
2010年10月　『世界は踊る～ちいさな経済のものがたり～』
作・演出：パスカル・ランベール　共同演出：多田淳之介
会場　キラリふじみ・メインホール

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ情報誌
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この秋と冬、キラリふじみで〈劇＝ドラマ〉誕生の瞬間を目撃することができる。
劇作家が紡いだ言葉は、俳優とスタッフによってかたちを与えられ、
それを観客が分かちあうとき、私たちの〈劇＝ドラマ〉が生まれる。
そのとき劇場は、過去と現在、そして異なる文化や国籍によって隔てられた
人々 をつなぐ時空間になる。
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市内で活動する邦楽演奏家の皆さ
んと、守り受け継がれてきた日本の伝
統音楽をお届けします。
出演予定団体
菊千音会、富士見市三曲協会、竹親会、
錦正流大正琴友の会、芝きみ会

 2012年1/15日
 午後1:00開演（予定）

 メインホール
※入場無料・入場券不要 ※満席の場
合はご入場をお断りすることがございます。

バレエ、ジャズ、ヒップホップ、フラ等、ジャンル
と世代を超えた華麗なるダンスの祭典です。

 2012年1/28土・29日
 午後1：30開演（予定）

 メインホール
※入場無料・入場券不要 ※満席の場
合はご入場をお断りすることがございます。

青年団

『サンタクロース会議』

アトリエシリーズ

万作の会

 『節分』『柑子』『小傘』

第十回

キラリ☆新春邦楽演奏会

キラリ☆ダンスフェスティバル
vol.9

キラリふじみ・リーディング

『かたりの椅子』

青年座交流プロジェクト

『欲望という名の電車』

こども参加型演劇の『サンタクロース
会議』とちょっとブラックな大人向けの

『サンタクロース会議』アダルト編の
二編を上演。
作・演出  平田オリザ

『サンタクロース会議』
サンタクロースはいるの？ どこから来
るの？ 世界中の子どもの永遠の問い
に正面から答えます。サンタクロース
を信じる、すべての子どもと大人のた
めの会議へ、ようこそ。

 12/22木　午後4：00開演
 12/23金・祝　午前11：00開演

 マルチホール
 【全席自由・整理番号付】

 子ども席（高校生以下）1,000円
 大人席2,000円
 おやこセット券（子ども席+大人席）
 2,500円
 ※3歳未満のお子様のご入場は
 お断りしております。

 10/15土
 当館（オンライン予約あり）
 各回あり, 500円, 

 締切 12/15 木, 定員5名

『サンタクロース会議』
アダルト編
サンタクロースはたぶんいない…と
思っている全ての大人のために、そ し
て、 「サンタはどこから来るの？」と聞
かれて困っている全ての親のために。
サンタクロースの存在を信じている
子どもは見てはいけません。

 12/22木  午後7：30開演
 12/23金・祝  午後2：00開演
 ※22木 は終演後アフタートークあり

 マルチホール
 【全席自由・整理番号付】

 一般  2,000円
 高校生以下  1,000円

 10/15土
 当館（オンライン予約あり）
 12/23 金・祝のみ, 500円, 

 締切 12/15 木, 定員5名
 午後7:30公演後のみ

二兎社主宰の永井愛さんが演技
指導・演出を手掛けるリーディング企
画第二弾は2010年初演の『かたり
の椅子』。
演出・演技指導  永井愛

 12/25 日 午後2：00開演
 鶴瀬公民館ホール
 入場無料・要予約
 当館（11月よりオンライン申込を予定）

● 参加者募集
公演に向けて、一般の参加者を
募集します。
稽古日程
12/  3 土 午後2:00~6:00
 10 土 午後2:00~6:00
 17 土 午後2:00~6:00
 24 土 午後2:00~6:00
 25 日 午後2：00 開演
時間は変更になる場合がございます。
稽古・公演日は終日ご予定を空けておい
てください。
参加条件

・全日程参加できること
・11/20日午後6：00から行う
  オーディションに参加できること
年齢・性別不問／演劇経験は問いません。
定員　9名
選考方法
 第一次：書類審査
 第二次：オーディション
 （面接・実技を予定）

 3,000円（全日程を通して）
申込方法　専用の申込用紙に記入の
上、郵送または直接来館にて
申込締切　11/6日必着

テーマに沿って、多彩なゲストを迎え、
演劇・音楽・ダンスや劇場のこと、い
ろんな「気になる」ことを一緒に考え、
話し合いをしていく、アトリエシリーズ
開催です。

● 清水邦夫の世界—
 あなた自身のためのレッスン
 ゲスト 扇田昭彦（演劇評論家）

 10/23 日 午後4：30から
 アトリエ

※「あなた自身のためのレッスン」公演チケットを
お持ちの方は、無料でご入場いただけます。

● リーディング『かたりの椅子』について
 ゲスト 永井愛

 10/30 日 午後2:00から
 市民ラウンジ

● ダンスと出会う―からだが踊りだす時
 ゲスト 國吉和子
  （舞踊研究・評論家、多摩美術大学客員教授）

 12/1木 午後7：00から
 アトリエ

● 欲望という名の電車（予定）
 ゲスト 鵜山仁（演出家）　日時未定
　

各回とも要申込
 入場料：300円（当日集金）

　 ワンドリンク付き
定員：20名（申込順）
申込方法：直接来館または電話、
オンライン申込（予定）
詳細はホームページをご覧ください。

昨シーズン、多くの観客を魅了した
「万作の会」。再び皆様を至極の芸
に満ちた古典芸能の世界に誘います。

 2012年2/3金  午後7:00開演
 メインホール
 【全席指定】一般4,500円

 ペア8,000円　学生2,000円
 11/26土　 当館（オンライン予約あり）
 500円, 締切1/27金, 定員5名
 終演後

日本の演劇界を代表する女優のひと
り、高畑淳子が全世界で多くの観客
を魅了し、多くの大女優たちを虜にし
てきた、テネシー・ウィリアムズの不朽の
名作のヒロインを演じます。どうぞお見
逃しなく。
作  テネシー・ウィリアムズ
訳  鳴海四郎　演出  鵜山仁
音楽  小曽根真
出演  高畑淳子、神野三鈴、宅間孝行ほか

 12/9金 午後7：00開演
 メインホール
 【全席指定】一般4,000円

 ペア券7,500円　学生2,000円
 10/15 土   当館（オンライン予約あり）
 500円, 締切 12/2 金, 定員5名

  終演後

書の大作展
新年を彩る書の大作を
お待ちしています。
日程 2012年1/7土—14土
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
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（発表済みも可）
出品料 1点10,500円
申込 専用の申込用紙に記入の上、
 郵送、ＦＡＸ、直接来館にて
締切 11/30水

絵画大作展
普段なかなか発表することの少ない
50号以上の大作を発表する機会
です。ぜひご応募ください。
日程 2012年2/21火— 26日
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
規程 50～100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 1点3,000円
申込 専用の申込用紙に記入の上、
 郵送、ＦＡＸ、直接来館にて
締切 1/22日

華大作展
色とりどりの花々 でキラリふじみに春の
訪れを飾る作品をお待ちしています。
日程 2012年3/2金— 4日
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
規程 100×100ｃｍ程度の作品
申込 専用の申込用紙に記入の上、
 郵送、ＦＡＸ、直接来館にて
締切 2/11土・祝

富士見市民文化祭
●展示発表—10/29土～ 31月
午前10：00 ～午後5：00
最終日は午後3：00まで　会場 キラリ☆ふじみ
●芸能発表—11/3木・祝
午前10：00から　会場 キラリ☆ふじみ
●囲碁大会—11/３木・祝
午前9：00 ～午後5：00
会場 鶴瀬公民館
●市民美術展—11/５土～ 13日
午前10：00 ～午後6：00
最終日は午後5：00まで　会場キラリ☆ふじみ
●民謡大会—11/6日 
午前9：30から　会場キラリ☆ふじみ
●将棋大会—11/13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—11/13日
午後1：00 ～午後4：30
会場 キラリ☆ふじみ

キラリ☆ふじみ
2011秋・冬の
ラインナップ
10～12月は、国内外の優れた戯曲の
上演に市民参加のリーディング公演、
こどもが参加できる会議型演劇(!?)
と、“ことばに触れる”演目が揃いました。
読む、聴く、話す、様々 な“ことば”から
浮かび上がる様々 な“こと”をお楽しみ
ください。

　　　　芸術監督  多田淳之介

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（11月よりURLが変わります）
http://www.city.fujimi.saitama.jp/
30shisetsu/99kirari/
※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。

公募系情報

10月

11月

12月

1月

3［月］～9［日］

5［水］～9［日］

10［祝］

16［日］

19［土］～24［木］

25［金］～29［火］

7［土］～14［土］

20［金］～23［月］

9:30～18:00
3日は11:00から
9日は17:00まで

9:30～17:30

10:00～16:00

10:00～18:00

10:00～17:00

10:00～18:00
25日は13:00から
29日は17:00まで

10:00～18:00

9:00～17:00
23日は15:30まで

年金者組合富士見支部・かがやき文化祭
049-253-0037［小倉］
 

JRP埼玉ふじみ野支部写真展
049-251-0115［栗原］

富士見小品盆栽会展示会
049-251-4481［山賀］

第5回  キミ子方式  私にも描けました展
049-253-1063［湯本］

無の会　陶芸展
049-251-9415［岡田］

山田敏子、井上和子２人展
049-252-0400［山田］

★第10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［富士見市教育研究会
  図工・美術研究会　西中学校：高橋］ 

催し物

展示
10月

11月

1月

 2 ［日］ 10:00 秋祭りホットチャリティー歌謡ショー 049-251-2784［佐藤］

 2 ［日］ 14:45 梶ピアノ教室・ほんごうカルチャーピアノ発表会 080-6602-4735［梶］

 8 ［土］ 10:00 年金者組合富士見支部・かがやき文化祭 049-253-0037［小倉］

 15 ［土］ 9:30 第24回恵愛マーケット 049-254-5377［恵愛病院総務課：樋口］

 16 ［日］ 12:30 佐藤音楽教室ピアノ発表会 049-251-7508［佐藤］

    18［火］～23［日］ ★キラリふじみ・レパートリー新作『あなた自身のためのレッスン』 
 23 ［日］ 16:30 ★アトリエシリーズ：扇田昭彦『清水邦夫の世界̶あなた自身のためのレッスン』
 30 ［日］ 14:00 ★アトリエシリーズ：永井愛『リーディング『かたりの椅子』について』 
 5 ［土］ 13:30 バウンスサクソジック第6回定期演奏会 049-254-6919［中澤］

 5 ［土］ 14:00 第12回定期演奏会 “愛の街コンサート” 049-253-1804［長堀］

 12 ［土］ 12:30 第16回 フジミ・アミーチ・デッラ・リリカ 090-4454-6888［寺川］

 19 ［土］ 14:00 第2回『ふじみ野・ハートフルコンサート』 049-264-9686［杉渕］
    クラシック音楽を楽しもう！
 20 ［日］ 11:30 歌と踊りの祭典（特別ゲスト 高山厳） 049-255-0926［林］

 23 ［祝］ 18:00 705Dance Lab バレエ発表会2011 090-7228-6058［菊地］

 26 ［土］ 13:30 「富士見九条の会」6周年のつどい 049-253-0037［小倉］

 26 ［土］ 14:00 あおぞらハーモニー吹奏楽団 090-4039-2259［新井］
    第3回ファミリーコンサート「Music Box」
 27 ［日］ 10:30 第35回埼玉県アンサンブルコンテスト 048-832-0162［埼玉県吹奏楽連盟］
    大学・職場・一般の部
 29 ［火］ ①14:30 舞踊劇「カッチャ行かねかこの道を」 03-5983-6001［舞踊集団菊の会：鶴岡］
   ②18:30 文化庁芸術祭優秀賞受賞作品
 30 ［水］ 13:00 大川栄策  佐藤勢津子  歌謡ショー 03-6383-4451［エムアイ企画］

 1 ［木］ 19:00 ★アトリエシリーズ：國吉和子『ダンスと出会う―からだが踊りだす時』 
 9 ［金］ 19:00 ★青年座交流プロジェクト『欲望という名の電車』 
 10 ［土］ 9:45 アカデミア音楽教室  クリスマスコンサート 049-254-1257［オオサワ］

 10 ［土］ 14:00 シュウミン、半田淳子コンサート 049-251-9527［ゾウさん会、水野歯科医院］

 11 ［日］ 11:00 東喜和流創流  三十八周年記念舞踊会 049-252-0018［東喜和］

 11 ［日］      13:00 第20回ふじみ福祉フォーラム21 049-251-2711 ［富士見市福祉課 内線333］

 17 ［土］ 14:00 N-Gos Voice X’mas concert 090-8747-1238［長島］
    ※開演時間は変更の可能性有。詳しくはお問い合わせください。

 17 ［土］ 18:00 第48回東洋大学ギターアンサンブル定期演奏会 090-8580-8861［辻］

    22［木］～23［祝］ ★青年団『サンタクロース会議』 
 23 ［祝］ 17:00 メニースマイルvol.4  090-4134-7695［千葉］
    ジャズダンス・ヒップホップの発表会
 25 ［日］ 14:00 混声合唱団けやき第18回演奏会 049-253-4413［加藤］

 25 ［日］ 14:00 ★キラリふじみ・リーディング『かたりの椅子』　会場：鶴瀬公民館 
 7 ［土］ 13:30 おもだか秋子・アルバム「民謡（うた）の道」 049-246-6479［多田］
    出版記念リサイタル
 15 ［日］ 13:00 ★第十回キラリ☆新春邦楽演奏会 
 21 ［土］ 14:30 女性合唱団　紫陽花　ニューイヤーコンサート 049-251-7367［根岸］

 22 ［日］ 14:00 尚美学園大学　芸術祭 049-246-5251［尚美学園大学演奏係］

   28［土］～29［日］ ★キラリ☆ダンスフェスティバルvol.9

 スケジュール  10月—1月

キラリふじみ・レパートリー新作

『あなた自身のための
レッスン』
記憶を失った男女3人が市民会館
の舞台に逃げ込むと、彼らの家族と
名のる男女が現れる。
愛と裏切りのレッスンから浮かび上
がる、過去と現在と家族の真相…
1960年代の「市民会館」に設定され
たものがたりを、演出家・多田淳之介
が「現在の劇場」に甦らせる。
作  清水邦夫
演出  多田淳之介（キラリふじみ芸術監督）
出演  宇井晴雄、伊東沙保、猪股俊明
中村まこと、大川潤子、大崎由利子、小田豊

 10/18火ー23日
 18・19・21・22  午後7:30開演
 20・23  午後2：00開演
 20木・22 土 は終演後、
 アフタートークがあります。

 メインホール［特設ステージ＆観客席］
 【全席自由・整理番号付】

 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

 当館（オンライン予約あり）
  10/23 日のみ, 500円,
　 締切 10/13 木, 定員5名
   午後7：30公演後のみ

※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

サーカス・カルテット   カレ・キュリユー

『シルク・ヴィヴァン！』
新たなサーカスの境地を切り拓いた、
ベルギー発のコンテンポラリー・サー
カス“カレ・キュリユー”。全ての年代
の方に楽しんでいただける作品です。
作・出演 カレ・キュリユー
演出  Philippe VANDE WEGHE

 2012年2/11土　午後3：00開演
 メインホール
 【全席指定】  一般3,000円

 高校生以下 1,500円　
  【団体（20名様以上同時購入の場合）】
 一般2,700円 高校生以下1,200円
※3歳未満のお子様のご入場はお断りしております。

 11/26土
 当館（オンライン予約あり）
 500円, 締切2/4土, 定員5名

キラリふじみ・リーディング『歌わせたい男たち』

© Tsukasa Aoki2010「LOVE The World 2010」

第10回 キラリ☆ふじみ
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臨時休館日…10/11火・10/12水, 10/21金・10/22土, 11/17木・11/18金, 12/19月・12/20火, 12/28水～12/31土, 2012/1/1日～/1/4水, 1/16月・17火
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ HOTキラリ 2011年10月1日発行／次回のHOTキラリ（vol.35）は 2012年1月1日発行です。

申し込み、問合せなど
（財）富士見市施設管理公社／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.city.fujimi.saitama.jp/30shisetsu/99kirari/index.html (11月よりURLが変わります。）

開館時間  午前9時—午後10 時

オンライン予約について
キラリふじみのホームページより当館主催公演のチケットを24時間お好きな時間に予約・購入できるオンライン予約が始まりました。ぜひご利用ください。
※ご利用には‘キラリ☆ふじみオンラインチケット’（入会金・登録無料）への登録が必要です。　※詳細は当館ホームページをご参照ください。

チケットの取扱いについて
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】埼玉懸信用金庫 鶴瀬支店 普通預金 6012741  口座名義： 財団法人富士見市施設管理公社

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。

夏休みの始め、 7/25月～31日の7日間をかけて行われたワークショップ、 
夏休みこども劇場 『えんげきをつくろう！』 （小学3～6年生対象, 22名参加）。 
今回はNPO法人演劇百貨店の南

な ん ば け い

波圭さん（俳優）にワークショップ進行役を依頼し、
演劇を作るプロセスの中で子どもたちが自ら考え発見することを重視した
演劇ワークショップを行いました。

i mp r e s s i on s

5～6日目
「どうしたらもっと深く

思いや考えを伝えられる？」
発表を繰り返していくと、子どもたち
は自分が表現するだけに留まらず、
他グループの発表にも真剣に向き
合い意見を交わし始めていった。

7日目［ミニ発表会］
「ワークショップの7日間を辿るミニ発表会」

心と身体と頭をたくさん使って、演劇作りに挑戦した7日間。
発表会の最後、子どもたちからの質問を書いて飛ばした紙飛行機。南波
さんは「家に帰って、紙飛行機にどんなことが書れていたか、ぜひご家族
と話してみてください。」と呼びかけた。

3～4日目
「探検し、見つけたことを

演劇にしてみんなに伝える」
キラリふじみを探検し、おもしろい
と思う場所や出来事をグループご
とに演劇にして発表した。

1～2日目
「身体のかたちから

想像してみる」
身体をたくさん使って、物や場所
を作ってみる。他のみんなには

「どんな風に見える？」「題名をつ
けるなら何だろう？」と質問。
※写真左は進行役の南波圭

劇場ツアー型パフォーマンス

『モガっ！ ～記憶はだいたい憶測。』
8/26金、27土の2日間、キラリふじみ全館を使った
“劇場ツアー型”パフォーマンスを行いました。
お客様はキラリふじみ6か所の入口（搭乗口）へと分か
れ、案内人と不思議な記憶と妄想の旅へ出発しました。
当館の構造を取り込んだことや、６つのツアーが同時に
行われる構成により、他のツアーが登場人物として他の
ツアーに登場するなど、ツアー型ならではの、視点の変
化に富んだ演出が好評を得ました。
構成・演出・振付は白神ももこ（モモンガ・コンプレックス）、作
は田上豊（田上パル）。共にキラリふじみアソシエイト・アー
ティストです。

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！』

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、インタビューや公演の様子などとともに、創作現場の熱をお伝えします。

❶右は「謎の、コース」の方々 。お客様も案内人とともに出演者の一員
となることも。音楽も旅の中でたくさん聞こえる。❷「メルヘンコース」の
音楽会。奥は「美術館コース」のお客様たちが橋を渡っている様子。
左の麦わら帽子の指揮者役は白神。❸メインホール搬入口をキャン
バスに。❹ラグーン奥の草むらも舞台の一部に。❺夜公演では、野
外の景色が幻想的に浮かびあがった。 ［photo: Yusuke Sato］


