
永い年月の　あいだ
いま　富士見と呼ばれる　一帯では
あまたの　文化の種子が
固有の　質と強度を　もつ
芽や苗を　誕生させてきた

人が　文化の種子を　蒔く時
大地と水　光と風が　織りなす
この地の　風土が　苗床となる

地域や　社会と　呼び習わされる
人が　人との　あいだに　築き上げる
数々の　仕組みの　集積体
これも　文化の種が　育つための
沃野と　なってきた

播種され　散種され　交雑した
おびただしい　文化の　種子は
根茎を生し　芽吹き　幹を太らせ
葉繁らせ　花開き　実を稔らせ
連綿と　纏綿と　この地に　固有の　
文化の命脈を　紡いできた

時に　文化の種子の　活動は
途絶え　潰え　忘れさられ
見損なわれ　見失われ　見捨てられさえした

ところが　この地に　堆積した　
時の地層に　目を凝らせば
そこに　見出すのは
人と人の　営みが　結晶した　文化の鉱脈

高き空へと　目を移せば
一群の　星座が　燦然と　輝きを放って
この地に　密やかに　息づく
文化の命脈の　かたちと　在り処を
我らに　指し示しているではないか
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交通のご案内

■　最寄駅
東武東上線「鶴瀬」駅。
鶴瀬駅までの交通機関は右図をご覧ください。

■　鶴瀬駅から当館まで

 徒歩：約 25分。
駅からの道のりは右図参照

 市内循環バス：約10分～15分
鶴瀬駅東口、ドーナツショップ脇バス停より乗車、
「市民文化会館キラリふじみ」下車。
（午前 9時までは「富士見市役所」下車、徒歩 1～ 2分。）

※バスは鶴瀬駅となりの「みずほ台」「ふじみ野」 
駅からも出ています。詳細は当館ホームページ
よりバス時刻表をご参照ください。

 タクシー：鶴瀬駅東口より約 8分

■　車利用の方
国道 254号バイパス（旧富士見川越有料道路）
富士見市役所 ICそば。
［無料駐車場あり］

都内から鶴瀬駅まで

鶴瀬駅から

お問合せ

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　
［開館時間 9:00～22:00］

〒 354–0021
埼玉県富士見市大字鶴馬 1803番地 1
TEL  049–268–7788［9:00～22:00］
FAX  049–268–7780
ホームページ  http://www.kirari-fujimi.com/ 
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Schedule

舞台芸術 レ̶パートリーの創造・上演

 月 日 タイトル 情報掲載ページ

2014 6 7・8 私の子供=舞踊団 10
   パフォーマンス

  15 小池博史meets宮沢賢治シリーズ第 1弾　＊共催公演 9
   注文の多い料理店

  28 キラリ☆風流寄席 15
   ～江戸情緒タップリに笑いと恐怖で創り出す異次元の世界～

 7 18 演劇集団 円 8 
   橋爪功・夏の夜の朗読

 8 23・24 私の子供=舞踊団 10 
   第三回公演

 9 28 二兎社＋公立劇場共同制作 6
   鷗外の怪談

 10 1 万作の会 15
   狂言公演

  22̶26 キラリふじみ  レパートリー新作 4
   奴婢訓 ヌヒクン

 11 29 ダンサー田中泯ただ今旅行中 11
   脱衣浮雲 ダツイウキグモ

2015 1 10  キラリふじみ・コンサートシリーズ 13   
    ニューイヤーコンサート2015
    キラリで煌

きら

めく綺
き ら

羅星たち～天才モーツァルトと遊ぶ～（仮）

  31̶2/1 キラリふじみ・レパートリー 7
   mother-river homing  マザーリバー・ホーミング
  

 2 22 オペラシアターこんにゃく座　＊共催公演 14
   銀のロバ

  中旬 キラリふじみ・コンサートシリーズ 12
   あむ（仮）

　 3 下旬 キラリ☆かげき団 14
   オペラ公演
   
  下旬 市民劇　 5
   ふじみものがたり

スケジュールは変更になる場合があります。
最新の情報は、ホームページやチラシ等をご覧ください。

広場̶市民文化の対流　 ・ 　扉̶芸術に出会うとき

 月 日 タイトル 情報掲載ページ 

2014 7  5・6 キラリふじみ 16
   サーカス・バザール

   28̶8／3 キラリふじみ・ワークショップ 22
   夏休みこども劇場 
   えんげきをつくろう

  下旬 シンポジウム　 23
   地域の公立劇場ができること ～新しい可能性を考える～

  8  16̶20 キラリ☆ふじみ中高生美術展 18
   （市内中学校美術部合同展を含む）

 9 20̶26 2014公募  キラリ☆ふじみ陶芸展 18

 12 13・14 キラリ☆ダンスフェスティバル vol.12 18

  20 シンポジウム　 23
   富士見の農業 ～一粒の種から見えること～
 
  未定 キラリふじみ・リーディング　 21

2015 1 5̶12  第13回 キラリ☆ふじみ書の大作展 18

  25 第13回 キラリ☆新春邦楽演奏会 19   

 2 18̶22 第13回 キラリ☆ふじみ絵画大作展 18

  27̶3／1 第13回 キラリ☆ふじみ華大作展 18
 
  未定 スタインウェイ演奏体験＆観覧 19

 3 未定 キラリふじみ・ワークショップ 22
   ツナがる演劇。～中高生の最初の一歩～

通年   キラリふじみのアトリエ 20

   こどもステーション☆キラリ 22

メインホール
客席配置図

1 F 

2 F

SScchheedduullee

舞舞台台芸芸術術̶̶レレパパーートトリリーーのの創創造造・・上上演演

月月 日日 タタイイトトルル 情情報報掲掲載載ペペーージジ

22001144 66 77・・88 私私のの子子供供==舞舞踊踊団団 1100
パパフフォォーーママンンスス

1155 小小池池博博史史mmeeeettss宮宮沢沢賢賢治治シシリリーーズズ第第 11弾弾 ＊＊共共催催公公演演 99
注注文文のの多多いい料料理理店店

2288 キキララリリ☆☆風風流流寄寄席席 1155
～～江江戸戸情情緒緒タタッッププリリにに笑笑いいとと恐恐怖怖でで創創りり出出すす異異次次元元のの世世界界～～

77 1188 演演劇劇集集団団円円 88
橋橋爪爪功功・・夏夏のの夜夜のの朗朗読読

88 2233・・2244 私私のの子子供供==舞舞踊踊団団 1100
第第三三回回公公演演

99 2288 二二兎兎社社＋＋公公立立劇劇場場共共同同制制作作 66
鷗鷗外外のの怪怪談談

1100 11 万万作作のの会会 1155
狂狂言言公公演演

2222̶̶2266 キキララリリふふじじみみ レレパパーートトリリーー新新作作 44
奴奴婢婢訓訓ヌヌヒヒククンン

1111 2299 ダダンンササーー田田中中泯泯たただだ今今旅旅行行中中 1111
脱脱衣衣浮浮雲雲ダダツツイイウウキキググモモ

22001155 11 1100 キキララリリふふじじみみ・・ココンンササーートトシシリリーーズズ 1133
ニニュューーイイヤヤーーココンンササーートト22001155
キキララリリでで煌煌

ききらら

めめくく綺綺
きき らら

羅羅星星たたちち～～天天才才モモーーツツァァルルトトとと遊遊ぶぶ～～（（仮仮））

3311̶̶22//11 キキララリリふふじじみみ・・レレパパーートトリリーー 77
mmootthheerr--rriivveerr hhoommiinngg ママザザーーリリババーー・・ホホーーミミンンググ

22 2222 オオペペララシシアアタターーここんんににゃゃくく座座 ＊＊共共催催公公演演 1144
銀銀ののロロババ

中中旬旬 キキララリリふふじじみみ・・ココンンササーートトシシリリーーズズ 1122
ああむむ（（仮仮））

33 下下旬旬 キキララリリ☆☆かかげげきき団団 1144
オオペペララ公公演演

下下旬旬 市市民民劇劇 55
ふふじじみみももののががたたりり

ススケケジジュューールルはは変変更更ににななるる場場合合ががあありりまますす。。
最最新新のの情情報報はは、、ホホーームムペペーージジややチチララシシ等等ををごご覧覧くくだだささいい。。

広広場場̶̶市市民民文文化化のの対対流流 ・・ 扉扉̶̶芸芸術術にに出出会会ううとときき

月月 日日 タタイイトトルル 情情報報掲掲載載ペペーージジ

22001144 77 55・・66 キキララリリふふじじみみ 1166
ササーーカカスス・・ババザザーールル

2288̶̶88／／33 キキララリリふふじじみみ・・ワワーーククシショョッッププ 2222
夏夏休休夏夏休夏夏 みみここどどもも劇劇場場
ええんんげげききををつつくくろろうう

下下旬旬 シシンンポポジジウウムム 2233
地地域域のの公公立立劇劇場場ががででききるるこことと～～新新ししいい可可能能性性をを考考ええるる～～

88 1166 ̶̶2200 キキララリリ☆☆ふふ☆☆ふ☆☆ じじみみ中中高高生生美美術術展展 1188
（（市市内内中中学学校校美美術術部部合合同同展展をを含含むむ））

99 2200̶̶2266 22001144公公募募 キキララリリ☆☆ふふ☆☆ふ☆☆ じじみみ陶陶芸芸展展 1188

1122 1133・・1144 キキララリリ☆☆ダダンンススフフェェスステティィテティテテ ババルル vvooll..1122 1188

2200 シシンンポポジジウウムム 2233
富富士士見見のの農農業業～～一一粒粒のの種種かからら見見ええるるこことと～～

未未定定 キキララリリふふじじみみ・・リリーーデディィデディデデ ンンググ 2211

22001155 11 55̶̶1122 第第1133回回キキララリリ☆☆ふふ☆☆ふ☆☆ じじみみ書書のの大大作作展展 1188

2255 第第1133回回キキララリリ☆☆新新春春邦邦楽楽演演奏奏会会 1199

22 1188̶̶2222 第第1133回回キキララリリ☆☆ふふ☆☆ふ☆☆ じじみみ絵絵画画大大作作展展 1188

2277̶̶33／／11 第第1133回回キキララリリ☆☆ふふ☆☆ふ☆☆ じじみみ華華大大作作展展 1188

未未定定 ススタタイインンウウェェイイ演演奏奏体体験験＆＆観観覧覧 1199

33 未未定定 キキララリリふふじじみみ・・ワワーーククシショョッッププ 2222
ツツナナががるる演演劇劇。。～～中中高高生生のの最最初初のの一一歩歩～～

通通年年 キキララリリふふじじみみののアアトトリリエエ 2200

ここどどももスステテーーシショョンン☆☆キキララリリ 2222
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多様な文化を育む“まち”へ

長い年月のなかで富士見という“まち”で培われ、この地にい
まも息づく固有の文化があるとしたら、それはどのようなもの
なのか―。
　過去3年間、私たちはそういう問いを自らの内で反芻しなが
ら、地域に深く根ざす公共劇場となるべく、芸術監督とアソシエイ
ト・アーティストが市民と協働するユニークな創造活動を展開し
てきました。
　田中泯が構成・演出し、18名のワークショップ参加者が踊る
「私の子供＝舞踊団」のパフォーマンス…矢野誠が作曲、音楽
監督をつとめた市民合唱コンサート『地球のことづて』…永井
愛と田上豊が演出する市民参加の戯曲リーディング…等々。
　館長となった翌年、2011年シーズンの開幕にあたり私はこ
のパンフレットに、劇場が生みだす舞台作品＝レパートリーとは
「人間と歴史、共同体とその文化を映し出す〈鏡〉」なのだと記し
ました。私たちにとって、過去3年間取り組んできた市民との創
造活動は、まさに富士見という「共同体とその文化を映し出す
〈鏡〉」としての役割を果たすことになりました。
　その〈鏡〉から浮かび上がり、見えてきたものは、この地に集う
人たちの、圧倒的な文化的多様性でした。踊り、歌い、演じる出
演者からは、その人でなければ発見することのできない、固有の
生のかたちや世界についての認識が浮かび上がってきます。そ
して、個々の舞台が私たちに示すのは、富士見という“まち”が、
差異を抱える個々の人間が互いを認めあい、深く関わりあって、
共に生きることを可能とする、文化的な多様性を育む “まち”へ
と成長していくためのビジョンでした。
　今シーズンは、こうした市民と協働する創造活動の到達地点
と、今後の道すじを見定めるための作品として、多田淳之介構
成・演出による市民劇『ふじみものがたり』を上演します。
　また、芸術監督が演出する新作『奴婢訓』（作・寺山修司）、田中
泯が初めて当館で自ら踊る『脱衣浮雲』、永井愛・二兎社との共
同制作の新作『鷗外の怪談』など、充実したレパートリー創造
の活動にも、どうぞご期待ください。

富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ

館長　松井憲太郎

どこまでも、先へ

近頃は富士見での活動の他に、日本全国の地域や、韓国でも
活動させてもらっています。昨年は韓国で最も歴史と権威のあ
る東亜演劇賞の演出賞、作品賞を受賞いたしました。50年の
賞の歴史の中で、外国人の受賞は初めてだそうです。この場を
借りて、活動を支えて頂いている皆様に感謝と報告をさせてい
ただきます。キラリふじみも地域の劇場ながら、海外との活動も
大切にしてきました。一昨年施行された「劇場、音楽堂等の活
性化に関する法律」の前文にも、劇場は “国際社会の発展に
寄与する「世界の窓」であることが望まれる”とあります。

地域と海外、一見ローカルとグローバルの両極のように思われ
るかもしれませんが、決してそうではありません。外国に行けば、
当然言葉も文化も違います。それでは、わたしたち日本人同士
は“同じ”なのでしょうか? もちろん日本の言葉や文化を共有し
てはいますが、それも地域によって違いがあります。世代によっ
ても違うでしょう。そして個人によっても何をどう感じるかは全く
違うはずです。私たちが“同じ”ことを喜ぶのは、そもそも“違う”
から、違うひと同士でも繋がれるからです。地域とは、同一性で
成立しているわけでは無く、多様な人々が一つの括りのなかで
共同することです。日本、韓国を含む東アジアも一つの地域で
す。ひとりひとりの関係から地球の裏側まで、“違う”人々の繋
がりのグラデーションがあるだけではないでしょうか。

そして芸術には、わたしたちの違いを楽しみ、繋げる力がありま
す。その場にいる人同士だけではなく、何百年前の戯曲や絵画
や音楽によって時間も距離も越えて人 を々繋げます。「世界の
窓」とは、海外へ繋がるだけではなく、わたしの世界の外へどこ
までも繋がる窓です。自身の創作活動でも、キラリふじみも、ひ
との繋がりからどこまでも果てしなく世界の先へと繋がる活動
をしていこうと思っています。どこまでも、夢を持って。

富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ

 芸術監督　多田淳之介
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キラリふじみ　レパートリー新作

奴婢訓
ヌヒクン

作　寺山修司　　演出　多田淳之介
出演　猪股俊明　内田淳子　大川潤子　大塚洋（青年団）
榊原毅（三条会）　佐山和泉（東京デスロック）　
夏目慎也（東京デスロック）　山崎皓司（快快）　ほか　　

不在の中心を探し求めて̶
芸術監督の多田淳之介によるレパートリー創造の第3弾では、劇作家、歌人、
詩人、評論家として活躍し、一時代を画した寺山修司（1935-83）の代表作のひ
とつである戯曲『奴婢訓』に挑みます。
『ガリバー旅行記』で知られるイギリスの作家ジョナサン・スウィフトの未完の
遺稿『奴婢訓』に寺山が着想をえた本戯曲では、宮沢賢治の童話に登場する
人物や生き物の名前をつけられた召使いたちが、不在の主人グスコーブドリ
の館の中で、交互に主人役を演じながら、その権力を手にしようと終わりのない
闘争を繰り広げます。
過去のレパートリー創造では、長い演劇史上でも類例をみない発想をもと

に上演空間を構成して、劇場と劇作品の新たな可能性を提示してみせた多田
が、今回はキラリふじみのメインホールを、不在の主人が君臨する“グスコーブ
ドリの館”へと変身させます。
演劇実験室◎天井桟敷が1978年にオランダで初演、その後30カ国以上で
上演され、30数年を経た今も鮮烈さを失うことのない、寺山修司が本作に込め
た問いかけ―不在の主人を探すことは、そのままわれわれの時代状況であ
り、観客の日常である―を、演出家の多田が現在の社会に対する先鋭な問
いとして演劇化します。

日程 10／22［水］̶ 26［日］
会場 メインホール
チケット取扱　キラリふじみ
＊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。　
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市民劇

ふじみものがたり

構成・演出　多田淳之介

市民がつくるまちの“ものがたり”
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『ふじみものがたり』。これまで様 な々地域で、そこに暮らす人 と々ともに「ま
ち」と「ひと」を演劇化してきた芸術監督の多田淳之介が、いよいよ富士見の
市民と劇作品を創ります。
創作1年目の昨シーズンは、“ものがたり”の種になるいろいろな「声」を素材

に中間発表を行いました。富士見の街を歩き、市内各所で風土や歴史や現状
に触れ、そこで聞こえた「声」や参加者自身の「声」を様 に々重ね合わせて “も
のがたり”の種を芽ぶかせ、中間発表で披露しました。

2年目となる今シーズンは、本公演に向けて新たに参加者を募集。さらに多く
の「声」を取り入れながら、富士見オリジナルの “ものがたり”を紡いでいきます。
今、わたしたちが富士見から発信する「まち」と「ひと」の“過去・現在・未来”

をつなぐ“ものがたり”です。どうぞ、その誕生の瞬間にお立会いください。

日程 2015. 3月下旬 
会場 キラリふじみ全館（予定）
チケット取扱　キラリふじみ　
◉ 新たにワークショップ参加者を募集します。
＊詳細は決定次第、チラシやホームページ等でお知らせします。

助成　一般財団法人　地域創造

キラリふじみ・レパートリー『ハムレット』（2013年 3月）

芸術監督　多田淳之介　Tada Junnosuke

演出家、俳優。東京デスロック主宰。1976年生まれ、千葉県柏市出身。2010年4月より、富士見市
民文化会館キラリふじみ芸術監督に就任。俳優の身体、観客、劇場空間を含めた、現前＝現象を
フォーカスした演出が特徴。古典から現代劇、パフォーマンス作品まで幅広く手がける。
「演劇LOVE」を公言し、地域、教育機関でのアウトリーチ活動も積極的に行い、韓国、フランスでの
公演、共同製作など国内外問わず活動する。俳優としても他劇団への客演や、映画、TVドラマにも
出演。2013年、日韓共同製作作品『가모메  カルメギ』で、韓国の演劇賞『第50回東亜演劇賞』
を受賞。これまでのキラリふじみ・レパートリーに、『あなた自身のためのレッスン』（2011,2012）、
『ハムレット』（2013）がある。
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キラリふじみ・レパートリー

 mother-river homing
マザーリバー・ホーミング

作・演出　田上豊
出演　羽場睦子　伊藤昌子　島田曜蔵◉　

櫻井章喜▲　用松亮　黒木絵美花　
二宮未来◆　高麗哲也　天明留理子◉　

阿久津未歩◆　田中美希恵　鈴木燦　ほか
［◉ 青年団 ／ ◆ 田上パル ／ ▲ 文学座］

あの、嫌だったら答えんちゃよかよ。
あんたはどこから来たと？
昭和55年8月の熊本。
板倉家では、母親のもとに6人の兄弟姉妹が
久しぶりに勢ぞろいした。そんな時、突然現れた
１人の少女をめぐって、板倉家の結束を揺るが
す、秘められた家族の過去が明らかになってい
く…。
アソシエイト・アーティストの田上豊が、実在の
家族をモデルに繰り広げる〈記憶再生演劇〉。
家族の絆と葛藤を、躍動感あふれる熊本弁で
描きだしていきます。

2012年の初演から再々演となる今シーズン
は、高知、兵庫、群馬へとツアーを行います。

● 富士見公演
日程 2015.1／31［土］～2／1［日］
会場 マルチホール
チケット取扱　キラリふじみ

● 高知公演 

日程 2015.2／4［水］
会場 高知市文化プラザかるぽーと（高知市）
共催 公益財団法人高知市文化振興事業団

● 兵庫公演 

日程 2015.2／7［土］～8［日］
会場 AI・HALL（伊丹市）

共催 公益財団法人伊丹市文化振興財団

● 群馬公演
日程 2015.2／14［土］
会場 高崎市文化会館（高崎市）
主催 公益財団法人高崎市文化スポーツ振興財団

＊各公演の詳細は決定次第、チラシやホームページ等で

お知らせいたします。

アソシエイト・アーティスト　田上豊　Tanoue Yutaka

劇作家、演出家。田上パル主宰。1983年生まれ。熊本県出身。桜美林大学文学部総合文化学
科卒。映画監督を志し上京するも、大学で演劇と出会い、その楽しさを知る。卒業目前の2006年、
田上パルを旗揚げ。その後、全作品の作・演出を務める。女子高生とのコラボレーション、市民劇
団への書き下ろしなど、プロアマ問わず、創作を展開。
キラリふじみでは、昨シーズン『mother-river homing』を再演し、キラリふじみ・リーディング『胸騒
ぎの放課後』を演出した。田上パルは2008／4～2011／3の3年間、キラリンク☆カンパニーとしてキ
ラリふじみを拠点に活動し、その間『改造☆人間』（2009年）『師走やぶれかぶれ』『新春やぶれ
かぶれ』（2010年）『ミートくん』『アンヒビオ』（2011年）を上演した。
◎2011年4月より、キラリふじみアソシエイト・アーティスト。

二兎社＋公立劇場共同制作

鷗外の怪談

作・演出　永井愛
出演　金田明夫　水崎綾女　
内田朝陽　佐藤祐基　髙柳絢子　
大方斐紗子　若松武史

永井愛が迫る、文豪森鷗外の秘密̶
明治の終わり、帝国主義的な政策を推し進める
日本政府は、思想や言論の自由に対する苛烈
な弾圧を開始した。
そうした中、森鷗外は文学者として言論表現
の自由を守ろうと苦闘する一方、軍医の最高位
である軍医総監として、国家権力を支える枢要
な立場にもいた。
二つの立場を生きる鷗外。その矛盾を鋭く浮

き彫りにした大逆事件を背景に、彼を取り巻く
人々の視点を通して、明治の文豪森鷗外の内
面の謎へと迫ります。
二兎社と地域の公立劇場が共同で制作す

る永井愛の最新作は、全国に先駆けキラリふじ
みで開幕します。

日時　 9／28［日］　午後 2:00 開演
会場 メインホール
料金 一般 4,000 円　［ペア 7,500 円］　
 学生 2,000 円
チケット取扱　キラリふじみ
チケット発売日　7月下旬予定

企画製作　二兎社
共同制作　富士見市民文化会館キラリふじみ／パティ
オ池鯉鮒（知立市文化会館）／盛岡市文化振興事業
団（盛岡劇場）／えずこホール（仙南芸術文化センター）
助成　一般財団法人　地域創造

【関連企画】
交流型ワークショップ
作・演出を手掛ける永井愛が、公募により参加した
市民を対象に、本作の創作意図や過程について語
り、交流をします。
＊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。

アソシエイト・アーティスト　永井 愛　Nagai Ai

劇作家・演出家。二兎社主宰。身辺や意識下に潜む問題をすくい上げ、現実の生活に直結した、
ライブ感覚あふれる劇作を続けている。日本の演劇界を代表する劇作家の一人として海外でも注
目を集め、『時の物置』、『萩家の三姉妹』、『片づけたい女たち』、『こんにちは、母さん』など多く
の作品が、翻訳・リーディング上演されている。
最近の作品に『兄帰る』『こんばんは、父さん』、『シングルマザーズ』、『かたりの椅子』、『歌わせ
たい男たち』、『書く女』、『やわらかい服を着て』、『パートタイマー秋子』など。
紀伊國屋演劇賞個人賞・鶴屋南北戯曲賞・岸田國士戯曲賞・読売文学賞・朝日舞台芸術賞秋元
松代賞などを受賞。
◎2011年4月より、キラリふじみアソシエイト・アーティスト。©本間伸彦

2013年9月公演金田明夫／水崎綾女
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小池博史meets宮沢賢治シリーズ第1弾

注文の多い料理店

作・演出・振付　小池博史
出演　小谷野哲郎　南波冴　荒木亜矢子
音楽　中川俊郎　藤井健介

アッという間に時間も国も飛び越える！
おとなもこどもも楽しめるダンス演劇。
コンテンポラリーダンス、バリ舞踊、魅惑的な動物の仮面など楽しさがいっぱい！
宮沢賢治の名作童話『注文の多い料理店』をモチーフに、人間と自然や動
物との関係性を問いかけるダンス演劇。
狩りをするために森に入った青年紳士たちは、獲物をひとつも獲れずにいた。
宿に戻ろうとするが帰り道が見つからず、途方に暮れていた時、彼らは「西洋
料理店 山猫軒」にたどり着く。料理店に入ると、次々に奇妙な注文に出くわす。
最初は意気揚 と々それに応えていたが、いくつもの部屋を通り抜けていくと、や
がて奇妙な注文の本当の理由に気づく…。
世界各国で作品を発表し続ける、小池博史の驚きに満ちたダンス演劇の世
界をお楽しみください。

日時 6／15［日］午後3：00開演
会場 マルチホール
料金 一般 3,000円
 高校生以下 1,500円
 親子セット券 4,000円
チケット取扱　キラリふじみ, 株式会社サイ
〔共催公演〕

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

橋爪功の語りが生みだす、濃密なドラマの世界。
日本の現代演劇界屈指の名優であり、語りの名手としても名高い橋爪功によ
る、キラリふじみのためのオリジナル朗読企画、第4弾です。
昨シーズンは、歌舞伎作者鶴屋南北の代表作『四谷怪談』にたった一人で
挑戦。その卓越した演技術で20を超える個性的な人物を演じ分け、人間の欲
望が渦まく傑作ドラマの世界へ観客を誘いました。
第4弾となる今回も、演劇界で今最も注目を集める若手演出家の森新太郎

とタッグを組み、たった一人の朗読で、濃密かつダイナミックなドラマの時空間
を創り出します。

これまでの朗読作品
2011年 芥川龍之介 『杜子春』　筒井康隆 『走る取的』
2012年 井伏鱒二 『山椒魚』　筒井康隆 『関節話法』
2013年 鶴屋南北原作 フジノサツコ脚本 『四谷怪談』

日時 7／18［金］午後7:00開演
会場 メインホール
料金 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
チケット取扱　キラリふじみ
チケット発売日　5／17［土］

橋爪功・夏の夜の朗読『四谷怪談』（2013年 8月）
©青木司   
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私の子供=舞踊団

演出・構成　田中泯
演出助手　石原淋

カラダ・ウゴキ・コトバに正直になり、
自分の中に生き続ける「子供」と出会う。
2011年、ダンサー 田中泯とともに活動を開始した
「私の子供=舞踊団」。25名の参加者は、一人ひと
りの中に存在するであろう「オドリ」について、真剣
に考え話し合う時間を共有し、自分の中に生きる
「子供」と出会っていく試みを続けています。市
内でのパフォーマンス、年に一度のキラリふじみで
の公演、そして東京のパフォーマンス・スペース
plan-Bでのソロシリーズを上演します。盛りだくさ
んのプログラム、どうぞご期待ください。

● パフォーマンス
日時 6／7［土］・8［日］　午後4：00開演 （予定）
会場 難波田城公園（富士見市）

● 第3回公演
日程 8／23［土］・24［日］（予定）
会場 マルチホール、カスケード

● ソロシリーズ
『イマダンス』
日程 2014年秋頃（予定）
会場 plan-B  （東京都中野区）

＊各公演の詳細は決定次第、チラシやホームページ等で

お知らせいたします。

アソシエイト・アーティスト 　田中泯　Tanaka Min

クラシック・バレエを学び、その後モダンダンスを学ぶ。その後、1966年からソロダンス活動開始。
1977年に、海外での最初のデビューとして、パリ秋季芸術祭「日本の間」展に招待参加（磯崎新･
武満徹プロデュース､ルーブル装飾美術館にて）。それ以後、日本のみならず世界各地で独舞、グ
ループ作品の公演を行う。ダンサー田中泯の活動はダンスの領域をまた芸術と規定される表現分
野を超えて、農業、即興音楽、オペラ、伝統芸能、伝統工芸、そして映画、と多岐にわたっている。
1984年以後、土方巽に私淑。近年になり「舞踏は、もはや終わった。」と、この言葉の使用を拒否す
る。自身の踊りを「場踊り」と称し、名前のつけられない、説明の出来ない踊りを、皮膚の内と外との
交換の中から求め続けるダンサーとして現在も活躍している。〔詳細はホームページをご覧くださ
い。http://www.min-tanaka.com 〕　◎2011年4月より、キラリふじみアソシエイト・アーティスト。

ダンサー田中泯ただ今旅行中

脱衣浮雲
ダツイウキグモ

踊り　田中泯
照明　田中あみ　　音響　石原淋

場所で踊るのではなく、場所を踊る̶
商店街、神社、路上などの都市の空間、そして自然の風景の中で「場踊り」の旅
を重ねてきた田中泯が、劇場にひと時立ち寄って、その “場”を踊ります。キラリ
ふじみでしか観ることのできない一期一会のダンスです。

インドネシアの島 を々訪ね踊って確信を得た「場踊り」も年を重ね10年
を数えます。旅をし、場を発見し学び、その場の踊りを見つけて行く、踊り
行とも称べるかも知れません。正直＝自然＝子供のような夢＝価値の
自問自答を繰り返しています。
やや敬遠気味であった、劇場空間に久方ぶりに立ち寄ってみようと
思い立ちました。
建築物の内側に僕のカラダがどんな空気を携えて行けるのか、わか

りませんが、正直なカラダのダンスを未知の人 に々さらすことは願っても
無いことかと思います。

田中泯

日程 11／29［土］
会場 メインホール
＊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。

 私の子供=舞踊団 第二回公演　二度目も正直『赤面歩行』（2013年 8月） ↑
 私の子供=舞踊団 第一回公演   『私はカラダ！』（2012年 6月） ↑
 キラリふじみ・ラグーンでのパフォーマンス ↓
 むさし野緑地公園でのパフォーマンス ↓
 水子貝塚公園でのパフォーマンス ↓
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曲目 （予定）

モーツァルト
・ セレナード 《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》
 ト長調　K525

・ ケーゲルシュタット・トリオ　変ホ長調　K498

・ きらきら星の主題による変奏曲　ハ長調　K265

・ クラリネット五重奏曲　イ長調　K581

【関連プログラム】
公演以外にもコンサートを創りあげるプロセスを市民
が一緒に楽しむことができる、豪華で欲張りなプログ
ラムを予定しています。
・ 吹奏楽のクリニック
・ ロビーコンサート
・ ピアノを学ぶ青少年向けのレクチャー

＊公演及び関連プログラムの詳細は決定次第、チラシや

ホームページ等でお知らせいたします。

出演　四
しのへせいき

戸世紀 （クラリネット）　島田彩乃 （ピアノ）
原麻理子 （ヴィオラ）　ほか
企画　西巻正史 （トッパンホール企画制作部長）　
企画協力　トッパンホール　

クラシック音楽の奥義を堪能する。
トッパンホールのプロデューサー西巻正史がキ
ラリふじみのために企画する、オリジナルのクラ
シック・コンサート。3年目となる今回は、全編モー
ツァルトで新年を華やかに彩ります。
コンサートの軸となるのは、日本の管楽器界
の至宝であるクラリネット奏者の四戸世紀。その
四戸が奏でるのは、モーツァルトの最高傑作の
ひとつ《クラリネット五重奏曲イ長調K581》です。
そして、名曲と言われながらも日本ではほとん
ど演奏されることのない《ケーゲルシュタット・トリ
オ 変ホ長調 K498》。このクラリネットとピアノと
ヴィオラという特異な編成に、帰国後めざましい
活躍を続ける実力派ピアニストの島田彩乃と、
ケルン在住の新進気鋭のヴィオラ奏者の原麻
理子が加わります。
世代を超えてクリエーションを初めてともにす

る3人が、お互いの魅力をひきだしながら、新し
いモーツァルトの世界を創りだします。

日程  2015.1／10［土］
会場 メインホール

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2015
キラリで煌

きら

めく綺
き ら

羅星たち ～天才モーツァルトと遊ぶ～（仮）

アソシエイト・アーティスト　矢野誠　Yano Makoto

作曲家・編曲家・プロデューサー・ピアニスト。70年代初めより、鈴木慶一、細野晴臣、松本 隆、筒
美京平らと活動。72年、いしだあゆみ、南 沙織、ブレッド＆バターなどの作・編曲者としてデビュー。
以降、喜納昌吉、吉田美奈子、矢野顕子、南 佳孝、石川セリ、あがた森魚らを手がけ、新たな音楽
シーンを開拓。井上陽水、岡林信康、ムーンライダーズ、ユニコーン、サニーデイサービス等、多くの
アーティストのアレンジ・プロデュースを手がける。90年よりソロ活動を開始。99年に『あむ』、2000
年に『あむ～ Chorusing』を発表。2010年ひらたよーことのコラボアルバム『少年』を発売。2012
年4月に、国吉良一とのキーボードＤＵＯ「ヤノクニ」を結成。2013年には「矢野誠+こども」と題し、
こどもが歌えるメロディーをテーマにライブ活動を行う。最新作に、ひらたよーこ+矢野誠による『ク
レーの天使』がある。　◎2011年4月より、キラリふじみアソシエイト・アーティスト。

キラリふじみ・コンサートシリーズ

あむ （仮）

音楽監督・作曲・ピアノ　矢野誠
オルガン　国吉良一
パーカッション　浜口茂外也
うた　ひらたよーこ　ほか

矢野誠が贈る、ポリフォニー音楽の豊饒な世界。
一台のピアノで、音と音を編むように奏で、幾重にもメロディーとリズムが織り重
なったポリフォニー音楽を生み出していく矢野誠。
卓越した技能と該博な音楽理論を身につけた矢野誠だからこそ創りだせる、
豊饒な音楽の世界をお贈りします。
そしてコンサートを支えるのは、日本屈指のパーカッション奏者浜口茂外也と
キーボーディストの国吉良一。矢野誠と抜群のコンビネーションをみせる豪華
ミュージシャンによるセッションも大きな魅力です。
音楽家たちが変幻自在に音とリズムを編み上げていく、聴き応えたっぷりの

コンサートです。

日程 2015. 2月中旬予定
会場 マルチホール
＊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。

四戸世紀／島田彩乃／原麻理子キラリふじみ・コンサートシリーズ『1974』（2011年）

© 田中流

©Merlijn Doomernik©Taisuke YOSHIDA  
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キラリ☆風流寄席
～江戸情緒タップリに笑いと恐怖で
創り出す異次元の世界～

出演　五街道雲助（落語）　
江戸家小猫（動物ものまね）　
一龍斎貞水（立体怪談）　ほか

市民が創る、オリジナル寄席
江戸の庶民の娯楽だった寄席の伝統を絶やさ
ずに繋いでいくという思いで、「キラリふじみ事業
運営サポート委員会」の市民メンバーが企画す
る、オリジナリティあふれる寄席です。
江戸発祥の文化を満喫できる番組構成と風
情あふれる会場づくりで、市民の観客に親しま
れています。

12回目を迎える今回は、幅広い芸風で人気
を集める五街道雲助の落語、明治時代から受
け継がれる動物ものまねの江戸家小猫、人間
国宝一龍斎貞水の迫力ある話芸と特殊演出効
果が融合した立体怪談をお贈りします。

日時 6／28［土］午後5：30開演
会場 マルチホール
料金 2,500円
チケット取扱　キラリふじみ
チケット発売日　4／13［日］

万作の会

狂言公演

出演　万作の会

至芸の狂言師たちが織り成す
伝統芸能の神髄。
毎回大好評をいただいている、人間国宝 野村
万作が率いる「万作の会」による狂言公演です。

5年目を迎える今回も、至芸の狂言師たちが
創意工夫を凝らした番組づくりで、狂言の魅力
をあますことなくお届けします。
初めてのご観劇でも狂言の世界に親しんで

いただけるよう、上演前には演目についての「解
説」がございます。
見どころ、聴きどころ満載の伝統芸能の世界

をご堪能ください。

これまでの番組
2010年   素囃子  神舞  『末広かり』  『悪太郎』
2011年 『節分』『柑子』『小傘』
2012年   素囃子 神舞  『福の神』『釣針〈囃子入り〉』
2013年 『川上』『首引』

日時 10／1［水］午後7:00開演
会場 メインホール
チケット取扱　キラリふじみ
＊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。

野村万作／野村萬斎一龍斎貞水／五街道雲助／江戸家小猫

キラリ☆かげき団

オペラ公演

監修・指導　オペラシアターこんにゃく座
出演　キラリ☆かげき団

9年目となる市民のオペラ活動
市民の公募によって結成されたキラリ☆かげき
団。幅広い年代のメンバーが集り、オペラシア
ターこんにゃく座の指導で、演技の稽古と歌の
レッスンに励んでいます。
　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、今回も
力いっぱい挑みます。
　毎年新たな目標にむかって進化し続けるキラ
リ☆かげき団の公演を、どうぞお見逃しなく。

日程 2015. 3月下旬
会場 マルチホール
＊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。

•団員を募集しています。
稽古見学も可能です。
当館までお問合せください。

オペラシアターこんにゃく座

銀のロバ

原作　ソーニャ・ハートネット（野沢佳織訳　主婦の友社刊による）

台本　いずみ凜　作曲　萩京子　演出　恵川智美

歌役者とピアニストが紡ぐ三日間の成長物語
日本語オペラの第一人者であるオペラシアター
こんにゃく座が贈る、こどももおとなも楽しめるオ
ペラ作品です。
森の中でふたりの姉妹マルセルとココは、戦
場を逃げだしてきたひとりの兵士と出会う。
兵士はちいさな銀のロバを持っていた。それ

は病気の弟が兄へ渡した幸運のお守りだった
のだ。兵士が語るロバをめぐる物語…。
海の向こうの故郷の国へ兵士を帰してあげよ

うと、兄のパスカールも巻き込んだ姉妹の冒険
が始まる。はたして兵士は故郷へ帰還すること
ができるのか?

日程 2015.2／22［日］
会場 マルチホール
チケット取扱　朝霞おやこ劇場、志木おやこ劇場、
新座おやこ劇場、広域おやこ劇場ひき北いるま、
キラリふじみ
〔共催公演〕

第 7回公演オペラ『なにもないねこ』（2013年 3月）
©吉岡茂 ©青木司     

伝
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メインホールでの
綱渡りサーカス（有料）

日本が誇る綱渡り芸の第一人者 清水恒
ひさお

男や、
ウクライナ人と日本人のハンド・アクロバット『デュ
オ・アビマノーラ』が選りすぐりのパフォーマンス
で、スリリングで愉快なサーカスショーをお届け
します。

日時 7／5  ［土］  午後 2：30開演
 7／ 6  ［日］  午後12：30開演
会場 メインホール
料金 一般1,000円　中学生以下 500円
チケット発売日　5 ／10［土］
チケット取扱　キラリふじみ

サーカス芸の
ワークショップ（有料）

小・中学生を対象にしたワークショップを開催し
ます。この機会でなければ体験できないサーカ
ス芸に、プロの指導を受けながら挑戦できます。

日時 7／5  ［土］  ・ 7／6  ［日］ 
 両日ともに午前11：30開始
 ※ワークショップは約30分です。

料金 500円（当日支払）　　
対象 小・中学生
定員 各回20名（申込順）
申込開始 5／10［土］より　
申込 直接来館または電話、オンライン申込にて

広
場	

市
民
文
化
の
対
流

キラリふじみ

サーカス・バザール
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
舞台監督　白石英輔　

サーカスとバザールが融合する夢の2日間。
「ひと・アート・コミュニティ」の3つの力が融合したら、いつもと異なる地域との出
会いの場が、キラリふじみに生まれる。「地産地消」を合言葉に、市内の農作物
や特産品をあつかうバザールの中で、日本全国、そして世界から集まったサー
カスや大道芸の芸人たちが多彩なパフォーマンスを繰りひろげます。
夏の始まりの夢の2日間、「ひと・アート・コミュニティ」の魅力が満載のイベン

トをどうぞお楽しみください！

日時 7／5 ［土］・6 ［日］
 両日ともに午前10：00－午後3：00

会場 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　

「地産地消」を合言葉に、市内や近隣から農業
や商店などの人たちが集まって、旬の野菜、地
元の食品や料理、珍しい工芸品など、富士見特
産の品 を々販売します。新鮮な野菜を試食した
り、お店の人たちと交流しながら、知らなかった
地域の魅力に触れられる、素敵な時間と空間を
用意してお待ちしています。

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）
今年も「かぼちゃサーカス団」がやってきます。
サーカス・バザールの中心会場である水上ス
テージや館内のいたる所で、サーカスや大道芸
のパフォーマンスを繰りひろげます。見ているみ
んなを笑顔にする、楽しさと驚きがいっぱいの
異次元空間へ観客を誘います。

手作り人形のパレード、パントマイム、ジャグ
リング、バランス芸、クラウン、アクロバット、
綱渡り、ジャーマンホイール、デビル・スティック

など
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スタインウェイ演奏体験＆観覧

毎回好評を博している、キラリふじみのピアノ
“スタインウェイ”の演奏体験。

10分間のピアノコンサートや大好きな曲を気
の向くままに演奏するなど、いろいろな楽しみ方
でスタインウェイを満喫してください。
演奏体験の方も、観覧の方も、どうぞお気軽

にご参加ください。

日程 2015. 2月予定
会場 メインホール
料金 無料
＊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。

キラリふじみの共催プログラム［　］内は主催団体

・ ピースフェスティバル
  ［富士見市／富士見市教育委員会／
  ピースフェスティバル実行委員会］

・ サマーコンサート
  ［富士見市音楽連盟］

・ 富士見うたごえフェスタ♪
  ［富士見うたごえフェスタ実行委員会］

・ 富士見市民文化祭
  ［富士見市民文化祭実行委員会］

・ 素踊りの会
  ［富士見市日本舞踊連盟］

・ 第7回富士見市学校吹奏楽祭
  ［NPO法人日本アーツセンター］

・ キラリ☆ふじみ写真展
  ［キラリ☆ふじみ写真展実行委員会］

・ 富士見市学校音楽鑑賞会
  ［富士見市教育研究会音楽部］

・ 小中学校児童生徒美術展
  ［富士見市教育研究会図工・美術部会］

・ 中学校校内合唱コンクール
  ［市内中学校］

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.12

市内や近隣で活動する様 な々ジャンルのダンス
グループが、キラリふじみに集まります。出演する
側、鑑賞する側、どちらへもご参加いただける市
民が創るダンスの祭典です。

日程 12／13［土］・14 ［日］ 
会場 メインホール
＊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。

第13回キラリ☆新春邦楽演奏会

伝統音楽 “邦楽”を大切に未来につないでい
こうと、市内や近隣で活動する団体で続けてき
た恒例の演奏会です。琴、尺八、三絃などの伝
統楽器でゆかしい楽の音を奏でる新春の企画。
プロの奏者によるゲストコーナーや、全出演者
とゲストの合奏など、盛り沢山の曲目でお贈りし
ます。

日程 2015.1／25 ［日］
会場 メインホール
＊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。

展示プログラム

キラリふじみの展示プログラムは、中高生による
美術、市民による陶芸・書・絵画・華の活動の成
果を発表する場です。
　ゆったりとした空間を持つキラリふじみの展
示室の特徴を活かして、“大作”にこだわってき
た展覧会です。
市民の力作と大作で、皆様をお迎えします。

・ 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）

 8／16［土］ ―20［水］

・ 2014公募  キラリ☆ふじみ陶芸展
 9／20［土］ ―26［金］

・ 第13回キラリ☆ふじみ書の大作展
 2015.1／5［月］ ―12［月・祝］

・ 第13回キラリ☆ふじみ絵画大作展
 2015.2／18［水］ ―22［日］

・ 第13回キラリ☆ふじみ華大作展
 2015.2／27［金］ ―3／1［日］

＊会期は変更になる場合がございます。

　
広
場



『胸騒ぎの放課後を語る』 ↑
『能＋狂言＝能楽  その本当の楽しみ方』↑

『白神ももこの部屋』↓

『演劇百貨店のおはなし百貨店』 ↓

キラリふじみ・リーディング 『胸騒ぎの放課後』

20 21

キラリふじみのアトリエ

みんなで話す・考える。
地域文化と舞台芸術、人と人との出会いの場がここにある。

「キラリふじみのアトリエ」では、アーティストや専門家、地域で活動する市民をス
ピーカーとして招き、舞台芸術や地域における様 な々テーマに焦点をしぼって、
レクチャーやフォーラム、またワークショップを展開します。

1時間半～2時間程の「アトリエ」のなかでは、疑問や興味がわいてくれば、
その場で質問したり、スピーカーや他の参加者とともにディスカッションすること
ができます。
「アトリエ」に集まったアーティストや市民は、それぞれの立場や専門性の垣
根を越えて一緒にテーマについて考えを深めていき、各回の終わりには必ず新
たな発見や多くの出会いが生まれます。
地域に生まれる対話の広場「キラリふじみのアトリエ」に、どうぞ奮ってご参加

ください。

今シーズンのアトリエの予定
● 演劇、ダンス、音楽を楽しむヒントが聴けるレクチャーや、
 実際に体験できるワークショップを行います。
 スピーカー　多田淳之介（当館芸術監督）、松井憲太郎（当館館長）ほか

● 地域で様 な々活動を担う市民の方を招き、
 講座、フォーラム、ワークショップを行います。

会場　アトリエほか　　　定員　20名（申込順）　　　料金　300円 　　
申込方法　直接来館または電話、オンライン申込にて
＊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。

扉	
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キラリふじみ・ワークショップ

アウトリーチプログラム

開館以来、キラリふじみは市内の小中学校や高
校にむけて、演劇やダンスのワークショップをアウ
トリーチプログラムとして行ってきました。今シーズ
ンも、キラリふじみの芸術監督やアソシエイト・アー
ティスト、そして伝統芸能の演者たちが、多彩なプ
ログラムを携えて学校へと出かけていきます。

アウトリーチプログラムの一例

● 多田淳之介芸術監督による
 中学校、高校での演劇ワークショップ
 ［これまで実施したプログラム］　
・ 三島由紀夫の「葵上」（『近代能楽集』）
 を題材にした演劇ワークショップ。
・ 太宰治『走れメロス』を題材にした
 演劇ワークショップ

● 劇作家平田オリザによる
 小学校での演劇ワークショップ
小中学校の国語の教科書に採り入れられたモデ
ル授業「対話劇をつくろう」（平田オリザ作）に基づ
く演劇ワークショップです。

● 能楽師による能楽ワークショップ
能楽の成り立ちについてのわかりやすい解説や、
初歩的な実践を交えて、能の楽しみ方を体験す
るワークショップです。

● 万作の会による狂言ワークショップ
基本的な所作や発声法を体験し、狂言の楽しみ
方に触れるワークショップです。最後に狂言の小
品を鑑賞します。

　

キラリふじみ・リーディング

“戯曲を読む”ことを通じて、舞台芸術の奥深い
世界へ触れてみませんか？
　キラリふじみのリーディングでは、アーティスト
と市民が共にリーディング作品を創りあげてい
きます。演技経験のある方もない方も、この機会
に是非ご参加ください。

演出 田上豊
日程 稽古、リーディング公演…12月頃予定
会場　マルチホールほか
＊出演者募集と公演の詳細は決定次第、チラシやホーム

ページ等でお知らせします。

過去のリーディング作品
2011年

『歌わせたい男たち』（作・演出：永井愛）　
『かたりの椅子』（作・演出：永井愛）

2012年

『ら抜きの殺意』（作・演出：永井愛）
2013年

『兄帰る』（作・演出：永井愛）　
『胸騒ぎの放課後』（作：金杉忠男　演出：田上豊）　
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シンポジウム

富士見の農業
～一粒の種から見えること～

富士見市内の農業関係者をパネラーとして迎
え、地域づくりのヴィジョンを語り合うシンポジウ
ムです。
市内で行われている多様な農業の実例を紹
介し、それぞれが持つ特徴や課題を共有してい
きます。
また、音楽家による演奏や、地元で採れた農
作物の展示販売、試食などのイベントを併催し、
市民相互の交流を深めていきます。
農業と文化の振興を連動させ、市民と共に
地域の可能性を考える場です。

日程 12／20［土］
会場 マルチホール
＊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・ワークショップ
夏休みこども劇場

えんげきをつくろう

企画・進行　特定非営利活動法人  演劇百貨店

夏休みの7日間、
キラリふじみで「演劇」と「思い出」づくりに
チャレンジしてみよう！
みんなのカラダとアタマとココロをめいっぱい
使って、演劇にチャレンジしてみよう。
小学3年生から6年生を対象とした、7日間の
演劇ワークショップです。最終日にはワークショッ
プの成果を発表します。
講師に演劇百貨店の南波圭さんを迎えて取

り組む、出会いと発見の7日間。ご応募お待ちし
ています。

日時 7／28 ［月］̶ 8／3 ［日］
 7／28 ［月］̶ 29 ［火］　午後1: 00～午後4:30

 7／30［水］̶ 31 ［木］　午前10:30～午後3:00　　

 8／1 ［金］̶ 3 ［日］　午前10:30～午後4:30

対象 小学3年生～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
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ＦＡＸにて
申込開始　5月中旬予定
申込締切　7／7［月］必着

　
シンポジウム

地域の公立劇場ができること
～新しい可能性を考える～

東武東上線沿線にある公立文化施設の館長や
事業担当者らが集まって、地域の公立劇場の
新しい可能性について考えるシンポジウムです。
劇場のスタッフや行政関係者のみならず、地
域の公立劇場のプログラムや運営に興味や関
わりを持つ市民も参加して、現状の課題解決や
将来のビジョンづくりにむけた具体的な議論を
展開していきます。

日程 7月下旬～8月上旬を予定
会場 展示・会議室
パネラー　東武東上線沿線の
公立劇場の運営者や制作者
司会　松井憲太郎（当館館長）
＊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・ワークショップ

ツナがる演劇。
～中高生の最初の一歩～

企画・進行　特定非営利活動法人  演劇百貨店

どこで・だれと・どうやってツナがる？
演劇づくりを通してたくさんの人、アイディア、場
所とつながろう。 新しいコトと出会ったら、一人
では思いつかなかったことが次 と々見えてくる！
　演劇づくりを通して、未来へツナがる扉を開
いてみませんか？ 春休みに行う、中高生を対象
とした演劇ワークショップです。

日程 2015.3月（予定）
対象 中学生～高校生
＊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。

こどもステーション☆キラリ

企画・進行　多田淳之介

今日は芸術監督と一緒に遊びたいからキラリふ
じみに行こうかな。みんなの中に生まれる毎月
のお楽しみデイ。
多田芸術監督が、毎月１つのテーマをもとに、

こどもたちといっしょに「遊び場」を創ります。キラ
リふじみに気軽に集まり、「遊ぶこと」を通じて、こ
どもたちの中から生まれたアイディアを形にして
いく場です。

日時 4／27［日］、5／24［土］、6／21［土］
 午前10：00～午後12：00

※7月以降も月1回を目安に活動を行います
対象 小学生　　定員　15名（申込順）
持ち物　動きやすい服装、飲み物、タオル、帽子
参加費　無料　　集合場所　市民ラウンジ
申込方法　直接来館または電話、オンライン申込にて
申込開始　各回、前月の10日頃
＊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。

　
扉
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富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ
窓口販売̶当館事務室にて販売　受付時間9:00–21:00
電話予約̶TEL 049–268–7788  受付時間9:00–22:00
オンライン予約̶http://www.kirari-fujimi.com/

■　発売開始初日について
• 窓口販売̶ 9：00より　• オンライン予約̶ 10：00より　• 電話̶発売2日目より
※公演によって、購入枚数を制限する場合がございます。

■　支払・引取り方法
チケットの支払い・引取り方法は下図の通りです。

 申込方法 支払方法 引取り方法 各種手数料
 窓口 現金 手渡し なし
 電話・ 窓口来館・現金 手渡し なし
 インターネット コンビニ支払 コンビニ発券 ・発券手数料：108円／ 1枚
   ・決済手数料：162円／ 1件
 振込 郵送 ・振込手数料
   ・郵送料
      簡易書留（税込チケット代金5万円まで）
      310円+郵送料92円＝402円
　 インターネット クレジットカード コンビニ発券 , ・発券手数料：108円／ 1枚
　 のみ取扱   （VISA、Master、JCB） 手渡し

 

■　口座振込
お振込される場合は下記口座にお願いいたします。
埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店 普通預金 6012741　口座名義 公益財団法人キラリ財団

各種プレイガイド
公演によっては各種プレイガイドでのお取扱いもございます。
各公演情報をご参照ください。

主催公演には下記サービスがございます。
［一部対象外の公演もございます。 チラシ、ホームページ等をご覧ください］

● 託児サービス̶小さなお子様を、開場時間より終演時までお預かりいたします。
 対象：1歳以上未就学児 ［要予約・有料・定員あり］

● 臨時バスサービス̶夜間公演の終演後キラリふじみ正面玄関前から
 鶴瀬駅東口直行臨時バスを運行します。 ［有料・170円／予約不要］

チケット購入方法について

1

2



永い年月の　あいだ
いま　富士見と呼ばれる　一帯では
あまたの　文化の種子が
固有の　質と強度を　もつ
芽や苗を　誕生させてきた

人が　文化の種子を　蒔く時
大地と水　光と風が　織りなす
この地の　風土が　苗床となる

地域や　社会と　呼び習わされる
人が　人との　あいだに　築き上げる
数々の　仕組みの　集積体
これも　文化の種が　育つための
沃野と　なってきた

播種され　散種され　交雑した
おびただしい　文化の　種子は
根茎を生し　芽吹き　幹を太らせ
葉繁らせ　花開き　実を稔らせ
連綿と　纏綿と　この地に　固有の　
文化の命脈を　紡いできた

時に　文化の種子の　活動は
途絶え　潰え　忘れさられ
見損なわれ　見失われ　見捨てられさえした

ところが　この地に　堆積した　
時の地層に　目を凝らせば
そこに　見出すのは
人と人の　営みが　結晶した　文化の鉱脈

高き空へと　目を移せば
一群の　星座が　燦然と　輝きを放って
この地に　密やかに　息づく
文化の命脈の　かたちと　在り処を
我らに　指し示しているではないか

催
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富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ
2014年度 年間プログラム

発行日 2014年4月1日 

編集・発行 公益財団法人キラリ財団
 〒 354-0021
 埼玉県富士見市大字鶴馬 1803番地 1
 TEL  049-268-7788

デザイン 松井雄一郎［miburi］　
印刷 山田写真製版所

禁無断転載
富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ

管理・運営  公益財団法人キラリ財団

交通のご案内

■　最寄駅
東武東上線「鶴瀬」駅。
鶴瀬駅までの交通機関は右図をご覧ください。

■　鶴瀬駅から当館まで

 徒歩：約 25分。
駅からの道のりは右図参照

 市内循環バス：約10分～15分
鶴瀬駅東口、ドーナツショップ脇バス停より乗車、
「市民文化会館キラリふじみ」下車。
（午前 9時までは「富士見市役所」下車、徒歩 1～ 2分。）

※バスは鶴瀬駅となりの「みずほ台」「ふじみ野」 
駅からも出ています。詳細は当館ホームページ
よりバス時刻表をご参照ください。

 タクシー：鶴瀬駅東口より約 8分

■　車利用の方
国道 254号バイパス（旧富士見川越有料道路）
富士見市役所 ICそば。
［無料駐車場あり］

都内から鶴瀬駅まで

鶴瀬駅から

お問合せ

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　
［開館時間 9:00～22:00］

〒 354–0021
埼玉県富士見市大字鶴馬 1803番地 1
TEL  049–268–7788［9:00～22:00］
FAX  049–268–7780
ホームページ  http://www.kirari-fujimi.com/ 

谷津の森公園

2014
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富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ

芸術監督 
多田淳之介

館長
松井憲太郎

副館長
紅林泉好

事業担当リーダー
矢野哲史

事業担当
中出千尋
都築彩
安部祥子
　
管理担当リーダー
羽石千秋

管理担当
栁田典昭
磯野美穂

受付スタッフ
掃部泰子
沢田加代子
八巻法子
三ツ木節子
秋元祐哉
三塚孝祐
川堀翔平

舞台
藤原淳一
照明
井口眞
音響
鎌田敏昭

公益財団法人キラリ財団

Schedule

舞台芸術 レ̶パートリーの創造・上演

 月 日 タイトル 情報掲載ページ

2014 6 7・8 私の子供=舞踊団 10
   パフォーマンス

  15 小池博史meets宮沢賢治シリーズ第 1弾　＊共催公演 9
   注文の多い料理店

  28 キラリ☆風流寄席 15
   ～江戸情緒タップリに笑いと恐怖で創り出す異次元の世界～

 7 18 演劇集団 円 8 
   橋爪功・夏の夜の朗読

 8 23・24 私の子供=舞踊団 10 
   第三回公演

 9 28 二兎社＋公立劇場共同制作 6
   鷗外の怪談

 10 1 万作の会 15
   狂言公演

  22̶26 キラリふじみ  レパートリー新作 4
   奴婢訓 ヌヒクン

 11 29 ダンサー田中泯ただ今旅行中 11
   脱衣浮雲 ダツイウキグモ

2015 1 10  キラリふじみ・コンサートシリーズ 13   
    ニューイヤーコンサート2015
    キラリで煌

きら

めく綺
き ら

羅星たち～天才モーツァルトと遊ぶ～（仮）

  31̶2/1 キラリふじみ・レパートリー 7
   mother-river homing  マザーリバー・ホーミング
  

 2 22 オペラシアターこんにゃく座　＊共催公演 14
   銀のロバ

  中旬 キラリふじみ・コンサートシリーズ 12
   あむ（仮）

　 3 下旬 キラリ☆かげき団 14
   オペラ公演
   
  下旬 市民劇　 5
   ふじみものがたり

スケジュールは変更になる場合があります。
最新の情報は、ホームページやチラシ等をご覧ください。

広場̶市民文化の対流　 ・ 　扉̶芸術に出会うとき

 月 日 タイトル 情報掲載ページ 

2014 7  5・6 キラリふじみ 16
   サーカス・バザール

   28̶8／3 キラリふじみ・ワークショップ 22
   夏休みこども劇場 
   えんげきをつくろう

  下旬 シンポジウム　 23
   地域の公立劇場ができること ～新しい可能性を考える～

  8  16̶20 キラリ☆ふじみ中高生美術展 18
   （市内中学校美術部合同展を含む）

 9 20̶26 2014公募  キラリ☆ふじみ陶芸展 18

 12 13・14 キラリ☆ダンスフェスティバル vol.12 18

  20 シンポジウム　 23
   富士見の農業 ～一粒の種から見えること～
 
  未定 キラリふじみ・リーディング　 21

2015 1 5̶12  第13回 キラリ☆ふじみ書の大作展 18

  25 第13回 キラリ☆新春邦楽演奏会 19   

 2 18̶22 第13回 キラリ☆ふじみ絵画大作展 18

  27̶3／1 第13回 キラリ☆ふじみ華大作展 18
 
  未定 スタインウェイ演奏体験＆観覧 19

 3 未定 キラリふじみ・ワークショップ 22
   ツナがる演劇。～中高生の最初の一歩～

通年   キラリふじみのアトリエ 20

   こどもステーション☆キラリ 22

メインホール
客席配置図
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芸芸術術監監督督
多多田田淳淳之之介介

館館長長
松松井井憲憲太太郎郎

副副館館長長
紅紅林林泉泉好好

事事業業担担当当リリーーダダーー
矢矢野野哲哲史史

事事業業担担当当
中中出出千千尋尋
都都築築彩彩
安安部部祥祥子子

管管理理担担当当リリーーダダーー
羽羽石石千千秋秋

管管理理担担当当
栁栁田田典典昭昭
磯磯野野美美穂穂

受受付付ススタタッッフフ
掃掃部部泰泰子子
沢沢田田加加代代子子
八八巻巻法法子子
三三ツツ木木節節子子
秋秋元元祐祐哉哉
三三塚塚孝孝祐祐
川川堀堀翔翔平平

舞舞台台
藤藤原原淳淳一一
照照明明
井井口口眞眞
音音響響
鎌鎌田田敏敏昭昭
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メメイインンホホーールル
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永い年月の　あいだ
いま　富士見と呼ばれる　一帯では
あまたの　文化の種子が
固有の　質と強度を　もつ
芽や苗を　誕生させてきた

人が　文化の種子を　蒔く時
大地と水　光と風が　織りなす
この地の　風土が　苗床となる

地域や　社会と　呼び習わされる
人が　人との　あいだに　築き上げる
数々の　仕組みの　集積体
これも　文化の種が　育つための
沃野と　なってきた

播種され　散種され　交雑した
おびただしい　文化の　種子は
根茎を生し　芽吹き　幹を太らせ
葉繁らせ　花開き　実を稔らせ
連綿と　纏綿と　この地に　固有の　
文化の命脈を　紡いできた

時に　文化の種子の　活動は
途絶え　潰え　忘れさられ
見損なわれ　見失われ　見捨てられさえした

ところが　この地に　堆積した　
時の地層に　目を凝らせば
そこに　見出すのは
人と人の　営みが　結晶した　文化の鉱脈

高き空へと　目を移せば
一群の　星座が　燦然と　輝きを放って
この地に　密やかに　息づく
文化の命脈の　かたちと　在り処を
我らに　指し示しているではないか

催
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禁無断転載
富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ

管理・運営  公益財団法人キラリ財団

交通のご案内

■　最寄駅
東武東上線「鶴瀬」駅。
鶴瀬駅までの交通機関は右図をご覧ください。

■　鶴瀬駅から当館まで

 徒歩：約 25分。
駅からの道のりは右図参照

 市内循環バス：約10分～15分
鶴瀬駅東口、ドーナツショップ脇バス停より乗車、
「市民文化会館キラリふじみ」下車。
（午前 9時までは「富士見市役所」下車、徒歩 1～ 2分。）

※バスは鶴瀬駅となりの「みずほ台」「ふじみ野」 
駅からも出ています。詳細は当館ホームページ
よりバス時刻表をご参照ください。

 タクシー：鶴瀬駅東口より約 8分

■　車利用の方
国道 254号バイパス（旧富士見川越有料道路）
富士見市役所 ICそば。
［無料駐車場あり］

都内から鶴瀬駅まで

鶴瀬駅から

お問合せ

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　
［開館時間 9:00～22:00］

〒 354–0021
埼玉県富士見市大字鶴馬 1803番地 1
TEL  049–268–7788［9:00～22:00］
FAX  049–268–7780
ホームページ  http://www.kirari-fujimi.com/ 

谷津の森公園

2014


