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7月7日–8日
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キラリふじみ
2012 夏・秋の
ラインナップ
夏のキラリは「サーカス・バザール」
「地球のことづて」
と、
“市民×アー
ティスト×劇場”で新たな場を生
むプログラムが続きます。
そして夏
休み恒例子どもワークショップに
永井愛さんによるリーディングワー
クショップ、
キラリは“参加する＝楽
しむ”場です。
さぁ、
夏を楽しみましょう！
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。

キラリふじみ・ワークショップ
夏休みこども劇場

2012公募キラリ☆ふじみ陶芸展

ご自身の陶芸作品を
キラリふじみで展示してみませんか？
伊東祐一さんの企画展も同時開催します。
みんながいつももっているアタマと
9/22［祝］—28［金］
カラダとココロをいっぱい使って、
午前10：00 – 午後 6：00
演劇に挑戦してみよう！最終日には

『えんげきをつくろう!』

演劇集団 円

橋爪功・夏の夜の朗読
井伏鱒二『山椒魚』
筒井康隆『関節話法』

キラリふじみ

『サーカス・バザール』
「劇場・サーカス・市場」
が融合した
ら、いつもと違う出会いの広場がキ
ラリふじみに生まれる。
「地産地消」
を合言葉に農作物や特産品をあ
つかう
「バザール」
の中で、サーカス
芸人たちが多種多様なパフォーマ
ンスを繰りひろげます。夢の2日間、
家族みんなで「富士見市」
をまるご
と楽しもう！
［日］
7/7［土］—８
7［土］午前10：00 – 午後 4：30
8［日］午前10：00 – 午後 3：00
キラリふじみ全館

—

昨年、卓越した演技術で観客を魅
了し、
鳴り止まない喝采をあびた名優
橋爪功による、キラリふじみオリジナ
ルの朗読企画の第二弾です。
今回、
『夏の夜の朗読』
に選ばれた
短編小説は、
井伏鱒二の処女作に
して代表作となった『山椒魚』
と、筒
井康隆の猛毒ユーモアがちりばめ
られた『関節話法』です。思いも及
ばぬ人間ドラマとして甦る日本文学
の世界をご堪能ください。
演出 森新太郎
出演 橋爪 功
8/4［土］ 午後 6：00開演
メインホール
【全席指定】 一般3,500円
（65歳以上）
学生・シニア
2,500円
高校生以下1,000円
当館 (オンライン予約あり）
500円, 締切 7/28［土］, 定員5名
終演後

サーカスの催し

かぼちゃサーカス団によるクラウン、ジャグリ
ング、
パントマイムなどの大道芸が会場全体
を陽気に演出！まるごとぜーんぶ無料！
◉オープニングパレー
ド ◉カスケード水上ス
テージショー ◉ポコ舞踊団のパレード
◉バザール内での大道芸 ◉
「かぼちゃサー
カス」
のフィナーレショー〔8［日］のみ〕
—

バザールの催し
◉ 地産エリア
市内を中心に農家や商店が集まって、
自慢
の農産物や特産品を販売。新鮮そのもの！
◉ 地消エリア
地元の特産品や名物料理を販売。”ふじみ
逸品”の飲食コーナーもあるよ！
—

有料の催し
◉クラウン・パフォーマンス
『出口あり』
7/7［土］午後 5：00開演
8［日］午前10：30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（オンライン予約あり）
◉ジャグリング・ワークショップ［各回45分間］
7/7［土］① 午後 1：30 ② 午後 2：30
8［日］① 午後 0：20
500円（当日集金）
マルチホール
対象 小・中学生
定員 各回20名（申込順）
申込 直接来館または電話、
オンライン申込にて

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』

アーティストと市民がともに創りあげる
新しい音楽のかたち。40人の市民
の歌声と演奏で、
地球の生命の歴史
に向きあう若者の心の軌跡を描きま
す。作詞家の﨑南海子による人間と
世界への深い洞察に満ちた言葉と
矢野誠の躍動するリズムとメロディー、
そこに芸術監督多田淳之介の劇的
エッセンスが加わって、劇場全体を
包み込みます。世界のどこにもない、
富士見市から生まれるスペシャルコ
ンサートをお楽しみください。
作曲・音楽監督 矢野誠
作詞 﨑南海子
演出 多田淳之介
9/2［日］ 午後 3：00開演
メインホール
2,000円
7/14［土］ 当館（オンライン予約あり）
500円, 締切 8/26［日］, 定員5名

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』
記憶喪失の男女3人が市民会館へ
逃げ込むと、
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
夫婦を巻き込んで、3人の記憶を再
生する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。
多くの観客を魅了し、
大反響を呼んだ
キラリふじみのレパートリーが早くもこ
の秋に再演されます。
この機会をどうぞお見逃しなく。
作 清水邦夫 演出 多田淳之介
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
9/12［水］—16［日］
12・13・14 午後 7：00開演
15・16 午後 2：00開演
メインホール［特設ステージ＆観客席］
【全席自由・整理番号付】
一般3,000円
（65歳以上）
学生・シニア
2,000円
高校生以下1,000円
7/14［土］ 当館 (オンライン予約あり）
16日公演のみ, 500円, 締切 9/9［日］,
夜公演のみ終演後
定員5名

二兎社+キラリふじみ 新作

『こんばんは、父さん』
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。
人気と実力を兼ね備えた俳優・佐々
木蔵之介、若者に大人気の溝端淳
平、
そして名優・平幹二朗の異色の
男優3人によるお芝居です。
作・演出 永井 愛
出演 佐々木蔵之介、
溝端淳平、
平幹二朗
10/13［土］午後 6：30開演
14［日］午後 2：00開演
メインホール
【全席指定】
一般 4,000円 [ペア 7,500円]
学生 2,000円
8/18［土］ 当館（オンライン予約あり）
500円, 締切10/6［土］, 定員5名
13日公演のみ終演後

ミニ発表会をします。

企画・進行 NPO法人演劇百貨店
講師 南波圭
7/30［月］— 8/5［日］
7/30［月］
－31［火］ 午後 1：00－午後 4：30
8/1［水］
－8/2［木］ 午前10：30－午後 3：00
8/3［金］
－8/5［日］ 午前10：30－午後 4：30
※8/5［日］は午後2：30よりミニ発表会
マルチホール
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
参加条件 全日程参加できること
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 7/9［月］必着

二兎社＋キラリふじみ新作公演
『こんばんは、
父さん』関連企画

永井愛リーディングワークショップ
参加者募集

永井愛が指導を行い、自身の戯曲
「ら抜きの殺意」
を使用して、
リーディ
ングを体験するワークショップです。
講師 永井 愛［劇作家・演出家］
8/10［金］—12［日］
10［金］午後7：00－午後 9：00
11［土］－12［日］午前10：00－午後 7：00
参加条件 ・全日程に参加できること。
・7/16［祝］に行うオーディションに
参加できること。
・性別、
演劇経験の有無は不問。
・高校生以上（未成年者は保護者の同意が必要）
選考方法
[第1 次]書類選考
[第2 次]オーディション
定員 9名 参加料 1,500円
※申し込みに際しての費用はかかりません。
申込方法 専用の申込用紙に必要事項
をご記入の上、
郵送、
または直接来館
申込締切 7/6［金］必着

アトリエシリーズ（全8回）
● 第2回

催し物
7月

24日は午後 2：00からギャラリートーク、
28日は午後 4：00から交流会
搬入 9/21［金］午後 3：00 – 午後 5：00
搬出 9/28［金］午後 5：00から
展示・会議室、
アトリエ
種目 陶芸すべてのジャンル（壁面作品も可）
出品料 2点まで1,000円。
組物は1点と数
える。
それ以上は1点につき1,000円（搬入
当日納入）

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 8/31［金］

絵画・写真・工芸など、
市内の中高生たち
の創造力豊かな作品が集う展示会にみ
んなも応募してみよう。
8/18［土］—22［水］
午前10：00 – 午後 6：00

1［日］ 13:30

第8回スターダストジャズタイム
毎年恒例！ビッグバンドのジョイントコンサート

4［水］ 19:00

七夕コンサート

７［土］
・８［日］

★富士見市民文化会館キラリふじみ開館10周年・富士見市市制施行40周年記念
キラリふじみ『サーカス・バザール』

14［土］
・15［日］

ピースフェスティバル2012

16［祝］ 14:00

第13回「レパートリーおひろめ会」
（ピアノの発表会） 049-264-9686［杉渕］

20［金］ 10:15

第10回 小さな子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」］

22 ［日］ 18:00

サマーコンサートinキラリ☆ふじみ

049-253-4413［加藤］

29 ［日］ 12:00

M・H・Mこころの歌 歌謡 夢 のステージ

048-622-7491［春山］

8 月 4［土］ 18:00
5 ［日］ 14:30
23［木］ 13:30

9月 2 ［日］ 15:00

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 8/5［日］

8［土］ 13:00

ジャンルと世代を超えた、
市民による華麗なる
ダンスの祭典です。出演団体を募集します。
12/8［土］— 9［日］
※1団体最大20分間（準備・転換含む）
メインホール
対象・定員 スタッフとして協力できるアマ
チュアグループ16団体（応募者多数の場
合は抽選）
。
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［土］

第11回キラリ☆新春邦楽演奏会

2013.1/13［日］
※一団体約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 直接または電話で
申込締切 8/31［金］

地元で活躍するプロを中心にしたオーケ
ストラと市民公募の合唱団による演奏会
を行います。公演にあたり、合唱団員を募
集します。
指揮者 北原幸男［宮内庁式部職総指揮者］
● 公演
12/16［日］午後 2：00開演
メインホール
※詳細は広報ふじみ7月号をご参照ください。

090-9809-6286［山崎］
049-251-9527［水野］

049-251-1140［鶴瀬公民館］

★演劇集団 円『橋爪功・夏の夜の朗読』
★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
富士見市市制施行40周年記念事業

（仮称）陸上自衛隊東部方面音楽隊コンサート

049-251-2711
［地域文化振興課 内線252］

★富士見市民文化会館キラリふじみ開館10周年・富士見市市制施行40周年記念
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』
バウンスサクソジック第7回定期演奏会

049-254-6919［中澤］

12［水］ 16［日］ ★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』
̶

キラリ☆ダンスフェスティバル vol.10

富士見市で無肥料自然栽培を行っ
ている農家・関野さんにお話を伺い
ます。毎日食べている野菜について、 キラリと輝く市民コンサート
一度考えてみませんか。
合唱団団員募集
ゲスト関野幸夫［関野農園代表］
（予定）時間未定
8/11［土］
アトリエ 定員 20名（申込順）
300円 ワンドリンク付（当日集金）
申込方法 直接来館または電話、オンライ
ン申込にて。
※ 詳細はホームページをご覧ください。

スケジュール 7 月 — 10 月

最終日は午後4：00まで

キラリ☆ふじみ 中高生美術展

★印はキラリふじみ主催事業 ■色は有料公演

16 ［日］ 10:00

なつかしの昭和をしのぶ集い

17［祝］ 13:30

第25回東上沿線ギター・フェスティバル

049-251-2784［佐藤］
080-6728-8442［田代］

22［祝］ 13:30 「富士見九条の会」七周年のつどい

049-253-0037［小倉］

23 ［日］

第37回埼玉地区連合会 秋の民謡民舞大会

04-2954-0778［山川］

橋口歌謡教室＆歌謡ショー

090-8107-4947［橋口］

9:30

30 ［日］ 10:30

10月 13［土］ 14［日］ ★二兎社＋キラリふじみ 新作『こんばんは、父さん』
̶

13［土］ 12:00

第11回年金者組合富士見支部 かがやき文化祭 芸能発表 049-253-0037［小倉］

14 ［日］ 13:00

佐藤音楽教室ピアノ発表会

049-251-7508［佐藤］

20［土］ 16:30

第3回「ふじみ野・ハートフルコンサート」

049-264-9686［杉渕］

21［日］ 11:30

第18回歌と踊りの祭典

28 ［日］

富士見市市制施行40周年記念
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ開館10周年記念事業
富士見市文化芸術振興条例制定記念シンポジウム（仮称）

未定

049-255-0926［林］

展示
7月

9［月］〜15［日］

9:30〜17:00

8月

18［土］〜22［水］

10:00〜18:00

26［日］〜9/2［日］

10:00〜18:00

富士見市フォトクラブ クラブ展
049-251-1661［田中］

5［水］〜9［日］

10:00〜18:00

西原桂玉、桂花展［書道、刻字、写真］
049-251-3093［西原］

16日は16:00まで

9:30〜18:00

第31回 「秋の山野草展」
049-257-0166［潟保］

10:00〜18:00

★2012公募 キラリ☆ふじみ陶芸展

9:30〜18:00

第11回年金者組合富士見支部 かがやき文化祭
展示発表 049-253-0037［小倉］

10［水］〜14［日］

9:30〜17:30

第14回JRP埼玉ふじみ野支部 写真展
049-251-0115［栗原］

［日］
21

10:00〜16:00

富士見小品盆栽会 盆栽展
049-251-4481［山賀］

9月

15［土］〜16［日］
22［祝］〜28［金］

10 月

8［祝］〜14［日］

9日は13:00から

18日は13:00から
22日は16:00まで

9日は15:00まで

28日は16:00まで

14日は17:00まで

ピースフェスティバル2012 平和展示コーナー
049-251-1140［鶴瀬公民館］
★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］

＊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。

i mp r e s s i on s

キラリ☆かげき団 第6回公演

オペラ
『セロ弾きのゴーシュ』
2012. 3/25［日］メインホール

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。

東京デスロック

『再／生』
2012.3/ 24［土］—25［日］ マルチホール

原作：宮沢賢治 作曲・台本：林光 演出：萩窓子

結成から6年、公募で集まった市民からなるキラリ☆かげき団の公演が、2012
年3月に21名の団員によって上演されました。
今回の作品『セロ弾きのゴーシュ』は、
今年1月、
日本の創作オペラ界に
数々の名作を残し亡くなられた作曲家・林光さんが、
宮沢賢治の原作に忠実
にセリフや情景描写など全編を音楽で綴ったオペラ作品です。また、
作曲家
の林さんの思いが芸術家であるゴーシュに込められ、
そのかけがえのない姿
がくっきりと浮かび上がってくる作品となっています。
キラリかげき団の公演では、
林さんのオリジナルに加えて幕間にソングを
挟み、
宮沢賢治が登場して客席と掛け合いをするなど、観客が楽しめる要素
がふんだんに詰め込まれた作品となりました。
500人の観客の大半は市内の人たちで、
毎年公演を楽しみにしてくれてい
る方もいる程、
かげき団の公演は地域の人達に愛されています。最後に団歌
「発見の歌」
を歌い、
コロスの歌声の力強さが団員達の絆と重なり、
客席を大
いに魅了しました。

テキスト校正・演出：多田淳之介

多田淳之介の出世作『再生』が2011年版の演出で新しく
『再／生』へと生
まれ変わり、
ツアーの掉尾を飾る公演が当館で行われました。各地で変化し
続けて最終形へと到達したと多田氏が語るように、
ツアーでの経験のすべて
が集約された公演となりました。
Rebirth, Replay, Recycleとサブタイトルにあるように、
舞台では同じ動きと
音楽が果てしなく繰り返されます。
ところが、
そのことで俳優の身体が徐々に疲
弊し、
激しい吐息が聞こえ、
滴り落ちる汗を発見するとき、
それが単なる“再生”
でないことに観客は気づかされます。多田氏は大震災後、
確実に変容してし
まった私たちの生と死に対する意識を表現したのだと言えるのかもしれません。
観客の人生の数だけ、解釈が生まれる作品でした。
今シーズンは『あなた自身のためのレッスン』の再演、新作『ハムレット』、
合唱コンサート『地球のことづて』の演出と、
多田芸術監督は昨シーズンにも
まして大活躍です。ご期待ください。

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】埼玉懸信用金庫 鶴瀬支店 普通預金 6012741 口座名義：財団法人富士見市施設管理公社

申込み、
問合せ
（財）
富士見市施設管理公社／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…7/17
［火］— 7/19
［木］
、8/13
［月］— 8/17
［金］
、9/18［火］— 9/20
［木］
、10/17
［水］
・10/18(木)、10/26
［金］
・10/27
［土］
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ HOTキラリ 2012年7月1日発行／次回のHOTキラリ(Vol.38)は2012年10月1日発行です。

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。

