キラリ☆かげき団

★ = 主催事業

= 有料公演

17:00

★キラリ☆風流寄席 〜円熟した二人の話芸がキラリふじみの高座に火花を散らす!!〜

18:30

七夕コンサート 諏訪コーラス・フルート 二胡（シュウミン）

049-253-6863［水野］

6［土］・ 7［日］ 10:00 ★サーカス・バザール

8月

9月

ピースフェスティバル2019

15 ［祝］ 13:00

貝塚の森バイオリン・ピアノ教室発表会

20 ［土］ 12:30

横井玲子門下生発表会2019

049-293-7796［朝倉］

21 ［日］ 18:00

サマーコンサート in キラリ☆ふじみ

049-253-6863［水野］

27 ［土］ 10:00

★こどもステーションplus

19 ［月］ 13:30

埼玉県警察音楽隊&カラーガード隊 地域安全サマーコンサート 049-251-2711［市・地域文化振興課 内線251］

24 ［土］ 14:00

平和への祈りコンサート2019

29 ［木］ 19:00

★橋爪功・夜の朗読

31 ［土］ 14:00

富士見「ぞうれっしゃがやってきた」コンサート

049-263-6951［コル・カント］
049-263-6951［東海林］

7 ［土］

★キラリふじみ・ダンスカフェ

8 ［日］ 12:00

国際文化交流“日台友好”生演奏とのふれあいコンサート

080-1154-7502［佐々木］

15 ［日］ 10:30

（歌と踊り）ふれあいの集い歌謡祭

080-3400-5577［小池］

22 ［日］ 13:30

富士見市民吹奏楽団 第37回定期演奏会

050-5307-0240［佐藤］

28 ［土］ 12:00

国際交流フォーラム2019 世界への「とびら」 049-251-2711［市・人権・市民相談課 内線273］

29 ［日］ 13:15

Joint Ensemble Concert モーツァルトからポップスまで 管楽器の響演 090-3509-9579［千葉］

4 ［金］ 18:30

ハッピー・コーラス！

5 ［土］

★キラリふじみ・ダンスカフェ

03-3226-9999［MIN-ONインフォメーションセンター］

親子で音楽を楽しもう ファミリーコンサート 049-252-3771［市・健康増進センター］

20 ［日］ 15:00

★矢野誠コンサート（仮）

21 ［月］ 12:30

かがやき文化祭芸能発表

展示
7月 13［土］〜14［日］

9月

049-253-5650［藤本］

27 ［土］
★キラリふじみ・ダンスカフェ 山道弥栄×白神ももこ『酒呑童子』
28 ［日］ 15:30
第7回HBS発表会
048-855-7017［鈴木］
4 ［日］ 16:30（予定） みずほ台カルチャースクール アンジュバレエアカデミー第7回コンサート 049-255-3268［新井］

17 ［木］ 10:15

8月

049-251-1140［鶴瀬公民館］

049-251-6248［岡本］

10:00〜17:00

14［日］は16:00まで

ピースフェスティバル2019(展示）

6［火］〜11［祝］

10:00〜17:00

6［火］は13:00から

★キラリ☆ふじみ中高生美術展

17［土］〜18［日］

10:00〜17:00

18［日］は16:00まで

24［土］〜31［土］

10:00〜17:00

14［土］〜20［金］

10:00〜17:00

22［日］〜23［祝］

11［祝］は16:00まで

水谷田んぼ展示会

090-6305-4648［木内］

第8回フォトクラブI・L・P＆ふじみ野写真クラブ写真展
090-2627-5284［相馬］

20［金］は16:00まで

★2019公募 キラリ☆ふじみ陶芸展
秋の山野草展

22［日］9:30〜17:00
23［祝］9:00〜16:00

22［日］〜30［月］ 10:00〜18:00

10 月 5［土］〜6［日］

049-251-1140［鶴瀬公民館］

049-251-3527［田村］

30［月］は17:00まで

6［日］は16:00まで

小品盆栽展示会

10［木］〜14［祝］

10:00〜16:30

10［木］は13:00から

第20回植物画同好会作品展

13［日］〜14［祝］

10:00〜16:00

19［土］〜23［水］

10:00〜17:00

14［祝］は16:00まで

049-252-2084［河合］

090-1882-6221［岩﨑］

23［水］は16:30まで

かがやき文化祭

049-253-0037［小倉］

ホール舞台設備及び電気設備等の改修工事に伴い、右記日程
での休館を予定しています。皆さまには大変ご迷惑をお掛け致
しますが、
ご理解、
ご協力をいただきますようお願い致します。

工事についてのお問合せ 富士見市役所 自治振興部 地域文化振興課 049-251-2711（内線252）

予約・購入 の方法は3通り

1

2

3

キラリ☆ふじみ 窓口

オンライン予約

電話 049-268-7788

http://www.kirari-fujimi.com/
〈発売初日は午前10時より〉

2020.4月〜8月中旬予定
2020.6月
（1ヵ月）予定

※詳細につきましては、
当館及び富士見市役所ホームページ等でお知らせいたします。

チケットの取扱い

午前9時〜午後10時
〈発売2日目以降より〉

※公演によっては残席わずかな場合もございます。※発売初日は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。

●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。
貸出申込の開始日 毎月1日の午前9時から。
（ただし、1月は5日になります。
）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。＊利用内容によっては、
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。

※口座振込等の詳細はお問合せください。

ららぽーと
富士見

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
開館時間 午前9時〜午後10時 所在地 〒354-0021 富士見市大字鶴馬1803番地1
tel 049-268-7788 fax 049-268-7780
http://www.kirari-fujimi.com/ 携帯からもご覧いただけます。

❷ ❸
❹
❶

谷津の森公園

富士見市民文化会館キラリ ふじみ情報誌 HOTキラリ
2019年7月1日発行 / 次回のHOTキラリ（vol.66）は2019年10月1日発行です。
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）

臨時休館日 7/16［火］〜18［木］、8/13［火］〜16［金］、9/9［月］〜11［水］、10/8［火］〜9［水］、10/25［金］〜26［土］

日本の現代演劇界屈指の名優であり、語りの名手としても名高い
橋爪功による朗読企画、第9弾です。
昨シーズンは、演劇集団円の気鋭の演出家 内藤裕子とタッグを組み、
数々の傑作を残し続けた2人の作家の作品を取り上げ、
多くの観客を魅了しました。
観客の想像力を限りなく掻き立てる橋爪功が、今シーズンも、
たった一人の俳優の朗読とは思えない
濃密でダイナミックなドラマ空間を創り出します。
キラリふじみでしか体験することのできない
特別な一夜の朗読をどうぞお見逃しなく。
8/29(木)19：00開演
メインホール
一般 2,500円 U-25･シニア(65歳以上) 2,000円 高校生以下 1,000円

☆

※身体障害者手帳をお持ちの方2,000円（窓口・前売のみ）
東武バス

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）

7

19：00開演

押し花絵＆絵手紙
19［土］は13:00から

2 019

8/29 (木)

049-251-4481［山賀］

施設の休館期間

午前9時〜午後9時

7月〜10 月

049-254-3939［菅沼］

改修工事予定に伴う休館のお知らせ

〈発売初日は午前9時より〉

65

Vol.

第5回『自然とともに』展（木炭画）

9:00〜17:00

メインホール・マルチホール休館
全館停電に伴う全館休館

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ情報誌

当館

月号

キラリふじみ

10月

13［土 ］・14［日］

橋爪功・夜の朗読

オペラシアターこんにゃく座の指導のもと、演技の稽古や歌のレッスンに励み続け、結成13年
目を迎えたキラリ☆かげき団。その第13回目の公演で取り組んだのは、2007年にキラリふじみ
開館 5 周年記念でオペラシアターこんにゃく座とともに上演したオペラ『まげもん―
MAGAIMON―』です。2007年の上演では、主な役はすべてこんにゃく座の歌役者が演じ、
かげき団員は長屋の人々などの群集を演じましたが、今回はすべての役を演じます。
一度、
作品の面白さを肌で感じた団員たちからは『まげもん』
をやりたいという希望が以前か
ら出ていましたが、
歌や演技が大変なのに加え、
ダンスや殺陣などの要素もあり、
今のかげき団
の実力では難しい…と先送りになっていました。それが日々の稽古の積み重ねによって認めら
れ、
念願叶って上演が決まり、
団員たちはやる気満々。チケット発売早々から
「チケットが足りな
い！「
」客席増やして！」
などの相談や、
自主的に振付を考える様子などから、作品にかける熱意
が団員から伝わってきました。
この作品にとってダンスや殺陣はもちろんですが、一番の見どころは登場人物たちの恋愛
模様です。タヌキが人に恋心を抱いたり、父親の敵が恋人だったりと奇想天外な設定ですが、
皆それぞれ真剣に相手のことを想っています。その想いを必死に歌で表現しようと奮闘の末、
登場人物たちに心が宿り、“まがいもん”(お芝居の世界)を真実へと転換させ、
クライマックス
では観客の目に涙を浮かばせました。
またこれから1年、
地域の人たちに感動を届けることを目標に団員たちは稽古に励みます。
次
回はどんな作品に挑むのか、
どうぞお楽しみに！

c a l e n d a r

出演 橋爪功
演出 内藤裕子

2019.3/16（土）〜17（日） マルチホール

催し
［月］
7月 31 ［水］

橋爪功がうみだす傑作ドラマの世界

第13回公演 オペラ『まげもん―MAGAIMON―』

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︒

i m p r e s s i o n s

おやつを片手にダンスを楽しむ
ダンスに親しむ

ひと夏ごとに盛り上がりを増す、感動と興奮の２日間！

富士見市民文化会館
キラリふじみ

サーカス・バザール
「地産地消」
を合言葉に、市内の農作物や特産品をあつかうバザールの中で、
日本全国、
そして世界から集まったサーカスや大道芸の芸人たちが多種多彩なパフォーマンスを繰りひろげます。

7月 -10 月

7/6（土）
・7（日）両日ともに10:00〜15：30

バザールのイベント

B

キラリふじみ全館

A

C

I

かぼちゃサーカス団の
パフォーマンス（無料）

※入場無料（一部有料のイベントがあります。
）

Z

A

A

R

R

C

U

S

サーカスショー

定員 各回20名（申込順）

工作ワークショップ

で世界を魅了する、ロシアのサーカス・アーティスト
「トゥイ
チー・ハーン」がキラリふじみに初登場！！様々な民族楽器
を駆使して“音の世界旅行”を表現するグループ「ジプ
シー・ポット」の演奏に乗り、
マジックとクラウンを絶妙に織
り交ぜながら、観客を魅了します。

クレヨン、
マジック、
いろがみ、
画用紙を使って、サーカスに
出てくる芸人や動物やお客さんをたくさん作ろう。作った
人形はサーカスのテントで遊べるよ。サーカスの飾り付け
にも挑戦だ。
だんだん人形が増えて、
ここにしかないおもし
ろサーカステントができていくよ。

！』
（無料）
時にはマジシャン、
時にはクラウン、
多彩なパフォーマンス 『サーカスをつくってあそぼう

※一部対象外の公演もありますが、
未就学児の入場はご遠慮ください

山道弥栄×白神ももこ
義太夫とコンテンポラリーダンスによる
『酒呑童子』
7/27(土) 13：30 / 17：30

9月

9/7（土）

10月

10/5（土）

※9・10月の詳細は、決定次第お知らせします。

ワークショップ

『えんげきをつくろう』参加者募集

進行：白神ももこ、田上豊
7/27（土） 10：00〜12：00

対象 小学生 参加費 無料
窓口/電話/オンライン

夏休みの7日間、
カラダとアタマとココロを
たくさんつかって、演劇づくりにチャレンジしよう！
7/29（月）〜8/4（日）
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）
締切：7/8（月）必着
方法：窓口/郵送/ＦＡＸ〈専用の申込用紙に記入〉

合唱コンサート
『地球のことづて』

夏休みにオリジナルの陶芸作品をつくってみよう！
8/6（火）
〈作陶〉13:00〜15:00
8/22（木）
〈絵付/釉掛け〉13:00〜15:00
※ワークショップでした制作した作品は『2019公募キラリ☆ふじみ
陶芸展』
（9/14〜20）へ特別出展します。
対象 富士見市在住･在学の中学生、
高校生
定員 10名（申込順）※経験の有無は問いません
参加費 500円（初日に集金）
期間：7/2（火）〜7/31
（水） 方法：窓口/FAX

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.17 出演団体募集

※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。

7/6（土）
・7/7（日） 12:30から終わりまで（予定）

４月からキラリふじみの芸術監督になった
モモンガ（白神）
とゆたっちょ（田上）。
みんなと出会って、触れ合って、
キラリふじみにしかない遊び場をつくります。
いっしょにあそぶひと、
あつまれ〜〜〜〜！！！！

9/14（土）〜20（金） 10：00〜17：00
最終日は16：00から出品者による交流会を予定。
搬入 9/13（金）15：00〜17：00
搬出 9/20（金）17：00から
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）
締切：8/31
（土） 方法：窓口/郵送/FAX〈専用の申込用紙に記入〉

※申込初日は窓口のみの受付〈専用の申込用紙に記入〉

アトリエ
1回 500円 ／ 回数券（3枚綴り）1,200円 ※カフェでの飲食代等は別途必要
開始：7月＝受付中、9月＝7/27（土）
、10月＝9/7（土）
より
方法：窓口/電話/オンライン

※その他、
詳細は決定次第、
チラシやホームページ等でお知らせします。

こどもステーションplus

©北川姉妹

チケット発売

メインホール
【全席自由】一般 1,000円 中学生以下 500円
当館

日程・ 7月
出演

『ジャグリングワークショップ』

『ロシアのクラウンがやってくる』

7/6（土）14：30開演 7/7（日）12：30開演

企画 白神ももこ

ワークショップ

マルチホール内の特設舞台を中心に、今回、かぼちゃサー サーカス芸に挑戦しよう！
・7（日）両日ともに11：30開始（約30分間）
カス団に加わる、浅草雑技団による伝統芸をお届けします。 ７/6（土）
500円
対象
小・中学生
放下芸、
がまの油売り、
チンドン楽団、
南京玉すだれ、
傘まわ
窓口/電話/オンライン
しなど、バラエティ豊かな演目をお楽しみください。

マーク 凡例
日時
会場
料金/参加費
チケット発売日
チケット取扱
申込み
保育あり：500円,
定員5名（申込順）

2019公募 キラリ☆ふじみ陶芸展 出展者募集

ご自身の陶芸作品を展示してみませんか？

ダンスの小作品を美味しいドリンクと富士見にまつわるおやつとともに楽しむ“ダンスカフェ ”。
小さなお子様からご年配の方まで幅広い世代の方にご来店いただき、4年目のオープンです。
メニューは、
当館新芸術監督の白神ももこがオススメするダンサーや振付家を月替わりでご用
意。キラリふじみの “カフェ” ならではの遊び心いっぱいの美味しいメニューも楽しめます。
パフォーマンスのあとは、
白神と出演者によるトークも開催。
◎関連企画「中高生がつくる器づくりワークショップ」
カフェに行くようにダンスを楽しむ休日のひと時をお届けします。

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

8/6（火）〜11
（日・祝）10：00〜17：00
初日は13：00から。最終日は16：00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。
締切：7/31
（水） 方法：窓口/郵送/ＦＡＸ〈専用の申込用紙に記入〉

キラリふじみ・ダンスカフェ

サーカス構成 アフタークラウディカンパニー

2019

キラリ☆ふじみ 中高生美術展 出展者募集

12/ 7（土）
・8（日）※1団体最大15分間（準備・転換を含む）
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
締切：7/7（日）必着 方法：窓口／郵送〈専用の申込用紙に記入〉

第18回キラリ☆新春邦楽演奏会 出演団体募集

2020.1/11
（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条件となります。
締切：8/31
（土） 方法：窓口/電話

9/14（土）発売
二兎社
『私たちは何も知らない』

再演（2013年）

8/24（土）発売
矢野誠コンサート（仮）

10/20（日）15：00開演
メインホール
【全席指定】 一般 3,000円
学生・シニア 2,500円 高校生以下 1,000円
※当日は各500円アップ
※身体障害者手帳をお持ちの方 2,500円（窓口・前売のみ）

当館

作・演出 永井愛 出演 朝倉あき ほか
11/24（日）14：00開演
メインホール
【全席指定】 一般 4,000円
U-25 2,500円 高校生以下 1,000円
※身体障害者手帳をお持ちの方 3,000円（窓口・前売のみ）

当館

キラリ☆かげき団

★ = 主催事業

= 有料公演

17:00

★キラリ☆風流寄席 〜円熟した二人の話芸がキラリふじみの高座に火花を散らす!!〜

18:30

七夕コンサート 諏訪コーラス・フルート 二胡（シュウミン）

049-253-6863［水野］

6［土］・ 7［日］ 10:00 ★サーカス・バザール

8月

9月

ピースフェスティバル2019

15 ［祝］ 13:00

貝塚の森バイオリン・ピアノ教室発表会

20 ［土］ 12:30

横井玲子門下生発表会2019

049-293-7796［朝倉］

21 ［日］ 18:00

サマーコンサート in キラリ☆ふじみ

049-253-6863［水野］

27 ［土］ 10:00

★こどもステーションplus

19 ［月］ 13:30

埼玉県警察音楽隊&カラーガード隊 地域安全サマーコンサート 049-251-2711［市・地域文化振興課 内線251］

24 ［土］ 14:00

平和への祈りコンサート2019

29 ［木］ 19:00

★橋爪功・夜の朗読

31 ［土］ 14:00

富士見「ぞうれっしゃがやってきた」コンサート

049-263-6951［コル・カント］
049-263-6951［東海林］

7 ［土］

★キラリふじみ・ダンスカフェ

8 ［日］ 12:00

国際文化交流“日台友好”生演奏とのふれあいコンサート

080-1154-7502［佐々木］

15 ［日］ 10:30

（歌と踊り）ふれあいの集い歌謡祭

080-3400-5577［小池］

22 ［日］ 13:30

富士見市民吹奏楽団 第37回定期演奏会

050-5307-0240［佐藤］

28 ［土］ 12:00

国際交流フォーラム2019 世界への「とびら」 049-251-2711［市・人権・市民相談課 内線273］

29 ［日］ 13:15

Joint Ensemble Concert モーツァルトからポップスまで 管楽器の響演 090-3509-9579［千葉］

4 ［金］ 18:30

ハッピー・コーラス！

5 ［土］

★キラリふじみ・ダンスカフェ

03-3226-9999［MIN-ONインフォメーションセンター］

親子で音楽を楽しもう ファミリーコンサート 049-252-3771［市・健康増進センター］

20 ［日］ 15:00

★矢野誠コンサート（仮）

21 ［月］ 12:30

かがやき文化祭芸能発表

展示
7月 13［土］〜14［日］

9月

049-253-5650［藤本］

27 ［土］
★キラリふじみ・ダンスカフェ 山道弥栄×白神ももこ『酒呑童子』
28 ［日］ 15:30
第7回HBS発表会
048-855-7017［鈴木］
4 ［日］ 16:30（予定） みずほ台カルチャースクール アンジュバレエアカデミー第7回コンサート 049-255-3268［新井］

17 ［木］ 10:15

8月

049-251-1140［鶴瀬公民館］

049-251-6248［岡本］

10:00〜17:00

14［日］は16:00まで

ピースフェスティバル2019(展示）

6［火］〜11［祝］

10:00〜17:00

6［火］は13:00から

★キラリ☆ふじみ中高生美術展

17［土］〜18［日］

10:00〜17:00

18［日］は16:00まで

24［土］〜31［土］

10:00〜17:00

14［土］〜20［金］

10:00〜17:00

22［日］〜23［祝］

11［祝］は16:00まで

水谷田んぼ展示会

090-6305-4648［木内］

第8回フォトクラブI・L・P＆ふじみ野写真クラブ写真展
090-2627-5284［相馬］

20［金］は16:00まで

★2019公募 キラリ☆ふじみ陶芸展
秋の山野草展

22［日］9:30〜17:00
23［祝］9:00〜16:00

22［日］〜30［月］ 10:00〜18:00

10 月 5［土］〜6［日］

049-251-1140［鶴瀬公民館］

049-251-3527［田村］

30［月］は17:00まで

6［日］は16:00まで

小品盆栽展示会

10［木］〜14［祝］

10:00〜16:30

10［木］は13:00から

第20回植物画同好会作品展

13［日］〜14［祝］

10:00〜16:00

19［土］〜23［水］

10:00〜17:00

14［祝］は16:00まで

049-252-2084［河合］

090-1882-6221［岩﨑］

23［水］は16:30まで

かがやき文化祭

049-253-0037［小倉］

ホール舞台設備及び電気設備等の改修工事に伴い、右記日程
での休館を予定しています。皆さまには大変ご迷惑をお掛け致
しますが、
ご理解、
ご協力をいただきますようお願い致します。

工事についてのお問合せ 富士見市役所 自治振興部 地域文化振興課 049-251-2711（内線252）

予約・購入 の方法は3通り

1

2

3

キラリ☆ふじみ 窓口

オンライン予約

電話 049-268-7788

http://www.kirari-fujimi.com/
〈発売初日は午前10時より〉

2020.4月〜8月中旬予定
2020.6月
（1ヵ月）予定

※詳細につきましては、
当館及び富士見市役所ホームページ等でお知らせいたします。

チケットの取扱い

午前9時〜午後10時
〈発売2日目以降より〉

※公演によっては残席わずかな場合もございます。※発売初日は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。

●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。
貸出申込の開始日 毎月1日の午前9時から。
（ただし、1月は5日になります。
）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。＊利用内容によっては、
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。

※口座振込等の詳細はお問合せください。

ららぽーと
富士見

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
開館時間 午前9時〜午後10時 所在地 〒354-0021 富士見市大字鶴馬1803番地1
tel 049-268-7788 fax 049-268-7780
http://www.kirari-fujimi.com/ 携帯からもご覧いただけます。

❷ ❸
❹
❶

谷津の森公園

富士見市民文化会館キラリ ふじみ情報誌 HOTキラリ
2019年7月1日発行 / 次回のHOTキラリ（vol.66）は2019年10月1日発行です。
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）

臨時休館日 7/16［火］〜18［木］、8/13［火］〜16［金］、9/9［月］〜11［水］、10/8［火］〜9［水］、10/25［金］〜26［土］

日本の現代演劇界屈指の名優であり、語りの名手としても名高い
橋爪功による朗読企画、第9弾です。
昨シーズンは、演劇集団円の気鋭の演出家 内藤裕子とタッグを組み、
数々の傑作を残し続けた2人の作家の作品を取り上げ、
多くの観客を魅了しました。
観客の想像力を限りなく掻き立てる橋爪功が、今シーズンも、
たった一人の俳優の朗読とは思えない
濃密でダイナミックなドラマ空間を創り出します。
キラリふじみでしか体験することのできない
特別な一夜の朗読をどうぞお見逃しなく。
8/29(木)19：00開演
メインホール
一般 2,500円 U-25･シニア(65歳以上) 2,000円 高校生以下 1,000円

☆

※身体障害者手帳をお持ちの方2,000円（窓口・前売のみ）
東武バス

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）

7

19：00開演

押し花絵＆絵手紙
19［土］は13:00から

2 019

8/29 (木)

049-251-4481［山賀］

施設の休館期間

午前9時〜午後9時

7月〜10 月

049-254-3939［菅沼］

改修工事予定に伴う休館のお知らせ

〈発売初日は午前9時より〉

65

Vol.

第5回『自然とともに』展（木炭画）

9:00〜17:00

メインホール・マルチホール休館
全館停電に伴う全館休館

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ情報誌

当館

月号

キラリふじみ

10月

13［土 ］・14［日］

橋爪功・夜の朗読

オペラシアターこんにゃく座の指導のもと、演技の稽古や歌のレッスンに励み続け、結成13年
目を迎えたキラリ☆かげき団。その第13回目の公演で取り組んだのは、2007年にキラリふじみ
開館 5 周年記念でオペラシアターこんにゃく座とともに上演したオペラ『まげもん―
MAGAIMON―』です。2007年の上演では、主な役はすべてこんにゃく座の歌役者が演じ、
かげき団員は長屋の人々などの群集を演じましたが、今回はすべての役を演じます。
一度、
作品の面白さを肌で感じた団員たちからは『まげもん』
をやりたいという希望が以前か
ら出ていましたが、
歌や演技が大変なのに加え、
ダンスや殺陣などの要素もあり、
今のかげき団
の実力では難しい…と先送りになっていました。それが日々の稽古の積み重ねによって認めら
れ、
念願叶って上演が決まり、
団員たちはやる気満々。チケット発売早々から
「チケットが足りな
い！「
」客席増やして！」
などの相談や、
自主的に振付を考える様子などから、作品にかける熱意
が団員から伝わってきました。
この作品にとってダンスや殺陣はもちろんですが、一番の見どころは登場人物たちの恋愛
模様です。タヌキが人に恋心を抱いたり、父親の敵が恋人だったりと奇想天外な設定ですが、
皆それぞれ真剣に相手のことを想っています。その想いを必死に歌で表現しようと奮闘の末、
登場人物たちに心が宿り、“まがいもん”(お芝居の世界)を真実へと転換させ、
クライマックス
では観客の目に涙を浮かばせました。
またこれから1年、
地域の人たちに感動を届けることを目標に団員たちは稽古に励みます。
次
回はどんな作品に挑むのか、
どうぞお楽しみに！

c a l e n d a r

出演 橋爪功
演出 内藤裕子

2019.3/16（土）〜17（日） マルチホール

催し
［月］
7月 31 ［水］

橋爪功がうみだす傑作ドラマの世界

第13回公演 オペラ『まげもん―MAGAIMON―』

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︒

i m p r e s s i o n s

