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マーク 凡例
 日時　
 会場　
 料金/参加費
 チケット発売日　
 チケット取扱
 申込み
 保育あり ： 500円, 

 定員5名（申込順）

※一部対象外の公演もありますが、
未就学児の入場はご遠慮ください
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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2021
―いつも中

センター

心にピアノがあった―
コロナ禍に振り回された2020年。音楽の力、可能性が問
われた年でもありました。
そんな時期にもしっかりと自身と自身の音楽を磨いて過ご
した精鋭が集う2021年のニューイヤー。数 の々名曲を、渾
身の演奏で味わいましょう。
出演 ヴァイオリン:毛利文香、東 亮汰
  ヴィオラ:田原綾子
  チェロ:笹沼 樹
  ピアノ：大崎結真、原嶋 唯
企画 西巻正史（トッパンホール プログラミング・ディレクター）

企画協力　トッパンホール

〈曲目〉

［第1部］
モーツァルト ◎ ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ニ長調 K306 （300l）
モーツァルト ◎ ロンド ニ長調K485［大崎結真］

ベートーヴェン ◎ モーツァルト 《魔笛》の主題による７つの変奏曲
    変ホ長調  WoO46［笹沼 樹・原嶋 唯］

［第2部］
モーツァルト ◎ 幻想曲 ニ短調 K397 ［大崎結真］

ベートーヴェン ◎ 幻想曲風ソナタ 嬰ハ短調   Op.27-2 《月光》 ［大崎結真］

ベートーヴェン ◎ ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 Op.24  《スプリング》

［第3部］
ショパン ◎ ポロネーズ第7番 変イ長調 Op.61 《幻想》 ［大崎結真］

シューマン ◎ アダージョとアレグロ 変イ長調 Op.70 ［田原綾子・原嶋 唯］

シューマン ◎ ピアノ五重奏曲 変ホ長調 Op.44
   ［毛利文香・東 亮汰・田原綾子・笹沼 樹・原嶋 唯］

 2021.1/16（土）14：00開演
 メインホール
 【全席指定】  

フルコース 一般  3,800円
 学生・シニア  2,500円
 高校生以下  1,500円
 ※身体障害者手帳をお持ちの方 2,500円

アラカルト A 一般  2,600円
〈第1部 ＆ 第2部〉 高校生以下  1,000円

アラカルト B 一般  2,600円
〈第2部 ＆ 第3部〉 高校生以下  1,000円

＊アラカルトは2階席のみの販売になります。

 当館　  11/14（土）

◎公演のほかにも、コンサートをより楽しむためのレクチャー（11月
予定）や未就学児童を対象にした公開リハーサル（1月予定）などの
関連プログラムを予定しています。

こどもステーションplus
ダンスをやってるモモンガと演劇をやってるゆたっ
ちょが、みんなと出会って、触れ合って、キラリふじみ
にしかない遊び場をつくります。
いっしょにあそぶひと、あつまれ～～～～！！！！
進行  白神ももこ  田上豊

 10/31（土）、 11/14（土）、 12/20（日）
 10：00～12：00
対象  小学生　参加費  無料

 開始：10月＝受付中　 11月＝10/10（土）
 　　  12月＝11/10(火)
 方法： 窓口/電話/オンライン

キラリふじみ・ダンスカフェ
ダンス＋カフェ＋おしゃべり！
開放的なガラス張りの空間で、ダンスの小作品を
美味しいドリンクと富士見にまつわるおやつととも
に楽しむ“ダンスカフェ”。小さなお子様からご年配
の方まで幅広い世代の方にご来店いただき、5年
目のオープンです。
今回は、8月にも実施した『穴あき谷の〇〇。』を来
年度以降に小学校等で上演するための作品をつ
くるリハーサルを公開します。ダンス作品をつくっ
ていく過程にぜひ触れてみてください。

企画  白神ももこ

日程・出演
11月   『穴あき谷の〇〇。』
  アウトリーチ公演にむけた
  公開リハーサル  その２

 11/7（土）   アトリエ
 開始： 11月＝10/10（土）

 方法： 窓口/電話/オンライン
 ※詳細は決定次第、当館ホームぺージ等でお知らせいたします。

ダンスカフェ出演者募集
出演者決定
今年のダンスカフェは新たに「公募枠」をつくり出
演者を募集しました。18団体の応募のなかから、2
団体の出演が決まりました。実施の詳細は決まり
次第、当館ホームページ等でご案内します。
1月　阿目虎南Dance Suplex×二藤 建人
3月　齊藤コン

第四回  『ふじみ 大地の収穫祭』
祝う、味わう、語り合う。
今年で四年目を迎える『ふじみ 大地の収穫祭』。
季節の節目に人びとがあつまり、大地の恵みを祝
い、囃子などの芸能を捧げる。祭りは、郷土の自然と
人びとのつながりのうえに成り立ち、人びとの生活
とともに時に形を変え、時に原型を保ちながら受け
継がれてきました。
この地の人 が々育んできた芸能や紡いできた物語
の数 を々とりそろえて、皆さまをお迎えします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対応のため、従来の

「ふじみ大地の収穫祭」から形を変えて開催します。

◉ 実りを祝う  「にぎやか舞台」
芸能を上演して、大地の恵みに感謝をささげ、秋の
収穫を祝います。

◉ 旬を味わう  「ごちそう屋台」
地元で採れた新鮮野菜や市内・近隣のお店の逸
品を、テイクアウト限定でお届けします。

◉ 暮しを語らう  「ふれあい広場」
市民の語り部たちが、自然と環境、そして生きものな
ど、人が多様なものと共生する暮し方について語り
ます。

企画・運営　ふじみ 大地の収穫祭実行委員会
 11/23（月・祝） 
 メインホール ほか

※ 要入場整理券
※ 詳細は決定次第、当館ホームぺージ等でお知らせいたします。第12回公演  オペラ『どんぐりと山猫』（2018年3月）

撮影：政川慎治 ©︎北川姉妹

当館主催事業の開催につきましては、新型
コロナウイルス感染拡大防止への対応の
ため、会場内の換気や消毒、客席間の距離
の確保、入退場時の手指消毒の徹底や
ソーシャルディスタンスを確保した入場列
の誘導など、状況に応じた対応をとりなが
ら実施いたします。
　チケットをご購入の際は、当館ホーム
ページ及び館内に掲示しております「当館
主催事業にご来場のお客様へ」を必ずご
確認ください。また、ご来場時やご観劇の際
には、マスクの着用にご協力いただき、
37.5℃以上の発熱がある方や、体調に不
安がある方はご来場をお控えください。
・
キラリふじみ・ホームページ
http://www.kirari-fujimi.com

2020

10  月- 1 月

キラリふじみ錦秋狂言 万作の会
『入間川』 『魚説法』 『仁王』

人間国宝・野村万作、狂言にとどまらず多彩な才能を発
揮する野村萬斎を中心にお贈りする、万作の会の狂言公
演。11回目の今回は、埼玉を舞台にした演目で親しみを覚
える『入間川』、巧みな言葉遊びが楽しい『魚説法』、滑稽
味があふれる姿が笑いを誘う『仁王』、狂言の多彩な魅力
をあますところなくお届けする三曲です。
上演前には、野村萬斎による「解説」がございます。初めて
のご観劇の方には、狂言の世界に親しみやすく、お馴染み
の方にはより深くお楽しみいただけるよう、狂言の魅力や
演目について丁寧にお話します。
和やかな笑いをもたらす洗練された至芸を心ゆくまでご
堪能ください。

 10/6 （火） 19：00開演
 メインホール
 【全席指定】  一般 4,300円  U-25  2,500円

 高校生以下 1,000円
 ※身体障害者手帳をお持ちの方 3,500円

 当館

キラリ☆かげき団 第14回公演

『にぎやかな夢〜風ン中、ひなげしたちの歌』
そこは、“おやすみ”の声とともに閉められたふすまの向こう
側のよう。漏れる橙色の光、大人たちの抑えたお喋りや笑
い声…　
ぱんぱんに膨らんだにぎやかな夢。歌役者たちは大まじめ
にふざけて、欲張りに歌います。どんな悲しい思い出も喜び
に変えて。
※3月にやむなく中止した公演の上演となります。
構成・演出  伊藤多恵　
歌唱指導  岡原真弓  髙野うるお
音楽監督  萩京子

 10/10（土） ・11（日）
 10 （土） 18：00開演
 11 （日） 11：00 /15：30 開演

 マルチホール
 【全席自由】  一般 2,000円  高校生以下 1,000円
 当館

● 公募系情報

第19回キラリ☆ふじみ

書の大作展
日程 2021.1/6（水）～12（火）
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
出品料 11,000円　締切  11/30（月）

絵画大作展
日程 2021.2/13（土）～19（金）
規程 50号～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 3,000円　締切 2021.1/10（日）

華大作展
日程 2021.2/26（金）～28（日）
規程 100cm×100cm程度の作品
締切 2021.1/17（日）

※上記３大作展は、
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
申込方法 窓口／郵送／ FAX 〈専用の申込用紙に記入〉

第19回 キラリ☆新春邦楽演奏会
 2021. 1/9 （土） 13：00開演
 メインホール　

※入場無料・予約不要

キラリ☆ダンスフェスティバル vol.18〈特別編〉

 12/6（日） 14：00開演
 メインホール　  無料 （入場整理券が必要です）

入場整理券は11/10（火）より、キラリふじみ窓口にて配布をいたします。

チケット発売情報

Ticket  Information

11/21（土）発売

二兎社  『ザ・空気ver.3』 
作・演出　永井愛
出演　佐藤Ｂ作  和田正人  韓英恵  
 　　金子大地　神野三鈴

 2021.2/11（木・祝）14：00開演
 メインホール
 【全席指定】 一般 4,000円　Ｕ-25  2,500円

 高校生以下1,000円　  当館
※発売初日は4枚まで
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［東 亮汰・原嶋 唯］

［毛利文香・原嶋 唯］
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