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このコーナーでは、
公演の鑑賞や事業への参加だけではお伝えしきれない情報や出来事を、

「えんげきをつくろう」
をレポートします。

10 月

2［火］ ★ランチタイム in カスケード de コンサート
3［祝］ こどもライブフェスタ 2021in 富士見市 アートであそぼう
048-476-5363［志木おやこ劇場］

えんげきをつくろう
進行：南波圭（NPO法人演劇百貨店） 7/26［月］〜8/1［日］
今年の『えんげきをつくろう』は、
「ヘンテコ WORLD TOUR 2021 summer」と題し、

コロナ禍で自由に移動がしにくい今、インターネットを使って世界中をツアーし、いろい

ろな国のことを想像し、
子どもたちが自分の手で、
世界を広げることにチャレンジしました。
『えんげきをつくろう』では、発表だけが目標ではなく、発表にたどり着くまでのたくさん
のプロセスを体験し、みんなと作品を創作することも大切にしています。
まずは、それぞれがくじを引き、くじに書かれた国や美術館の作品をインターネットで鑑
賞し、それらに関するシーンをみんなでつくっていきました。シンプルな連想から大きな
いかないこともたくさん。なかなか人のアイデアを受け入れきれなかったり、自分のやり
たいこともみんなにうまく伝えられなかったり。でも、自分の知らなかったことや、自分
だけでは思いつかなかったことを知れるのも誰かと協働してこそ得られる感覚です。
最終日は 7 日間かけてつくったシーンのかけらをつなぎ合わせる作業です。やりたいこと

がうまく実現できずもやもやしたり、それをちょっと乗り越えたり、うまく乗り越えられず
最後までみんなで悩んだり、そういった経験も演劇をつくる上で大事な経験。悩みなが

らも、みんなのアイデアが混ざり合い、みんなで全身を使ってリンゴを剥いたり、ゴッホ
が日本で浮世絵を習ったり、勾玉や埴輪になりきったり、河童の王子様とご飯を食べた
り…。自分一人だけではつくれなかった素敵でヘンテコなシーンたちが完成しました。
発表会では最初こそ少し緊張気味でしたが、ご家族の前で楽しそうにシーンを演じきり
ました。そして、進行の南波さんが参加者 1 人 1 人にインタビュー。初日からほんの少
最後は、ご家族のみなさんから温かい拍手を受け、今年の『えんげきをつくろう』は無
事に幕を閉じました。
次期芸術監督について
全国に例のない2人の芸術監督として、当館での創作活動に取り組んできた、白神ももこ氏、
田上豊氏の芸術監督の任期（第1期:3年）が令和4年3月をもって満了となります。
令和4 年 4月からは、白神ももこ氏が芸術監督第2期（令和4 年 4月〜令和7年3月）を務めること
となりました。白神芸術監督を中心に職員一丸となり、文化芸術活動の発展と、皆様に愛される
市民文化会館となるよう、一層努めてまいります。
公益財団法人キラリ財団

理事長

4［土］ 中村美律子歌謡ショー
048-967-0221［㈱ T・E］
4［土］－7［火］ ★キラリンクプロジェクト vol.1 芸術監督 3 人いる！企画
『Are You Heroine？ ん？』

11［土］ ★こどもステーション plus
★ダンスの時間
13［月］－15［水］ 休館日
16［木］ ★ランチタイム in カスケード de コンサート
18［土］ ★キラリふじみ・ダンスカフェ（鈴木ユキオ）
049-270-0542［関沢ピアノ教室］
ピアノ発表会
19［日］ ミニコンサート in Winter（ピアノ・フルート発表会） 049-254-2504［高崎］
26［日］ 埼玉音楽院 学院祭
049-251-6969［横谷］
東洋大学吹奏楽研究部 第 63 回定期演奏会
080-8123-9267［石垣］
28［火］－31［金］ 年末休館日
1月
1［土］－ 4［火］ 年始休館日
6［木］－12［水］ ★第 20 回キラリ☆ふじみ書の大作展
8［土］ ★こどもステーション plus
★ダンスの時間
16［日］ 新春歌謡ふれあいの集い 080-3400-5577［富士見カラオケ愛好会 ふれあい企画］
17［月］－18［火］ 休館日
20［木］ ★ランチタイム in カスケード de コンサート
049-253-1555［富士見東中 照井］
21［金］－23［日］ 埼玉県児童生徒美術展 富士見市内展
29［土］ ★ニューイヤーコンサート2022
第 30 回ふじみ福祉フォーラム21 049-252-7102［市・福祉政策課・地域福祉係］
＊ 8/30 現在

白神̶ たしかにお客さんがたてるひそひそ声も、客席の後ろからくる声や音に反応して振
り返ったりする目の動きまでみんな音楽になっていましたね ! コロナ禍で日常に窮屈さを感じ

フィ（糸電話のような楽器）を舞台から客席まで伸ばして音がすぐそばまで伝わるようにした
り、ストリングラフィ自体を移動式の装置にしてみたり
（笑）。
田上̶ 舞台床面を半円の張り出しにしたり、演目の途中で反響板を昇降したり。
白神̶ スタッフの皆さんにもかなり知恵を絞ってもらいましたね。
田上̶ 来年の夏に後編を予定していますが、今からドキドキしますね。そしてもう一つ、12
月に予定している、キラリンクプログラム・3 人いる企画『
! Are You Heroine? ん ? 』につい
て触れておきましょう !
白神 ̶ そうそう ! そうですね ! はい、12 月はなんと恐れ多くも私が主宰しているダンスパ
フォーマンス的グループ「モモンガ・コンプレックス」のメンバーが 3 人のディレクターに振り
付けられるという…前芸術監督の多田淳之介さんをお招きして、現芸術監督と3 人で共作
するコラボ企画です。
田上̶この 3 人は、キラリンクカンパニー＊時代からの付き合いですね。
白神̶ そう。だから 12 年くらい前にキラリで活動を始めたタイミング（原点）が同じ。富
士見高校へワークショップに出向いたり、劇場と地域がどうコミットしていくのかを 3 人で考

んなプログラムにしたかったからです。だから、最初はこの 3 人だろう、と。むしろ今までな
ぜ多田さんとコラボレーションがなかったのか不思議なくらいです。

ららぽーと富士見

田上̶ 事前ワークショップも気合い入りまくりで面白かったですね !

2

白神̶ タイトルに「ヒロイン」が付いていますが、私たちモモンガ・コンプレックスのメンバー

NEW !!

FAX. 049-268-7780
kirari.fujimi

1

は舞台でも日常でもとにかく、ヒロインとか主役になるようなタイプではないので、そこにヒ
谷津の森公園

世の中にとって「ヒロインて ? 」
という投げかけにもなりそうです。
東武バス 1 鶴瀬駅東口

6分

2 ららぽーと富士見

「志木」
「ふじみ野」
「大宮」からも出ています。 無料駐車場あり
アクセス=東武東上線「鶴瀬駅」東口より 東武バス=約6分/徒歩=約20分「ららぽーと富士見」行きバスは、

design: Yuichiro Matsui

◎ 施設を初めてご利用になる場合は、事務室窓口、またはお電話にてお問い合わせください。

2021年10月1日発行 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）

キラリンクプログラム vol.1
芸術監督 3 人いる！企画

『 Are You Heroine? ん ? 』

の詳細は、中面をご覧ください！

ロインを持って来たというのは夢のようであり、残酷でもあり
（笑）
、チャレンジでもあります。

◎ 施設利用料及びチケット代金の納入は21:00まで。

次号vol.75は2022年1月1日発行

に耳を澄ませ肌で感じられるような時間が欲しいと思っていました。そのためにストリングラ

の企画が、時代やジャンルを超えて、人と人、人と劇場との新しい繋がりを見出していく、そ

9:00〜22:00 ［休館日を除く］

@kirari_fujimi

ていたので、大きなホールで広々と空間を感じながら、人がいること、人の出す波動に静か

えていたことを思い出します。この企画名を「キラリンクプログラム」としたのも、これからこ

http://www.kirari-fujimi.com

@kirarifujimi

音楽会の音の一つになっていたのが面白くて。テキストを書いて頂いた永山智行（こふく劇

します。白神さんは、いかがでしたか ?

宇塚一文

富士見市民文化会館キラリ ふじみ

TEL. 049-268-7788

嬉しかったですよね。あとは、上演中に子どもたちのヒソヒソ話が聞こえて来て、それもこの

んとなっていて。そういったこと一つとっても、白神さんと目指した音楽会になっていた気が

最新情報は、毎月10 日発行のキラリカレンダー（2か月掲載／誌面・HP）をご確認ください。

☆

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1803-1

田上̶ シンプルに、豪華絢爛な出演者による音楽会を多くの地域の方に見ていただいて

場）さんが顔合わせの際におっしゃっていた「生きることは音を立てること」という場にちゃ

• 白神ももこ、田上豊両芸術監督からのご挨拶を当館ホームページに掲載しています。

開館時間

宇宙は記憶のおんがくかい〈ドレもソラ

ミミ編〉
』お疲れさまでした ! 振り返ってみて、どうでしたか ?

January

しだけ広がった世界について語り合いました。

12 月

VOL. 74 10–1月

白神̶ 8 月のメインホールでの公演、
『モガ惑星

December

飛躍まで、色とりどりのアイデアがどんどん溢れ出てきます。しかし、自分の思い通りに

7［日］ ★二兎社『鷗外の怪談』
13［土］ 第 5 回フェリーチェストリングオーケストラ発表会
048-212-9798［フェリーチェ弦楽アカデミー］
14［日］ 令和 3 年 市民音楽祭
090-7241-9951［水野］
15［月］－16［火］ 休館日
20［土］ ★こどもステーション plus
049-252-9446［無の会］
25［木］－30［火］ 第 47 回無の会陶芸展
26［金］ ★ランチタイム in カスケード de コンサート
29［月］－12/5［日］  第 43 回ヨーロッパの小さな村を描く 小田正人油彩画展
080-4294-1789［小田］
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2021

Cultural Centre of Fujimi City • K I R A R I F U J I M I
November

11月

水谷田んぼ 展示会
090-6305-4648［水谷田んぼの会］
埼玉中央地区連合会 民謡民舞交流発表会 049-246-6479［埼玉中央地区連合会］
植物画同好会
049-251-8305［佐藤］
★ランチタイム in カスケード de コンサート
休館日
★こどもステーション plus
★市民と創る朗読劇『セブンスター』
休館日
★ダンスの時間
大学生による寺社の魅力発掘プロジェクト～みやび～
080-6673-4178［寺社の魅力発掘プロジェクトみやび］

『モガ惑星 宇宙は記憶のおんがくかい〈ドレもソラミミ編〉
』

2［土］－ 3［日］
3［日］
7［木］－11［月］
8［金］
12［火］－13［水］
16［土］
17［日］
22［金］－23［土］
30［土］
31［日］

月号

impressions

今回は、
毎年夏に開催し11回目となった

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ情報誌

October

現場の視点を交えながら幅広くお届けします。

田上̶ 出演者は「モモンガ・コンプレックス」ですから、もちろん、白神さんにも出演をして
もらいますよ（笑）。
白神̶ 腹筋してリハーサルに挑みます。
（笑）

＊—キラリンク カンパニー
☆

2008〜10年度の3ヵ年、当館で導入されたレジデン

ト・カンパニー制度。東京デスロック（主宰多田淳之

介）、
モモンガ・コンプレックス（同白神ももこ）、田上
パル（同田上豊）の3団体がキラリンク☆カンパニーと

して作品創造や教育普及活動に携わった。

芸術監督3人いる！企画

『Are You Heroine? ん?』
演出 白神ももこ
出演 北川結

田上豊

仁科幸

多田淳之介

加藤典子

塙睦美 白神ももこ

夕田智恵（以上、モモンガ・コンプレックス）

12/4［土］18:00 5［日］14:00 6［月］19:00 7［火］14:00（予定）
マルチホール
¥ ［全席自由・整理番号付き］ 一般 2,000円 U25: 1,600円

高校生以下500円 シニア・身体障害者手帳をお持ちの方 1,800円
発

11/6［土］

扱

当館

二兎社

『鷗外の怪談』
現代では文豪として知られる一方で、政権中枢に近い軍医でもあった
森鷗外を家庭生活の場からを描き、
その内面の謎に迫った永井愛の
近年の代表作の一つを、
キャストを一新して７年ぶりの再演です。
表現の自由を求める文学者でありながら、思想・信条を抑圧する政府
側の高官でもある、
そんな相反する「二つの頭脳」を持ち、バランスを
とりながら生きた鷗外を松尾貴史が演じます。

11/7［日］14:00（13:30開場）
高校生以下500円

シニア・身体障害者手帳をお持ちの方 3,600円
扱

当館

マーク凡例
¥

料金/参加費

発

チケット発売日

扱

チケット取扱い

チケットの購入・参加申込み

1
2

対象/募集人数
申

事務室窓口

［ 9:00 〜21:00 ］休館日を除く

オンライン
http://www.kirari-fujimi.com/
［24時間受付］

申込開始日、
申込期間
申込方法

3

保育あり:500円,
定員5名（申込順）

発売初日は、窓口9:00、

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。

電話 049-268-7788
［ 9:00〜22:00 ］休館日を除く

オンライン10:00、電話は翌日9:00より。
◉体調に懸念があり、
ご来場出来ない場合には払い
戻しを致しますので、開演時間までにご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症予防対策として、内容に変更が生じる場合がございます。
最新情報はキラリ☆ふじみまでお問い合わせいただくか、劇場ホームページ等をご確認ください。

市民と創る朗読劇

『セブンスター』
戯曲を通して新たな世界と出会うこと、新たな自分と出会うこと。
読み手として、
また、スタッフワークからの参加を加え、 戯曲 を中心
にして、アーティストと市民がともに朗読作品をつくります。
田上豊芸術監督より

大池さんの戯曲は、知性と感性を揺さぶる「人間の愛と哀愁と不条
理」が存在し、
それでいてとてもキュートです。実際に舞台作品を拝見
しますと、毎回観劇後に不思議な幸福感を与えてくれるので、
これを
「うさぎストライプマジック」
と呼び、
その手腕を尊敬しています。参加
者のみなさんには、
この魅力的な世界観に創作段階から触れていた
だき、作者直々の演出のもと存分に楽しんでもらいたいと思います。
監修 田上豊

作・演出 大池容子（うさぎストライプ）

10/17［日］①11:00／②15:00
マルチホール
¥ 無料（要申込）
申

窓口、電話、WEB

F U J I M I

木下愛華 池田成志 木野花

K I R A R I

出演 松尾貴史 瀬戸さおり 味方良介 渕野右登

¥ ［全席指定］一般 4,000円 U25: 3,200円

キラリふじみ・ダンスカフェ

ダンスの時間

開放的なガラス張りの空間 アトリエ で、
カ
フェに行くようにダンスの小作品を楽しむ ダ
ンスカフェ 。赤ちゃんからご年配の方まで幅
広い世代の方にご来店いただき、
６年目の
オープンです。
カフェに行くようにダンスを楽
しむ休日のひとときをお届けします。

キラリふじみで、だれでも参加できるダンスの
時間を過ごしてみませんか？ ダンスの経験は
いりません。
その日出会った方々と、時には自然
の中で、時にはアートの中で、
キラリふじみにし
かないダンスの時間をつくります。

鈴木ユキオプロジェクト
世界 40 都市を超える地域で活動を展開し、
既成の表現スタイルにとらわれず、
しなやか
で繊細に、且つ空間からはみだすような強靭
な身体・ダンスが多くの観客を魅了する、鈴
木ユキオが登場します。

進行 白神ももこ ほか

10/30［土］10:30〜11:30
12/11［土］ 1/8［土］13:30〜14:30
申

小学生以上/15名（1/8は10名） ¥ 無料
10月=9/10［金］ 12月=11/10［水］
1月=12/10［金］窓口/電話/WEB

第20回 キラリ☆ふじみ
書の大作展
2022. 1/6［木］〜12［水］

規程

横幅が2メートル以内の作品で
仮名に限り半せつ可

出品料 11,000円
締切 11/30［火］

絵画大作展
2022. 2/12［土］〜18［金］

規程

50号〜100号程度の油絵、水彩、パステル、
日本画等の表面作品（発表済みも可）

12/18［土］

出品料 3,000円

振付・演出・出演 鈴木ユキオ

締切

出演 安次嶺菜緒 赤木はるか 山田暁

小谷葉月 阿部朱里

2022.1/16［日］

華大作展

会場：アトリエ
¥ 500円
申

募集情報

2022. 2/25［金］〜27［日］

11/13［土］ 窓口、電話、WEB

規程
締切

100cm×100cm程度の作品
2022.1/30［日］

上記3大作展は、

作・演出 永井愛

メインホール

2 0 2 1 . 1 0 ̶ 2 0 2 2 . 1

撮影：北川姉妹

キラリンクプログラムvol.1

撮影：三浦麻旅子

会場：展示・会議室
市内在住・在勤・在学の方または

こどもステーション plus
ダンスをやっている モモンガ と、演劇をやっ
ている ゆたっちょ が、
キラリふじみにしかな
い遊び場をつくります。
進行 田上豊 白神ももこ ほか

ランチタイム in カスケード
de コンサート
キラリふじみの中央に位置する美しいカス
ケード…足を止めると聴こえてくるのは…ラン
チタイムを彩るオリジナルコンサート。
キラリふじみ利用者を対象に募集した出演
者とともに、カジュアルに楽しめるコンサート
をつくります。

10/16［土］ 11/20［土］ 各日
12/11［土］ 2022.1/8［土］ 10:00〜12:00
小学生/15名
申

¥ 無料

10月=受付中 11月=10/10［日］
12月=11/10［水］ 1月=12/10［金］
窓口/電話/WEB

市内で活動されている方
申

窓口／郵送／FAX〈専用の申込用紙に記入〉

11/20 ［土］ 発売

Ticket Information

『ニューイヤーコンサート2022』
2022. 1/29［土］14:00
メインホール

¥ 一般 4,000円 ほか

日時・出演者

10/8［金］ 落合佳美（しの笛）、
福岡麻衣（エレクトーン）

11/2［火］ Binetin ＊8月より延期
11/26［金］ 大江友海＆FRIENDS
12/16［木］ ヴォーカルグループ加藤企画
2022.1/20［木］ リトミックアンサンブル ぱお
すべて 12:10〜12:50（予定）
会場：カスケード
¥ 無料（申込不要）

参加してスタンプを集めよう!
スタンプが15個たまるとキラリふじみ主催の公演
事業が1回無料で観られます。
対象事業 ̶
◉ こどもステーションplus
◉ ダンスの時間
◉ ランチタイムinカスケードdeコンサート
◉ ダンスカフェ

第五回ふじみ大地の収穫祭
開催中止について
本年度の「ふじみ大地の収穫祭」は、催しの特徴
と新 型コロナウイルス感 染 症 感 染 拡 大の状 況
に鑑み中止することといたしました。楽しみにお待
ちいただいていたお客様には誠に申し訳ございま
せんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げ
ます。

