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私 た ち の “ も の が た り ” が 生 ま れ る。

今回の表紙写真は、3月に行う『ふじみものがたり』のワークショップの様子です。富士見市内を歩きみつけた、富士見オリジナルの物語をつくっています。
また、
「キラリふじみ」から生まれる様々な“ものがたり”もどうぞお楽しみください。
編 集・発 行

富 士 見 市 民 文 化 会 館キラリ☆ふじみ（ 公 益 財 団 法 人キラリ財 団 ） 〒354 - 0 021 埼 玉 県 富 士 見 市 大 字 鶴 馬18 03 番 地 1 TEL: 049-268 -778 8

キラリふじみ
2014 冬・春の
ラインナップ
２年がかりで作る
「ふじみものがたり」。
1年目の今年は「ものがたり」の元に
なる色々な「声」をテーマにした中間

WO R K S H O P
キラリふじみ・ワークショップ

『ツナがる演劇。
』

～中高生のための最初の一歩～

キラリふじみ・コンサートシリーズ
『FUJIMI PAVILION
～物語とシンポジウム～』 『金子三勇士 vs

山根一仁 with 北村朋幹

地域と劇場の未来を考える1日です。
日本の俊英 —
発表を行います。人が発する声、
物や
市民劇『ふじみものがたり』の中間
火花の
「競演」
・友情の「共演」
』
発表とシンポジウムの２部構成でお
場所から聞こえてくる声、
その聞こえ方
贈りします。
今回のコンサートシリーズは、
未来を
も聞く人によって違います。
3/9［日］午後1:00開演
切り開く日本の俊英、金子三勇士と
マルチホール
山根一仁が技と音楽センスを競い
今、現在、富士見にいるわたしたちの、
【全席自由】500円
2/8［土］
合い、聴き比べする贅沢なプログラ
当館（オンライン予約あり）
そしてわたしだけの「ものがたり」を見
ム。山根一仁をサポートする北村朋
第１部 市民劇 —
幹の繊細な感性もコンサートの魅力
つけに是非いらして下さい。観に来
『ふじみものがたり』中間発表
を一層引き立たせます。
富士見という
「まち」に息づく”ものが
て頂いた方の声も、２年目の本公演
出演 金子三勇士(Pf) 山根一仁（Vn）
たり”を2年がかりで演劇化するプ
北村朋幹（Pf)
へ繋げていきたいと思います。
ロジェクト、1年目の成果発表です。
3/2［日］午後3：00開演
参加者と描く、“未来へつながるもの
メインホール
—芸術監督 多田淳之介
【全席指定】 一般 3,500円
がたり”をぜひご覧ください。
構成・演出 多田淳之介
● 利用者アンケートのお願い

より一層のサービス向上や運営の効率
化を図り、
「親しまれる施設・利用しやす
い施設」
を目指していくために、当館をご
利用いただいている皆様を対象に利用
者アンケートを実施いたします。
ご協力の程、
お願いいたします。
日時 2 /1［土］～28［金］
の開館時間
午前9時～午後10時
場所 キラリ☆ふじみ内
※2月12日[水]・13日[木]は臨時休館日
のため実施いたしません。

チケット取扱い

第２部 シンポジウム—
『新しい広場としての公共劇場の可能性』
日本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
督を招き、それぞれの劇場の運営の
実例を紹介しながら市民生活に根
付いた劇場の活動について話して
いきます。
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
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。

キラリふじみ・リーディング『歌わせたい男たち』稽古風景（2011年）

キラリふじみ・リーディング

『胸騒ぎの放課後』
誰もが小学生として過ごしたあの時
代。少年時代を回想する作劇術で
観客自身の記憶をも呼び覚ます金
杉忠男の代表作を、
田上豊が公募で
集まった参加者と共に作り上げます。
作 金杉忠男 演出 田上豊
1/25［土］午後3:00開演
マルチホール
入場無料・要申込
申込方法 1/11［土］
より、
当館まで電話・直
接来館またはオンライン申込にて

参加者募集

キラリ☆かげき団 第8回公演

オペラ『にごりえ』

キラリ☆かげき団が樋口一葉原作の
傑作オペラに挑みます。明治の陋巷に
生きた庶民の姿が鮮やかに蘇ります。
原作 樋口一葉 台本 山元清多
作曲・音楽監督 萩京子 演出 立山ひろみ
３/22［土］
・23［日］
22［土］午後6:00開演
23［日］午前11：00/午後3：30開演
マルチホール 【全席自由】2,000円
１/11
［土］ 当館（オンライン予約あり）
23［日］
11時公演のみ、500円、
、定員5名
締切3/15［土］

企画・進行 NPO法人演劇百貨店
3/22［土］
・23［日］
、28［金］
～30［日］
の計5日間
・23［日］正午～午後4：00
22［土］
28［金］
～30［日］午前10：00～午後4：00
対象 4月から中学生になる人
～3月まで高校生の人
定員 20名（応募者多数の場合は抽選）
参加費 2,000円（初日に集金）
参加条件 全日程参加できること
申込方法 専用の申込用紙に必要事項を
記入の上、
直接来館、
郵送またはFAXにて
申込締切 3/2［日］必着

『もう風も吹かない』

構成・演出 田中泯
振付・出演
15［土］池嶋敏行 浦壁詔一 黒田真史
16［日］岸田圭介 瀬口健作 益子安奈
3/15［土］
・16［日］
両日ともに午後7：00開演
plan-B［東京都中野区］
【全席自由】
前売 2,000円（※当日精算のみでの取扱）
当日 2,500円
発売中
plan-B
http://i10x.com/planb/contactus
予約完了後のキャンセルはキャンセル料金が発
生します。
※公演の詳細は当館までお問い合わせください

第12回 キラリ☆ふじみ
書の大作展
流派を超え、
さまざまな秀作、
力作が
そろう市民の書家によるバラエティ
に富んだ書の展覧会です。

絵画大作展

青年団

カラダ・コトバ・ウゴキとの出会いを
重ねて、
イマダンス。自分の中にある
「オドリ」
を、イマダンス。plan-Bとい
う空間で、さらけ出すカラダと存在
するダンス。キラリふじみの「私の子
供=舞踊団」の活動をするメンバー
が東京の中野で二晩にわたってお
届けする、
ソロシリーズ第一弾。

参加費 無料
申込方法 1/11［土］午前9：00より申込
開始。申込開始日は直接来館のみの受付。
翌日からは電話のお申し込みも可。
※ 観覧のみの場合は、
申込不要。

1/5［日］～12［日］
午前10：00～午後6：00
初日は午後1:00から
展示・会議室
撮影：青木司

『イマダンス』

毎年大好評のピアノ“スタインウェイ”
の演奏体験。
10分間のコンサートや
大好きな曲を演奏するなど、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。観覧の方も、どうぞ
お気軽にご参加ください。

演劇をつくることは、
たくさんの人たち
2/15［土］午後1：00～午後4：00
メインホール
と出会うこと。
出会いの扉を開いてみ
対象ピアノ演奏経験者
ませんか。春休みに行う、中高校生
定員 1組10分、
18組（申込順）
を対象とした演劇ワークショップです。

一般ペア 6,500円 学生 2,000円
発売中
当館（オンライン予約あり）
500円、締切 2/23［日］
、定員5名

キラリふじみ・plan-B 提携公演
私の子供 =舞踊団 ソロシリーズ

スタインウェイ演奏体験＆観覧

日本の財政は破綻寸前となり、一切
の海外援助活動が停止。青年海外
協力隊の最後の派遣隊員となった
青年たちの訓練所生活を通して「助
ける/ 助けられる」の本質が問われ
ていく。全国ツアーを経て、
当館が最
終公演です。
作・演出 平田オリザ
2/8［土］
・9［日］
8［土］午後6：30開演
9［日］午後2：00開演
マルチホール
【全席自由・整理番号付】
一般 3,500円
アンダー39 2,500円
高校生以下 1,000円
発売中
当館（オンライン予約あり）
9［日］公演のみ、500円、
、定員5名
締切2/2［日］

第12回
キラリ☆新春邦楽演奏会
市内・近隣で活動する邦楽演奏家
の方たちとともに、
日本の伝統音楽を
お届けします。
1/12［日］午後1：00開演
メインホール
※ 入場無料・予約不要

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。
1/18［土］
、2/15［土］、3/22［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。

市内在住・在勤の作家たちが制作し
た50号以上の大作が集う絵画の
展覧会です。
2/18［火］～23［日］
午前10：00～午後6：00
展示・会議室

華大作展
春の訪れをひと足はやく大作の花々
で彩る、市民の方たちによる生け花
の展覧会です。
2/28［金］～3/2［日］
午前10：00～午後6：00
最終日は午後5：00まで
展示・会議室

写真展

『ハムレットというレパートリー』2013年2月

キラリふじみのアトリエ
『胸騒ぎの放課後』
を語る
リーディング公演『胸騒ぎの放課後』
に先駆け、文学座の俳優坂口芳貞
さんと演出家の田上豊が作品につ
いて語り合います。
1/18［土］午後2：00
市民ラウンジ
300円（ワンドリンク付）
定員 20名（申込順）
申込方法 直接来館、
電話、
またはオンライ
ン申込にて

市内で写真創作活動に励んでいる
6つの団体が合同で開催する写真
展です。
3/22［土］～29［土］
午前10：00～午後5：00
初日は正午から
展示・会議室

スケジュール 1 月 — 4 月

★印はキラリふじみ主催事業 ■色は有料公演

催し物
1月 12［日］ 13:00 ★第12回キラリ☆新春邦楽演奏会
18［土］
18［土］
18［土］
19［日］
21［火］
25［土］
26［日］
26［日］

10:00
13:30
14:00
13:30
14:00
15:00
10:00
15:00

★こどもステーション☆キラリ
第 22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］
★キラリふじみのアトリエ『「胸騒ぎの放課後」を語る』
陸上自衛隊第1音楽隊コンサート 049-251-2711［市地域文化振興課 内線251］
ゆうちょ新春民謡コンサート
049-251-7653［富士見東台郵便局 池田］
★キラリふじみ・リーディング『胸騒ぎの放課後』公演
埼玉音楽院 楽院祭
049-251-6969［埼玉音楽院］
社会福祉法人ふじみ愛育会創立 35 周年記念
荒馬座公演「あしたへ向かって〜豊かに稔れ」 049-251-8966［こばと保育園］
2 月 2［日］①13:00 ②17:00 スーパーイコリーダンスプロダクション12thコンサート 049-251-8854［廣木］
5［水］ 12:15 ハローワーク川越「若者就職面接会」
049-242-0197［増田・小林］
8［土］・9［日］ ★青年団『もう風も吹かない』
9［日］ 11:30 日本舞踊・素おどりの会（古典舞踊）
049-252-0018［東喜和］
11［祝］ 11:00 週末よしもと爆笑ステージin富士見 0570-550-100［チケットよしもと予約問合せダイヤル］
15［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ
15［土］ 13:00 ★スタインウェイ演奏観覧
3 月 1［土］ 13:30 富士見市文化芸術振興基本計画を活用したまちづくりを考える講演会
049-251-2711［市地域文化振興課 内線252］
2［日］ 13:00 ピアノ発表会
049-252-4711［関沢ピアノ教室］
2［日］ 15:00 ★キラリふじみ・コンサートシリーズ
金子三勇士 vs 山根一仁 with 北村朋幹
日本の俊英、火花の「競演」、友情の「共演」
9［日］ 13:30 第2回コーラス歌音コンサート 東日本復興支援「愛と平和を歌う」049-269-2848［小川］
9［日］ 13:00 ★『FUJIMI PAVILION 〜物語とシンポジウム〜』
市民劇『ふじみものがたり』中間発表＋シンポジウム『新しい広場としての公共劇場の可能性』
14［金］ 10:30 東喜和流 民謡舞踊連合会 勉強会
049-264-5282［鍛代］
15［土］ 14:30 市民公開講座 生き方に向き合う医療 これからの在宅医療に向けて
049-264-9592［東入間医師会］
15［土］
・16［日］ ★私の子供=舞踊団 ソロシリーズ『イマダンス』 会場：plan-B［東京都中野区］
16［日］ 16:00 NAOKO バレエスタジオ発表会 2014 049-263-8505［NAOKO Ballet Studio］
18［火］ 19:00 聴きたい曲がここにある
03-3226-9999［MIN-ＯＮインフォメーションセンター］
ピョートル・ドミトリエフと仲間たち〜クラシック名曲の散歩道〜
22［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ
22［土］ 13:30 大井東中学校 吹奏楽部 定期演奏会
049-263-5181［木佐木］
22［土］
・23［日］ ★キラリ☆かげき団 第 8 回公演 オペラ『にごりえ』
23［日］ 11:45 卒業式＆コンサート
049-253-3322［小林］
27［木］ 未定 第 6 回 富士見市学校吹奏楽祭
28［金］ 14:00（予定） MISA KID☆S 卒業イベント
080-3455-4455［鎌田］
29［土］ 13:15 なかじま音楽教室 ピアノ・エレクトーン合同発表会 049-252-3528［中島］
30［日］ 10:00 ひなまつりホットチャリティ歌謡ショー
049-251-2784［佐藤］
049-236-0888［木下］
4 月 6［日］ 未定 昭和楽器川越地区 ヤマハ音楽教室 発表会
12［土］ 13:00 第 37回アカデミア音楽教室ピアノ発表会
049-254-1257［オオサワ］
13［日］ 13:30 MUSIC TOYBOX Wind Orchestra Spring Concert 090-5434-4598［青木］
26［土］ 9:30 第 33 回春の民謡民舞大会
04-2954-0778［山川］
27［日］ 18:30 HOSHINOダンシングアカデミー ダンス発表会 Vol.33
049-255-2855［星野］
29［祝］ 14:30 アイムバレエサークル 第 4 回発表会
090-3151-7212［溝口］

展示
1月

2月

5［日］〜12［日］

10:00 〜18:00

★第12 回キラリ☆ふじみ書の大作展

24［金］〜27［月］

9:00 〜17:00

埼玉県児童生徒美術展 富士見市内展
049-253-1555［東中学校 福田］

18［火］〜23［日］

10:00 〜18:00

18［火］〜26［水］

10:00 〜20:30

5［日］は13:00から
27［月］は15:00まで

28［金］〜3/2［日］ 10:00 〜18:00

2［日］は17:00まで

★第12 回キラリ☆ふじみ絵画大作展
「自然との対話」池田大作写真展
090-2623-7577［池内］
★第12 回 キラリ☆ふじみ華大作展

3月

22［土］〜29［土］

10:00 〜17:00

第12 回 キラリ☆ふじみ写真展

4月

5［土］〜 6［日］

10:00 〜17:00

富士見市華道連盟 春の華展
049-251-6616［平塚］

13［日］〜20［日］

10:00 〜18:00

第 34 回 富士見市美術協会展
049-253-0037［小倉］

26［土］〜27［日］

9:30 〜17:00

第 34 回「春の山野草展」
049-257-0166［潟保］

26［土］〜27［日］

10:30 〜18:00

第14 回 華朋の会 華展
090-7904-7005［神藤］

22［土］は正午から

6［日］は16:00まで

13［日］は正午から
20［日］は17:00まで
27［日］は16:00まで
27［日］は17:00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

私の子供=舞踊団 第二回公演

二度目も正直『赤面歩行』

第一夜公演 2013.8/24［土］第二夜公演 8/25［日］キラリふじみ・カスケード
演出・構成：田中泯 演出助手：石原淋

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。

キラリふじみ・レパートリー

『mother-river homing』

2013.9/13［金］―16［月・祝］マルチホール
東京・国立公演 2013.9/19［木］ 作・演出：田上豊

アソシエイト・アーティストの田上豊が実話をもとに創作した、
ある家族の秘
められた過去を描いた『mother-river homing』。昨年6月の初演での好
評を受け、早くも今年の9月に再演しました。
舞台となるのは、昭和55年8月の熊本。お盆を迎え、家族全員が集まっ
た板倉家のもとにダンボールをかぶった1人の女の子が来たことから、物
語は始まります。女の子をめぐって紐解かれていく過去は、人情味溢れ家
族の中心的な存在である母親の、決して消えることのない心の傷を浮き彫
りにしていきます。そこからうまれる家族の葛藤と根底に流れる家族への愛
情。家族形態の多様化した現在、失われつつある「家族の姿」がそこには
はっきりとありました。
また、芝居は全編熊本弁で演じられ、声を荒げ感情をぶちまける姿や、
ユーモアたっぷりの言葉の端々に、
方言特有の親近感と家族間の距離の近
さがクロスオーバーしていきました。
この公演は、東京都国立市にある、
くにたち市民芸術小ホールで上演し
ました。国立市のお客さんとともに都内や他地域のお客様にもキラリふじみ
のレパートリーを見ていただきました。来年度は、
全国ツアーを予定していま
す。どうぞご期待ください。

6～8月上旬にかけて水子貝塚公園など市内各所でプレ・パフォーマンスを、
8月には野外に設置されたカスケード（水の広場）で第二回公演を行いました。
舞台には、カスケードと並行して一直線に架けられた全長40メートルの
真っ赤な橋と、
客席の正面には高さ9メートル幅4メートルの巨大なスクリーン
が広がり、
客席の半分は、水に浸かっています。
水面をオレンジ色の光で照らしていた夕陽の姿が隠れ始めた時、総勢18
名の出演者が真っ黒な衣裳を身にまとい、自分の中の子供を呼び起こしていく
儀式のように赤い橋へと登っていきます。子供のココロとカラダを取り戻した彼
らは、スクリーンに流れる生き物や自然の情景と一体化して踊り戯れています。
自然の雄大さや、生き物の力強い生命力を感じる一方、空を切り裂く爆音が会
場全体に轟きます。
空襲を想像させるジェット機、
地鳴り、
押し寄せる波の音。
そ
れらの音が踊り手のカラダの中へと流れ込むと同時に、
満ち溢れていたエネル
ギーが消滅していくように崩れ落ちていきます。
赤い衣裳を着て橋の上に出演者全員がたつと、地球の歴史と空間を旅した
ような時間は終わりに向かっていきます。出演者は鳥が羽ばたいている映像が
投影される中、
人間に残された「未来」
を探し求めているかのように、
空高くを見
つめていました。
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
臨時休館日…1/1［水］— 4［土］、1/14［火］
・15［水］、2/12［水］
・13［木］、3/10［月］〜12［水］、4/21［月］
・22［火］
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ HOTキラリ 2014年1月1日発行 / 次回のHOTキラリ（vol.44）は2014年4月1日発行です。

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。

