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キラリふじみ
2016 夏・秋の
ラインナップ

2016公募

キラリ☆ふじみ陶芸展
出展者募集

夏の恒例となったサーカスバザール。

田中泯ダンス

地元のお店の魅力も満載です。
自分

『俺ノカラダニ道ハイラナイ』
I don’t need the path

でも何かやってみたいあなた、小学
生はえんげきをつくろう、大人は田上

ダンサー田中泯がキラリふじみを踊
るシリーズ第2弾。キラリふじみでし
か見ることのできない一期一会のダ
ンスです。どうぞお見逃しなく。

豊演出のリーディングへ是非！陶芸
展、中高生美術展、
ダンスフェス、邦
楽演奏会と市民アーティストの参加
者も募集中です。
近年はテレビやス
クリーンでも活躍する日本を代表す
る舞踊家田中泯によるダンス公演、

『サーカス・バザール』
7/2［土］－3［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。）

日本の音楽界を牽引する矢野誠によ
る夢の音楽祭は何卒お見逃しなく！
見たり、やったり、五感全てで劇場を
楽しんでください！

芸術監督 多田淳之介

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
会場

チケット発売日

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。

8/27［土］午後6：30開演
カスケード

※雨天決行：屋外での公演です。
ご自身で防雨対策をしてお越しください。

【全席自由・整理番号付】
前売り：3,500円 当日：4,000円

※椅子席に限りがあります。整理番号に関わ
らず、足の不自由なお客様やご高齢のお客
様を優先してご案内する場合がございます
ので、
予めご了承ください。

7/9［土］
当館
500円, 締切8/20［土］,定員５名

サーカスのイベント

チケット取扱い

日時

バザールのイベント

ダンス 田中泯

料金
チケット取扱

かぼちゃサーカス団の
パフォーマンス（無料）

7/2［土］午後2：30開演
7/3［日］午後12：30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

＊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
【 10/15［土］発売 】

オペラシアターこんにゃく座

オペラ
『ロはロボットのロ』

台本・演出 鄭義信 作曲 萩京子
12/18［日］午後3:30開演
メインホール
【全席指定】 一般3,000円
子ども
（高校生以下）2,500円
※当日券は各500円UP
朝霞おやこ劇場, 志木おやこ劇場,
新座おやこ劇場, 広域おやこ劇場
ひき北いるま, キラリふじみ

サーカスショー

●

ワークショップ

『ジャグリングワークショップ』
サーカス芸に挑戦しよう！

７/2［土］
・3［日］
両日ともに午前11：30開始
（約30分間）
500円 対象 小・中学生
定員 各回20名（申込順）
申込 電話、直接来館またはオンライン
申込にて
●

ワークショップ

『な
なりきりサーカスワークショップ
プ』
（無料・自由参加）

お面やマントをつくってサーカスパレード
に参加したり、風船や床に楽しいサーカ
スの絵を描いて、みんなもかぼちゃサー
カス団の仲間になろう！
７/2［土］
・3［日］
両日ともに午後12：30～終わりまで

音楽監督 矢野誠
出演 上田正樹 尾崎亜美 太田裕美
奇妙礼太郎 スガシカオ 元ちとせ
吉田美奈子 矢野誠バンド：矢野誠（Pf）
鈴木茂（Gt）上原 ユカリ”裕（Dr）小原礼（Ba）
10 /15［土］－16［日］
10/15［土］午後6：30開演
10/16［日］午後5：00開演
メインホール
一般4,500円
（65歳以上）4,000円
学生・シニア

キラリふじみ・リーディング

『Mother-river Homing』
参加者募集
アソシエイト・アーティスト田上豊が
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。過去
3年間5都市で上演を重ね、大好評
を博した『Mother-river Homing』
を取り上げます。
作・演出 田上豊
稽古 7月下旬から9回程度
公演日 8/14［日］午後3：00 開演

※広報ふじみ6月号に掲載した公演日より変更
になりました。

参加条件 •全日程参加できること
•7/18［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)
定員 13名程度 選考方法 第一次：書類
（面接・実技を
審査／第二次：オーディション
予定） 参加費 3,000円 ※申込に際しての費
用はかかりません 申込方法 専用の申込用
紙に記入の上、郵送または直接来館にて
申込締切 7/7［木］必着 ※稽古期間等、詳
細はホームページをご参照ください。

キラリふじみのアトリエ

『サーカステントを探して』

鶴瀬駅東口行き臨時バスあり
保育あり
（申込順）

70年代から日本の音楽シーンを切
り拓いてきた矢野誠が、現代にこそ
伝えたいポップミュージックを届けま
す。音楽のもつ力を信じるミュージ
シャンたちが、
混沌とした社会に生き
る私たちへ、語り、歌いかける2日間。
どうぞお楽しみに。

8/13［土］
当館
500円, 締切10/8［土］, 定員5名

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。

中世ヨーロッパの古楽器を駆使した『ジョ
ングルール・ボン・ミュジシャン』の生演奏
と共に、空中芸や中国雑技のサーカスア
クロバットを交えて、ボーダレスで旅情に
満ちたステージを繰り広げます。

～明日のために今日をはじめる～』

＊身体障害者手帳をお持ちの方
4,000円（窓口のみ）

●

●

『キラリ音楽祭2016

『キラリふじみ・ダンスカフェ』 『なつかしい未来 新しい過去
美味しいドリンクと富士見にまつわ
るおやつ、そしてダンスの小作品を
楽しむ“ダンスカフェ”がオープン！
7月、10月はモモンガ・コンプレック
ス、
9月は aokidが登場！パフォーマ
ンスのあとは、
白神さんと出演者によ
るトークも開催します。
企画 白神ももこ
10月：モモンガ・コンプレックス
出演 7、
9月：aokid
7/30［土］ 午前11：00／午後1:30
9/3 ［土］ 午後4：00／午後6:30
10/1［土］ 午前11：00／午後1:30
アトリエ
500円（ドリンク代等は別途必要）
申込開始 7月＝申込受付中
9月＝7/30［土］より 10月＝9/3［土］より
申込方法 電話、直接来館またはオンラ
イン申込にて

～湊剛の60年の音楽の旅』

「みんなの歌」
「若いこだま」
「サウンド
ストリート」など、70年～80年代の
若者世代へ大きな影響を与えた音
楽番組の数々。その仕掛け人である、
元NHKディレクター湊剛氏をお招
きして、60年間に渡って旅してきた
音楽の世界を語ります。日本音楽
シーンの過去・現在・未来が分かる、
1日だけの特別レクチャー、どうぞお
楽しみに。
9/24［土］午後2：00スタート
アトリエ
300円（ワンドリンク付）

※「キラリ音楽祭」
のチケットをお持ちの方は無料

定員 20名（申込順）
申込方法 電話、直接来館またはオンライ
ン申込にて
申込開始 8/13［土］

ご自身の陶芸作品を展示してみま
せんか？保立剛さんの企画展も同
時開催します。
日時 9/17［土］－23［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 9/16［金］午後3：00～午後5：00
搬出 9/23［金］午後5：00から
会場 展示・会議室、
アトリエ
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または直接来館にて。
申込締切 8/31［水］

キラリ☆ふじみ 中高生美術展
出展者募集
日時 8/10［水］－14［日］
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。
会場 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 7/31［日］

日程 7/25［月］－31［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 7/5［火］必着

スケジュール 7 月— 10 月
催し物

7月 2［土］・3［日］10:00 ★キラリふじみ『サーカス・バザール』
6［水］ 19:00 七夕コンサート

芸術監督と一緒に遊ぶ月１回のお
楽しみday！
進行 多田淳之介（当館芸術監督）
7/23［土］、9/3［土］、
10/1［土］
午前10：00～午後12：00
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
申込開始 各回、開催月の前月10日より

049-251-1140［鶴瀬公民館］

16［土］ 13:00 カノン音楽教室 第15 回発表会

048-476-2140［進藤］

17［日］ 11:00 M・H・Mこころの歌 チャリティーコンサート 歌謡 夢 のステージ 090-8494-2033［橋本］
17［日］ 18:00 サマーコンサート in キラリ☆ふじみ

049-253-4413［加藤］

23［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ
30［土］①11:00 ②13:30 ★『キラリふじみ・ダンスカフェ』
31［日］ 14:30 ★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
31［日］ 15:00 KAORI BALLET SPACE 発表会

070-2181-3450［伊藤］

8月 13［土］ 15:00 ★キラリふじみ・リーディング『Mother-river Homing』
14［日］①12:00 ②16:00 SUMMER JAM2016 (HIPHOP,JAZZ ダンスイベント） 049-277-4731［山口］
24［水］ 14:00 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］
27［土］ 18:30 ★田中泯ダンス『俺ノカラダニ道ハイラナイ』

9月 3［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ
3［土］ 14:00 アンサンブルプレザン定期演奏会

090-9139-0512［國吉］

3［土］①16:00 ②18:30 ★『キラリふじみ・ダンスカフェ』
4［日］ 10:00 脳梗塞からの快復 前兆の概要を語る

090-5794-7952［小杉］

4［日］

090-1208-6292［岡部］

時間未定

Mami Dance Company 第 2回発表会

7［水］ 10:30 親子ふれ
子 あい遊び 対象：0 歳児〜2 歳児の親子 090-9442-6517［富士見すくすく保育園子育て支援センター］
子ふれ
11［日］ 10:30 ふれあいの集い歌謡祭

080-3400-5577［小池］

17［土］ 14:00 「平和への祈りコンサート」

049-263-6951［東海林］

18［日］

9:30 第 41回秋の民謡民舞大会

24［土］ 11:30 国際交流フォーラム2016

04-2954-0778［山川］
049-251-2711［市・人権・市民相談課 内線270］

24［土］ 14:00 ★キラリふじみのアトリエ『なつかしい未来 新しい過去〜湊剛の60年の音楽の旅』
25［日］ 13:30 富士見市民吹奏楽団 第 34 回定期演奏会

050-5307-0240［佐藤］

10月 1［土］ 10:00 ★こどもステーション☆キラリ

1［土］①11:00 ②13:30 ★『キラリふじみ・ダンスカフェ』

2［日］ 12:30 富士見市三曲協会 定期演奏会

090-5217-8361［青木］

6［木］ 10:20 小さな子どものためのコンサート 対象：未就学児と保護者 049-251-3005［子育て支援センターぴっぴ］
8［土］ 12:30 第16 回かがやき文化祭 発表会
8［土］ 18:30 石塚由有太鼓プロジェクト 因陀羅埼玉公演

049-251-6248［岡本］
090-1731-5564［本山］

15［土］・16［日］ ★『キラリ音楽祭 2016〜明日のために今日をはじめる〜』

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.14
出演団体募集
日時 12 /10［土］－11［日］

※1団体最大15分間（準備・転換を含む）

会場 メインホール
定員・対象 アマチュアダンスグループ
16団体（応募者多数の場合は抽選）※運営ス
タッフとして協力できることが条件となります。

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、
郵送または直接来館にて
申込締切 7/4［月］必着

展示
7月 6［水］〜10［日］
20［水］〜24［日］

第15回キラリ☆新春邦楽演奏会
出演団体募集
日時 2017.1/7［土］※1団体約20分間
対象・定員 8団体（応募者多数の場合は
選考）※運営スタッフとして協力できることが

ピースフェスティバル 2016（展示）
049-251-1140［鶴瀬公民館］

10:00 〜17:00

双樹会埼玉支部展（油彩・水彩画）
049-252-2403［岡田］

26［火］は12:00から

8月 10［水］〜14［日］

10:00 〜18:00

10［水］は13:00から

まつり3 人写真展
049-251-1661［田中］
★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）

14［日］は16:00まで

29［月］〜 9/4［日］

9月 10［土］〜11［日］

17［土］〜23［金］

10月 1［土］〜2［日］
3［月］〜 9［日］

条件となります。

申込方法 直接来館または電話にて
申込締切 8/31［水］

9:30 〜17:00

10［日］は16:00まで

26［火］〜 8/1［月］ 10:00 〜17:00

11［日］〜12［月］

こどもステーション☆キラリ

049-251-9527［水野歯科医院］

9［土］
・10［日］ ピースフェスティバル 2016

30［日］ 13:00 むさしの和太鼓連盟発足25周年記念チャリティー第12回ふるさとの響 049-253-2101［望月］

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

★印はキラリふじみ主催事業 ■色は有料公演

4［火］〜 9［日］
15［土］〜20［木］

10:00 〜17:00

富士見市フォトクラブ写真展
090-5999-1068［田中］

9:30 〜17:00

やまびこ山草会 秋の展示会
080-1154-2911［本多］

10:00 〜17:00

水谷田んぼ写真展示
090-6305-4648［木内］

29［月］は12:00から

11
［日］は16:00まで
12［月］は16:00まで

10:00 〜18:00

23［金］は16:00まで

★2016 公募 キラリ☆ふじみ陶芸展

23［金］16:00〜ギャラリートーク／16:30〜交流会

1［土］10:00 〜17:00 小品盆栽展示会
2［日］9:00 〜16:00 049-251-4481［山賀］
9:30 〜17:00

第16 回かがやき文化祭（作品展）
049-253-0037［小倉］

10:00 〜17:00

第18 回ＪＲＰ埼玉ふじみ野支部写真展
049-263-1526［鈴木］

10:00 〜16:30

第17 回植物画同好会作品展（ボタニカルアート）
049-252-5188［中島］

3［月］は13:00から
9［日］は16:00まで
4［火］は13:00から

15［土］は13:00から
20［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

キラリ☆かげき団 第10回公演
宮澤賢治キラリ☆歌劇場

オペラ『注文の多い料理店』
『賢かった三人』

2016.3/19［土］– 20［日］ マルチホール
原作：宮澤賢治 作曲：萩 京子〈オペラ『注文の多い料
理店』〉林 光〈オペラ
『賢かった三人』
〉 演出：立山ひろみ

©北川姉妹

©北川姉妹

キラリふじみ・ダンスカフェ

2016.5/7［土］ アトリエ
企画：白神ももこ 出演：モモンガ・コンプレックス
カフェ：Skov café（自家焙煎コーヒー・自家製ドリンクとおやつの出張カフェ）

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。
オペラシアターこんにゃく座の指導を受けながら活動
をはじめたキラリ☆かげき団が、とうとう結成10周年を
迎えました。昨年度はその取り組みが評価され、地域
文化の向上に貢献している団体として、
県から
「文化と
もしび賞」
が贈られました。十年の活動の集大成となる
今回の公演では、宮澤賢治の童話『注文の多い料理
店』と『賢かった三人』を原作とする、オペラの秀作二
本立てに挑戦しました。
『注文の多い料理店』は、自然と人の関係を暖かく、
ときに厳しく見つめ続けた賢治ならではの作品です。
都会から山に狩りにやってきた二人の紳士が、あわ
や山猫たちの餌となり食べられてしまう寸前で、
地元の
猟師に救われるというお話です。
団員たち扮するコロスの歌は、山猫たちが指示する
奇妙な注文に従って、嬉々として自分たちを山猫の餌
へと調理していってしまう二人のありさまを、滑稽かつ

自然の力の恐ろしさを醸し出しながら描いていきます。
そして二本目の『賢かった三人』は、洞熊学校を卒
業したクモ、
なめくじ、
狸の三匹が、
誰が一番強くて大き
くなるかを競い合うユーモアあふれる物語です。他人
を踏み台にしてでも一番になろうと必死になる三匹。
たとえば力自慢のなめくじは、自分より弱い生き物に自
分と相撲をとらせて投げ殺し、食べて大きくなりました
が、
一計を案じたあまがえるに、
土俵に塩をまかれ溶け
てなくなってしまいます。
かげき団のメンバーは身勝手なエゴイズムで自滅す
る生き物たちを個性豊かに演じて、観客をおおいに楽
しませました。客席は終始にぎやかで、楽しそうに歌う
役者につられて時折、一緒に歌を口ずさむ子どもの姿
も見られました。その空間は、
まさに賢治が目指した、
芸
術を通じて人々が心を通わせる理想郷 “ポラーノ広
場”にいるような幸せに満ちたひとときを提供しました。

今シーズンから始まった『キラリふじみ・ダンスカ
フェ』。
富士見ならではの美味しいおやつやドリンクと
ともに、
アソシエイト・アーティストの白神ももこ氏がオ
ススメするダンサーや振付家を月替わりで紹介して
いきます。
5月の出演者は、白神氏が主宰を務めるモモンガ・
コンプレックスが登場。
一面ガラス貼りの会場に、朝の太陽の光が差し込
んでキラキラ輝き、まさに最高のカフェ日和！コーヒー
のいい香りも漂ってきます。今回、カフェを担当するの
は近隣で出張カフェを営む『Skov Café』さんです。
一杯ずつ丁寧に入れられた自家焙煎コーヒーを始
め、
自家製の文旦ジュース、
富士見産の大豆を使った
マフィンなどがメニューに並びます。開演までの時間
は、
モモンガ・コンプレックスのメンバーが給仕しなが
らお客さんと話すなど、アットホームな時間が流れて
いきました。
そしてダンスメニューは、メンバーの4人が書いた
3月8日付けの日記の中からそれぞれ言葉を取り出

し、
４通りに組み合わせた『Cava！～3月8日の日記』
です。日記の朗読に合わせて踊る一人のダンサー。
床には、
ポストカードやおもちゃ、
外国のお金などが半
円状に敷き詰められています。誰の家にもあるような、
捨てるに捨てられない
「ガラクタ」
は、
日記の主人公が
心の中で大切にしている宝物の断片のようです。言
葉に当てはめられた振付は、読まれる順番が変わる
のにあわせて少しずつ変化していきます。4人それぞ
れの日記のようでもあるし、1人が書いた4年間にわ
たる3月8日の日記のようでもあり、
観る人の数だけ感
じ方、捉え方が生まれていきます。終演後は、
ドリンク
を飲みながらお客さんも交えてトーク。いろいろな質
問や感想が飛び交いました。
モモンガ・コンプレックスは、7月以降も複数回登
場し、出演者を変えて今回と同じ作品を上演します。
出演者が変わることや回数を重ねることで見えてくる
違いを味わえるダンスになっています。
カフェに行くようにダンスを楽しむ「ダンスカフェ」
で、休日のひと時を過ごしてみませんか？

ほらくま

〈中面に次回の公演情報を掲載しています。
〉

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

ららぽーと
富士見

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。

❷ ❸
❹
❶

谷津の森公園

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

東武バス

臨時休館日…7/12［火］～14［木］、8/15［月］～18［木］、9/13［火］～15［木］、10/12［水］
・13［木］、10/21［金］
・22［土］
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ HOTキラリ2016年7月1日発行 ／ 次回のHOTキラリ（vol.54）は2016年10月1日発行です。

❶鶴瀬駅東口 ❷富士見市役所前（降車）
❸ららぽーと富士見 ❹富士見市役所前（乗車）

