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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

2013 6 29 キラリ☆風流寄席 14
   ～風流これやこの、いま江戸の文化が面白い～

 7 27・28 東京デスロック 5
   シンポジウム SYMPOSIUM

 8 5 演劇集団 円 8
   橋爪功・夏の夜の朗読

  24・25 私の子供=舞踊団 10 
   第二回公演

 9 13̶16 キラリふじみ・レパートリー 7
   mother-river homing

  23 二兎社 6
   兄帰る

 10 20 キラリふじみ・コンサートシリーズ 12   
   合唱コンサート
   地球のことづて

 11 26 万作の会 14
   狂言公演

 12 12̶15 キラリふじみ・レパートリー新作 11
   絵のない絵本（仮）

2014 2 8・9 青年団 9
   もう風も吹かない
   
 3 9 市民劇　 4
   ふじみものがたり（仮）

  上旬 キラリふじみ・コンサートシリーズ 13
   若手アーティスト、火花の「競演」、友情の「共演」（仮）

  下旬 キラリ☆かげき団 13
   オペラ公演

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 

2013 5  未定 キラリふじみ・リーディング　 20
   永井愛『兄帰る』

 7  6・7 サーカス・バザール 16

    29̶8／4 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

  8  17̶21 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 21̶27 2013公募  キラリ☆ふじみ陶芸展 18

 12 7・8 キラリ☆ダンスフェスティバル vol.11 18
 
2014 1 5̶12  第12回キラリ☆ふじみ書の大作展 18

  12 第12回キラリ☆新春邦楽演奏会 19   

  未定 キラリふじみ・リーディング 20
   田上豊『胸騒ぎの放課後』

 2 18̶23 第12回キラリ☆ふじみ絵画大作展 18

  28̶3／2 第12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 9  シンポジウム　 23
   地域の公共劇場の役割と可能性（仮）

  下旬 キラリふじみ・ワークショップ 22
   中・高校生のワークショップ（仮）

通年   キラリふじみのアトリエ 21

   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
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豊かな市民文化が花開く日

地域にしっかりと根を下ろした公共劇場へ成長する̶二年前、
キラリふじみはあらためてそのことを目標に計画を立てました。そし
てその目標達成に必要となる新しいプログラムの枠組みと、芸術
監督と五人のアソシエイト・アーティストによる創造の体制を整え、
再スタートを切りました。この春、その五カ年計画の折り返し地点
となるシーズンが開幕します。
　新たな計画の中で、中心的な位置を占めるプログラムに「レ
パートリーの創造と上演」があります。市民の文化的な財産とな
るような舞台作品を創作し、それを継続的に上演するこのプログ
ラムでは、過去二年で、すでに多くの優れた作品を蓄積すること
ができたと自負しています。
　今シーズンはその中から、田上豊作・演出の『mother-river 

homing』と、矢野誠作曲・音楽監督の『地球のことづて』を再
演します。新作としては、白神ももこ構成・振付のアンデルセン童
話を原作とするダンス作品を創作上演します。二期目に入る「私
の子供=舞踊団」は、田中泯構成・演出のパフォーマンスを市内
各所で展開します。
　そして多田淳之介芸術監督が二年がかりで取り組む市民劇
『ふじみものがたり（仮）』の創作がいよいよ始まります。
　今シーズン、これまで以上に力を注ぐのは、市民が舞台芸術や
地域の文化に出会い、またそれを担う人材と交流し、共同作業を
する、私たちが「扉」や「広場」と名づけたプログラムです。サー
カスと市場が融合した『サーカス・バザール』、アーティストと市民
が対話を繰りひろげる『キラリふじみのアトリエ』、劇場内や市内
の小中学校に出かけておこなう演劇やダンスの『ワークショップ』、
市民参加の『リーディング』など、創意工夫を凝らしたプログラム
が満載の一年となります。
　地域に根を張り、富士見市に豊かな市民文化を花開かせよう
と奮闘努力するキラリふじみの活動にご注目ください。多くの市
民の方々のご来場とご参加をお待ちしています。

富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ

館長　松井憲太郎

夢をかなえる場所

「夢は何ですか？」ワークショップなどで子どもたちと過ごすと、時
折ドキッとする事を聞かれます。大人になるとなかなか子どものよ
うに夢を見ることは難しくなりますが、「夢」とは「好き」や「やりた
い」のこと、劇場は誰にでも夢を見せてくれる場所だと思ってい
ます。
　キラリふじみは色 な々人たちの夢が託されて生まれた場所で
す。建設準備段階では2000人収容の大ホールだけの劇場に
するか、現在の形である、ホールは1000人以下で市民の芸術
活動の場を備えた劇場にするかという二案があったそうです。こ
れまでも芸術監督制度や自主事業のクオリティが全国から注目
されていますが、実はキラリふじみのユニークなところは、アーティ
ストによる創作や上演だけではなく、展示室やスタジオ利用など、
市民の芸術活動が活発なところだと思っています。色 な々ものを
観たい、発表の場が欲しい、芸術って良くわからないけど身体を
動かすのは好き、歌を歌うのが好き、踊るのが好き、そういえば子
どもの頃は絵を描くのが好きだった、みんなで何かをするのが好
き、地域の為に何かしたい、子どもたちの為になにかしたい、キラ
リふじみは一人ひとりの「好き」や「やりたい」を叶える場所として
生まれました。
　今はあらためて、そのユニークなところと劇場の活動、作品を
どう繋げていくかということを考えています。アーティストや劇場が
持つ作品を「創る力」と、人 の々色 な々「夢」が芸術で繋がる、そ
んなアートステーションとしての未来劇場、それが今の自分の夢
です。子どもも大人も、是非劇場に夢を見に来て下さい。

富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ

 芸術監督　多田淳之介



4 5

市民劇

 ふじみものがたり（仮）

構成・演出　多田淳之介

市民が創る富士見の “ものがたり”
芸術監督の多田淳之介が、地域に暮らす人びとと共に、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を始めます。
作品づくり1年目である今シーズンは、“ものがたり”の素材を集めて、それをも
とに劇作品の骨組みをつくるためのワークショップを、2期に分けて市民の参
加者とともに行います。
シーズン終わりには、創作2年目に向けて、ワークショップの成果を発表会で
披露します。

● 第1期ワークショップ：7～ 8月（予定）
地域に出かけて“ものがたり”の断片や原型となる「まち」や「ひと」に出会い、
発見するための「まち歩き」を中心としたワークショップです。
● 第2期ワークショップ：2014. 2月～ 3月（予定）
まち歩きのワークショップで集めた素材を活用しながら、2年目に創りあげる劇
作品の青写真となるような、“ものがたり”の骨組みをつくるためのワークショップ
です。

発表会  2014. 3／9  ［日］ 　第2期 ワークショップの最終日
会場 マルチホール

ワークショップ参加者募集について
募集開始　　6月中旬より （予定）
※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。

舞
台
芸
術 

レパ
ー
ト
リ
ー
の
創
造・上
演 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。昨
シーズンのキラリふじみ・レパートリーの上演作に、『あなた自身のため
のレッスン』再演、『ハムレット』初演がある。

東京デスロック

シンポジウム SYMPOSIUM

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　ほか

“アジア”に生きる我々が、
自らの身体と声で“世界”の今を語りあう。
現代人の抱える問題をテーマに、2012年に東京デスロックが発表した『モラト
リアム』、『リハビリテーション』、『カウンセリング』の三作に続く、最新作です。
シンポジウムの語源はギリシア語で「ともに（シン）酒を飲む（ポシス）＝饗宴」。
古代ギリシア人は食後に杯を交わしては、酒、女、学問、芸術の話に花を咲か
せ文化を発達させたという。プラトンの哲学書『饗宴』を下敷きに、国内外
の各地域から集まったメンバーと、現在を生きる私たちのための饗宴を開催し
ます。

日時 7／27［土］－28［日］ 
会場 展示・会議室
チケット取扱　キラリふじみ　東京デスロック　

『リハビリテーション』
撮影：前澤秀登   

演
劇
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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  阿久津未歩◆ 伊藤昌子  鈴木燦
島田曜蔵◉　竹中めぐみ  天明留理子◉　二宮未来◆  
用松亮 　ほか　［ ◉  青年団 ／  

◆  田上パル］

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、熊本。激動の“昭和”を生き抜
いてきた家族には、ある秘められた真実があっ
た…。それはやがて、一家の結束を揺るがす大
事件へと発展していく。
実在の家族をモデルに、アソシエイト・アーティスト
の田上豊が、独自の手法で繰り広げる〈記憶再
生演劇〉。昨シーズンの初演時に、幅広い世代
に感動をあたえた家族の物語が、観客からの要
望に応え、早くも再演です。

● 富士見公演
日時 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★

★  おやこ劇場貸切公演。
残席がある場合は一般発売致します。

会場 マルチホール
料金 一般 2,500 円　高校生以下 1,000 円
チケット取扱　キラリふじみ

協力　志木おやこ劇場,　朝霞おやこ劇場,

新座おやこ劇場,　広域おやこ劇場ひき北いるま

● 国
くにたち
立公演 （予定）

日時 9／19 ［木］ 
会場 くにたち市民芸術小ホール
  （東京都国立市）

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。
昨シーズンは、『mother-river homing』を上演した。
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

兄帰る

作・演出　永井愛
出演　鶴見辰吾　草刈民代　堀部圭亮　伊東由美子　小豆畑雅一（青年座）
二瓶鮫一　藤夏子（青年座）　 枝元萌

2013年の日本に、「あの男」が帰ってくる…
誰の目からも幸せに見える家族にも、ひとつやふたつの秘密はある。
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、中村家のリビングで親
類一同が繰り広げる本音と建前。
2000年の初演時に岸田國士戯曲賞を受賞し、二兎社にとって新機軸となった
作品の待望の再演。13年経った今でも鮮度を失わない「日本人の自画像」を私
たちに突きつける辛口の現代喜劇です。

日時　  9／23 ［月・祝］　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

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『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。© Nobuhiko Honma

鶴見辰吾／草刈民代／堀部圭亮
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青年団

もう風も吹かない

作・演出　平田オリザ

人が人を助けることとは？
その本質と可能性を問う青春群像劇。
202Ｘ年、日本は30年間続く不況のただ中に
あった。政府の財政は破綻寸前、すべての海外
援助活動の停止が決定される―。舞台は、青
年海外協力隊の訓練所。様 な々夢を抱き、海外
に渡る直前の若者たち。最後の派遣隊員となっ
た青年たちの会話から、「助ける／助けられる」と
いうことの本質が問われていく。
平田オリザが桜美林大学演劇コースの卒業公
演に書き下ろし、大好評を得て全国公演を果た
した青春群像劇が、9年の歳月を経て青年団版
として蘇ります。

日時 2014. 2 ／ 8  ［土］　午後 6:30 開演
 　　  2 ／ 9  ［日］　午後 2:00 開演
会場 マルチホール
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。

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

橋爪功が語る近現代文学の世界、第3弾。
日本の現代演劇を代表する俳優である橋爪功
による、キラリふじみのためのオリジナル朗読企
画の第三弾です。
卓越した演技術で、たった一人の俳優による朗
読とは思えない、濃密でダイナミックな演劇空間
を創りだし、多くの観客の心をつかんだ橋爪功。
今年も、自ら選りすぐった日本の近現代文学の作
品を、思いも及ばぬ人間ドラマとして蘇らせます。

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』

日時 8／5  ［月］　午後 7:00 開演
会場 メインホール
料金 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
チケット取扱　キラリふじみ

OPAP+青年団『もう風も吹かない』（2003）
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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

自分の中の子供と出会う。
ダンサー田中泯による「私の子供＝舞踊団」。
2012年10月から新たなメンバーも加わり、総勢22
名の参加者とともに、2期目の活動を開始しました。
月1回のワークショップでは、自分の中にあるカラダ・
ココロ・ウゴキとの出会いを重ねています。
6月からは劇場を飛び出し、いよいよ市内各地でプ
レ・パフォーマンスを展開。それをもとに、8月には、
キラリふじみで公演を予定しています。どうぞお楽し
みに。

●  プレ・パフォーマンス
　　6／22　［土］　午後1：30から　
　　会場　 水子貝塚公園
　　7／14　［日］　時間未定
　　会場　むさし野緑地公園
　　8／10　［土］　時間未定
　　会場　キラリふじみ
※全て入場無料となります。

●  第二回公演
　　『タイトル未定』
　　日時　8／24［土］・25［日］予定
　　会場　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。

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。

© Shiho Ishihara

キラリふじみ・レパートリー新作

絵のない絵本（仮）

原作　ハンス・クリスチャン・アンデルセン
構成・振付・演出　白神ももこ

世界一もの知りなお月さまが教えてくれる　　
世界をめぐるものがたり。
わたしは、貧しい絵描き。友達はいないし、窓か
ら見えるのは、灰色の煙突ばかり。ところがある
晩、外を眺めていたら、お月さまが声をかけてく
れた…。
地球を巡る月が、夜ごと語りかける世界各地のも
のがたり。三十三夜にわたるお話を画家は絵で
はなく、手記に書きとめた。
アソシエイト・アーティストの白神ももこが、生涯旅
を愛したデンマークの童話作家アンデルセンの
連作童話『絵のない絵本』を題材に、子どもと
大人がともに楽しめるダンス作品を創ります。
キラリふじみでは3年ぶりのダンスの新作、オー
ディションで選抜したメンバーとともにお届けし
ます。

日時　12／12［木］－15［日］
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。

アソシエイト・アーティスト   白神ももこ   Shiraga Momoko

振付家・演出家・ダンサー。1982年、東京都生まれ。幼い
頃よりバレエを始める。その頃から続いたのはダンスだけでと
くにぱっとしないまま今に至る。そのぱっとしない感が意図せ
ず作品にしっかり投影されてしまうのが特徴。主宰する、ダン
ス･パフォーマンス的グループ モモンガ・コンプレックスでは全
作品の構成・振付・演出を担当している。2012年の F/Tトー
キョーでは F/Tモブに振付家として参加し、池袋西口公園を
「高速ラジオ体操」で爽快にやり逃げた。また、木ノ下歌舞伎
『義経千本桜』、ままごと『わが星』をはじめ演劇作品にも演
出や振付で参加するなど活動は多岐にわたる。
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。2011年 8月、キラリふじみ・レパー
トリー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。』を上演。
◎ 2011年4月より、キラリふじみアソシエイト・アーティスト。

モモンガ・コンプレックス
2010年2月『ウォールフラワーズ。』
© Momo Kitagawa

第1回公演『私はカラダ！』（2012）
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出演者募集
出演者を募集します。歌うことが好きな方、演奏する
ことが好きな方、ふるってご応募ください。

募集パート
■   コーラス （ソプラノ・メゾソプラノ・アルト・テナー・バス）
■   ドラムまたはパーカッション
■   ベース

参加条件　　オーディション 及び リハーサルに参加出
来る方
選考方法　　第一次書類審査
第二次オーディション（6／8  ［土］ または 6／9  ［日］ を予定）

申込方法　　専用の申込用紙に必要事項を記入のう
え、郵送または直接来館にて。
申込締切　　6／1  ［土］ 必着 
※申込の受付は4／12 ［金］ から開始します。

その他　　参加条件・リハーサルスケジュールの詳細
は、申込用紙またはホームページをご参照ください。

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

市民の公募によって結成されたキラリ☆かげき団。
30代から70代までの幅広い年代のメンバーが、
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きました。今シーズン
で8回目の公演を迎えます。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、今回も全身全霊で取り組みます。
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。

日時　2014.  3月下旬
※詳細は決定次第、チラシやホームページでお知らせいたし

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。

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」（仮）

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）
企画協力　西巻正史（トッパンホール企画制作部長）　

昨シーズンから始まった、トッパンホールと連携し
て企画する、キラリふじみオリジナルのコンサート
シリーズです。
今回は、これからのクラシック音楽界を牽引して
いく、実力と人気を兼ね備えた若手演奏家による
コンサートです。若き才能のオリジナリティのぶつか
りあい、またその協調の綾を一つのステージでお
楽しみください。
チケットをお持ちのお客様にリハーサルを公開す
るなど、お楽しみの企画を準備中です。音楽家の
創造のプロセスも垣間見られる、キラリふじみなら
ではのコンサートに、どうぞご期待ください。

日時　2014. 3月上旬
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。

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。最新作では合唱曲
『地球のことづて』がある。2012年4月に、国吉良一と40年の歳月を経て、ついにキーボード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。　◎ 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
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
照明 　岩城保　　映像　michi

アーティストと市民の力が結集した
合唱コンサート。再演決定！
昨年 9月、鳴りやまない拍手の中で幕を閉じた、
市民による合唱コンサート『地球のことづて』。多
くの要望をうけて、再演が決定しました。
この合唱組曲では、自分の生きる道を模索し、悩
みながらもそれを発見していく少年の姿、そして
少年を導くすべての生命の源としての地球のあり
方が、全編をつうじて浮かび上がります。
アーティストと市民がともに持てる力のすべてを注
ぎ込む、市民参加という概念を大きく超えた創作
活動です。キラリふじみへ“地球からのメッセージ”
を聴きに、どうぞご来場ください。

日時　10／20  ［日］　午後3:00開演
会場　メインホール
料金　一般1,500円　　高校生以下1,000円　

 小学生以下500円

チケット取扱　キラリふじみ

山根一仁／金子三勇士
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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）   櫻川米七（幇間芸）
桧山うめ吉（音曲）   春風亭笑松（落語）    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。番組構成や風
情あふれる会場づくりの工夫で、市民の観客に親
しまれてきました。
11回目を迎える今回は、落語、音曲、幇間芸と、
江戸発祥の文化を満喫できる番組でお贈りしま
す。どうぞ、お楽しみに。

日時 6／29 ［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

提灯協賛募集
キラリ☆風流寄席では、ホール前に提灯の飾り付
けを行います。会社やお店、個人のお名前の
入った提灯を飾ってみませんか。

飾付期間　平成25年度, 26年度の公演当日
飾付会場　マルチホール・ホワイエ
料金 １口  4,000円 （提灯作成料を含む）
 継続の場合は 2,000円
※申込方法はキラリふじみまでお問合せください。

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なす
伝統芸能の神髄。
人間国宝・野村万作が率いる「万作の会」の狂
言公演を、昨シーズンに続いてお贈りします。創
意工夫を凝らした番組づくりで、狂言の魅力を余
すことなくお届けします。
見どころ、聴きどころ満載の伝統芸能の世界をお
楽しみください。

日時 11／26  ［火］ 
会場 メインホール
料金 一般4,500円  ［ペア 8,000円］
 学生2,000円　 
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。

•  前回公演 （2012年11月） の番組より
　・解説
　・素囃子　神舞 
　・　『福の神』
　・　『釣針〈囃子入〉』

野村万作／野村萬斎
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トリオ・オスマンの
サーカスショー（有料）

ボリショイサーカスの常連メンバー「トリオ・オス
マン」がキルギスからやってきます。
優雅な空中芸、テンポのよいジャグリング、ドキド
キハラハラのローラーバランスなど、想像を超えた
妙技を見せてくれます。華麗なショーをお楽しみ
ください。
今回、そこにピンクの衣装をまとった可愛い女性
クラウンのナナ（日本）がアクロバット芸で加わり、
華やかなショーに笑いと彩りを添えてくれます。

日時 7／6   ［土］  午後2：30開演
 7／7   ［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
チケット取扱　キラリふじみ

サーカス芸の
ワークショップ（有料）
児童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、ジャグリング
や空中ゴマなどのサーカス芸に、プロの指導を受
けながら挑戦できます。

日時 7／6  ［土］  ・ 7／7   ［日］ 午後12：00開始  （両日とも）
 ※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 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

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種多様なパ
フォーマンスを繰り広げます。
親子連れでも、友達同士でも、一人でぶらりと来ても、アートや地域の魅力に触
れて、新しい出会いと発見ができるイベントです。
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 7／6  ［土］̶ 7  ［日］
 6 ［土］ 午前10：00－午後4：00

 7  ［日］ 午前10：00－午後3：30

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、旬の野菜や地
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」がやってきて、キラ
リふじみの各所に設けられたサーカス会場で、選
りすぐりのサーカスと大道芸のパフォーマンスを繰
り広げます。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、 バナナの叩き売り、ちん
どん屋、コントーション、デビル・スティックなど
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キラリ☆ダンスフェスティバル vol.11

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、キラリふじみに集合します。
出演する側、応援する側、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。

日時　12／7  ［土］̶ 8 ［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12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げていこ
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、三弦などの伝統
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、盛り沢山の内容でお贈りします。

日時　2014.1／12  ［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）

 8／17  ［土］ ― 21 ［水］ 

・ 2013公募　キラリ☆ふじみ陶芸展
　 9／21 ［土］ ― 27 ［金］ 

・ 第12回キラリ☆ふじみ書の大作展
　 2014. 1／5 ［日］ ― 12 ［日］ 

・ 第12回キラリ☆ふじみ絵画大作展
　 2014. 2／18 ［火］ ― 23 ［日］ 

・ 第12回キラリ☆ふじみ華大作展
　 2014. 2／28 ［金］ ― 3／2 ［日］ 

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、どうぞ気軽にご
参加ください。

日時　2014. 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

・ 第6回富士見市学校吹奏楽祭
  ［NPO法人日本アーツセンター］

・ 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］

・ 素踊りの会
　［富士見市日本舞踊連盟］

・キラリ☆ふじみ写真展
　［キラリ☆ふじみ写真展実行委員会］

　
広
場
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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足を踏み入れてみませ
んか？ 進行・演出を務めるのは、当館アソシエイト・アーティストである永井愛
と田上豊の2人です。演技経験のある方もない方も、奮ってご参加ください。

『兄帰る』
演出　永井愛

当館で二兎社が 9月に上演する、永井愛作・演出の『兄帰る』。これを永井自
身が指導、演出にあたり上演します。
日時 稽古、リーディング公演…5月予定

『胸騒ぎの放課後』
演出　田上豊

田上豊が当館で初めて取り組むリーディングでは、少年時代を回想する独自
の作風で人気を集めた劇作家金杉忠男の代表作『胸騒ぎの放課後』を取り
上げます。
日時 稽古、リーディング公演…2014. 1月予定

＊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。

　

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
ピーカーとして招いて、舞台芸術や地域における様 な々テーマについて、今、キ
ラリふじみでしか語ることのできない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」に集まった全員が一緒になって、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るはずで
す。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

◎レクチャー 「レパートリーを語る」 ̶ 4～5回
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）
永井愛　白神ももこ　田上豊（以上、アソシエイト・アーティスト）  ほか（予定）

◎ワークショップ  「風土と食文化」 ̶ 3～4回
講師  市内および近隣の農業者

◎フォーラム「地域の公立文化施設のネットワーク」
スピーカー　東武東上線沿線の公立文化施設の事業担当者など（予定）

会場　アトリエ　　定員　20名（申込順）
料金　300円 （ワンドリンク付）　　
申込方法　直接来館または電話、オンライン申込にて。
※詳しくはホームページをご参照ください。

扉 

芸
術
に
出
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シンポジウム

地域の公共劇場の
役割と可能性（仮）

「地域の公共劇場の役割と可能性」を考えるシン
ポジウムを、市民劇『ふじみものがたり（仮）』の発
表会（4頁参照）にあわせて開催します。
出席するパネリストは、日本の各地で優れた舞台
芸術の創造・普及活動を展開する劇場の芸術監
督です。
ディスカッションでは、それぞれの劇場のプログラム
と運営の実例を紹介し合いながら、市民の生活
に深く結びついた劇場の活動とはどのようなもの
なのか、またその可能性を押し広げる方策を探っ
ていきます。

日時　2014. 3／9　［日］
市民劇  『ふじみものがたり（仮）』  発表会終了後
場所　マルチホール
パネリスト　
宮城聰 （SPAC－静岡県舞台芸術センター芸術総監督）

中島諒人 （演出家／鳥の劇場芸術監督）
平田オリザ （こまばアゴラ劇場芸術監督）
多田淳之介 （当館芸術監督）
松井憲太郎 （司会・当館館長）

　
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日間が
忘れられない思い出になる。
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。
小学3年～6年生を対象にした演劇ワークショッ
プ。表現する楽しみやコミュニケーションの大切さ
など、こどもたちは楽しみながら多くのことを学ん
でいきます。最終日にはミニ発表会を予定してい
ます。

日程 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

対象 小学3年生～6年生
参加費  2,000円
定員 20名程度（応募者多数の場合は抽選）
参加条件　全日程必ず参加できること
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　7／8  ［月］必着

　
キラリふじみ・ワークショップ

アウトリーチプログラム

キラリふじみでは開館以来、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います。
今シーズンも、芸術監督やアソシエイト・アーティ
ストが市内の学校へ出かけてワークショップを行
います。
また当館の初代芸術監督で、劇団青年団主宰、
劇作家・演出家の平田オリザが、小学校を訪問し
て行う演劇ワークショップも予定しています。

ワークショップの予定
• 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
• アソシエイト・アーティスト田上豊、
 白神ももこらによる市内小中学校での
 演劇とダンスのワークショップ
• 平田オリザの小学校での演劇ワークショップ

こどもステーション☆キラリ

企画・進行　多田淳之介芸術監督

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。芸術監督と遊んで、たくさんの発
見をしよう。
多田芸術監督がこどもたちといっしょに「遊び場」
を創ります。ワークショップのような特別な時でなく
ても、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。

日程 5／18  ［土］、 6／22［土］ 午前10:00～午後12:00　
※6月以降は月1回を目安に活動を行います。
対象 小学生
持ち物  動きやすい服装、飲み物、タオル
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。 （当日まで受付可）
※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

中・高校生のワークショップ（仮）

企画・進行　特定非営利活動法人  演劇百貨店

人と出会う可能性は、自分が思っているより少な
いものだから、演劇づくりを通してたくさんの人た
ちと出会ってみよう。
出会って、知って、感じてみること。
未来の可能性へと繋がる扉が今、ひらく。
春休みに行う、中高校生を対象とした演劇ワーク
ショップ。小学校を卒業しても、キラリふじみでもう
いちど演劇をやりたい人、いつもと違うことをしてみ
たい人、お待ちしています。

日程 2014.  3月下旬 （予定）
対象 春から中学生になる人～春まで高校生の人
※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：105円／ 1枚
   ・決済手数料：158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）
      300円 +郵送料 90円＝ 390円

■　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



人が　世界を　象ろうとした時

言葉が　生まれた

それ以来　人は　世界の象
かたち
を　

表わそうと　言葉を　紡ぎ続けてきた

やがて　人は　言葉そのものを　象ろうとした

そうして　文字が　生まれた

世界の　音や形　動きや働きを　示す

言葉の “身振り”が　文字となったのだ

劇場で　世界は　言葉の“身振り”へと

再び　姿を変える

世界は　その時　私たちの前に
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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/ 



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
　
管理担当リーダー
羽石千秋

管理担当
栁田典昭
小島圭子
西村真由美

受付スタッフ
掃部泰子
舟山裕子
沢田加代子
八巻法子
三ツ木節子
秋元祐哉
小山和子

舞台
藤原淳一
照明
北島雅史
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

2013 6 29 キラリ☆風流寄席 14
   ～風流これやこの、いま江戸の文化が面白い～

 7 27・28 東京デスロック 5
   シンポジウム SYMPOSIUM

 8 5 演劇集団 円 8
   橋爪功・夏の夜の朗読

  24・25 私の子供=舞踊団 10 
   第二回公演

 9 13̶16 キラリふじみ・レパートリー 7
   mother-river homing

  23 二兎社 6
   兄帰る

 10 20 キラリふじみ・コンサートシリーズ 12   
   合唱コンサート
   地球のことづて

 11 26 万作の会 14
   狂言公演

 12 12̶15 キラリふじみ・レパートリー新作 11
   絵のない絵本（仮）

2014 2 8・9 青年団 9
   もう風も吹かない
   
 3 9 市民劇　 4
   ふじみものがたり（仮）

  上旬 キラリふじみ・コンサートシリーズ 13
   若手アーティスト、火花の「競演」、友情の「共演」（仮）

  下旬 キラリ☆かげき団 13
   オペラ公演

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 

2013 5  未定 キラリふじみ・リーディング　 20
   永井愛『兄帰る』

 7  6・7 サーカス・バザール 16

    29̶8／4 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

  8  17̶21 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 21̶27 2013公募  キラリ☆ふじみ陶芸展 18

 12 7・8 キラリ☆ダンスフェスティバル vol.11 18
 
2014 1 5̶12  第12回キラリ☆ふじみ書の大作展 18

  12 第12回キラリ☆新春邦楽演奏会 19   

  未定 キラリふじみ・リーディング 20
   田上豊『胸騒ぎの放課後』

 2 18̶23 第12回キラリ☆ふじみ絵画大作展 18

  28̶3／2 第12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 9  シンポジウム　 23
   地域の公共劇場の役割と可能性（仮）

  下旬 キラリふじみ・ワークショップ 22
   中・高校生のワークショップ（仮）

通年   キラリふじみのアトリエ 21

   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



人が　世界を　象ろうとした時

言葉が　生まれた

それ以来　人は　世界の象
かたち
を　

表わそうと　言葉を　紡ぎ続けてきた

やがて　人は　言葉そのものを　象ろうとした

そうして　文字が　生まれた

世界の　音や形　動きや働きを　示す

言葉の “身振り”が　文字となったのだ

劇場で　世界は　言葉の“身振り”へと

再び　姿を変える

世界は　その時　私たちの前に

演劇　舞踊　音楽となって　現れる
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2013年度 年間プログラム
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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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