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キラリふじみ
2014 夏・秋の
ラインナップ
来年の本公演に向けた「ふじみもの
がたり」
の参加者募集が始まります。
ものがたりとは人が生きていく事その
ものです。劇場で作品と出会い、
人と
出会い、
その度に私たちのものがたり
は彩られていきます。是非、あなたの
ものがたりを輝かせに来てください。
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

キラリふじみ・リーディング

『夏の夜の夢』参加者募集

橋爪功・夏の夜の朗読『四谷怪談』
（2013年8月）撮影 青木司

演劇集団 円

橋爪功・夏の夜の朗読
向田邦子
『かわうそ』
芥川龍之介
『藪の中』

演出 森新太郎 出演 橋爪功
7 / 18［金］午後7：00開演
メインホール
【全席指定】一般 3,000円
（65歳以上）2,000円
学生・シニア
高校生以下 1,000円
当館
終演後
500円, 締切7/11
［金］,定員5名

＊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。

作・演出 永井愛
出演 金田明夫 水崎綾女 ほか
9/28［日］午後2：00開演
メインホール
【全席指定】一般4,000円
一般ペア7,500円 学生2,000円
8/2［土］
当館
500円, 締切9/21
［日］,定員5名
《関連企画》連続講座
『二兎社の芝居のつくりかた（仮）』
二兎社の芝居創りに関わるスタッフが自
身の仕事を語り、さまざまな角度から作品
に迫ります。
〈日程…7月～9月予定〉

料金

チケット発売日

＊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
【8/23［土］発売】

キラリふじみ・レパートリー新作

『奴婢訓』

作：寺山修司 演出：多田淳之介
10/22［水］
ー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
【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

【9/21
［日］発売】

ダンサー田中泯ただ今旅行中
踊り：田中泯

11/29［土］午後6：00開演
一般3,500円 一般ペア6,500円
《関連企画》
映画「ほかいびと～伊那の井月～」上映
10/19［日］時間未定
『脱衣浮
1,000 円（【枚数限定特別割引】

チケットと同時購入の場合のみ500円引き）
雲』

私の子供=舞踊団 第三回公演
風景・ダンス

『カラダのなかのコドモたち』
演出・構成 田中泯 演出助手 石原淋

カラダ・コトバ・ウゴキとの出会いを重
ねた24名。
今、
彼らの中で息をひそめ
ていた子供達が動き出し、踊ります。
8/23［土］
・24［日］
23［土］午後7：00開演
24［日］午後4：00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
23日のみ終演後

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
9/5［金］午後１:30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 7/25［金］

『ふじみものがたり』

キラリふじみ

参加者募集

『サーカス・バザール』
７/5［土］
・6［日］
両日ともに 午前10:00ー午後3：30
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—
市内を中心に農家や商店の皆さん自慢の
逸品が並びます。
◉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）
キラリの各所で選りすぐりのサーカスや大
道芸を披露します。
綱渡りサーカスショー（有料）
空中芸やハンド・アクロバットなど驚異の
サーカス芸の数々を見せてくれます。
7/5［土］午後2：30開演
7/6［日］午後0：30開演
メインホール
【全席自由】一般1,000円
中学生以下500円
当館
サーカス芸のワークショップ（有料）
ジャグリングワークショップを開催。
７/5［土］
・6［日］
両日ともに午前11：30より開始
500円 対象 小・中学生
定員 各回20名（申込順）
申込方法 電話、オンライン申込または直
接来館にて

キラリ☆ふじみ 錦秋狂言
か ず も う

ふなわたしむこ

万作の会『蚊相撲』
『舟渡聟』

5回目を迎える今回も、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とこな
くお届けします。
出演 万作の会
10 /1［水］午後7:00開演
メインホール
【全席指定】一般 4,500円
一般ペア 8,000円 学生 2,000円
8/2［土］
当館
終演後
500円, 締切9/24［水］,定員5名

二兎社・万作の会セット券
先行抽選発売のご案内
当館で上演する二兎社
『鷗外の怪談』
と万
作の会狂言公演の２演目セット券。
先行抽
選販売のみの特別価格！
一般セット 7,000円
学生セット 3,600円
申込期間 7/5［土］午前 9：00
			 ～7/21［月・祝］午後10：00
申込方法 オンライン予約または専用の申
込用紙に記入の上、
直接来館でのみ受付。

※詳細はホームページまたは申込用紙をご参照
ください。

アソシエイト・アーティスト田上豊が、 『島田彩乃とモーツァルトを弾こう』
参加者募集
一般公募で選ばれた市民と共に創
り上げるリーディング企画です。
9/6［土］午後1：00開始

多田芸術監督が、
地域に暮らす人々
とともに、富士見という
「まち」に息づ
く“ものがたり”をつくります。公演に
向け、新たに参加者を募集します。
構成・演出 多田淳之介
稽古日程 2014．9月ー2015．3月
公演 2015．3/28［土］
・29［日］
対象 小学生以上（未成年の場合は
保護者の同意が必要です）

定員 20名（応募者多数の場合は抽選）
申込締切 8/25［月］必着
申込方法 専用の申込用紙に記入の上、
郵送または直接来館にて
《お試しワークショップ》
応募を決めた方も、
まだ迷っている方も、
少し
だけ内容を体験出来るワークショップです。
8/22［金］～24［日］
※各企画の詳細は、
チラシやホームページをご参
照ください。

キラリふじみ・ワークショップ

『えんげきをつくろう』参加者募集
7/28［月］
ー8/3［日］ ※日時の詳細は
ホームページまたは申込用紙をご参照ください。

対象 小学3～6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（初日に集金）
申込方法 専用の申込用紙に記入の上、
郵送、
FAXまたは直接来館にて
申込締切 7/7［月］必着

スケジュール 7 月— 10 月
催し物

7月 2［水］ 19:00 七夕コンサート(シュウミン( 二胡）・フルート・諏訪コーラス) 049-251-9527［水野歯科医院］
5［土］
・6［日］10:00 ★キラリふじみ『サーカス・バザール』
8［火］ 10:15

第12回小さなこどものためのコンサート

049-251-3005［子育て支援センター「ぴっぴ」］

原作 ウィリアム・シェイクスピア
脚本・演出 田上豊
稽古日程 8月ー9月中旬（全７日間）
公演 9/13［土］午後3：00開演

講師 島田彩乃（ピアニスト）
西巻正史（トッパンホール企画制作部長）

12［土］・13［日］ ピースフェスティバル 2014

をご参照ください。

17［木］①10:30 ②14:00 ③19:00 映画「ひまわり〜沖縄は忘れないあの日の空を〜」上映会
049-253-0037［小倉］

ください。

2014公募 キラリ☆ふじみ陶芸展

※日程の詳細は、
チラシやホームページをご参照

対象 性別・演劇経験不問、
高校生以上

（未成年の場合は保護者の同意が必要です）

定員 20名
選考方法 第1次：書類選考
			 第2次：オーディション
申込締切 7/26［土］必着
申込方法 専用の申込用紙に記入の上、
郵送または直接来館にて

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』
いつも何気なく食べている野菜につい
て考えてみませんか。生産、流通、消
費と3つのテーマを軸に展開するス
ペシャルシリーズ。どうぞお楽しみに。

「タネが危ない」

市民劇

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）

『脱衣浮雲』

『鷗外の怪談』

※ 詳細はホームページ等をご覧ください。

記号凡例
会場

二兎社＋公立劇場共同制作

文豪・森鷗外には二つの顔があった。
言論や表現の自由を尊重する文学
たった一人の朗読とは思えない濃密
者の顔と、国家権力の徒である帝国
でダイナミックな演劇空間を創り出
軍人としての顔。
彼を取り巻く人々の
し、多くの観客の心を鷲掴みにする、 視点を通して、森鷗外のもつ内面の
橋爪功による朗読企画の第4弾！
謎へと迫ります。

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

日時

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）

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 関連プログラム

★印はキラリふじみ主催事業 ■色は有料公演

スピーカー 野口勲（野口種苗研究所代表）
進行 関野幸生（関野農園）
9/15［月・祝］午後2：00～

「流通のうらがわ」

スピーカー 松浦智紀
			 （（有）サン・スマイル代表取締役）
進行 関野幸生（関野農園）
10/13［月・祝］午後2：00～

「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）
11/25［火］時間未定
ふじみ野交流センター調理室
2,000円（材料費込）
（仮）
『寺山修司とポストドラマ演劇』

スピーカー 岡本和樹（映像作家）
9/27［土］午後2：00～

※
『奴婢訓』
のチケットをお持ちの方は無料

（仮）
『能楽レクチャー』

講師 塩津圭介（能楽・喜多流シテ方）
10/18［土］時間未定

※「万作の会狂言公演」
チケットをお持ちの方は無料

各回とも要申込
特に料金を記載していないレクチャー
は全て300円（ワンドリンク付）
定員 20名［申込順］ 申込方法 電話、
オ
ンライン申込または直接来館にて
※詳細や申込開始日等は、
チラシやホームページ
をご参照ください。

※詳細や申込開始日等は、
チラシやホームページ

出展者募集
ご自身の陶芸作品を展示してみま
せんか？陶芸作家の鈴木陶守さん
の企画展も同時開催します。
9/20［土］ー26［金］
午前10：00～午後6：00

最終日は午後4：00からギャラリートーク、
午後4：30から交流会を予定。

搬入 9/19［金］午後3：00～午後5：00
搬出 9/ 26［金］午後5：00〜
アトリエ
会場 展示・会議室、展示室、
種目 陶芸すべてのジャンル
出品料 2点まで1,000円。組み物は1点と
数える。それ以上は1点につき1,000円

（搬入時支払）

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。
申込締切 8/31［日］

キラリ☆ふじみ 中高生美術展
出展者募集
8/16［土］ー20［水］
午前10：00～午後6：00
初日は午後1：00から。
最終日は午後4：00まで。

展示・会議室
対象 市内在住・在学の中学生・高校生
種目 絵画、写真、
工芸 参加費 無料
応募点数 原則1人1点まで。
申込方法 専用の申込用紙に記入の上、
郵
送・FAXまたは直接来館にて。
申込締切 8/3［日］

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.12

18［金］ 19:00

★演劇集団 円『橋爪功・夏の夜の朗読』̶ 向田邦子『かわうそ』・芥川龍之介『藪の中』

19［土］ 10:00

★こどもステーション☆キラリ

20［日］ 12:00 M・H・Mこころの歌 歌謡 夢 のステージ

048-622-7491［春山］

20［日］ 18:00 サマーコンサート in キラリ☆ふじみ

049-253-4413［加藤］

21［祝］ 13:30

26［土］ 14:30 室内楽とオペラによるモーツァルト「魔笛」

8月 3［日］ 時間未定 ★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』ミニ発表会
23［土］・24［日］ ★私の子供＝舞踊団 第三回公演 風景・ダンス『カラダのなかのコドモたち』
26［火］ 17:00 19 回久世枝折発表会

2015.1/25［日］※1団体約20分間
対象・定員 スタッフとして協力できる
8団体（応募者多数の場合は選考）
申込方法 直接来館または電話にて
申込締切 8/31
［日］

048-471-1417［高橋］

9月 5［金］ 13:30 ★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』
6［土］ 13:30 アンサンブルプレザン 第1回定期演奏会（サックスアンサンブル）090-6136-2639［戸井田］
7［日］ 13:30 第 27 回東上沿線ギターフェスティバル
13［土］ 15:00

049-267-3392［田代］

★キラリふじみ・リーディング『夏の夜の夢』公演

〈会場：鶴瀬公民館〉

13［土］ 18:30 第 2 回コル・カント主催コンサート/オータムコンサート日本の歌・世界の歌 /
テノール東海林尚文・ピアノ石塚久美子
049-232-1753［東海林］
14［日］ 13:30 富士見市民吹奏楽団第 32 回定期演奏会
15［祝］ 14:00

050-7118-6357［佐藤］

★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』
「タネが危ない」

23［祝］ 14:00 タップダンス・エンターテイメントショー〜リズム＆コメディ〜 048-476-5363［志木おやこ劇場］
27［土］ 10:00

★こどもステーション☆キラリ

27［土］ 14:00

★キラリふじみのアトリエ『寺山修司とポストドラマ演劇』（仮）

28［日］ 11:30 国際交流フォーラム
28［日］ 14:00

049-251-2711［人権・市民相談課 内線 273］

★二兎社+ 公立劇場共同制作『鷗外の怪談』

29［月］ 13:00 第14 回 かがやき文化祭（舞台発表）

049-253-0037［小倉］

う・
10月 1［水］ 19:00 ★キラリ☆ふじみ 錦秋狂言 万作の会『蚊相撲』
『舟渡聟』かずも
ふなわたしむこ

2［木］ 時間未定 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 070-6401-9748［朝日山］
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』
「流通のうらがわ」

18［土］ 時間未定 ★キラリふじみのアトリエ『能楽レクチャー』（仮）
19［日］ 時間未定 ★こどもステーション☆キラリ
22［水］〜26［日］ ★キラリふじみ・レパートリー新作『奴婢訓』

展示
8月 3［日］〜10［日］

出演団体募集

049-245-0398［久世］

31［日］ 12:00 いわき一郎歌謡コンサート

12/13［土］
・14［日］
（準備・転換を含む）
※1団体最大20分間
メインホール
定員・対象 スタッフとして協力できる
アマチュアグループ16団体

第13回 キラリ☆新春邦楽演奏会

070-5570-7294［吉田］

27［日］ 15:00 Kaori Ballet Space Summer Concert vol.4（バレエ発表会）090-9240-3450［伊藤］

7月 9［水］〜13［日］

参加費 1団体20,000円
申込方法 専用の申込用紙に記入の上、
郵送、
FAXまたは直接来館にて。
申込締切 7/7［月］必着

第15回レパートリーおひろめ会（ピアノ教室「ピアニッシモ」ピアノ発表会）049-264-9686［杉渕］

21［祝］ 14:00 音楽集団 The Music Restaurant 第 7 回定期演奏会 090-4439-8231［清水］

出演団体募集

（応募団体多数の場合は抽選）

049-251-1140［鶴瀬公民館］

16［土］〜20［水］

9月 13［土］〜14［日］

9：30 〜17：00

ピースフェスティバル 2014（展示）
049-251-1140［鶴瀬公民館］

10：00 〜18：00

南畑フォトクラブ写真展（創立15 周年記念）
049-252-2255［加藤］

13［日］は16：00まで
10［日］は16：00まで

10：00 〜18：00

16［土］は13：00から
20［水］は16：00まで

★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）

13［土］9：30〜17：00
14［日］9：30〜16：00

やまびこ山草会 秋の展示会
048-474-3913［荒川］

13［土］〜15［祝］

10：00 〜17：00

13［土］
は12：00から

水谷田んぼ展示会
090-6305-4648［木内］

20［土］〜26［金］

10：00 〜18：00

★2014 公募 キラリ☆ふじみ陶芸展

26［金］
は16：00まで

29［月］〜10/5［日］ 9：30 〜17：00

10/5［日］
は16：00まで

10月 1［水］〜 5［日］
12［日］〜13［祝］
18［土］〜23［木］

第14 回かがやき文化祭（作品展）
049-253-0037［小倉］

10：00 〜17：00

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］

12［日］10：00〜17：00
13［祝］9：00〜16：00

富士見小品盆栽会 盆栽展
049-251-4481［山賀］

9：00 〜17：00

富士見市植物画同好会
049-254-9297［斉藤］

18［土］
は14：00から
23［木］
は16：00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

カラダ・コトバ・ウゴキとの出会いを重ね、
自分の中に
ある
「踊り」
を見つけていく作業を続ける
「私の子供=
舞踊団」。3月中旬の2日間、東京都中野区のパ
フォーマンススペースplan-Bを会場に、6人のメン
バーがソロ公演を行いました。
舞台美術は何もなく、黒い床面にコンクリート打
ちっ放しの壁があるだけのシンプルな空間。すし詰
めになった満席の客席には、すでに開場前から熱気
が立ち込めています。
ふっと客電が消え、
暗闇に包まれると、
舞台と客席
にピンと張り詰めた緊張感が広がっていきます。

私の子供=舞踊団 ソロシリーズ

『イマダンス』
2014.3/15［土］
・16［日］
(東京都中野区)
会場：plan-B
構成・演出：田中泯

自分が内包する感覚を探しさまようカラダ
感情を排除しウゴキに徹底するカラダ

撮影：青木司

市民劇『ふじみものがたり』
中間発表

『FUJIMI PAVILION ～物語とシンポジウム』

2014.3/9［日］
構成・演出：多田淳之介（当館芸術監督）

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。

いつもの劇場空間とはまるで違う空間が生まれたマ
ルチホール。地元のお店が並び食べ物を販売した
り、参加者が個人史を展示するパヴィリオンをつく
り、
ブースに立ってお客さんと話すなど、会場全体が
活気あふれる
「まち」へと変貌していきます。
発表の場となる舞台に目を向けると、地元の作家
が描いた絵画が並べられ、河川敷や田園風景など
富士見市の町並みを彷彿とさせる景色が広がって
います。いよいよ、12名の参加者が、
「富士見」
という
「まち」を歩き、発見し、感じたことから生まれた“ふじ
みものがたり”が始まります。
一人、
また一人と舞台中央に立ち、
自分を紹介す
る「私は･･･です。
」という幾つもの文章を語ります。
自分のことを伝えるにはあまりにも短い一文。
しかし
それが積み重なるごとに、舞台上に立つ人間の存
在を浮き彫りにしていきます。そして、それは、まち
の過去・現在・未来の姿を手繰り寄せ、発見する作
業を重ねてきた彼らの姿を観客の心の中に刻んで
いきました。

カラダの感情を感じ取ろうとするカラダ
暴走し格闘しパニックするカラダ
地を這いながら何かを求め続け前進するカラダ
静かに流れる時の中で奥底にあるエネルギーを
ふつふつと燃え滾らせるカラダ。
6メートル四方の空間でさらけ出した6人6様のカラ
ダがそこにはありました。
今、自分というカラダと正直に向き合い、今だから
こそできる踊りを見つけた6人。
現在8月の公演に向けて、再び、舞踊団のメン
バーとの共同作業を行い、その中で見つけた「踊り」
を発表します。どうぞご期待ください。
※公演情報は中面をご参照ください。

「まち」を見つめてきた彼らが作ったのは、台本の
ない2つの“ものがたり”。
言葉が生まれる瞬間を大切にしたいという多田
芸術監督の想いは、まちに住む等身大の人々と「ま
ち」
の情景をまざまざと描き出していきます。
発表の終盤に、富士見市に住む参加者の一人
が語りだします。木造の鶴瀬駅、変遷する町の名
前、できたばかりの市役所、空き地での移動動物
園。40年という時の流れとともに移り変わる「まち」
の様子は、
「まち」
とともに生きている「人」の存在を
教えてくれます。
そして幕切れ間近にスクリーンに映し出された
2014年の数字。そこから1年、
さらに1年と遠い未来
に向かって年号が映し出されていくとともに、会場全
体がこれからの
「まち」
の未来に想いを馳せました。
※2015年3月の本公演に向けて新たに参加者
を募集します。詳細は、
中面をご参照ください。

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

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…7/22［火］～24［木］、8/11［月］～15［金］、9/16［火］～18［木］、10/15［水］
・16［木］、10/24［金］
・25［土］
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ HOTキラリ2014年7月1日発行 ／ 次回のHOTキラリ（vol.46）は2014年10月1日発行です。

