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★印はキラリふじみ主催事業 ■色は有料公演

キラリふじみ
2014 秋・冬の
ラインナップ

公募系情報

第13回キラリ☆ふじみ

© Yusuke Sato

芸術の秋、そして食欲の秋のキ
ラリふじみでは“芸術”も“食”も
身近に楽しめるメニューを揃えま
した。
ワークショップや体験プロ
グラムからコースで楽しむもよし、
アラカルトで楽しむもよし、演劇、
ダンス、音楽、それぞれのメイン
ディッシュには、劇場が現代版奴
婢の館に変貌する実験劇『奴
婢訓』、舞踊家田中泯 8年ぶり
の劇場作品『脱衣浮雲』、天才
作曲家をとことん楽しむニューイ
ヤーコンサートをご用意しました。
どうぞご賞味あれ。
— 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

http://www.kirari-fujimi.com/

＊公演によっては残席わずかな
場合もございます。
購入枚数を
＊発売初日は、
限定する場合もございます。

記号凡例
日時

会場

チケット発売日

料金
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。

お申込
各専用の申込用紙は市内、近隣の公
共施設または当館ホームページからご
利用ください。

チケット発売情報

キラリふじみ・レパートリー新作

『奴婢訓』

芸術監督によるレパートリー創造第
3弾は、実験演劇の旗手として一時
代を画した寺山修司の代表作に挑
みます。
作 寺山修司 演出 多田淳之介
10/22［水］— 10/26［日］
		 22・23 午後7：00開演
		 24・26 午後2：00開演
		 25		 午後6：00開演
メインホール
【全席自由・整理番号付】
一般 3,500円 ペア 6,000円
学生・シニア 2,500円
高校生以下 1,000円
24・26の公演のみ, 500円,
締切10/17［金］, 定員5名（申込順）
【行き】午後7:00の回
みずほ台駅 午後6：35発
【終演後】夜公演のみ

© Taisuke
Yoshida

© Itaru Hirama

ダンサー田中泯ただいま旅中

『脱衣浮雲』

踊り 田中泯
11/29［土］午後6：00開演
メインホール
【全席自由・整理番号付】
一般 3,500円
ペア 6,500円
当館
500円, 締切 11/ 22［土］
定員5名（申込順）
【行き】みずほ台駅 午後5：10発
【終演後】鶴瀬駅行き臨時バスあり。

関連企画

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
きら

田中泯が8年ぶりに劇場という場を
踊ります。当館だけで上演される一
期一会。どうぞお立ち会いください。

せいげつ

き ら

『キラリで煌めく綺羅星たち
～天才モーツァルトと遊ぶ～』
モーツァルトの名曲を、
日本で屈指の
音楽家たちが奏でます。
出演
		
		
		
		
		

四戸世紀（クラリネット）
田島高宏（ヴァイオリン）
渡邉ゆづき（ヴァイオリン）
原麻理子（ヴィオラ）
門脇大樹（チェロ）
島田彩乃（ピアノ）

2015.1/10［土］午後3:00開演
メインホール
【全席指定】 一般 3,500円
大学生・シニア（65歳以上）2,500円
高校生 1,500円 小・中学生 1,000円
当館
10 /19［日］
500円, 締切12/24［水］
定員5名（申込順）
【行き】みずほ台駅 午後2：30発
【終演後】鶴瀬駅行き臨時バスあり。

シンポジウム

映画「ほかいびと～伊那の井月～」
上映

富士見の農業
～一粒の種から見えること～

信州の北に一茶あり、南に井月あり、
出演する演奏家たちから直接学べるクリ
といわれた謎多き俳人 井上井月。 ニックを行います。
彼が幕末から明治にかけて放浪し
『四戸世紀クラリネット講習会』
た30年を描き出します。

市内で行われている多様な農業の
実例をもとに、農業と文化を連動さ
せた地域づくりについて考えます。
12/20［土］ 午後0：30開演
マルチホール
入場無料・要申込
申込方法 電話、
オンライン申込または
直接来館にて 申込開始 10/11［土］

キラリふじみ・コンサートシリーズ

（仮）
『あむ』
ロビーコンサート

2月に開催するコンサートに先駆け
て、
ロビーコンサートを開催します。
音楽家矢野誠の奏でるポリフォニー
をどうぞお楽しみに。

主演 田中泯 語り 樹木希林
10/19［日］午後2：00開演
マルチホール
【全席自由】1,000円 ※『脱衣浮雲』チ

ケットを同時購入の方は500円（枚数限定）

当館

キラリ☆ダンスフェスティバル
vol.12
12/13［土］
・14［日］
両日ともに 午後1:30開演
メインホール ※入場無料・予約不要

※満席の場合は、
ご入場をお断りする場合がご
ざいます。

演奏 矢野誠（ピアノ）
2015.1/18［日］午後2：00開演
マルチホール
500円

※『あむ』
公演チケットをお持ちの方は無料

申込開始 11/23［日］
申込方法 電話、
オンライン申込または
直接来館にて

第13回
キラリ☆新春邦楽演奏会
2015.1/25［日］午後1：00開演
メインホール ※入場無料・予約不要

※満席の場合は、
ご入場をお断りする場合がご
ざいます。

関連プログラム①

講師 四戸世紀（クラリネット奏者）

11/29［土］午後2：00～
マルチホール
1,500円
申込締切 11/15［土］必着

『キラリふじみのステージで
モーツァルトと遊ぶ』
講師 島田彩乃（ピアニスト）、西巻正史
12/24［水］午後3：00～
メインホール
1,000円
募集期間 10/19［日］～12/10［水］必着

こどもステーション☆キラリ
芸術監督と一緒に遊ぶ、毎月1回の
お楽しみデイ。
10/19［日］、
11/29［土］、
12/20［土］
各日ともに午前10：00～正午
対象 小学生 参加費 無料
申込方法 電話・直接来館またはオンライ
ン申込にて。

関連プログラム②

『公開リハーサルへのご招待』
演奏曲の一部で構成するリハーサルに、
小さなお子様連れの皆様をご招待します。
2015.1/ 9［金］午後1:30~2:15
対象 未就学児（2名まで）と保護者1名
定員 50組（応募多数の場合は抽選）
募集期間 10/19［日］～12/10［水］必着
申込方法 各専用の申込用紙に記入の上、
郵送、
FAX、
直接来館にて

11/29［土］発売 キラリふじみ・レパートリー『mother-river homing』 ｜ 作・演出 田上豊
2015.1/31［土］午後6:00開演, 2/1［日］午後2:00開演
マルチホール
【全席自由・整理番号付】一般 2,500円 高校生以下 1,000円 ※伊丹・高知公演のチケットの取扱有。
2015.2/22［日］午後3:30開演

【全席自由】3,000円

新年を彩る書の大作をお待ちして
います。

日程 2015.1/5［月］—12［月・祝］
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 10,800円
申込締切 11/30［日］

絵画大作展

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 2015.2/19［木］— 24［火］
規程 50号～100号程度の油絵、水彩、
日本画等の表面作品
		 パステル、
		 （発表済みも可）

出品料 3,000円
申込締切 2015.1/18［日］

キラリふじみのアトリエ
「みんなの食卓
～知ること・食べること」
いつも食べている野菜について
考えてみませんか。生産、
流通、
消
費の3つのテーマで「食べること」
を「知ること」
で生活文化を考える
スペシャルシリーズ！

『流通のウラガワ』

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 2015.2/27［金］— 3/1［日］
規程 100cm×100cm程度の作品
申込締切 2015.1/18［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 専用の申込用紙に記入の上、
郵送、
FAX、
直接来館にて

催し物
10月 1［水］ 19:00 ★キラリふじみ錦秋狂言 万作の会『蚊相撲』（かずもう）『舟渡聟』（ふなわたしむこ）
2［木］ 14:00 雲の劇団 雨蛙プロデュース「西向く士、東へ」プロジェクト2014 070-6401-2947［三井］
4［土］ 14:00 第5回「ふじみ野・ハートフルコンサート」クラッシックを楽しもう！
（声楽・フルート・ピアノの演奏会）
049-264-9686［杉渕］
13［祝］ 14:00 ★キラリふじみのアトリエ「みんなの食卓〜知ること・食べること〜」
『流通のウラガワ』
18［土］ 14:00 ★キラリふじみのアトリエ「はじめての能楽ワークショップ〜仕舞と謡を体験しよう〜」
19［日］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ
19［日］ 14:00 ★ダンサー田中泯ただいま旅中『脱衣浮雲』関連企画
映画「ほかいびと〜伊那の井月〜」
せいげつ

22［水］〜26［日］ ★キラリふじみ・レパートリー新作 『奴婢訓』
29［水］ 18:30 老人介護の基本の"き"

049-265-7714［社会福祉法人たくみ］

11月 9［日］ 11:30 歌と踊りの祭典 特別ゲスト 成世昌平

049-255-0926［（株）高栄工務店］

15［土］ 12:30 第22回グランデ・ジーリ・アミーチ・デッラ・リリカ（声楽コンサート）090-4454-6888［寺川］
22［土］ 13:30 富士見九条の会 九周年のつどい

049-253-0037［小倉］

24［祝］ 14:00 あおぞらハーモニー吹奏楽団 第 6 回ファミリーコンサート「Music Box」
090-4930-2259［新井］
25［火］ 11:00

★キラリふじみのアトリエ［会場：ふじみ野交流センター］
『富士見の野菜×イタリアン〜地元野菜を味わうシンプル料理』

26［水］ 10:15 ファミリーコンサート

049-252-3771［健康増進センター母子保健係］

29［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ
29［土］ 14:00 ★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
『キラリで煌めく綺羅星たち〜天才モーツァルトと遊ぶ〜』関連プログラム
「四戸世紀クラリネット講習会」
29［土］ 18:00 ★ダンサー田中泯ただいま旅中『脱衣浮雲』

12月 5［金］ ①14:30 ②18:30 舞踊集団菊の会公演 日本のおどり「躍れ日本の心」

03-5983-6001［舞踊集団菊の会］

11［木］ 19:00 クリスマス・コンサートin2014
13［土］〜14［日］

049-232-1753［東海林］

★キラリ☆ダンスフェスティバル vol.12

20［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ
20［土］ 12:30 ★シンポジウム 富士見の農業 〜一粒の種から見えること〜
20［土］ 18:00 第 51回東洋大学ギターアンサンブル定期演奏会

090-5513-7338［立野］

スピーカー 松浦智紀

21［日］ 14:00 混声合唱団けやき 第 20 回定期演奏会

進行 関野幸生（関野農園）

24［水］ 15:00 ★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
『キラリで煌めく綺羅星たち〜天才モーツァルトと遊ぶ〜』関連プログラム
「キラリふじみのステージでモーツァルトと遊ぶ」

（有限会社サン・スマイル代表取締役）

10/13［月・祝］午後2：00～
アトリエ
300円
定員 20名（申込順）

『富士見の野菜×イタリアン

～地元野菜を味わうシンプル料理』
講師 朝倉玲子

（オリーブオイル輸入販売アサクラ代表）

（仮） ｜ 作曲・音楽監督 矢野誠
11/23［日］発売 キラリふじみ・コンサートシリーズ『あむ』
2015.2/15［日］午後3：00開演
マルチホール 【全席自由・整理番号付】一般 3,500円 ペア 6,000円

12/20［土］発売 オペラシアターこんにゃく座『銀のロバ』 ｜

書の大作展

スケジュール 10 月 — 1 月

11/25［火］午前11：00～
ふじみ野交流センター調理室
2,000円（材料費込）
定員 15名（申込順）

『はじめての能楽ワークショップ
～仕舞と謡を体験しよう～』
講師 塩津圭介（喜多流シテ方）
10/18［土］午後2：00～
展示室
300 円 ※「万作の会狂言公演」チケットを

お持ちの方は無料

対象 小学４年生以上 ※ 大人も参加可能
定員 20名（申込順）
各回とも要申込
申込 直接来館、電話、
またはオンライン申
込にて

富士見市民文化祭

展示発表 11/ 1［土］— 3［月・祝］
午前10：00～午後5：00
最終日は午後3：00まで

049-251-6649［髙田］

27［土］ 13:30 many smile vol.7 ジャズダンス・ヒップホップ発表会

090-4134-7695［千葉］

1月 10［土］ 15:00 ★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
『キラリで煌めく綺羅星たち〜天才モーツァルトと遊ぶ〜』

民謡大会 11/ 2［日］午前9：30〜

17［土］ 13:00 第23回ふじみ福祉フォーラム21 049-251-2711［市・福祉課地域福祉係 内線 334］

芸能発表 11/ 3［月・祝］
午前10：00から

18［日］ 14:00 ★キラリふじみ・コンサートシリーズ『あむ』（仮）ロビーコンサート

市民美術展 11/ 9［日］— 16［日］
午前10：00～午後6：00
初日は正午から
最終日は午後5：00まで
将棋大会 11/ 9［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/ 16［日］
午後1：00～午後4：30
※記載のないものは、キラリふじみが会場
になります。

17［土］ 14:00 ニューイヤーオペラコンサートin2015
25［日］ 10:00 ピアノ発表会

049-232-1753［東海林］
049-251-6969［埼玉音楽院］

25［日］ 13:00 ★第13 回キラリ☆新春邦楽演奏会
31［土］〜2/1［日］★キラリふじみ・レパートリー『mother-river homing』

展示
10月 9/29［月］〜10/5［日］ 9:30 〜17:00

5［日］は16:00まで

第14 回かがやき文化祭（作品展）
049-253-0037［小倉］

1［水］〜5［日］

10:00 〜17:00

12［日］〜13［祝］

12［日］10:00 〜17:00 富士見小品盆栽会 盆栽展
13［祝］9:00 〜16:00 049-251-4481［山賀］

5［日］は15:00まで

第16 回ＪＲＰ埼玉ふじみ野支部展
049-263-1526［鈴木］

9:00 〜17:00

富士見市植物画同好会
049-254-9297［斉藤］

11月 22［土］〜27［木］

10:00 〜17:00

無の会 40 周年記念展 会員 25 名による作品の発表
049-251-9415［岡田］

24［祝］〜30［日］

10:00 〜18:00

24［祝］は13:00から

写真愛好家中村さんと行く 撮影ツアーの会
第 2 回写真展
090-4966-3805［中村］

10:00 〜18:00

第13 回キラリ☆ふじみ 書の大作展

9:00 〜17:00

埼玉県 児童生徒美術展 富士見市内展
049-253-1451［諏訪小学校 藤井］

18［土］〜23［木］

1月 5［月］〜12［祝］
23［金］〜26［月］

18［土］は14:00から
23［木］は16:00まで

5［月］は13:00から
26［月］は15：00まで

＊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。

impressions

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、アーティストのコメントや公演の様子などとともに、
創作の現場や成果をレポートします。

私の子供=舞踊団

古民家頌『空気が転んだ！』
2014.6/8［日］ 難波田城公園旧大澤家住宅
構成・演出：田中泯 音響：石原淋
出演：私の子供=舞踊団
名家の風格をいまも漂わせる茅葺の古民家。
140年ほど前に建てられ、
難波田
城公園に移築された富士見市指定文化財「旧大澤家住宅」
です。
今回、
私の子供＝舞踊団はこの古民家を公演の舞台に選びました。
長屋門を
潜るとひろがる前庭、中庭を囲う板塀に設けられた木戸、格式あるどっしりとし
た玄関、座敷の周りを巡る廊下、土間につながる大きな開き戸、厩に通じる潜り
戸など、
この家に積み重ねられた歴史を偲ばせる数々の
〈場〉
を軸にパフォーマ
ンスは繰りひろげられました。
この土地に生まれ暮らした人々の〈生〉の軌跡をカラダに呼び起こし、移りゆ

く時代に埋もれた人々の生活の息吹きや記憶、かけがえのない人生の瞬間を
甦らせていきます。そのことで日頃は静かな佇いの古民家は、
過去を活き活きと
再生する異次元空間へと変貌していきました。
前日の豪雨の名残で、
時折なぐりつけるように降る雨…雨足が衰え、
ふと差
し込む陽の光…、
自然が織りなす空間の千変万化と、過去を今に甦らすカラダ
の躍動。すべての要素がパズルのピースであるかのごとく一瞬一瞬を埋めつく
し、
空間が生き物のように息づき始めました。
１２０名の観客を魅了した時空を超
えた七十分の旅が終わると、
古民家は静かな日常の姿へと戻っていきました。

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』
2014. 7/ 28［月］— 8/3［日］ マルチホール
企画・進行：NPO法人演劇百貨店
毎年恒例となった夏休みの7日間の演劇ワークショップ。小学3年生から6
年生の22名の子どもたちが、
進行を担当した南波圭さんらとともに、
最終日
の発表会に向けてえんげきづくりに挑戦しました。
今年は、東武東上線「鶴瀬駅」の開設100周年という記念すべき年。そ
こで、“昔”をテーマにまずは明治時代から現在までの富士見市の写真を
見ながら、移り変わる町の様子や暮らしの変化をみつけていきます。
約40年にわたり富士見市で暮らし文化活動を続けてきた野村東央留
さんにも加わってもらい、市民のかつての暮らしぶりや、自身の鮎釣りや駄
菓子屋で買ったトリモチを使ってトンボを捕まえた少年時代のエピソードな
どを教えてもらいました。
話を聞いた後、各グループに分かれ、それぞれ興味を持った話をヒント
に、何度も何度もアイデアを出し合いながら「自分たちが想像した“昔”」の

作品を創りました。
そしてもう一つのテーマは、
「自分たちが想像する“未来”」。
「子どもを自立させる為に、20歳になったら一人暮らしをしなければなら
ない法律が出来ていると思う！」
「もう宇宙には行けるはず！」
「家主の代わり
に家事を全部やってくれるロボット型のお家」
「戦争をも止められる、大阪の
おばちゃんロボ」など、想像力に富み、かつ愉快なアイディアがたっぷり詰
まった作品が出来上がりました。
そして迎えた発表会当日。会場に集まった家族や友達の前で、各チーム
の仲間と全力で創った「過去」
と
「未来」の作品を堂々と披露しました。
最後のカーテンコールでは、ひとりひとりの名前を呼ぶ南波さんの声に、
子どもたちは充実感に溢れた満面の笑みであいさつ。観客の拍手に元気
に応え、今年の「えんげきをつくろう」は幕を閉じました。

施設利用申請の手引き
申込可能期間 — ●メインホール、マルチホール……利用する月の1年前の月初日から
利用日の20日前まで ●展示・会議室、展示室、アトリエ……利用する月の6か月前の月初
日から利用日の3日前まで ＊ただし、無料展示会での利用の場合、利用する月の1年前の
月初日から申込可能。●スタジオ……利用する月の3か月前の月初日から利用当日まで ＊
公演でホールを利用する場合、
申込可能期間に関わらず、ホール以外の各施設も併せて
申込可能。

（ただし、
1月は5日になります。
）
貸出申込の開始日— 毎月1日の午前9時から。
開始日の午前9時までにご来館いただき、
利用希望日をお伺いします。
＊希望日が重複した場合、
各主催者同士による話し合いでご調整いただき、
話し合いが不
調となった場合は、
抽選となります。
利用料金の支払方法— 窓口または銀行振込にて。
（カード使用不可）
＊利用許可後に、
施設利用料金をお納めいただきます。

申請から許可までに時間がかかる場合や、
利用許可できない場合がありますので、
ご了承ください。その他、
ご不明な点はお問合せください。
＊利用内容によっては、

チケットの取扱い
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。

※口座振込等の詳細はお問合せください。

申込み、
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
〒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.kirari-fujimi.com/ 携帯からもご覧いただけます。
開館時間 午前 9 時 — 午後10 時

谷津の森公園

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。

臨時休館日…10/15［水］
・16［木］、10/24［金］
・25［土］、11/18［火］
・19［水］、12/15［月］～18［木］、12/28［日］～2015.1/4［日］、2015.1/13［火］
・14［水］
［vol.47］は2015年1月1日発行です
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