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平成 24年度公共ホール演劇ネットワーク事業

キラリふじみ・レパートリー

あなた自身のためのレッスン

作　清水邦夫
演出　多田淳之介
舞台美術　島次郎　照明　岩城保　音響　泉田雄太
衣裳　竹原典子　舞台監督　中西隆雄
出演　宇井晴雄　斎藤淳子　猪股俊明　
中村まこと　大川潤子　大崎由利子　小田豊

市民会館で繰りひろげられる演劇のレッスン、再び！
「清水戯曲＋多田演出」という組合せで、虚実の境を自在に往き来する演劇な
らではの醍醐味を生みだして、多くの観客を魅了した昨シーズンのレパートリー
作品が、早くもこの秋に再演されます。
　記憶喪失の男女 3人が市民会館に逃げこむと、彼らの家族と名のる男女が
現れます。会館に住み込む管理人夫婦を巻きこんで、3人の記憶を再生する
ためのレッスンが始まると、やがてそこに〈家族〉の真実が浮かび上がります…。
　ホール内に特設されたステージと客席が、観客にあたかもドラマの登場人物
になったかのような臨場感をもたらす本作は、劇場と劇作品のあり方に新たな
可能性を切り開きました。
　長崎、北九州、静岡の3都市へとツアーする「キラリふじみ・レパートリー」の
全国発信第一作となります。

日時 9／12 ［水］ － 16　［日］
 9／12・13・14 　午後７:00 開演
 9／15・16　午後 2:00 開演
会場 メインホール　［特設ステージ＆観客席］

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

助成 一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会／
  （財）地域創造／公共ホール演劇ネットワーク事業

他のネットワーク事業主催団体による公演日程　•長崎：長崎ブリックホール　9／22 ［土］－23 ［日］
•北九州：北九州芸術劇場　10／20 ［土］－21 ［日］  •静岡：静岡市民文化会館　10／27 ［土］ － 28 ［日］
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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での上演作
に、『あなた自身のためのレッスン』初演（キラリふじみ作品）、
『再／生』（東京デスロック）がある。

キラリふじみ・レパートリー新作

ハムレット（仮）

作　W.シェイクスピア　
演出　多田淳之介

ハムレット、それは〈見る者を映す鏡〉
今シーズン、多田淳之介芸術監督が取り組む
レパートリーの新作は、人間の奥深い精神のド
ラマを描いたシェイクスピアの悲劇『ハムレット』
です。
　デンマークの若き王子ハムレットは、偉大な王
であった父を失い、様 な々疑惑や思惑が渦巻く
宮廷のなか、「なにをなすべきか」という自らの
問いに答えを見いだせず、家族や恋人、友人
にも打ち明けられない煩悶を抱えたまま、死を迎
えます。
　古典、そして近現代の戯曲を大胆な解釈で
演出して、私たちの〈現在〉を描きだしてきた演
出家の多田淳之介が、苦悩するハムレットの姿を
〈見る者を映す鏡〉として私たち観客に差し向け
ます。

日時 2013. 3／5 ［火］－10 ［日］
会場 マルチホール
チケット取扱　キラリふじみ

2010年キラリと世界で創る芝居vol.1☆韓国
© Tsukasa Aoki 『LOVE The World2010』   
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キラリふじみ・レパートリー新作

 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　石橋亜希子◉

伊藤昌子　角梓　ギリコツカサ　鈴木燦　
島田曜蔵◉　竹中めぐみ　天明留理子◉

二宮未来◆　平岩久資◆　用松亮
［ ◉  青年団 ／  

◆  田上パル］

かけがえのない日々 はいつまでも続かない、
ある日、枝分かれして、やがて形を変えていく…
７人の兄弟姉妹とその母。
あの日あのときの日常。
そして、20年後の今。
アソシエイト・アーティストの田上豊によるレパート
リー新作『mother-river homing』は、実在の
家族をモデルに描く、やるせない日常を生きる
人 の々家族群像劇。

日時 6／14  ［木］－17 ［日］
 6／14 ・15 … 午後 7:30 開演
 6／16  … (1) 午後 2:00 開演
 　　　　　　　(2) 午後 7:00 開演
 6／17 … 午後 2:00 開演
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

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。大学
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、『モガっ！～記憶はだいたい憶測。』（脚本）、『合唱
曲第 58番』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。

© Shigeru Yoshioka
2011年田上パル＋キラリふじみ『合唱曲第58番』

二兎社＋キラリふじみ 新作

こんばんは、父さん

作・演出　永井愛
出演　佐々木蔵之介　溝端淳平　平幹二朗

アソシエイト・アーティスト永井愛の新作は、
男たちの 3人芝居。
抜き差しならない事情を抱えた3世代の男たち…
出会うべくして出会ってしまった運命の一夜に、そ
れぞれの人生の再起をかけた波乱万丈の物語
が展開します。
　これまで多くの印象的な “女性像”を描いて
人気を集めてきた永井愛が初めて挑む、異色の
男優 3人による芝居です。劇団二兎社と地域の
公立劇場5館が共同制作する今回の作品は、全
国に先駆けキラリふじみで開幕します。

日時　  10／13 ［土］　午後 6:30 開演
 10／14 ［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
企画制作　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）／豊橋市民文化
会館ホール／盛岡市文化振興事業団（盛岡劇場）／
北九州芸術劇場
助成　一般社団法人全国モーターボート競走施行
者協議会／財団法人地域創造

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『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

© k-factory   
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青年団

銀河鉄道の夜

原作　宮沢賢治
作・演出　平田オリザ

「銀河ステーション、銀河ステーション―。」
星祭りの夜、ひとり夜空を見上げるジョバンニの
耳に突如響く車掌の声。親友カンパネルラと“本
当の幸せ”を求めてはるかな星座群を旅したのち、
2人のたどり着く先は―。
　『ソウル市民』『S高原から』などの優れた劇
作品を、文学作品に想を得ながら生み出してき
た劇作家・演出家の平田オリザが、宮沢賢治の
童話『銀河鉄道の夜』を子ども向け作品として演
劇化しました。宇宙の果ての輝く星 へ々向かって
少年たちの幻想の旅が、今、始まる。

日時 2013. 3／16 ［土］
 (1) 午後 2:00 開演
 (2) 午後6:30 開演
会場 マルチホール
チケット取扱　キラリふじみ／志木おやこ劇場／
朝霞おやこ劇場／広域おやこ劇場ひき北いるま

渡辺源四郎商店  らっせらープロジェクト vol.6

みなぎる血潮はらっせらー

作・演出　畑澤聖悟

父よ！ 守るべきは家庭か？ 青森の平和か？
妻を持ち、子を持つ男にとって “家族を守る”と
はどういうことか。青森を拠点とする劇団「渡辺
源四郎商店」主宰の畑澤聖悟による人気ラジオ
ドラマ「県立戦隊アオモレンジャー」をモチーフに、
日本の家庭が失って久しい “男らしい父親像”
が浮かび上がります。
　2010年12月、キラリふじみでの東京デスロック
との合同公演『月と牛の耳』の感動が記憶に新
しい渡辺源四郎商店が、旗揚げ以来のテーマを
深く掘り下げる家庭劇の決定版。ワークショップ
などの関連企画とともにお届けします。

日時 2013.1／26 ［土］　午後 7:00 開演
 　　 1／27 ［日］　午後 2:00 開演
会場 マルチホール
料金 一般 3,000円　学生 2,000円
 高校生以下 500円
チケット取扱　キラリふじみ

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2弾。
コミカルな役からシリアスな役まで個性的なキャラ
クターを演じて、ドラマや映画においても欠かせ
ない俳優である橋爪功。その卓越した演技術で、
自ら選りすぐった日本の近現代文学の世界を、奥
ゆきのある人間ドラマとして蘇らせます。
　昨シーズン、演劇集団円が企画し大反響を呼
んだ、キラリふじみ向けオリジナル朗読作品の第
2弾です。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て
多くの観客の心をつかんだ橋爪功が、今年の夏
もキラリふじみに登場します。

日時 8／4 ［土］　午後 6:00 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

© JM Lobbé 
2011年『銀河鉄道の夜』フランス語版
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私の子供=舞踊団
第一回公演

私はカラダ！

演出・構成　田中泯
演出助手　石原志保
出演　池嶋敏行　浦壁詔一　小野田大介　
金昌子　岸田圭介　黒田真史　諏訪一明
村島智之　山本芙沙子

カラダ・ウゴキ・コトバと出会い、
自分のなかの子供が踊りだす。
キラリふじみのアソシエイト・アーティスト田中泯による
「私の子供=舞踊団」のプログラムに加わった9名
の参加者は、昨年10月からダンスのワークショップ
を重ねてきました。今年の6月に、その成果をキラ
リふじみ屋外の「水の舞台」を会場に発表します。
参加者は8か月にわたり自分の身体や記憶にむき
あって、自分の知らない、あるいは忘れていたカラダ、
ウゴキ、コトバに出会っていきました。
　いま、彼らのなかで息をひそめていた「子供たち」
が動きだし踊ります。

日時  6／29 ［金］ ・ 30 ［土］
 6／29…午後7:30開演
 6／30…午後2:00開演
 ※両日ともに終演後、トークあり。
会場　当館カスケード 「水の舞台」
 ※雨天決行
料金 入場無料・要申込
※公演の詳細及び７月以降の活動に関しては、決定次第、
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

白神ももこ ワーク・イン・プログレス

何かの公演。

白神ももこの小さな旅。
異ジャンルのアーティストや、地域に暮らす市民
など、さまざまな人と出会い、語りあい、交流する、
来シーズンの新作上演のためのフィールドワーク
です。白神ももこが出会いや発見の旅のなかか
ら作品を生み出していくプロセスに、ぜひご注目く
ださい。
※詳細はホームページ等でお知らせしていきます。

とりあえず、迷子になったら人に聞きます。
ここでしか会えないかもしれない人から人へと
辿って作品の方向性からなにからなにまで訪ね
尋ねて回ります。乗ったは良いけど、一体この汽
車はどこに向かっているのでしょう？
　　　　　　　　　　　　　　白神ももこ

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年生まれ、東京都出身。
小学生の頃よりバレエを始めるが、妄想と現実の差に気づい
た頃から次第に美しいものに対してコンプレックスを抱くように
なる。その反動か、ほぼ裏方志望で入学した大学在学中に
なぜかダンス公演（振付）をやったことをきっかけに、劇場、
野外、体育館、屋上などで踊りを作りながら現在に至る。
2005年12月、ダンス・パフォーマンス的グループ、モモンガ・
コンプレックスを旗揚げ。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。その間
『初めまして、おひさしぶり。』（2009年）『研Q。』（2009/10
年）『ウォールフラワーズ。』（2010年）『明日、シベリアへ行く
かも。』（2011年）を上演した。昨シーズンの上演は、『モ
ガっ！～記憶はだいたい憶測。』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。

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
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富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ開館 10周年記念
富士見市市制施行 40周年記念事業

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

当館の開館 5周年を記念して、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代という幅広い年齢層のメン
バーたちは、仕事や家事と両立しながら、オペラ
シアターこんにゃく座の指導を受け、キラリふじみ
を拠点とする合唱団として活動しています。市民
だからこそできる表現で、地域の人達に活力を
与えていけるよう、日々 練習に励んでいます。
　毎年進化を重ね、新しい姿をみせてくれるキラ
リ☆かげき団の公演をどうぞお見逃しなく。

※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。

日時　2013.3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。

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

出演　前橋汀子（ヴァイオリン）　　ピアノ未定
 　　   林隆三　
企画協力　トッパンホール

冷戦真っ只中の旧ソ連に、初の音楽留学生として
わたる決意をし、レニングラードで出会った数々
の強烈な体験と仲間たち。ストコフスキーに見出
され、カーネギーホールでのアメリカデビュー。ス
イスでのシゲティ、ミルステインとの出会いなど、
日本人ヴァイオリニストとしていち早く世界で認め
られ、以来トップランナーとして活躍を続ける前橋
汀子。デビュー50年を記念して、同い年の俳優・
林隆三との対話を通じてみなさまの目の前で繰
り広げる音楽談義と、思い出の曲を中心に構成
されたプログラムをお届けする、キラリふじみだけ
のスペシャル企画。

日時　2013. 2／23 ［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。

© Kazumi Saito© Kishin Shinoyama

出演者募集
作品の上演にあたり、ソリスト、コーラス、ブラスバンド
等の出演者を募集します。
市民1人ひとりの力があわさって誕生する合唱曲。
皆様のご応募お待ちしております。

募集パート
■   コーラス　 （男性パート・女性パート）
サークルなど団体でのご応募も承っております。
■   ソリスト　（歌  男性1人、女性1人）
■   ブラスバンド
吹奏楽団など団体でのご応募も承っております。
■   ドラム　（パーカッション）

申込方法　　専用の申込用紙に必要事項を記入の
上、当館までお持ちいただくか郵送にて。
申込締切　　4／23 ［月］ 必着
その他　　参加条件や稽古スケジュールなどの詳細
は、申込用紙またはホームページをご参照ください。

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。
◎ 2011年 4月より、キラリふじみアソシエイト・アーティスト。

富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ開館 10周年記念
富士見市市制施行 40周年記念事業

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

みんなの歌に託す  地球のことづて
当館アソシエイト・アーティストの矢野誠が音楽監
督をつとめる市民参加の合唱コンサート『地球の
ことづて』。演出には、当館芸術監督の多田淳
之介があたります。
　『地球のことづて』は、矢野誠が作曲に 2年を
費やした10の連作からなる合唱曲で、2005年に
富山県高岡市にある名刹・勝興寺の落慶記念
コンサートで初演されました。
　この作品では、ひとりの若者が文明の進歩や
戦争に翻弄される地球の生命の歴史に触れて
いくなかで、自分の進むべき道を探っていく姿が
表現されています。また、クラシック・ゴスペル・
ブルースなど様 な々音楽的要素で構成された楽
曲は、新しい合唱曲のスタイルを確立しています。

日時　9／2 ［日］　午後3:00開演
会場　メインホール
料金　2,000円
チケット取扱　キラリふじみ

© Nagare Tanaka

©Ken Fukazawa  
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キラリ☆風流寄席
～江戸の夢 落とし話と水からくり～

出演　柳家喬太郎（落語）　春風亭朝也（落語）　
藤山晃太郎（水芸）

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、 「事業運営サポート
委員」の市民の皆さんが企画するオリジナリティ
あふれる寄席です。番組構成や会場周りの設え
を工夫して、風情あふれる雰囲気づくりにつとめ、
市民の観客に親しまれてきました。
　10回目を迎える今年は落語の他に、日本の古
典奇術である水芸（水からくり）をお贈りして、お客
様を江戸の夢幻の世界へとお誘いします。どうぞ、
お楽しみに。

日時 6／30 ［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

富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ開館 10周年記念
富士見市市制施行 40周年記念事業

万作の会

狂言公演

出演　万作の会

至芸の狂言師たちが寿ぐ、
新たな幕開け。
開館 10周年を記念して、人間国宝・野村万作
が率いる「万作の会」の狂言公演をお贈りします。
600年という時間の中で磨かれた伝統芸能の
神髄。新たな10年の幕開けを寿ぎながら、キラ
リふじみの舞台を踏み固めます。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。

日時 11／4 ［日］ 
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

万作の会狂言公演のチケットをお求めいただいた方
の中から、狂言公演に先がけて同日に開催する 「キラ
リふじみ開館10周年記念式典」 にご招待いたします。
詳細は、決定次第ホームページ等でお知らせいたし
ます。

野村万作／野村萬斎柳家喬太郎／春風亭朝也／藤山晃太郎
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