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富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ　Cultural Centre of Fujimi City

KIRARI   FUJIMI 2022

開館20周年をむかえる、2022年度のキラリふじみの活動がスタートしました。
2002年11月、多くの市民の夢が託され「富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ」が生まれて20年。これまで、市民による多種多様な文化
芸術活動や、オリジナリティを持つ当館の自主事業により、ひとが育ち合う場づくりの実践を重ねてきました。20年というと、ひとが大人
へと成長を遂げるような長い年月ですが、キラリふじみは、まだまだ成長の過程にあります。これからも、地域に根を張り、皆さまに愛され
る文化会館へと成長できるよう、一層努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
この記念すべき年度にお届けする当館のプログラムは、「事業運営サポート委員会」の市民のメンバーが企画した「キラリ☆風流寄席」の
上演で幕を開けます。これまでの寄席出演者の名を入れた数々の提灯を飾りつけてお迎えする、風流寄席ならではの会場周りの設えと合
わせてお楽しみください。白神ももこ芸術監督の企画では、昨年8月の創作上演に続く『モガ惑星』や、障がいの有無に関わらず、こどもか
ら大人までの幅広い世代が楽しめる人形劇『百物語』、今回初めて創作に加わる『キラリ☆かげき団第16回公演』をお贈りいたします。
そして、『キラリ☆ふじみ薪能』では、館の中央に広がるカスケードに設置する、荘厳で神秘的な能舞台で、喜多流の能楽師や万作の会の
狂言師が共演。『ニューイヤーコンサート』には、国内外で絶大な人気を誇るピアニストの金子三勇士さんの出演が決定し、加えて、市内
小中学校でのワークショップへの初参加と、一層充実した多彩なプログラムを提供します。
皆さまのご参加、ご来場を心よりお待ちしております。

富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ

6/25 土 土 日

出演：瀧川鯉八、桂伸衛門、
　　　春風亭昇羊、西村剛市

市民と創る、オリジナル寄席。
今回は、落語への先入観をくつがえす新作を生
み出す天才、瀧川鯉八、本寸法の落語を聴かせ
正統派とも言える桂伸衛門の若手実力派が競
演。さらに二枚目落語家として人気を博す春風
亭昇羊、筑前琵琶の演奏で西村剛市が登場しま
す。色とりどりの“旬”の寄席を味わいにどうぞ
お越しください。

17：00開演 （16：30開場）

キラリ☆風流寄席 令和落語新時代!! “新作”と“古典”で

マルチホール

全　館

カスケード特設能舞台

8/27 -28

日-25

テキスト：永山智行　総合演出：白神ももこ　語り部：服部美千代
ストリングラフィ：鈴木モモ　つむぎね（浦畠晶子、尾形直子、八幡麻美、横手ありさ）

７つの楽章からなるホルスト作曲『惑星』を主題に、多彩なメンバーと構成でお届けする
音楽会。2021年8月に上演した“ドレもソラミミ編”に続き、今年は“ドーシてもソラミミ編”
をお贈りします。

土18：00開演 （17：30開場）
日14：00開演 （13：30開場）

モガ惑星 宇宙は遠い記憶のおんがくかい（ドーシてもソラミミ編） 

キラリ☆ふじみ 薪能

メインホール

メインホール

マルチホール

メインホール

全　館

メインホール

一般 2,500円　高校生以下 500円
U-25（25歳以下） 2,000円　シニア（65歳以上） 2,250円
身体障害者手帳をお持ちの方 2,250円（窓口のみ）

土 日2023/3/11 -12
オペラシアターこんにゃく座の指導のもと、１人
ひとりがそれぞれに輝くように願いを込めて
結成したキラリ☆かげき団が挑む16作目となる
公演です。今年は白神ももこ芸術監督が演出を
つとめます。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めざして、
今回もさらに進化を続けます。
どうぞご期待ください。

キラリ☆かげき団 第16回公演

※詳細は決定次第、チラシやホームページ等でお知らせいたします。

一般 5,000円　学生 2,500円
身体障害者手帳をお持ちの方 4,500円（窓口のみ）

料金

料金

料金

料金

料金

料金

料金

料金

一般 2,500円　高校生以下 500円　U-25（25歳以下） 2,000円
シニア（65歳以上） 2,250円　身体障害者手帳をお持ちの方 2,250円（窓口のみ）

金·

祝9/23

出演：能 塩津能の會　狂言 万作の会
番組：舞囃子「融」　狂言「貰聟」　能「船弁慶 真ノ伝」　

キラリふじみの象徴ともいえる、カスケード（水
の広場）の開放的な空間に野外能舞台を設けて
お届けする、当館では初となる薪能の上演です。
開館20周年の記念すべきこの年、この機会に、
600年以上途絶えることなく演じられてきた
伝統芸能である能と狂言を、一夜限りの幻想的
な空間の中でぜひご堪能ください。

●サーカスショー  今年もかぼちゃサーカス団がキラリふじみにやってくる！
『愚か者の夢とサーカス』　メインホール（有料）❖
時間 14:00開演（13:30開場）
料金 （全席自由） 一般 1,000円　中学生以下 500円　申込 窓口／電話／オンライン
※3歳以下のお子様は膝上鑑賞可。ただし、お座席が必要な場合はチケットをご購入ください。

『フールトリップ2022』　マルチホール（無料・要整理券）❖
時間 ①11:00開演（10:30開場）　②16:00開演（15:30開場）
料金 （全席自由） 入場無料・要整理券　申込 窓口にて配布（枚数限定）
※3歳以下のお子様は膝上鑑賞可。ただし、お座席が必要な場合は整理券が必要です。

小さなサーカス音楽隊の大パレード　 自由参加
時間 12:00～／14:30～／（9日のみ）17:00～ 
たくさんのかわいい人形たちが、バンドの生演奏に合わせてサーカス芸を
披露しながらパレードします。みんなも一緒に会場内を回遊しよう！

水上ステージ　申込不要
時間 13:15～13:45　※雨天の場合は中止
キラリふじみの中央に位置するカスケードに2日間だけ架かる特別な橋。
この橋の上でお贈りする、パフォーマンスをどうぞ目撃してください。

●ワークショップ
「ジャグリングをやってみよう！」　展示・会議室　事前申込・有料❖  
沢入国際サーカス学校のメンバーと一緒にジャグリングやけん玉に挑戦してみよう！
時間 12:15～12:45（12:00開場）　定員 20名　対象 小・中学生
参加費 500円　申込 窓口／電話／オンライン

「大きなガラスに絵を描こう!!」　アトリエ　当日申込・無料 
サーカスを観に来た〝ひと″や、好きな〝生き物″を自由に楽しく描いて、
アトリエの大きなガラスをみんなの絵でうめつくそう！
時間 10：30～16：30（各回約25分・全12回）　定員 各回10名まで（大人、こども含）
参加費 無料　申込 当日10:00よりアトリエにて、時間ごとの予約券をお取りください。
※未就学児童が参加する場合は、保護者同伴でお願いします。  ※汚れてもよい服装でお越しください。

●バザール　販売時間／10：30～17：30（予定）

＊未就学児童の入場はご遠慮ください。

（雨天：メインホール）

11/13 日

土10/15 土12/3 日2023/2/5
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、7年目のオープンです。
ダンサーや振付家、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。

キラリふじみ・ダンスカフェ

500円

料金 無料（申込不要）

10/15㊏ 齊藤コン
12/3㊏ 未定
2/5㊐ 未定　※出演者は決定次第お知らせします

ある都立高校の卒業式の朝、保健室で思いがけない騒動が持ち上がる。教師たちが混乱す
る中、卒業式の開始時間は刻一刻と迫り……初演時に一大センセーションを巻き起こした
二兎社の代表作を、新キャストで14年ぶりの再演。どこよりも早く当館で初日の幕を開けます。

14：00開演

日

12:10～12:50（予定）

二兎社 『歌わせたい男たち』　作・演出：永井愛

2023/1/22

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を続けるクラシック
コンサートシリーズ。今回のニューイヤーコン
サートは、昨年度の公演で熱い演奏を聴かせた
田原綾子、笹沼樹、兼重稔宏に加え、ヴァイオリ
ンの周防亮介が初登場。濃密かつ精緻な室内楽
の醍醐味を聴かせます。
また2014年＆17年にキラリの舞台で名演を聴
かせ、パワフルな演奏と軽快なトークで絶大な
人気を誇る金子三勇士のリサイタルもラインナッ
プ。開館20周年の記念に相応しい、豪華な内容
でお届けいたします。

◎ニューイヤーコンサート2023
出演：田原綾子（ヴィオラ）、笹沼樹（チェロ）、
　　　兼重稔宏（ピアノ）、周防亮介（ヴァイオリン）

◎金子三勇士ピアノリサイタル
出演：金子三勇士（ピアノ）

ニューイヤーコンサート2023

2023/1

12/24 土

構成・演出：白神ももこ　　原作：杉浦日向子『百物語』（新潮文庫刊）　

ろう者と聴者の感性を活かした新しい人形劇の
表現に挑戦する人形劇団「デフ・パペットシア
ター・ひとみ」が製作し、白神ももこが構成・演出
して、2022年3月に神奈川芸術劇場で上演し好
評を得た本作を、「キラリ☆ふじみ」版に再構成
して上演します。
障がいの有無に関わらず、こどもから大人まで幅
広い世代が楽しめる人形劇です。

デフ・パペットシアター・ひとみ 『百物語』

日本の現代演劇界屈指の名優、橋爪功による朗
読企画第12弾です。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演劇空間を、
当館メインホールの空間に創り出します。
キラリふじみだけで体験出来る、特別な朗読の
世界をどうぞお楽しみください。

出演：橋爪功

橋爪功の朗読

無料（申込不要）
※満席の場合は、ご入場をお断りする場合もございます。

12/11 日 14：00開演

ジャンル・世代を超えた、市民による華麗なダン
スの祭典！キラリふじみで活躍するさまざまな
ジャンルのダンスグループと作るオリジナルの
フェスティバルです。

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.20

無料（要整理券）
※11/6㊐ 9：00より窓口にて配布開始

2023/1月予定

月～ 月

or2月予定

伝統芸能“邦楽”を大切に未来へ繋げていくため
に、邦楽の継承と発展を志す、市内や近隣の演
奏家とともにお届けする演奏会です。コロナ禍に
より、ここ2年にわたり開催を見合わせていまし
たが、伝統の響きを再び、ご来場の皆さまにお届
けいたします。

第19回キラリ☆新春邦楽演奏会

11/23 水·

祝 10：00～15：00（予定）

旬を味わう《ごちそう屋台》、実りを祝う《にぎや
か舞台》、食を語らう《ふれあい広場》の3つの
コンセプトで、富士見の大地をまるごと楽しむ秋
の1日をお届けします。このまちで穫れるおいし
い食材や料理、この地の人々が育んできた芸能
や紡いできた物語の数々をとりそろえて、皆様の
ご来場をお待ちしています。

第五回ふじみ大地の収穫祭

こどもからおとなまで誰もが夢中になって
楽しめる、夏の始まりの2日間。
11回目を数えるサーカス・バザール。
今年も、メイン・マルチ両ホールでのサーカス
ショーを中心に、楽しさと驚きがいっぱいの異次
元空間にお誘いします。アートや地域の魅力に触
れながら、新しい出会いと発見をどうぞお楽しみ
ください。

10：00～17：30

サーカス・バザール

18：00開演 （17：00開場）

劇団銅鑼『いのちの花』    脚本：畑澤聖悟　演出：齊藤理恵子

一般 3,000円　U-18応援チケット（18歳以下） 500円
＊未就学児童の入場はご遠慮ください。

土10/1

出演：馬渕真希、佐藤響子、野内貴之、池上礼朗、北畠愛美、中島沙結耶、佐藤凜、
　　　齊藤美香、山口真実、鈴木裕大

青森県立三本木農業高校。動物科学科に入学
したマナミたちは、見学に訪れた動物愛護セン
ターで、殺処分された動物たちの骨が「ゴミ」とし
て捨てられていることを知る。
声を上げることもできずに死んでいった動物た
ちの「いのち」を再生させようと立ち上がった、
5人の女子高生の真実の物語。

メインホール

メインホール メインホール

メインホール

マルチホール

アトリエ

カスケード （マルチホール前）

18：30開演 （18：00開場）

無料（往復はがきで申込）
※申込要領は、ホームページをご覧になるか、お問合せください。

土11/5
キラリふじみ開館20周年を記念して、市内在住のピアニスト北
川曉子氏(東京藝術大学名誉教授)に祝賀の演奏を披露して頂
きます。モーツァルト作曲 ピアノソナタ第11番 イ長調 K.331
（トルコ行進曲付）、ショパン作曲 ノクターン第8番 変ニ長調 作品
27-2、同 ポロネーズ第6番 変イ長調 作品53「英雄」ほかを
予定しています。

11：00開演（予定）

開館20周年記念 北川曉子ピアノリサイタル

7 2023/3
館の中央に広がるカスケードを会場に、
お昼のひと時にお届けする開放的なコンサート。
開催2年目となる今年も日頃からキラリふじみを
利用している出演者と、どのような年代のお客さ
まも足を止めて楽しんでいただけるような、カ
ジュアルでぬくもりのあるコンサートをつくります。
昨年度から引き続き、Youtubeにて各ステージ
のアーカイブを配信します。どうぞ、お気軽に足を
お運びください。

子どもの頃から芸術文化に接する機会を作るため、会館内で行う事業だけ
でなく、直接学校現場に出向く、アウトリーチも積極的に開催しています。
今年度は伝統芸能（狂言、能楽）、音楽、演劇のプログラムを予定しています。

対象年齢はありません。スタンプが15個たまると当館主催の公演事業が
無料で観られます。チケットの引換えは劇場窓口または、対象事業の
ご参加・ご観劇の際に劇場スタッフにお声掛けください。
従来のスタンプカードからも移行できます。

ランチタイムinカスケードdeコンサート

7/26㊋ 双鼓～niko～（和太鼓） 
9/8㊍ ママペラ（アカペラ）
10/6㊍ Facile Saxophone Quartet（サックス四重奏）
10/24㊊ 松永澄夫（オカリナ）/水落秀博（ピアノ弾き語り）
11/9㊌ Duo Maestoso（ピアノ、チェロ）
12/8㊍ ナチュラルビート（マリンバ、パーカッション）
1/12㊍ カルぺ ディエム（フルート、チェロ、二胡など）
2/14㊋ kazu☆mari（歌、ピアノ）
3/24㊎ Les ailes ensemble（ピアノ、サックス）

土 日7/9 -10

たきぎのう

チケット発売 7/16㊏
全席自由・整理番号付

全席指定

チケット発売 7/23㊏
全席指定

チケット発売 8/21㊐
全席自由

❖ 残席がある場合は、当日10時より受付を開始します。

メインホール前、
エントランスから出発します。

通年
開催

※3歳以下の入場はご遠慮ください。

1 事務室窓口 （9:00～21:00 休館日除く）
2 オンライン https://www.kirari-fujimi.com （24時間受付）
3 電話 049-268-7788 （9:00～22:00 休館日除く）

現金 手渡し なし
窓口・現金 手渡し なし
コンビニ コンビニ 発券手数料：110円/1枚
  決済手数料：165円/1件
振込 郵送 郵送（税込チケット代金５万円まで）
  振込手数料
  簡易書留320円　郵送料94円
クレジットカード コンビニ 発券手数料：110円/1枚
 窓口 なし

支払方法 引取方法 各種手数料申込方法

窓口
電話 ・
オンライン

（オンラインのみ取扱）

※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。
※公演によって、購入枚数を制限する場合がございます。
※体調に懸念があり、ご来場出来ない場合には払い戻し致しますので開演時間までにご連絡ください。

チケットの購入・参加申込

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ

kirarifujimi @kirari_fujimi

キラリふじみ窓口で、スタンプパスポートをもらおう！
対象事業に参加するとスタンプが貯められるカードです。

編集・発行：公益財団法人キラリ財団
発行日：2022年6月25日　　デザイン：水色デザイン
助成：文化庁　文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
　　　独立行政法人日本芸術文化振興会

対象事業

富士見市で採れた野菜やお米、こだわりのてづくりお菓子
等を販売します。キラリふじみfacebook、twitterで出店
店舗をお知らせします。各店舗のイチオシの品をぜひ
チェックしてください。
＊飲食スペースは設けておりませんので、会場内での食事はご遠慮ください。

キラリふじみの高座に火花を散らす!!

土2023/2/4
金子三勇士ピアノリサイタル

開館20周年記念・市制施行50周年記念事業

通年
開催

快楽を
もたらすもの

老いを
もたらすもの

魔術師

神秘主義者

作曲：宮内康乃（つむぎね）　ソプラノ：神田さやか
バリトン：佐藤季敦　ティンパニー：八幡麻美

作曲・三味線：山道弥栄　囃子：望月左太助　笛：迎田優香
舞踏：花上直人　ダンス：齊藤コン

サインポエム：河合祐三子　キラリ☆かげき団（秋元節子、上杉尚子、
小野田大介、雁谷みどり、清水理恵、橋本末子、細川紀子、古沢繁、
山本はるみ、梁舜姫、横井潔）

音楽：ハモニカクリームズ（大渕愛子［フィドル］、清野美土［ハモニカ］、
長尾晃司［ギター］） ＋ 渡辺庸介［Per］
ダンス：モモンガ・ コンプレックス（加藤典子、北川結、仁科幸、塙睦美）

出演：キムラ緑子、山中崇、大窪人衛、うらじぬの、相島一之

木
星

土
星

天
王
星

海
王
星

団員を募集しています。稽古見学も受け付けて
おりますので、詳しくは当館までお問合せください。

出演：キラリ☆かげき団

富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1803-1
TEL 049-268-7788　開館時間 9:00～22:00（休館日除く）
https://www.kirari-fujimi.com

鶴瀬駅から当館まで
徒　歩 20分
バ　ス 東武バスで、①鶴瀬駅東口から、②「富士見市役所前」
 または ③「ららぽーと富士見」下車。
 ※志木、ふじみ野、大宮各駅からも「ららぽーと富士見」バスあり
タクシー 約8分

JR
総武線JR武蔵野線

東京メトロ有楽町線

東京

渋谷

新宿

鶴瀬
池袋

飯田橋

東京メトロ
副都心線

JR山

手
線

東武東上線

西国分寺

和光市
北朝霞・朝霞台川越

JR中央線

東武バス
① 鶴瀬駅東口
② 富士見市役所前（降車）
③ ららぽーと富士見
④ 富士見市役所前（乗車）

鶴 瀬

富士見川越バイパス

至池袋

至川越
東武東上線

市役所
図書館
体育館

ららぽーと富士見

谷津の森公園

みずほ銀行

谷津幼稚園
交番

氷川神社鶴瀬小
鶴瀬
コミセン

交通のご案内　富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ

最寄駅 東武東上線「鶴瀬」駅
•池袋駅から約29分［東武東上線］
•新宿駅から約45分［山手線／東武東上線］
•渋谷駅から約55分［東京メトロ副都心線ー東武東上線直通］
•飯田橋駅から約45分［東京メトロ有楽町線ー東武東上線直通］
•東京駅から約55分［東京メトロ丸ノ内線／東武東上線］

〒354ｰ0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1803ｰ1

車利用の方
富士見川越バイパス「富士見市街出口」を降りてすぐ。
富士見市役所隣り。 ※無料駐車場あり

・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

出演：北川曉子

チケット発売 9/17㊏

アーティスト╳子どもふれあい事業
『キラリから来ました。』

キラリ☆ふじみ STAMP PASSPORT



ⓒ松本和幸ⓒ松本和幸 ⓒ北川姉妹ⓒ青木司 ⓒ青木司ⓒ北川姉妹 ⓒ青木司

わくわく☆探検記『キラリの国のあちらがわ』 モモンガ・ コンプレックス『初めまして、おひさしぶり。』 キラリふじみ・レパートリー『あなた自身のためのレッスン』 演劇集団 円　橋爪功　夏の夜の朗読『四谷怪談』 日韓共同制作『颱風奇譚（たいふうきたん）』 日本・インドネシア・マレーシア共同制作『BEAUTIFUL WATER』 芸術監督3人いる！企画『Are You Heroine？ ん？』キラリ☆ミュージカル『お月さまのパレット』 日本・タイ共同制作『หลังเขา ランカオ-私たちの森 』

ⓒ吉岡茂 ©三浦麻旅子ⓒ松本和幸ⓒ吉岡茂ⓒ青木司 ⓒ山本尚明

公共ホール演劇製作ネットワーク事業『天の煙』H14.11.1 市民文化会館オープン キラリ☆ふじみで創る芝居 『グランド・フィナーレ』 東京デスロック 『ROMEO_JULIET』日韓両バージョン二本立て公演 田上パル　女子高生と創る『師走やぶれかぶれ』 キラリふじみ・コンサートシリーズ 合唱コンサート『地球のことづて』 ダンサー田中泯 ただいま旅中　脱衣浮雲 日本・フィリピン共同制作『KIN-BALL キンボール』キラリふじみ・リージョナルカンパニー　ACT-F こどもとおとなでつくるおまつり モガ渓谷～記憶はだいたい蜃気楼（穴あき谷のおまつり編）

開館5周年記念オペラ『まげもん-MAGAIMON』

キラリ☆バンドフェスティバルvol.2

小学生のための本格舞台ワークショップ
『胡桃の中～ふじみバージョン』

キラリ☆こどもミュージカル
「ぽよよん ぽろろん 天使のランプ」

人形劇ワークショップ

こども演劇ワークショップ
～さがそう。ぼくらの『青い鳥」！～

都響メンバーによるトークコンサート
～管楽器・打楽器編～

訪問コンサート

キラリ☆かげき団デビューコンサート キラリ☆ふじみ陶芸展

子ども演劇ワークショップ
『キラリ☆えんげきっず、大集合！』

田村緑×森下真樹
小学校アウトリーチ

キラリ☆ふじみ書の大作展キラリ☆ふじみ書の大作展

キラリ☆陶芸展ギャラリートークキラリ☆陶芸展ギャラリートーク

女たちの平和舞台美術ワークショップ

子ども演劇ワークショップ
『キラリ☆えんげきっず、大集合！』

キラリ☆新春邦楽演奏会
キラリ☆ダンスフェスティバル

キラリ☆風流寄席

スタインウェイ演奏体験

キラリ☆華大作展

キラリ☆ふじみ書の大作展

キラリ☆ふじみ
中高生美術展

キラリ☆絵画大作展

邦楽アウトリーチ

キラリ☆絵画大作展
美術工芸ワークショップ
夏休み陶芸教室

邦楽アウトリーチ

モデル授業『対話劇をつくろう』舞台技術ワークショップ　

アトリエシリーズ『地域を知る。』

小学校音楽アウトリーチ

わくわく探検記『キラリの国のあちらがわ』

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！』

こどもステーション☆キラリ

キラリ☆ふじみ
中高生美術展

キラリと輝く市民コンサート 

キラリ☆風流寄席
～風流これやこの、

いま江戸の文化が面白い～

ツナがる演劇
～中高生の最初の一歩～

アトリエシリーズ
『僕の東京日記』を
語る＆稽古場見学

キラリ☆ダンスフェスティバル

市民劇 ふじみものがたり

シンポジウム　地域の公立劇場ができること

ニューイヤーコンサート
ワークショップとプティコンサート

演劇による新しい想像力・表現力、
発見のためのワークショップ

キラリふじみ・ダンスカフェ

富士見市のプロの声楽家による
音楽表現ワークショップ

genre:Gray『ファの行方』

ふじみ　大地の収穫祭

FUJIMI PAVILION
フジミパビリオン ～物語とシンポジウム～

万作の会による狂言ワークショップ

genre:Grayモノ遣いワークショップ

こどもステーション☆キラリ

サーカス・バザール
 『ジャグリングワークショップ』 万作の会狂言ワークショップ

サーカス・バザール

キラリふじみ・ダンスカフェ

夏休みこども劇場
『えんげきをつくろう！』

ダンスの時間

多文化共生プロジェクト
ประทับ -プラタブ-

幾千もの足跡とそこから見た空の色

能楽師塩津圭介による
ワークショップ

akakilike 公演連動企画
中高生ワークショップ

群読音楽劇
『銀河鉄道の夜2020 キラリふじみ』

こどもステーションplus

善竹狂言会ワークショップ
キラリ☆オリジナルミュージカル

『アンデルセン☆ストーリー』ワークショップ

都響ファミリーコンサート クリニック

キラリ☆ふじみ 絵画大作展

永谷亜紀ダンスワークショップ
inキラリふじみミニ発表会

訪問コンサート

キラリ☆華大作展

演劇百貨店のおはなし百貨店

キラリ音楽祭2017
～明日のために今日をはじめる～

2007.4月～2010.3月 生田萬 （劇作家・演出家）2004.4月～2007.3月 平田オリザ（劇作家・演出家）＊2002年・2003年は演劇プロデューサー 2019.4月～2022.3月 白神ももこ（振付家・演出家・ダンサー）／田上豊（劇作家・演出家） 2022.4月～ 白神ももこ（振付家・演出家・ダンサー）2010年4月～2019年3月 多田淳之介（演出家）芸術監督

富
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民
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平成14年

平成15年 平成17年 平成19年 平成21年 平成23年 平成25年 平成27年 平成29年 令和1年 令和3年

平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和2年 令和4年

理事長　宇塚一文

常務理事兼事務局長　市川信男

富士見市民文化会館キラリふじみ

館長　矢野哲史

芸術監督　白神ももこ

事業

統括リーダー　中出千尋

担当リーダー　山之内宏彰

安藤あゆみ・河﨑正太郎

管理

統括リーダー　栁田典昭

担当リーダー　鍋谷真吾・羽石千秋・紅林泉好

磯野美穂・矢嶋駿・掃部泰子

沢田加代子・三ツ木節子・渋谷真実・千葉裕子・

稲見亜矢子・腰髙博也・富岡花梨・小池香寿実

舞台　田中力也

照明　篠木一吉

音響　髙橋愛

総務課

課長　鍋谷真吾

担当リーダー　羽石千秋

佐藤博信

公益財団法人キラリ財団

2002

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

THE HISTORY OF KIRARI FUJIMI

キラリ☆ふじみで月に一回、ここにしかないあそび場をつくります！
芸術監督の白神ももこ（愛称モモンガ）と、モモンガのお友だちと、動いたり、踊ったり、
作ったり、何でも自由にあそんじゃおう！いっしょにあそぶひとあつまれ～！

進行 白神ももこ、他　対象 小学生　定員 20名
参加費 無料　申込 開催月前月の10日より・窓口／電話／オンライン

第21回 キラリ☆ふじみ　会場 展示・会議室（入場無料）

陶芸未経験の方を対象にした、作陶、絵付けのワークショップです。出来上がった作品は9月の陶芸展で展示します。
対象 中学生以上　定員 15名　参加費 500円（当日集金）　申込 要申込用紙・窓口／郵送／FAX （期間 7/31㊐必着）

陶芸展関連企画 はじめての陶芸ワークショップ　8/6㊏ （作陶）10:00～正午・休憩  （絵付け）13:00～16:00

こどもステーションplus　6/26㊐、7/16㊏、9/24㊏、10/23㊐、
11/6㊐、12/24㊏ （以降も開催予定） 10:00～12:00

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、他　対象 小学生以上どなたでも　定員 15名
参加費 無料　申込 開催月前月の10日より・窓口／電話／オンライン

ダンスの時間　6/26㊐、7/16㊏、10/8㊏（10:00～11:00）、
11/6㊐ （以降も開催予定） 13:30～14:30

カラダとアタマとココロをたくさん使って、演劇づくりをとことん楽しむ、7日間。
いつもと違う夏休みをキラリで過ごそう！

進行 南波圭（NPO法人 演劇百貨店）　対象 小学３年生～６年生　定員 15名程度
参加費 2,000円　申込 要申込用紙・窓口／郵送（期間 7/15㊎まで）

えんげきをつくろう！　8/1㊊～8/7㊐

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（原則１人１点まで）
参加費 無料　申込 要申込用紙・窓口／郵送／ＦＡＸ（期間 7/31㊐まで）

キラリ☆ふじみ 中高生美術展　8/2㊋～7㊐ 10：00～17：00

市内や近隣の陶芸家による作品が集う作品展です。

搬入 9/2㊎ 15：00～17：00　搬出 9/9㊎ 17：00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。
申込 要申込用紙・窓口／郵送／ＦＡＸ（期間7/1㊎～8/31㊌必着）

当館が誇るピアノ「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。

会場 メインホール　対象 ピアノ演奏経験者　参加費 無料

2022公募 キラリ☆ふじみ陶芸展　9/3㊏～9/9㊎ 10：00～17：00

スタインウエイ演奏体験＆観覧　2023/1月予定

日本の守るべき伝統文化、邦楽。地域の演奏家の皆様とともに守り育てていきたいと
願い続けてきた、新春にお贈りする恒例の演奏会の出演団体を募集します。

対象 運営スタッフとしての協力が出来る団体　定員 ６団体（出演時間は1団体20分）
参加費 10,000円　申込 窓口／電話（期間 8/1㊊～8/31㊌）

第19回キラリ☆新春邦楽演奏会　2023/１月予定

対象 当館ホール・スタジオ利用実績があり、これまでに
　　 「キラリ☆ダンスフェスティバル」への参加経験があるダンスサークル・団体
定員 8団体（出演時間は1団体15分）
参加費 20,000円　申込 要申込用紙・窓口／郵送（期間7/5㊋まで）

キラリ☆ダンスフェスティバルvol.20　12/11㊐ 14:00開演

キラリふじみには、あなたの「すき」が育つ、さまざまなプログラムがあります。
新しいことに挑戦してみたい方、どうぞふるってご参加ください。皆様のご応募おまちしております。

参加者募集

展示
プログラム

※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。

書の大作展 2023/1/6㊎～12㊍ 10：00～17：00（初日は13：00から）
絵画大作展 2023/2/10㊎～16㊍ 10：00～17：00
華大作展 2023/3/3㊎～5㊐ 10：00～17：00（最終日は16：00まで）
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