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出会いが生まれる劇場がある。

キラリふじみ・ワークショップ「えんげきをつくろう」

矢野誠「歌をつくろう」 畑澤聖悟（渡辺源四郎商店主宰）「演劇ワークショップ」 平田オリザ・小学校での演劇ワークショップ

田中泯「私の子供＝舞踊団」



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。

2013年度
キラリふじみ
年間の公演プログラム
● 6月
キラリ☆風流寄席
～風流これやこの、いま江戸の文化が面白い～
出演：桂文治（落語）ほか

● 7月
キラリふじみ『サーカス・バザール』
東京デスロック

『シンポジウム  SYMPOSIUM』
構成・演出：多田淳之介　

● 8月
演劇集団円『橋爪功・夏の夜の朗読』
演出：森新太郎  出演：橋爪功

私の子供＝舞踊団 第二回公演
演出・構成：田中泯  演出助手：石原淋

● 9月
キラリふじみ・レパートリー

『mother-river homing』
作・演出：田上豊

二兎社『兄帰る』
作・演出：永井愛
出演：鶴見辰吾、草刈民代、堀部圭亮

● 10月
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』
作曲・音楽監督：矢野誠
作詞：﨑南海子  演出：多田淳之介

● 11月
万作の会 狂言公演
出演：万作の会

● 12月
キラリふじみ・レパートリー
白神ももこ新作ダンス公演

● 2月
青年団 『もう風も吹かない』
作・演出：平田オリザ

キラリふじみ・コンサートシリーズ
『若手アーティスト、火花の「競演」、
友情の「共演」』
出演：山根一仁（ヴァイオリン） 
金子三勇士（ピアノ）  未定（チェロ）

● 3月
ふじみものがたり（仮）

構成・演出：多田淳之介

キラリ☆かげき団
オペラ公演
※プログラムは変更になる場合がございます。
※その他、ワークショップ事業や展示事業等も
予定しています。　
※各公演の詳細は、決定次第ＨＯＴキラリ等で
お知らせいたします。

第二期の活動を始めた「私の子供＝
舞踊団」。6月から市内各地で小規
模パフォーマンスを展開し、8月の公
演へとつなげていきます。
演出・構成  田中泯
演出助手  石原淋

 6～8月
※詳細は決定次第、ホームページ等でお知らせい
たします。

キラリふじみ

『サーカス・バザール』

キラリ☆風流寄席

～風流これやこの、
いま江戸の文化が面白い～

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』
出演者募集

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

「ひと、アート、コミュニティ」の結びつ
きをテーマに、国内外から集まった
サーカス芸人によるパフォーマンス
と、地域の農産物や特産品を扱う市
場が一体化したにぎわい溢れるイ
ベントです。
舞台美術+空間デザイン  島次郎
サーカス・構成  アフタークラウディカンパニー 

 ７/6［土］ ～７［日］ 
 両日ともに午前10:00スタート

 キラリふじみ・全館
 入場無料

※詳細は決定次第、ホームページ等でお知らせい
たします。
●サーカスのイベント
サーカス・バザールの名物、カスケードに
作られた水上ステージやバザール会場で
大道芸を披露。ぜんぶ無料の催しです！
●バザールのイベント
農家直送の新鮮野菜や市内の絶品料理
を販売します。
—

●サーカス・ショー（有料）

ボリジョイサーカス常連の、トリオ・オ
スマンとかわいらしいクラウンナナ
によるサーカス公演。驚異のサーカ
ス芸をお楽しみに。

 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
 5/11 ［土］ 
 当館

江戸時代の庶民の娯楽であった寄
席の伝統芸能を絶やさずに繋いで
いきたいという思いで、当館の事業
をサポートする市民メンバーと共に
企画する「キラリ☆風流寄席」。
11回目を迎える今回は、落語、音曲、
幇間芸と、江戸の風情漂う盛り沢山
の内容でお送りします。
出演 桂文治（落語）、櫻川米七（幇間芸）、
桧山うめ吉（音曲）、春風亭笑松（落語）ほか

 6/29 ［土］  午後5:30開演
 マルチホール
  【全席指定】  2,500円
 4/14 ［日］ 
 当館

提灯協賛募集
寄席の雰囲気づくりのため、会場に提灯の
飾り付けを行っています。お店やご自身の
名入りの提灯を飾ってみませんか。
飾付期間  平成25年度、26年度の
キラリ☆風流寄席の公演日
飾付会場  マルチホール前
料金  １口 4,000円 （提灯作成代金含む）
申込  所定の申込書に記入のうえ来館。
既に提灯をお預けいただいている方は、
2,000円で継続できます。

昨年9月、大反響を呼んだ『地球の
ことづて』の再演が決定。音楽家の
矢野誠と創りあげる新しい形の合唱
曲を新たにメンバーを募集して上演
します。ご興味がある方は是非、ご応
募ください。
※昨年の公演の様子を、ホームページに
掲載しています。併せてご覧ください。
公演日

 10/20［日］ 午後3：00開演予定
出演者募集概要
募集パート  ◉コーラス〔ソプラノ・メゾソプ
ラノ・テナー・バスの各パート〕  ◉ドラムまた
はパーカッション ◉ベース
リハーサル期間  8月～10月の基本的に
土・日を予定。※日程の詳細は募集要項をご覧
ください。
参加条件 オーディションに参加できること, 
リハーサル及び公演を含めて全日程参加
できること, 年齢・性別不問
選考方法

《第一次》 書類審査
《第二次》 オーディション(実技・面接）
6/8［土］・6/9［日］のどちらか1日
申込方法　専用の申込用紙に必要事項
を記入の上、当館まで直接来館または郵
送にて
申込締切  6/1 ［土］必着

キラリふじみ・ワークショップ

こどもステーション☆キラリ
多田淳之介芸術監督とたくさん遊
んで、いろんな発見をしてみよう。
芸術監督が劇場とみんなとの距離
をつなげるよ。
何をやるかは当日までのお楽しみ。
毎月1回ひらかれる「遊び場」で待っ
ています。
進行  多田淳之介（当館芸術監督）

 5/18 ［土］・6/22［土］
 午前10：00～正午
対象  小学生
参加費  無料
集合場所  市民ラウンジ
申込  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
※以降の日程等は決定次第、ホームページ等で
お知らせいたします。

新しい友達と出会ったり、みんなが楽しく
なることがキラリふじみでたくさん待ってい
る。みんながいつももっているアタマとカラ
ダとココロをいっぱい使って演劇づくりに
挑戦してみよう。夏休みの一週間をキラリ
ふじみで過ごそう！
企画・進行　ＮＰＯ法人演劇百貨店

 7/29［月］～8/4［日］
7/29［月］・30［火］ 午後1：00～午後4：30
7/31［水］・8/1［木］ 午前10：30～午後3：00
8/2［金］～4［日］ 午前10：30～午後4：30
※最終日はミニ発表会を行います。　
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
参加条件  全日程参加できること
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・レパートリー

白神ももこ新作ダンス公演
出演者募集

子どもと一緒に楽しめる、絵本を題材にし
た新作ダンス公演。12月の上演にむけて
出演者を募集します。
公演日

 12/12［木］～15［日］予定
募集概要
稽古  10月開始
参加条件  ダンス経験のある方（ジャンル
不問）, オーディション・稽古及び公演スケ
ジュールにすべて参加できる方
※未成年の方は保護者の同意が必要です。
選考方法

《第一次》 書類審査
《第二次》オーディション(実技・面接）
4/17［水］・18［木］のいずれか一日

《第三次》ワークショップ形式での審査
4/20［土］午後を予定
申込方法　専用の申込用紙に必要事項
を記入の上、当館まで直接来館または郵
送にて
申込締切　4/6（土）必着

キラリふじみ
2013春・夏の
ラインナップ
新年度も、お馴染みの企画から

新しい企画、子どもから大人まで、

様 な々出会い、発見を用意して

います。催しを観に、企画に参加

しに、お散歩の休憩に、ちょっとお

弁当を食べに、富士見で生活す

る楽しみを作りに、ぜひお気軽

に劇場にお越し下さい。

—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

パフォーマンス

 スケジュール  4月—7月

催し物

展示
7［日］～14［日］

20［土］～21［日］

27［土］～28［日］

29［祝］～5/5［祝］

19［日］～25［土］

25［土］～26［日］

31［金］～6/3［月］

8［土］～9［日］

10［月］～16［日］

9［火］～14［日］

10:00～18:00
7日は正午から
14日は17:00まで

10:00～17:00
21日は16:00まで

9:30～17:00
28日は16:00まで

9:30～18:00

10:00～16:00
19日は11:00から

9：00～17：00
26日は15：00まで

10：00～17：00
31日は13：00から

8日は10:00～17:00
9日は9:00～16:00

9:00～18:00
10日は正午から
16日は17:00まで

9：30～17：00

第33回富士見市美術協会展
049-253-0037［小倉］

富士見市華道連盟　春の華展
049-251-5638［秋元］

春の山野草展
049-257-0166［潟保］

写真クラブ“きらめき”写真展
049-253-0037［小倉］

平成25年度いるまのデジカメクラブ写真展
090-1762-8616［一木］

サツキ花木展示会
049-261-6102［栗原］

陶芸・土筆の会35周年展
048-473-0545［辻］

富士見小品盆栽会　盆栽展
049-251-4481［山賀］

シャバツ友好訪問団とウィーンの休日（写真展示）
049-251-4717［宮地］

ピースフェスティバル2013
049-251-1140［鶴瀬公民館］

4月

5月

6月

7月

7月

5月

6月

4月  5 ［金］ 13：00 プラーナクラシックバレエ発表会 080-1234-8921［新井］

 6 ［土］ 17：00 ゾウさんと遊弦  049-251-9527［ゾウさん会］
    シュウミン（二胡）＆荒庸子（チェロ）コンサート
 20 ［土］ 13：00 タローズミュージック 第13回西部地区オカリナ発表会 090-1559-6231［江波］

 20 ［土］ 18：00 April Full Dance vol.8（ジュニアHIPHOP発表会） 048-471-8118［伊原］

 21 ［日］ 13：00 第36回アカデミア音楽教室ピアノ発表会 049-254-1257［オオサワ］

 21 ［日］  ①13：20 ②15：50  ヤマハ音楽教室 発表会 049-236-0888［昭和楽器ミュージックポート川越］
 27 ［土］ 13：30 ピアノ発表会 049-255-7608［光岡］

 28 ［日］ 10：00 親子まんが映画会（アンパンマン他） 0422-45-3954［エイコウシャ］

 29 ［祝］ 　10：30（予定） 昭和楽器川越地区個人発表会 049-236-0888［昭和楽器ミュージックポート川越］
 3 ［祝］ 14：00 トモコ・トモエバレエスタジオ  バレエ発表会 048-472-0273［上甲］

 12 ［日］ 9：30 第11回やすらぎチャリティー歌謡ショー 049-253-3216［脇田］

 18 ［土］ 13：30 第42回東上沿線女声コーラス交流会 049-253-6603［前田］

 19 ［日］ 13：30 第9回スターダストジャズタイム 090-9809-6286［山崎］
    毎年恒例！ビッグバンドのジョイントコンサート 
 19 ［日］ 16：00 IKKI's Drum Festival 3 090-5662-9641［日野］

 25 ［土］ 12：30 第19回グランデ・ジーリ・アミーチ・デッラ・リリカ（声楽コンサート） 090-4454-6888［寺川］

 25 ［土］ 14：00 あおぞらハーモニー吹奏楽団 090-4930-2259［新井］
    第5回定期演奏会「NEXT STAGE」
 2 ［日］ 　9：50（予定） なつかしのメロディー歌謡祭 049-253-1506［川原］

 9 ［日］ 14：00 城北埼玉中学・高等学校吹奏楽部 第13回定期演奏会 049-235-3222［加藤］

 16 ［日］ 15：00 Wave Dance Solution vol’7公演 090-4528-2721［佐々木］
    ～ジャズダンス・HIPHOP～
 22 ［土］ 12：00 M・H・Mこころの歌　歌謡  夢  のステージ 048-622-7491［春山］

 29 ［土］ 13：00 埼玉県立芸術総合高等学校  04-2949-4052［松本・茂木］
    舞台芸術科 第12期生 学科公演
 29 ［土］ 17：30 ★キラリ☆風流寄席 ～風流これやこの、いま江戸の文化が面白い～ 
 30 ［日］ 13：30（予定） jet昭和楽器川越支部クラシックアンサンブルコンサート 049-236-0888［木下］
    ～クラシックの世界へようこそ～ 
 3 ［水］ 19：00 七夕コンサート 049-253-6863［水野］

 6 ［土］ ・  7［日］ ★キラリふじみ『サーカス・バザール』 
 13 ［土］ ・ 14［日］ ピースフェスティバル2013 049-251-1140［鶴瀬公民館］

 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］

 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］ ・ 28［日］ ★東京デスロック『シンポジウム SYMPOSIUM』 



臨時休館日…4/15［月］・16［火］、5/15［水］〜17［金］、6/17［月］〜19［水］、7/16［火］〜18［木］
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ HOTキラリ 2013年4月1日発行/次回のHOTキラリ（vol.41）は2013年7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。

ヴァイオリンを手に颯爽と登場した前橋汀子さん。舞台中央に立つやいなや、
エルガーの『愛の挨拶』を演奏し、聴衆をめくるめく音楽の世界へと誘います。
続いてチャイコフスキーやドヴォルザークの数 の々名曲が披露されます。
　聞き手の林隆三さんが登場して、デビューから50年の演奏人生を前橋さ
んと振り返っていきます。ヴァイオリンを学んだ経緯から、世界の音楽界の巨
匠たちとの運命的な出会い。ふたりのトークは熱を帯び、予定時間をはるかに
オーバー！ 前橋さんの経験を肉声で聞ける、またとない機会となりました。
　第2部では、円熟した技巧と作品解釈によって、ショパンやベートーヴェンの
名曲が奏でられます。林さんが再登場して「今後やり遂げたいこと」をそれぞ
れ語ります。林さんが挙げたのは、花巻弁での宮沢賢治作品の朗読。その場
で『永訣の朝』を深みのある声で朗読してくれました。前橋さんが挙げたのは、
バッハが作曲した究極のヴァイオリンの独奏曲『無伴奏ヴァイオリンのための
ソナタとパルティータ』の全曲を一晩で演奏すること。デビューから50年にして
新たな課題に挑んでいく前橋さんの姿からは、ヴァイオリンの演奏を極めんと
する尽きることのない情熱が伝わってきました。
　そして最後の曲は、その無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第二番より『シャコ
ンヌ』です。前橋さんの気迫と気品に満ちた演奏に、客席から拍手の渦が巻き
起こり、熱狂のうちに終演を迎えました。

公益財団法人への
移行のご挨拶

日頃より、当館をご利用いただき誠にありがとうございます。
当館指定管理者である財団法人富士見市施設管理公社は、平成25年3月1日より「公益財団法人キラリ財団」へ移行し、
新たな一歩を踏み出すこととなりました。これも皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げ、さらに役職員一丸となり、皆様から
信頼され愛される財団となるよう努力してまいります。
皆様には益々 のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

 平成25年3月1日　公益財団法人キラリ財団　理事長  林 繁太郎

キラリふじみ・コンサートシリーズ　

『前橋汀子 一丁のヴァイオリンと共に生きた日々 』
2013.2/23［土］メインホール
出演：前橋汀子(Vn)　松本和将(Pf)　林隆三（聞き手）

キラリふじみでは、劇場だけではなく市内の小中学校へ出向いて行うアウト
リーチ活動を行っています。普段なかなかお伝えする機会の少ないアウトリー
チの様子をレポートします。
● 小学校での演劇ワークショップ— 2013年1月、劇作家・演出家の平田
オリザさんが、市内の小学校で演劇ワークショップを行いました。
　ワークショップでは、中学校の教科書に採用されている、平田さん作の『転
校生』の台本をもとに、5～6名の班に分かれて対話劇を作っていきます。
　最初にそれぞれが自分の役を選んだ後、転校生がどこからやってきたか
を全員で決め、その設定に合うように小学生自ら台詞を作り変えていきます。
宇宙から転校生が来るなど、ユニークなアイディアが満載の短編劇が十数編
生まれました。演劇づくりを通して、日常の口語や対話が生みだすコミュニ
ケーションの働きを学ぶワークショップとなりました。
● 中学校でのワークショップ— 2012年9月、当館芸術監督の多田淳之
介が市内の中学校でワークショップを行いました。
　まずは、ゲームをして生徒たちのアタマとココロをほぐしていきます。そして、
太宰治の『走れメロス』を題材に、グループごとにシーンを作っていきます。ふ
つうに役を演じるだけでなく、時には椅子になったりしながら、シーンのテーマ
を観ている人に伝えるための演出的な手法も同時に体験していきます。
　言葉としぐさを組み合わせ、人と人の関係を描きだすことで、人間の行動の意
味を考え、それを表現していく演劇の基本となる方法論を経験していきました。

『キラリふじみ・アウトリーチ』
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