富士見市民文化会館

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、
現場の視点を交えながら幅広くお届けします。

キラリ☆ふじみ情報誌

今回は、
市内の小学校で行った、
アウトリーチワークショップの様子をご紹介します。
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April

4月

090-3801-5067［富士見市美術協会 立川］

12［火］̶17［日］ 第21回きらめき写真展

049-253-0037［写真クラブきらめき 小倉］

3［日］ 第39回春の民謡民舞大会

18［月］̶19［火］ 休館日

04-2954-0778［日本郷民謡協会 山川］

23［土］ LIVE THE 個展

080-7196-1220［嘉手苅］

23［土］-24［日］ 第51回富士見市華道連盟「春の華展」049-252-0301［富士見市華道連盟 山中］
24［日］ ★こどもステーションplus

29［祝］-30［土］ やまびこ山草会

2021.12.９（木）みずほ台小学校
12.10（金）針ヶ谷小学校

5月

11［水］̶13［金］ 休館日

15［日］ Magicを愛する仲間たちの「マジックショー」
090-3219-0165［トレンディ 吉田］

12/9（木）から 10（金）にかけて、みずほ台小学校（6 年生）と針ヶ谷小学校（5・
6 年生）の児童を対象に、能楽のワークショップを行いました。これは、狂言や能の
伝統芸能や、演劇、ダンス、音楽等の優れた文化芸術を子どもたちに体験してもらう
ために、当館が毎年行っているプログラムです。昨年度はコロナ禍で実施ができなかっ

21［土］ 東上沿線女声コーラス交流会
★こどもステーションplus

21［土］-22［日］ サツキ（花木）展示会

指導は、喜多流の塩津圭介さんをはじめ、5 人の能楽師の皆さんがつとめてくれま
まず、塩津さんによる能の解説。能楽堂のつくりや、能と歌舞伎の成り立ちの違い

29［日］ ★ダンスの時間

30［月］-6/5［日］ 第6回「自然とともに」絵画展

6月

般若の面には、その表情に喜怒哀楽の感情すべてが含まれているという解説があり、
そして、囃子方の講師の皆さんからは、笛、小鼓、大鼓、太鼓の楽器紹介と実演
子どもたちはとても興味を示していました。
さらに内容は充実さを増し、4 人の児童が代表して楽器を体験し、短い稽古時間に

「音の便り2022埼玉」和太鼓や木管アンサンブル等の演奏会
090-3595-1248［音の便り2022埼玉 杉村］

16［木］̶19［日］ 写真展 美

24［金］-26［日］ 部田宗司個展 美人画 仏画 切絵
24［金］ 中村美律子歌謡ショー
25［土］ ★キラリ☆風流寄席

体験では、面をつけた時の驚くほどの視界の狭さを体感して、能舞台の 4 本の柱が立

クショップは終了しました。
本年度、キラリふじみは開館 20 周年を迎えます。それを記念して、9/23（金・祝）
に、当館の中央に広がる、水の広場に能舞台を設置して行う「薪能」を上演します。
開放感に満ちた神秘的な空間で行う野外能をどうぞお楽しみに。

7月

26［日］ ★こどもステーションplus / ダンスの時間
6［水］ 七夕コンサート（二胡・フルート・コーラス）049-253-6863［水野歯科医院 水野］

9［土］̶10［日］ ★サーカス・バザール

30［土］ N s STUDIO 第4回バレエ発表会 くるみ割り人形より〜クララの夢〜ドンキホーテ全幕
049-244-3809［N s STUDIO 神］
31［日］ 横井玲子門下生発表会2022〜指揮者の河合尚市先生と弦楽合奏の先生方をお迎えして〜
049-293-7796［横井玲子ピアノ教室］

※2月20日現在

詳しくは当館窓口までお問い合わせください。

ください。

★＝キラリふじみ主催事業

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

富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ

富士見市民文化会館キラリ☆ふじみは、
開館２０周年を迎えました。

ららぽーと富士見

2

http://www.kirari-fujimi.com
開館時間

2022

11［月］̶13［水］ 休館日

お知らせ：2022年1月19日よりスタジオ施設の料金支払いに、
キャッシュレス決済の取り扱いを開
始しました。ご利用いただけるのは、クレジットカード、QRコード、電子マネーです。

2002

090-6041-3372［部田］

048-967-0221［（株）T・E 下田］

July

こうして、実演と体験を絶妙に織り交ぜた贅沢な時間はあっという間に過ぎていき、
最後は、塩津さんをはじめ、能楽師の皆さんによる、舞囃子『船弁慶』を堪能して、
ワー

090-6155-0390［写真倶楽部 碧空 新井］

20［月］-22［水］ 休館日

もかかわらず見事な合奏を披露してくれました。続く、2 人の児童が代表しての能面の
ち位置を確認するための大切な役割をもっていることも知ることができました。

080-5028-9408［菅沼］

11［土］ バレエフェアリー第15回発表会 080-5429-0527［バレエフェアリー 細野］

想像力を豊かに働かせるという、芸術をより楽しむための秘訣を教えてくれました。
があり、同じ素材の楽器でも、小鼓は湿気を好み、大鼓では湿気を嫌うという違いに、

049-261-6102［富士見市皐月同好会 栗原］

June

などを、映像を交えながら、とても分かり易く、そして親しみ易く解説してくれます。

048-479-6490［後藤］

22［日］ フラココナッツHo'ike 〜フラダンス・タヒチアンダンスショー〜
048-473-0980［フラココナッツ 長谷川］

たので、1 年振りの開催となりました。
した。

090-9323-4576［やまびこ山草会 斎藤］

30［土］ みんなで育てる心のコンサート歌の万華鏡 080-4386-1957［大日南］

May

能楽ワークショップ

文化芸術を介して人々が集い、交流し、感動を分かち合う。

9:00〜22:00 ［休館日を除く］

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1803-1

TEL. 049-268-7788

FAX. 049-268-7780

1

そうした、
かけがえのない“出会いの場”を育む活動を続けてまいります。

谷津の森公園

これからも、
どうぞよろしくお願い致します。

2022年 4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）
次号 vol.77は2022年7月1日発行

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

◎ 施設利用料及びチケット代金の納入は21:00まで。
◎ 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。

月
号

4–7月

Cultural Centre of Fujimi Cit y • K I R A R I F U J I M I

2［土］ K&Rピアノ教室 ピアノ発表会 080-3793-0512［K&Rピアノ教室 川端］

2［土］̶7［木］ 富士見市美術協会展

4

@kirarifujimi

@kirari_fujimi

kirari.fujimi

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ

K I R A R I F UJ I M I 2022 04 ̶ 2023 03
program 2022 4 2023 3
年 月̶

市制施行50周年記念事業

◆ キラリ☆風流寄席

公演情報をご覧ください →

Jun.

12
Dec.

で、アートや地域の魅力に触れながら、新しい

『百物語』

出会いと発見が出来る夏の恒例イベント。11回

構成・演出：白神ももこ

目の開催です。

（新潮文庫刊）
原作：杉浦日向子『百物語』

こどものためのワークショップ

ろう者と聴者の感性を活かし、障がいの有無

小学生を対象にして夏休み期間に行う、演劇

に関わらず、
こどもから大人までの幅広い世代

やダンス等のワークショップです。参加者募集

が楽しめる人形劇です。

は6月頃開始予定です。
◆ モガ惑星

宇宙は遠い記憶のおんがくかい
[ドレもソラミミ編］−第２楽章−（仮）
総合演出:白神ももこ、田上豊

宇宙の雄大さ、神秘さを楽しむホルスト作曲の
組曲『惑星』をもとに、音楽家やダンサー等の

―人形×ダンス×手話×うた−

2023

1
2
Jan.

Feb.

3
Mar.

多彩なメンバーで創作する音楽作品。好評を

Oct.

出演 滝川鯉八（落語）、桂伸衛門、

ホールの西巻正史とキラリふじみがお贈りする、

春風亭昇羊、西村剛市（琵琶演奏）

聴きごたえたっぷりのコンサートとクラシック
音楽を身近に感じる体験プログラムです。

6/25［土］17:00開演

キラリ☆新春邦楽演奏会

マルチホール
¥ 〈全席指定〉 一般 2,500円 U-25 2,000円
高校生以下 500円 シニア 2,250円
身体障害者手帳をお持ちの方2,250円（窓口のみ）

丁寧に編み上げられた豊かな物語の世界を、
ダイナミックな演劇空間として創り出します。

スタインウェイ演奏体験&観覧

劇団銅鑼『いのちの花』

メインホールのピアノ スタインウェイ の艶や

脚本：畑澤聖悟

かな音色をお楽しみください。

演出：齊藤理恵子

◆ キラリ☆かげき団

行う、近隣のおやこ劇場と共に上演します。

リ かげき団は、以来、市民の創造活動の場と
☆

して、当館とともに歴史を重ねてきました。16回
目となる公演では、芸術監督の白神ももこが創

開館20周年の記念式典に華やかさと彩りを添

作に参加します。幅広い世代の新たな団員も募

える、北川曉子ピアノリサイタル。

作・演出:永井愛

都立高校の卒業式の保健室を舞台に、ある問
題をめぐって巻き起こる教師たちの攻防。

2008年以来の上演となる、二兎社の代表作を

第16回公演

2006年に開館 5 周年を記念して結成したキラ

◆ 開館20周年記念式典・ピアノリサイタル

二兎社『歌わせたい男たち』

集中です。
通
年

7/9［土］・10［日］14:00

マーク凡例

チケットの購入・参加申込み

開放的なガラス張りのアトリエを会場に、カフェ

扱

チケット取扱い

小中学校でのアウトリーチ事業
演劇、ダンス、音楽、伝統芸能などのさまざまな
プログラムを、市内小中学校へお届けします。

※内容に変更が生じる場合がございます。

CIRCUS
BAZAAR

チケット発売日

募集情報をご覧ください→

上記のほか、美術工芸等の展示プログラムも予定しています。

バラエティに富んだサーカス芸が

発

祝う! 味わう! 語り合う! ̶ 食 と 芸能 を

中心に、富士見をたっぷり味わう１日です。

6/11［土］発売

キラリふじみ・ダンスカフェ

第6回ふじみ大地の収穫祭

当館

サーカス・バザール

料金／参加費

にいくようにダンスを楽しむ休日をお届けします。

5/14［土］＊発売日初日はお一人様2枚まで

Ticket
Information

¥

ランチタイムinカスケードdeコンサート
こどもステーションplus
ダンスの時間

どうぞお楽しみに。

発
扱

場に、カスケードに浮かぶ特設能舞台を篝火

を、
こどもと大人が共に豊かな心を育む活動を

Nov.

̶ 野村東央留

上質なコンサートをプロデュースするトッパン

で照らし、能と狂言を上演します。650年の歴史

命 を巡り疾走する 5人の女子高校生の物語

11

2023

橋爪功の朗読

に磨かれた伝統芸能の神髄をご堪能ください。

10

◆ ニューイヤーコンサート

の演奏会。出演団体募集は７月頃の予定です。

キラリふじみの中央に位置する水の広場を会

ダンスの時間

芸術監督のモモンガと、
モモンガのお友だち
と一緒に、
キラリふじみだけの遊び場をつく
ろう。

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、
ときには自
然の中で、
ときにはアートの中で、
キラリふじ
みにしかないダンスの時間をつくります。

進行 白神ももこ

や近隣で活動する団体とともに開催する恒例

◆ 薪能

こどもステーションPLUS

ほか

「今回も、若手落語家を中心としたプログラム
をご用意しました。若手実力派の真打を中心に、 4/24［日］ 5/21［土］ 6/26［日］
新作と古典と、落語の魅力をたっぷりとお届け
各日10:00〜12:00
できればと思います。 旬 の寄席を味わいに、皆
小学生 / 20名
さまどうぞキラリふじみにお越しください。」
¥ 無料

邦楽 を大切に未来へつなげていこうと、市内

博した昨年度の創作上演に続く第二弾です。

Sep.

初から館の活動を支えてくれている
「事業運営
サポート委員会」の市民のサポートメンバーが
企画する、オリジナルの寄席公演として長年親
しまれています。
そのメンバーのひとりで、
今回のプログラム構成
を担ってくれた、野村東央留さんに公演につい
てコメントを寄せていただきました。

◆ デフ
・パペットシアター・ひとみ

にサーカスがやってくる。ご家族や友だち同士

Aug.

6月に上演する「キラリ☆風流寄席」は、開館当

キラリふじみで活動するさまざまなジャンルの
ルです。参加団体募集は５月頃の予定です。

海のむこうから、砂漠のむこうからキラリふじみ

8

キラリ☆ダンスフェスティバル vol.20
ダンスグループと作るオリジナルのフェスティバ

◆ サーカス
・バザール

Jul.

9

新作 と 古典 で
キラリふじみの高座に火花を散らす!!〜

◆＝開館20周年記念・

2022

7

〜令和落語新時代!!

年 月のプログラム（予定）

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

6

キラリ☆風流寄席

申込開始日／申込方法
保育あり：500円,
定員5名（申込順）

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。

開催月前月の10日より

小学生以上どなたでも / 15名

窓口/電話/オンライン

¥ 無料
申

―モモンガのお友だち募集―
こどもステーションplusは、進行の白神芸術
監督と一緒に、 モモンガのお友だち として、
様々なジャンルで活動するアーティスト等が
加わり、
こどもとおとな、
それぞれの多様な個
性を認識し合いながら、遊びを育む場づくり
を続けています。
こうした活動に興味のある方を募ります。
詳しくは、WEB等をご参照ください。

2
3

事務室窓口

WEB
http://www.kirari-fujimi.com/
［24時間受付］

電話 049-268-7788
［ 9:00~22:00 ］休館日を除く

チケット発売初日は、窓口9:00、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、開場時間までにご連絡ください。

窓口/電話/オンライン

館の中央に広がるカスケードをステージに、
お昼のひとときにお届けするコンサートです。
このコンサートを一緒につくりあげてくれる
出演者を募集します。

¥〈全席自由〉 一般 1,000円 高校生以下 500円

［ 9:00~21:00 ］休館日を除く

開催月前月の10日より

ランチタイム inカスケード
deコンサート
出演者募集

見ごたえたっぷりのサーカスショー

1

ほか

5/29［日］10:00〜11:00
6/26［日］13:30〜14:30

メインホールでのサーカスショー

対象／募集人数
申

申

進行 白神ももこ

キラリ☆かげき団
新団員募集

募集期間

4/1［金］〜 5/10［火］

１人ひとりのそれぞれの個性が光り輝くよう
にと願いを込めて、2006 年に結成したキラ
リ☆かげき団は、
今年17年目を迎えます。
日本語を大切に扱う作品づくりが特徴の「オ
ペラシアターこんにゃく座」の指導のもと、
日々歌の練習に励みながら、市民だからこそ
できる表現で、地域の人たちに活力を与える
作品づくりを目指しています。
「日本語をうたうこと」を通して、あなただけ
の表現を探しませんか ?
詳しくは、WEB、チラシ等をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症予防対策と

対象

キラリふじみを利用されている方。

MCを含み、20 分〜40 分のプログラムを構成・演
奏できる個人やグループ。音楽ジャンル不問。
ただし、アコースティック音楽が望ましい。
開催日時

2022年7月〜2023年3月の
原則として平日12：10〜12：50（40分程度）
※2組×各20分間等で構成する場合もあり。
申込方法

窓口/オンライン/郵送
※要資料（申込用紙（PDF)・音源）

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。

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

