6 ［日］ 17：00 タナカバレエスタジオ 第3回発表会 049-293-1783［タナカバレエスタジオ］

 19 ［土］ 16：30 第4回「ふじみ野・ハートフルコンサート」 049-264-9686［杉渕］

 20 ［日］ 13：00 第22回 ピアノ発表会 049-251-7508［佐藤］

 20 ［日］ 15：00 ★ キラリふじみ・コンサートシリーズ  合唱コンサート『地球のことづて』 
 22 ［火］ 19：00 佐藤しのぶ 歌は祈り 03-3226-9999［MIN-ONインフォメーションセンター］

日本を代表する俳優橋爪功による、
キラリふじみのためのオリジナル朗
読企画の第3弾！
原作  鶴屋南北　脚本  フジノサツコ
演出  森新太郎　出演  橋爪功

 8 / 5 ［月］ 午後7：00開演
 メインホール
  【全席指定】  一般 3,500円

 学生・シニア（65歳以上） 2,500円
 高校生以下 1,000円
   一般ペア6,000円
   学生・シニア各ペア4,000円
   一般＋学生・シニアペア 5,000円

 当館　  終演後
 500円, 締切7/29［月］, 定員5名

「シンポジウム」の語源にもなったプ
ラトン著による『饗宴』をモチーフに、
横浜、京都、北九州、青森、ソウル、各
地域で活動するアーティストと共に
行う言葉による、言葉によらない、現
代の饗宴。
構成・演出  多田淳之介
出演  夏目慎也、佐山和泉、佐藤誠、間野
律子、マ・ドゥヨン、沖田みやこ、柿﨑彩香、
大谷能生、藤原ちから

 7/27［土］・28［日］ 
 両日ともに 午後2:00開演

 展示・会議室
  【全席自由・整理番号付】

 一般2,500円
 学生・シニア（65歳以上）2,000円

 当館
 東京デスロック（予約のみ）
 080-3360-2180
 http://deathlock.specters.net
 （オンライン予約）

 ７/28［日］のみ, 500円
 締切7/21［日］, 定員5名

演劇集団 円

橋爪功・夏の夜の朗読
『四谷怪談』

東京デスロック

『シンポジウム SYMPOSIUM』

撮影／前澤秀登

撮影／須藤秀之

マ ザ ー リ バ ー・ ホ ー ミ ン グ



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…7/16［火］～18［木］、 8/12［月］～15［木］、 9/17［火］～19［木］、 10/16［水］・17［木］、 10/25［金］・26［土］
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ HOTキラリ 2013年7月1日発行 / 次回のHOTキラリ（vol.42）は2013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。

多田芸術監督がキラリふじみのレパートリーを創造するシリーズの第二弾は、
シェイクスピアの四大悲劇の一つ『ハムレット』。
　会場に入ると、四方の壁が黒いスクリーンで覆われた空間の中に、百数十脚
のパイプ椅子がランダムに置かれています。このことで観客はホール全体が
舞台であることに気づきます。やがて登場する、日常口語のせりふを間近から語
りかけるハムレットやオフィーリアらの演技によって、四百年前イギリスで生まれ
たこの戯曲は、2013年の日本の物語へと変身していきます。
　さらに観客は、俳優たちの指示により、自ら椅子を移動させて場面を作り変
えていきます。演劇を観ることや、劇場に身を置くことの意味をあらためて考え、
実感するという、新しい演劇の可能性を体験する公演となりました。
　そして今シーズン、多田監督はいよいよ市民とともに“地域の物語”づくりに
とり組みます。（中面参照）多くの市民のご参加をお待ちしています。
◎芸術監督コメント—ハムレット上演では、あまりにも有名な「to be or not 
to be」という台詞をフォーカスし、「生きるべきか、死ぬべきか」「このままでいい
のか、いけないのか」と様 な々翻訳がされている台詞ですが、観客それぞれの中
でも、現在の日本に照らしても様 な々意味合いになるようにと考え上演しました。
殺人への良心の呵責に葛藤するハムレット、結果彼は復讐を実行し自らも命を
失います。このラストシーンを上演しなかったのも今回の上演の特徴でした。今
のわたしたちはいまだ葛藤を続けるハムレットのようであり、これからわたしたち
が下す決断が、彼とは違った未来を描けるようにという願いでもあります。希望、
未来を描くことが今のわたしたちには必要な気がしています。

キラリふじみ・レパートリー新作　

『ハムレット』
2013.3/5［火］―10［日］マルチホール　構成・演出：多田淳之介 2013.5/18［土］

「芸術監督と遊ぼう！」をテーマに、今シーズンから始まった「こどもステーション
☆キラリ」。多田芸術監督とたくさん遊んだ2時間となりました。
　この日のスペシャルゲストとして、毎年夏に開催しているワークショップ「え
んげきをつくろう」の進行役を務めてくれる南波圭さん、早さん姉妹が登場。

「えんげきをつくろう」に参加したことのある子どもたちは、久 の々再会に大喜
びでした。
　はじめのゲームは、子どもたちの発案で「ウィンク殺人事件」。歩き回る人た
ちに鬼が次 に々ウィンクしていき、された側は死んでしまうというゲームです。
ただし鬼が誰なのかは秘密で、気づかれないようにウィンクしなければなりま
せん。ところが鬼以外の子どもが隠れてしまったり、なかなかゲームはうまく進
みません。多田芸術監督は「どうしたらもっとおもしろくなる？」と問いかけて、
どんどん新しいルールをみんなでつくっていくように導いていきます。その後
は「ハンカチ落とし」に「泥警」（ケイドロともいいます）をして、あっという間の2
時間でした。
　地域や年齢がちがう子どもたちが出会い、一緒に遊ぶ機会が少ない現在、
劇場を中心に子どもが集まる場づくりをして、キラリふじみと子どもたちがともに
成長するための〈広場〉となる、それが多田芸術監督がつくったこのプログラム
の目的です。
今度はどんな遊びをする？みんなのアイディアを待っています！
キラリふじみで会おうね！！

『こどもステーション☆キラリ』


