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『デビューコンサート』 2006

『シェンテとシュイタ～セチュアンの善人より～』 2009

『なにもないねこ』 2012

『注文の多い料理店』『賢かった三人』 2015

『まげもん』 2018

『まげもん―MAGAIMON』 2007

『白墨の輪』 2010

『にごりえ』 2013

『夏の夜の夢～嗚呼！大正浪漫編～』 2016

『にぎやかな夢～風ン中、ひなげしたちの歌』2020

『女たちの平和』 2008

『セロ弾きのゴーシュ』 2011

『ピノッキオ』 2014

『どんぐりと山猫』 2017

富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ
http://www.kirari-fujimi.com
開館時間  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

1–4月VOL. 75
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富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ情報誌

2022

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

谷津の森公園

ららぽーと富士見

1

2

東武バス　1  鶴瀬駅東口　 2 ららぽーと富士見6分

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。

impressions

@kirarifujimi @kirari_fujimi

◎ 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。

2022年1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.76は2022年4月1日発行

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、「志木」「ふじみ野」「大宮」からも出ています。　無料駐車場あり

市民と創る朗読劇『セブンスター』
作・演出：大池容子　監修：田上豊　2021.10/17［日］
昨年度に続く、市民参加のリーディング公演、市民と創る朗読劇『セブンスター』を、
2021年秋に上演しました。
作・演出を務めたのは、劇団うさぎストライプ主宰で劇作家の大池容子さん。監修の当
館芸術監督 田上豊さんも作品観劇後の幸福感を「うさぎストライプマジック」と呼び、
信頼を寄せるアーティストです。
『セブンスター』はもともと、一人芝居として上演された作品。主人公の青年、大

おおすみてんま
隅天馬

が自宅のガレージで自転車を組み立てながら、叶えられなかった夢に思いを馳せ、そし
てそれと向き合って前に進んでいくという物語で、うさぎストライプでも再演を繰り返し
てきた人気作です。今回その大隅天馬を、年齢も性別も職業もバラバラな８人の参加
者で演じました。
スタッフ担当を含めると、一般公募から13名の方が参加し、その内半数は富士見市や
その近隣に在住でした。当館のマルチホールの空間に集まり、1つの戯曲を通して作品
を創り上げていく集中力は、プロの現場に匹敵するほど。出演者として参加した松尾玲
香さんは、2週間の稽古を「実は 1ヶ月くらい稽古してたんじゃないかと思うくらい濃密
な時間でした。」と話してくれました。
期間中に行った参加者へのインタビューでは、「1人の役を8人で表現すること」に対す
る難しさと、面白さを口々に語ってくれました。１人の青年を多面的に表現していく大池
さんの演出で、個人の中にある色々な感情が、同時に織りなされていくような舞台作品
となりました。
また照明や音響、演出助手といった技術スタッフを担当した参加者は、機材の仕組み
を学んだり、ライトやスピーカーの設置作業を体験。稽古ではお芝居に合わせて光や
音を出すなどの練習を重ねました。そして最後には観客が入った本番でのオペレートを
実践。照明を担当した西川江里さんは「本番ギリギリまで修正作業を続け、これで良し
と満足することなく、常により良いものを目指し続けていらっしゃる職人業を目の当たり
にし、舞台の裏側で尽力されている皆さんに支えられてこその舞台なのだと痛感しまし
た。」と感想を述べてくれました。
たくさんのお客様にご覧いただき幕を閉じた、市民と創る朗読劇『セブ
ンスター』。作品が創られていった過程や、参加者インタビュー・感想を
ブログにて公開しております。ぜひご覧ください！→

kirari.fujimi

NEW !!

今回は昨年秋に上演された市民と創る朗読劇
『セブンスター』についてレポートします。

¥

発

扱

キラリ☆かげき団

第15回公演 オペラ 『変身』

台本  山元清多　作曲  林光　演出  大石哲史
音楽監督  萩京子
出演  キラリ☆かげき団

3 /19［土］18:00 ・ 20［日］11:00、15:30
マルチホール
 ［全席自由］一般：2,000円
高校生以下：1,000円

 1/15（土） 　
 当館

その朝、セールスマンKの心配事は、
突然生えた十何本の脚のことより列車に乗り遅れることだった…。
フランツ・カフカの代表作である『変身』をもとに、
カフカの日記や手紙を織り交ぜながら、
多彩なメロディで綴る日本語オペラをお届けします。 2021

Calender

January
February

M
arch

April

1月
1［祝］－4［火］	 年始休館日	
	 6［木］－11［火］	 ★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	

9［日］	 ★続—《ランカオ》（仮）ミニパフォーマンス	
	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	
	21［金］－23［日］	 埼玉県児童生徒美術展　富士見市内展	 049-253-1555［富士見市立東中	照井］

22［土］	 『死神』（人形劇団プーク）－古典落語の世界を怖くて可笑しな人形芝居に－
048-476-5363［志木おやこ劇場］

23［日］	 ★橋爪功・冬の朗読
27［木］	 ★Happy	Birthdayアマデウス！ニューイヤー・プレコンサート＆公開リハーサル	
29［土］	 ★キラリふじみ・コンサートシリーズ	ニューイヤーコンサート2022

軽やかに、厳かに…ウィーンの音楽と戯れる
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］

2月
6［日］	 ★キラリ☆ダンスフェスティバルVOL.19	

7［月］－8［火］	 休館日	
11［祝］	 ★スタインウェイ演奏体験＆観覧	

	12［土］－18［金］	 ★第20回キラリ☆ふじみ絵画大作展	
13［日］	 古典舞踊素おどりの会・会員の発表会	 049-252-0018［東喜和］
16［水］	 ★ランチタイム inカスケードdeコンサート	

	18［金］－27［日］	 フリードリヒ・フォン・シラーの戯曲「群盗」（ぐんとう）	 049-275-0022［群盗実行委員］
19［土］	 ★こどもステーションplus	

★キラリふじみ・ダンスカフェ	
	25［金］－27［日］	 ★第20回キラリ☆ふじみ華大作展	

3月
1［火］	 ★ランチタイム inカスケードdeコンサート	
2［水］	 ★万作の会　狂言公演	

3［木］-6［日］	 趣味の作品展	 070-6551-0033［富士見市老人クラブ連合会］
6［日］	 第78回花かげ会会員発表会	 049-242-6091［栗田音楽教室］

第6回キッズコンサート	 050-5307-0240［富士見市民吹奏楽団］
7［月］－9［水］	 休館日	

	13［日］－20［日］	 第20回キラリ☆ふじみ写真展	 080-1156-4155［小倉］
14［月］	 ★ランチタイム inカスケードdeコンサート	

	19［土］－20［日］	 ★キラリ☆かげき団　第15回公演『変身』	
21［祝］	 ピアチェーレピアノ教室・いしい音楽教室　スプリングコンサート

090-3545-2978［ピアチェーレピアノ教室］
25［金］	 東喜和流民謡舞踊連合会勉強会	 049-243-5108［渕名］
26［土］	 ★こどもステーションplus	

★ダンスの時間	
春のピアノコンサート	 049-252-1097［MpK音楽教室］

29［火］	 彩の国・風紀太鼓　発表会	 090-1110-5605［演舞太鼓］

4月
2［土］－7［木］	 富士見市美術協会展	 090-3801-5067［立川］

	12［火］－17［日］	 第21回きらめき写真展	 049-253-0037［小倉］
	18［月］－19［火］	 休館日	
	23［土］－24［日］	 富士見市華道連盟「春の華展」	 049-252-0301［山中］

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。＊11月27日現在。

撮影：松本和幸
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料金/参加費

チケット発売日

チケット取扱い

対象/募集人数

申込開始日、申込期間
申込方法
保育あり:500円, 
定員5名（申込順）

¥

¥

¥

¥

¥

¥

発

発

申

申

扱

扱

扱

扱

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。

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。

1

2

3

¥
申

¥
申

¥

¥
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スタインウエイ演奏体験＆観覧
キラリふじみが誇るピアノ
「スタインウェイ」を弾いてみよう！
10分間のコンサートや大好きな曲を演奏する
など、いろいろな楽しみ方でスタインウェイを
満喫してください。

2/11［金・祝］ 13:00～17:20

メインホール　
 ピアノ演奏経験者　　  無料
定員　1組10分、24組（申込順）
※1枠（10分間）の中で演奏できるのは、
連弾、アンサンブルも含めて2名までとします。
 1/8［土］※申込開始日は直接来館のみの受付。
 　　　　　電話は翌日から。

ランチタイム in カスケード
de コンサート
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新企画のコン
サート。キラリふじみを利用している方を対
象に募集した出演者とともに、月に１度、カ
ジュアルに楽しめるコンサートをつくります。

日時・出演者　
1/20［木］ リトミック アンサンブル ぱお
2/16［水］ オアシスハーモニカ同好会／エクリュ
3/1 ［火］ Masako Cross（まさこくろす）*8月から延期

3/14［月］ MO-FIVE

すべて 12:10～12:50（予定）

カスケードエリア（マルチホール前）　
 無料（申込不要）

チケットの購入・参加申込み

　　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］

　　電話   049-268-7788
　　［9:00～22:00 ］休館日を除く

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、開演時間までにご連絡ください。

マーク凡例

展示会情報 E X H I B I T I O N  
第20回 キラリ☆ふじみ
書の大作展
1/6［木］～11［火］
10：00～17：00 

絵画大作展
2/12［土］～18［金］
10：00～17：00

華大作展
2/25［金］～27［日］
10：00～17：00 （最終日は16：00まで）

写真展
3/13［日］～20［日］
10：00～17：00 （初日は正午から）

展示・会議室（入場無料）

ダンスの時間
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 と々、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。

進行  白神ももこ ほか　

1/8［土］3/26［土］13:30～14:30
 小学生以上/15名（1/8は10名）　　  無料
 開催月前月の10日より　窓口/電話/WEB

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　

1/8［土］ 2/19［土］ 3/26［土］
10:00～12:00
 小学生　　  無料
 開催月前月の10日より　窓口/電話/WEB

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.19
キラリふじみを利用しているグループと共につく
る、ジャンル・世代を超えた華麗なダンスの祭典。

2/6［日］ 14:00開演  メインホール
出演  プアヒナノフラマリエ/ヒナノ オリ タヒチ（フラ、タヒチアン
ダンス）、MISA KID☆S（ジャズ、ヒップホップ）、アミエル（バレエ、創
作ダンス）、椿名ミュージカル ラフォーレ（バレエ、ジャズ、タップ）、ひま
わりキッズ（HIPHOP、チアダンス、大江戸ダンス）、Sparkle.S（ジャズ）
入場無料 （満席の場合は、ご入場をお断りする場合もございます。）

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

キラリふじみ・ダンスカフェ
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。メニューは、芸術監督・白神
ももこがおすすめするダンサーや振付家が、
ときに音楽家や美術家も交えたパフォーマ
ンスを回替わりでご用意。キラリふじみなら
ではの遊び心いっぱいの“カフェ”も楽しめ
ます。パフォーマンスのあとは、出演者との
トークも開催。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。

じゅんじゅん SCIENCE
「Note–じゅんじゅんSCIENCE ダンス小作品集–」
パフォーマンスシアター「水と油」を経て2006
年より立ち上げた高橋淳のソロプロジェクト。音
楽や日常生活、手遊びなど身近な題材から生ま
れた複数の小作品をお届けします。

振付   高橋淳      出演   高橋淳、久井麻世  

2/19［土］ ①13:00　②16:00

アトリエ　
　 500円
　 1/15［土］ 窓口、電話、WEB

キラリふじみ・コンサートシリーズ

ニューイヤーコンサート2022
軽やかに、厳かに・・・
ウィーンの音楽と戯れる

10回目を迎える、トッパンホールのプロデュー
サー西巻正史がキラリふじみのために企画
するクラシック・コンサートシリーズ。今回は、
ベートーヴェンの若き日の出世作《弦楽三重
奏のためのセレナード》、円熟期の《チェロ・
ソナタ第5番》。そして、シューベルトの人気曲、
ピアノ五重奏曲《ます》を、トッパンホールで
育まれた才能豊かな若いアーティスト達が、
軽やかに、ときに厳かに奏でます。どうぞご期
待ください。

出演 毛利文香（ヴァイオリン）  田原綾子（ヴィオラ）
 笹沼 樹（チェロ）  佐野央子（コントラバス）
 兼重稔宏（ピアノ）

1/29（土）14:00開演（13:30開場）
メインホール
 ［全席指定］一般 4,000円
 U-25  3,200円   シニア（65歳以上）3,600円
 高校生以下 500円   身体障害者手帳をお持ち
 の方 3,600円（窓口・前売りのみ）

 当館

Happy Birthday アマデウス！
ニューイヤー・プレコンサート
◉ ミニコンサート
モーツァルトの誕生日（1756.1.27）に贈る、2日後
のニューイヤー・コンサートへのイントロダクショ
ン、60分のミニコンサート。

1/27［木］19：00開演
メインホール
出演 宮﨑貴子（フォルテピアノ）
  毛利文香（ヴァイオリン）
　［全席自由］1,000円
 1/29［土］のコンサートをご購入の方は無料

◉ 『公開リハーサルへのご招待』参加者募集
Happy Birthday アマデウス！ニューイヤー・プレコ
ンサートの『公開リハーサル』に、小さなお子様連れ
のみなさまをご招待します。本番さながらに熱のこ
もった演奏をお子様と一緒にご堪能ください。

1/27［木］14：00～14：45
メインホール
 未就学児をもつご家族、30組
 ※応募者多数の場合は抽選
 無料
 1/15［土］必着

橋爪功・冬の朗読
眉村卓『仕事ください』
芥川龍之介『鼠小僧次郎吉』

日本の現代演劇界屈指の名優、橋爪功によ
る朗読企画第11弾です。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。キラリふじみだけ
で体験出来る、特別な冬の午後をどうぞお楽
しみください。

演出  内藤裕子　出演  橋爪功

1/23［日］15:00開演（14:30開場）
メインホール
     ［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・前売りのみ）
 当館

万作の会 狂言公演
卒寿を迎えた野村万作率いる「万作の会」に
よる狂言公演。より広く、より深く“狂言”のさ
まざまな面をご覧いただき、狂言の魅力をあ
ますところなくお届けします。上演前の楽しい
解説とともにご堪能ください。

3/2［水］19:00開演（18:30開場）
メインホール
     ［全席指定］一般 4,000円   U-25 3,200円 
 シニア（65歳以上） 3,600円   高校生以下 500円 
 身体障害者手帳をお持ちの方 3,600円
 （窓口・前売りのみ）

 1/22［土］　　当館

続 《̶ランカオ》（仮）
2018年3月に当館で創作上演した日本・タイ
共同制作『ランカオ―私たちの森』から交流
が始まり、現在はタイから日本に留学してい
るチャニダー・プンヤネラミッディーさんと白
神ももこによる共同創作が再び始まりました。
2021年10月に、富士見市に10日間滞在し、
「昔の懐かしい風景や思い出」をテーマに市
内に暮らす方々へのインタビューやフィール
ドワークを元に、映像を使った展示やパ
フォーマンスを行います。どうぞお楽しみに。

1/5［水］～9［日］
＊9［日］にパフォーマンスあり
アトリエ
※詳細は決まり次第、当館ホームページ等でお知らせします。

撮影：松本和幸

撮影：松本和幸

撮影：三浦麻旅子




