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日 15:20上映後

＆ イベ ント

『雪の中のしろうさぎ』 スネオヘアー

トーク ＆ ミニライブ

「雪の中のしろうさぎ」の音楽を手掛けた長岡出身スネオヘアーを迎えてミニライブを敢行！
五藤利弘監督、
スネオヘアーをよく知る棚橋和博氏とともにトークも開きます。
上映後にはＣＤ購入者にサイン会を開く予定です。

五藤利弘

ごとうとしひろ

メインゲスト

スネオヘアー

【ミュージシャン】

本名：渡辺健二
出身地：新潟県長岡市
生年月日：1971年5月6日
血液型：Ｏ型
新潟県長岡市出身の渡辺健二による一人プロ
ジェクト。
2002年メジャーデビュー後、
これまでに6枚のア
ルバムを発表してきた傍ら、YUKI、新垣結衣、坂
本真綾らへの楽曲提供やサウンドプロデュース、
サントラ／CM音楽の制作や映画出演などでも幅
広く活躍。その独特の存在感は音楽界のみに留
まらず、各界のクリエイターや俳優・タレントからも
注目を集めている。2010年はTVアニメ
「荒川ア
ンダー ザ ブリッジ」の主題歌「逆様ブリッジ」
を含
むミニアルバムを、
そして2010年12月には「荒川
アンダー ザ ブリッジ×ブリッジ」のエンディングテー
マ
「赤いコート」
を含むミニアルバムをリリースした。
今年8月24日、自身7枚目となる約3年ぶりの
ニューアルバム「スネオヘアー」
が発売。そして8月
26日には僧侶役で初主演をつとめた、映画「アブ
ラクサスの祭」DVDが発売される。11月には新潟
公演も含むライブツアーが決定している。
公式ホームページ http://www.suneohair.net/

昭和４３年生 新潟県長岡市出身。
シナリオ作
家協会会員 広報委員会/著作権部会所属シ
ナリオセンター・研修科修了。自主制作作品が第
３回・第４回インディーズムービーフェスティバルに
入選。脚本を担当した映画が９９年度ピンク映画
ベスト１０にて第５位に入選。同作品が御茶の水
アテネフランセ
「J-Fresh」にてカンヌ映画祭授賞
撮影：小林眞人
監督の河瀬直美、黒沢清、是枝裕和らの作品と
特集され文芸映画として好評を得た。日本テレビ
「ＮＮＮドキュメント」、
フジテレビ
「ＮＯＮＦ
ＩＸ」
などドキュメンタリー番組の企画、構成、
プロデュースや、劇場用映
画・ビデオ映画などの脚本・監督を担当。特に、手掛けた報道番組特集が高評価
を得ている。行政広報番組、建設省外郭団体ほか企業ＶＰ構成も多数手掛け
る。企画・脚本・劇場初監督作品「モノクロームの少女」
が、
「Ｔ・ジョイ長岡」
「Ｔ・
ジョイ新潟万代」
で先行公開され好評によりロングラン上映を果たす。
その後、東
京、横浜、大阪で公開。
また、
「 長岡アジア映画祭」
「 船堀映画祭」
「 函館港イル
ミナシオン映画祭」
などで招待上映。2010年6月にはＤＶＤレンタル開始、
さらに
各地での公開や上映が続いている。2011年2月短篇「雪の中のしろうさぎ」撮
影、3月沖縄国際映画祭にて上映。6月十日町シネマパラダイスにて劇場公開。
その後全国順次公開予定。
２０１２年、新潟県長岡市栃尾地域で撮影の脚本・
監督作「ゆめのかよいじ」公開予定。2011年脚本・監督作新作長篇「花蓮」
を
撮影、2012年公開予定。

【「雪の中のしろうさぎ」応援隊・吉本興業 新潟県「住みます芸人」】

バックスクリーン

（左）
星野和之
生年月日：
１９８７年９月７日
趣味：読書
特技：物書き、野球
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火 13:00上映後

・２００５年コンビ結成
（右）
大谷哲也
・星野は新潟県小千谷市
生年月日：
１９８６年５月１０日
の出身です。
趣味：散歩
特技：遺跡めぐり、動物の気持ちが分かる

橋本信一監督が残したもの

棚橋和博

たなはしかずひろ

あおきまさる

対談 青木勝氏 × 小林茂監督

水 13:20上映後

『ミツバチの羽音と地球の回転』監督トーク
鎌仲ひとみ

かまなかひとみ

【映像作家】

早稲田大学卒業と同時にドキュメンタリー制作の現場へ。
９０年最初の作品「スエチャおじさ
ん」
を監督、同年文化庁の助成を受けてカナダ国立映画制作所へ。
９３年からNYのペー
パータイガーに参加してメディア・アクティビスト活動。
９５年帰国以来、
フリーの映像作家とし
てテレビ、映画の監督をつとめる。主にNHKで
「エンデの遺言―根源からお金を問う」
など番
組を多数監督。
２００３年ドキュメンタリー映画「ヒバクシャー世界の終わりに」
を監督。国内外
で受賞、全国４００ヶ所で上映。
２００６年「六ヶ所村ラプソディー」は国内外６5０ヶ所で上映。
２０１０年４月、待望の最新作「ミツバチの羽音と地球の回転」
を完成！
明治大学、多摩美術大学、国際基督教大学、津田塾などで非常勤講師もつとめる。
著作「ドキュメンタリーの力」
「内部被爆の脅威―原爆から劣化ウラン弾まで」
「ヒバクシャー：
ドキュメンタリーの現場から」
「六ヶ所村ラプソディー ドキュメンタリー現在進行形」
など。

アジアを知ろう！ぶらり地球旅行
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土 10:20上映後

『バビロンの陽光』市民講座
講師 羽賀友信氏

羽賀友信

はがとものぶ

【ＮＰＯ法人 中越防災フロンティア副理事長】

１９７４年 山古志村役場採用
○主に、中山間地対策、過疎対策を担当
○手堀り
「中山隧道」保存のため、隧道文化基金を創設し、
事務局長として映画「掘るまいか」制作
２０００年 広域合併担当として、長岡市を含む10市町村で合併協議
２００４年 １０月 中越大震災発生 企画課長として震災対応にあたる
山古志復興プラン
「帰ろう やまこしへ」策定
２００５年 ４月 山古志村は長岡市に編入合併 長岡市復興推進室次長
２００７年 ４月 長岡市山古志支所長
２０１０年 ３月 定年により退職
２０１０年 ４月 ＮＰＯ法人 中越防災フロンティア副理事長
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【(株)ジョイフルタウン代表取締役】

1958年３月31日・新潟市生まれ、幼少時代は出
雲崎町で育つ。大学卒業後約３年間証券会社
に勤務のちに現在の
（株）
ジョイフルタウンに入
社。
２誌の月刊誌「月刊にいがたタウン情報 」
「 P a s m a g a z i n e 」を制 作・発 行 。音 楽 誌
「interview ﬁle cast」制作・発行。別冊「新潟街
本」
「日帰り温泉本」
「 新潟ラーメン見聞録」等を
制作・発行。テレビ音楽番組「MM.CLUB」
「音
楽と髭」
をプロデュース等。
ミュージシャンのインタビュー、CDライナーノーツ等の
執筆を手がける。

今年６月１７日に永眠された橋本信一監督。
当映画祭で「掘るまいか」
「かけはし」
「１０００年の山古志」上映と共に駆けつけてお話しいただきました。
小林茂監督と
「掘るまいか」製作に努めた青木勝氏より橋本信一監督の功績を語っていただきます。

青木勝

【映画監督】

【長岡市国際交流センター
「地球広場」センター長】

１９５０年新潟県長岡市生まれ。
１９８０年カンボジア難民救援医療プ
ロジェクト
（現国際緊急援助隊の原型）
に緒方貞子氏らと共に参加
し、国境地帯で病院を運営。帰国後、
パレスチナ、
アフガニスタン、
ア
セアン
（気候変動）
、
ブータン、
ヨルダンなどで国際協力にかかわる。
ま
た、
エジプト、
オーストラリアの砂漠体験などを通して引きこもりや不登
校の子どもの自立を支援する
「自然塾」
を主宰。現職
（２００２年より）
では、多文化共生社会を目指し
「出会→交流→協働」
をコンセプトと
した地域づくり・人づくりを多面的にコーディネイトし、地域力を世界に
発信している。中越地震
（２００４年）
、中越沖地震
（２００７年）
の際は
外国籍被災者の救援に奔走、以来、災害時救援の普及活動やスマ
トラ沖地震、四川大地震からの復興にも尽力。
長岡市教育委員、
（財）
米百俵財団評議員、(社)中越防災安全推進
機構理事、
Ｊ
ＩＣＡ地球ひろば国際協力サポーター、新潟県青年海外
協力隊を育てる会副会長、NPO多文化共生マネージャー協議会理
事等々を兼職。外務大臣感謝、
２００８年Ｊ
ＩＣＡ理事長
（緒方貞子）
賞
受賞、地域づくり総務大臣表彰。
２００９年度長岡市表彰。

今年も市内の大学に在籍する留学生による母国の文化紹介や、
アジアや世界の現状を考える市民講座を開催します。
ロビーには映画やアジアに関するパネル展も同時開催。
皆さんも身近になった世界についてディスカッションに参加を！
祈・東日本復興

毎年7月31日、平和の森公園にて開催

コンサート
2

平和の森コンサート実行委員会
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土 12:50上映後

「ここで生きる」対談

対談 小林茂監督 × 吉田泰三カメラマン

小林茂監督「チョコラ
！」の撮影カメラマン・吉田泰三氏は東日本大震災後に福島でボランティア活動し映像と写真を記録。
今回は東日本大震災の現場を記録した映像「普通の生活」
−福島 2011年 春− 短縮版 の上映と新潟・長野県境地震に見舞われた十日町市松之山で「風の波紋」
（仮）
を撮
影中の小林茂監督とともに現地の様子を交えてお話しいただきます。併せて「風の波紋」のラッシュと二人が出会うきっかけとなった「放課後」
を上映します。

小林茂

こばやししげる

吉 田 泰 三 【カメラマン】

【映画監督】

よしだたいぞう

1954年生まれ。新潟県長岡市在住。1992年『阿賀に生きる』
（佐藤真監督）
の撮影によ
り日本映画撮影監督協会第１回JSC賞受賞。新潟・阿賀野川流域にスタッフ7人で3年
間住み込んで制作したこのドキュメンタリーは、当時としては異例の劇場でのロードショー公
開がなされ、国内外の映画界で一大ブームを巻き起こした。
その後、佐久病院を長期取材
し地域医療のあり方を描いた
『地域をつむぐ』
（時枝俊江監督／1996年）
、北海道の炭鉱
に生きた人々を描いた
『闇を掘る』
（藤本幸久監督／2001年）
で撮影を担当。一方、
自身
での監督・撮影作品として、障がいのある子どもを受け入れる学童保育所「つばさクラブ」
を
描いた三部作『こどものそら』
（1997〜2000年）
を発表。続く2001年には重度障がい者
撮影：吉岡誠 の佐藤正尋さんと介助者たちの日常を描いた
『ちょっと青空』
を制作。
2002年、脳梗塞。2004年、重症心身障害児
（者）
施設「第二びわこ学園」
を描いた長編ドキュメンタリー映画『わたしの季
節』
により文化庁映画大賞、毎日映画コンクール記録文化映画賞など受賞。2006年、腎不全をおしてケニア取材。2009
年、
ケニアのストリートチルドレンの生き様を描いた
『チョコラ！』
を東京・渋谷のユーロスペースで公開。
著書に
『ぼくたちは生きているのだ』
（岩波ジュニア新書）
『チョコラ！アフリカの路上に生きる子どもたち』
（岩波ブックレット）
な
ど多数。現在、人口透析をしながら新潟県の豪雪地帯を舞台に
「風の波紋―雪国の村から」
（仮題）
を撮影中。
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日 19:35上映後

『長岡・監督特集/長岡製造』監督トーク
東條政利

とうじょうまさとし

【映画監督】

１９６８年新潟県長岡市生まれ。新潟県立長岡高校卒
業。同志社大学卒業後、太秦の松竹京都映画撮影
所内のKYOTO映画塾ディレクターコースで映画制作
を学ぶ。在学中に『枕草子』
（ピーター・グリーナウェイ
監督）
に制作スタッフとして参加。
その後、助監督として
作品に参加する。
２００５年制作の「９/１０ ジュウブン
ノキュウ」
で初めて映画を監督する。
（２００６）
（プチョンファンタスティック映画祭（韓国）、
ワールドシネマフェ
監督作品： 映画「９/１０ ジュウブンノキュウ」
スティバル（ブラジル）招待作品）、
「カフェ代官山３〜それぞれの明日〜」
（２００９）
テレビドラマ「PINKの遺伝子」
（２００５／テレビ東京）
「 恋する!? キャバ嬢」
（２００６／テレビ東京）
「半
分の月がのぼる空」
（２００６／テレビ東京）
「鉄道むすめ」
（２００８／テレビ神奈川他）

今成夢人
いまなりゆめひと
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【映画監督】

1985年9月22日長岡生まれ。2010年多摩美術大学
卒業。
「ガクセイプロレスラー」
は同大学卒業制作にあ
たる。一度はテレビ局に就職するも、現在はプロレス団
体の映像演出、
レスラーを被写体としたドキュメンタリー
を作り続けている。

月祝 15:50上映後

月祝 12:40上映後

柴田昌平

火

【映画監督】

1974年新潟県柏崎市生まれ。中央大学文学部哲学科卒。
2003年、伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞短編部門にて
『貝
ノ耳』
が大賞を受賞。同年、函館港イルミナシオン映画祭シナ
リオ大賞にて
『空の私と私の空』
が準グランプリを受賞。初監
督作品『貝ノ耳』
（2004）
は、審査委員長のアンジェイ・ズラウ
スキー監督から最優秀剣士賞を授与されたポーランドでの海
外初上映を皮切りに、ベネチア国際映画祭など16ヶ国50の
国際映画祭で公式上映され、
グランプリを含む10冠を達成。
第2作目となった
『キユミの肘 サユルの膝』
（2006）
はルイ・
ヴィ
トン・ハワイ国際映画祭にて世界初上映され、
リスボン国際
映画祭では日本人初のオンダ・クルタ賞を受賞し、
アジア最大
の映画祭である上海国際映画祭から正式招待を受ける。続く
『花に無理をさせる』
（2009）
がモナコ国際映画祭で出演者の丸山桃子が最優秀助演女優賞を受
賞。最新作となる
『キユミの詩集 サユルの刺繍』
（2010）
はカンヌ国際映画祭やウエスカ国際映
画祭などで公式上映され、
ヒューストン国際映画祭ではゴールド・レミアワード金賞を受賞。現在は
「新
潟産業大学」客員講師、
「国際映像メディア専門学校」映画プロデュース科講師に就任。

丸山桃子

まるやまももこ

【女優】

1994年新潟県柏崎市生まれ。17歳。高校2年生。
『貝ノ耳』
のヴァイオリン教室に通う生徒役オーディションで選出され
る。続く
『キユミの肘 サユルの膝』
では主役のひとりキユミ役に抜
擢。
『花に無理をさせる』
でも多数の候補者の中から出演の座を見
事に射止め、凍てつく寒さでも軽やかで優雅な踊りを披露するなど見
事に好演しモナコ国際映画祭では日本人初となる最優秀助演女優
賞の栄誉に輝く。落ち着き払った佇まいに潜む意志の強さが魅力的
な若き女優。

【映画監督】

品田涼花

1963年、東京生まれ。東京大学卒業。NHＫ入局、沖
縄放送局に赴任する。1992年民族文化映像研究所
に入所、
日本の農漁村の生活や文化を映像で記録す
る基礎を学ぶ。沖縄、
アジアに関する作品が多く、近年
は北欧フィンランドの森と人の関係を描いた番組でも
評価を受けている。初の劇場公開作品「ひめゆり」
（07）
は、国内映画賞8冠を受賞。現在は映像製作会
社プロダクション・エイシア代表。
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杉田愉監督・丸山桃子・品田涼花トーク

杉田愉

『森聞き』監督トーク
しばたしょうへい

サユルの刺繍』
杉田愉監督特集 『キユミの詩集
『花に無理をさせる』

すぎたさとる

＊五藤利弘監督も参加

19

1959年生まれ。札幌在住。1997年
から2000年に、小林茂監督の映画
「こどものそら」の制作サイドで参加。
2002年より、同監督の映画「わたし
の季節」に助監督で参加。2003年、
アフガニスタンにて、障がい者支援プ
ロジェクトの活動を記録した「車いす
アフガニスタンに行く」
を撮影。同年
撮影・小林茂 より、
写真展「アフガニスタンをわすれ
ないで」7箇所にて開催。2004年、ベトナム、
タイにてNGO活動を取材・
撮影し、
ビデオ作品「GO!FLY!」
を制作
2007年 ケニアのストリートチルドレンの映画「チョコラ！」
（小林茂監督）
の撮影担当
2011年東日本大震災被災地でボランティア活動。現状を記録。

しなだりょうか

【女優】

1995年新潟県柏崎市生まれ。16歳。高校1年生。
映画生誕100周年に誕生し、杉田愉初監督作品『貝ノ耳』の貝殻
拾い少女役でデビュー。続く
『キユミの肘 サユルの膝』
では主役の
ひとりサユル役に抜擢。監督をして
「今後に撮る自分の全ての作品
に出演してほしい」
と言わしめた。スクリーンから観客を見つめ返すよ
うな力強い眼差しが印象的な若き女優。

12:40- 開会式コンサート

■トークショー司会

ロマンダムール

小林三四郎

第３回の映画祭より毎年開会式を盛り上げてもらう音楽ユ
ニット。作詞作曲・ボーカルの神保幸弘を中心に長岡で活動。
ロマンダムール の意味はフランス語で
『恋愛小説』。愛妻と
の仲睦まじい姿がよく目撃されている。

ENEOS

栃尾天下島S'S'

（原信とオリナスの間）

居 酒 屋
やきとり
季節料理

長岡藩

太刀栄商店

☎0258-52-3940

長岡市大手通り2丁目1−16
でんわ（ 0 2 5 8 ）3 5 − 2 1 8 8

〒940−0072

大林宣彦監督・脚本の古里映画

撮影快調

【太秦株式会社代表、俳優】

柏崎市出身。198１年 劇団秘宝零番館入団。舞台、映画、
テレビ、
ラジオと多
方面で活躍。映画出演作に
「ポストマンブルース」
「闇を掘る」
（ナレーション）
「た
だ、君を愛してる」
「 黄金花」
「キャタピラー」等。長岡アジア映画祭、函館イルミ
ナシオン映画祭の司会も務める。太秦配給作品には、
「 台湾人生」
「黄金花」
「クロッシング」
など。

新潟県長岡市柳原町2−5
TEL 0258−34−1466

「長岡映画」制作委員会

3

作品紹介
＊オープニング上映

掘るまいか
手掘り中山隧道の記録

火

［2003年 日本］

13

13:00-

対談有

市）。つるはし一つでトンネル掘りに立ち向かった村人たちの１６
年に及ぶ精神とエネルギーの記録。人が生きるとは、希望の光を
見つけようとするアガキの姿である。そのときトンネルが単なる
物ではなく、意思を持ち、人に精神を伝えるものになったのだ。こ
の空気感を醸し出すことに橋本監督は成功した。
（小林茂）

＊第１回文化庁文化記録映画優秀賞 2003年度新潟日報文化賞
2003年度キネマ旬報文化映画部門5位

［2010年 日本］

火

13 19
19:10-

DATA

月祝 12:40トーク有

125分/日本語/
Blu-ray/カラー
英題 Morikiki --Mountains, Students
and Sages
監督：柴田昌平
撮影：那倉幸一
プロデューサー：大兼
久由美/小泉修吉
音楽：Rajaton
出演：長谷川力雄
製作・配給：プロダ
クション・エイシア

STORY 「何か、今、世界が変わる時期に来ている気がする

…」生き惑い、未来への不安を抱える4人の高校生達が山の
中、森の名人と呼ばれる老人たちとの出会いを通し言葉に耳
を傾け、乗り越えていく姿を見つめていく。
高校生が森の名人を訪ね知恵、技術、人生を聞き書きする
「森の 聞き書き甲子園 」に参加した姿を「ひめゆり」の柴田昌
平監督が記録。全く異なる世界に生きる山村暮らしの老人に
出会い人生の意味を探す無限の旅へ。

AV
［2005年 香港］

火

［2008年 中国］

水

14 16
19:10-

金

10:00-

STORY 将来に何の展望もない大学生4人組がナンパ目

的で自主映画制作に奮闘！日本からAV女優を呼んであわよく
ばと期待しながらも起業奨学などで社会のシステムを学んで
いき、いつしかAV女優に本気で恋をしてしまう…
あらゆるジャンルを横断する香港の鬼才パン・ホーチョンが
青春時代の特権であるバカ騒ぎを温かくみつめた爆笑コメ
ディ、ながらもほろ苦い青春群像劇。当時人気絶頂だったAV
女優天宮まゆみを起用したのも話題を集めた。
（c）
Media Asia Films（BVI）Ltd. All Rights Reserved.／
（c）
Ｍａｋ
ｉ
ｎｇＦ
ｉ
ｌｍ

金

16 17
12:30-

土 10:20市民講座有

Ⓒ2010 Human Film, Iraq Al-Raﬁdain, UK Film Council, CRM-114.

［2005年 オーストリア］

火

13 18
17:10-

日 10:00ディスカッション有

DATA

STORY ロシアと国境を接する内モンゴル自治区、ジャラ
イノール炭鉱。老機関士ジューと後輩のリーは長年一緒に働
き続けた仲。ある日、機関士を辞め娘夫婦のもとで生活を始め
るジューを追ってリーは旅に出る。
炭鉱の町、今も蒸気機関車が活躍し世界中のSLファンから
「最後の聖地」と呼ばれるジャライノールの大地と空の下で詩
のように描かれるロードムービー。出演者は全て現地の素人を
起用し新たな才能の出現を実感する1作。

STORY なぜ世界から飢えが無くならないのか？先進国では
食料があまり廃棄する一方、世界各国では飢えに苦しむ人が後を
絶たない。食 の需要と供給のバランスが崩壊、大量生産の悪影
響で不透明な流通とその先の飢餓にカメラが迫る。
私たちの食べものはどこからきてどこへ行くのか？世界各国で
漁師、農家、畜産業者、世界最大の食品会社等に徹底取材、飢餓が
生まれるメカニズムを白日の下に晒す衝撃のドキュメンタリー。

酔拳
レジェンド・オブ・カンフー

［2010年 中国］

水

14

10:30-

116分/中国語/
Blu-ray/カラー
原題 蘇乞兒
英題 True Legend
監督：ユエン・ウーピン
製作：
ビル・コン
出演：チウ・マンチェ
ク/ジョウ・シュン/ア
ンディ
・オン/ジェイ・
チョウ/デヴィッド・キ
ャラダイン
配給：
ツイン

STORY 高名な戦士スー・サンに習得し妻の父を殺害し子
どもを連れ去った長官ユアンとの決闘で五毒邪拳に敗れて自
信喪失。酒に溺れるが妻に励まされ武術の稽古に勤しむ。そん
なスー・サンの前に仙人と武神が現れ……
「マトリックス」のアクションを手掛けたクンフー映画の巨匠
ユエン・ウーピンが「ブレード/刀」のチウ・マンチェクを起用。伝
説の武術家が 酔拳 を習得する姿を中国・香港・台湾のオール
スターキャストで描く。

（C）2010, ＵＮＩＶＥＲＳＡＬＳＴＵＤＩＯＳ, GRAND PLENTIFUL HOLDINGS GROUP LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED

タレンタイム

木

［2009年 マレーシア］

15 16
17:00-

(c) Allegroﬁlm 2005

ミツバチの羽音と
地球の回転

［2010年 日本］

DATA

金 14:20母国紹介有

高校生たち。マレー系の少女とインド系の少年、民族や宗教が
異なる二人の交際の前に様々な困難が…新生キャストがみず
みずしい存在感を示す。
『オーキッド４部作』など当映画祭でも上映、現代マレーシア
映画の牽引者として活躍した女性監督ヤスミン・アフマド。日本
で撮影予定の「ワスレナグサ」準備中に惜しくも２００９年に急
逝した彼女の遺作。

モン族の少女 パオの物語
［2006年 ベトナム］

16

金 16:50母国紹介有

DATA

97分/ベトナム語/
35ｍｍ/カラー
英題 PAO'S STORY
監督：ゴー・クアン・
ハーイ
出演：
ドー・ティ
・ハー
イ・イエン/グエン・
ニュー・クイン・/ド
ー・ホア・
トゥイ
配給：ダケレオ出版
/イメージ・フォーラ
ムフィルムシリーズ

STORY モン族の少女パオは、育ての母を慕っていた。子
宝に恵まれなかった彼女の両親は、
シムを家に迎え子どもを生
んでもらうが、やがて彼女は身を引き、家を出る。成長したパオ
は笛の得意な青年と恋に落ちるが……。
ベトナム最北部で暮らす実在する モン族 の女性の体験を
基に語られる家族の物語。家父長制が色濃く残る村でたくまし
く生きる女性たちの姿をとらえる。貴重な少数民族の日常生
活や、ベトナム北部の風景も必見。
4

19:20-

DATA

STORY 山口県で進む上関原発計画に28年間反対し、島
の暮らしと自然を守ろうとしてきた瀬戸内海祝島の人々の姿
と、脱原発を国民投票で決め石油にも依存しない持続可能な
社会づくりが進むスウェーデンの取り組みを描き、エネルギー
の未来と社会のシステムを問う。
エネルギー、暮らしについて問題作を放ち世に問いかけ続
けてきた鎌仲ひとみ監督。祝島とスウェーデンを通じて描き出
した新しいビジョンに、共感と希望を見出す観客が後を絶た
ず、3.11以降全国各地で上映の輪が広がっている。

ブンミおじさんの森
［2010年 イギリス＝タイ＝ドイツ＝フランス＝スペイン］

DATA

STORY 音楽コンクール「タレンタイム」に青春をぶつける

14 16

水 13:20- 金
トーク有

135分/Blu-ray/
カラー
英題
Ashes to Honey
監督：鎌仲ひとみ
プロデューサー：
小泉修吉
音楽：Shing02
制作・配給：グルー
プ現代

15 18

木 19:20- 日
母国紹介有

17:25-

DATA

120分/英語・中国語・
マレー語・タミール語
/35mm/カラー
英題 Talentime
監督：ヤスミン・アフ
マド
出演：マヘシュ・ジュガ
ル・キショー/パメラ・
チョン・ヴェン・ティーン
フィルム提供：一般
社団法人コミュニ
ティシネマセンター

90分/アラビア語・クル
ド語/35mm/カラー
原題
Son of Babylon
監督・脚本・撮影：モ
ハメド・アルダラジー
出演：ヤッセル・タリ
ーブ/シャーザード・
フセイン/バシール・
アルマジド
配給：
トランスフォーマー

の崩壊から3週間後、12歳の少年アーメッドは、出兵したまま
戻らない父を探すため、祖母を連れて９００キロの旅に出る。二
人に厳しい運命が待ち受けるが…
様々な人との出会いと別れを繰り返す二人の旅を通して戦
争で疲弊したイラクの姿を映し出す。
「私たちの現実であり、私
の愛する人々の叫びなのです。」バクダットに生まれ海外で映
画を学んだ監督は語る。

ありあまるごちそう

96分/オーストリア語/
DVＣＡＭ/カラー
原題
WE FEED
THE WORLD
監督：エルヴィン・ヴ
ァーゲンホーファー
出演：ジャン・ジグレ
ール/ピーター・ブラ
ベック/カール・オト
ロック
配給：アンプラグド

DATA

STORY 2003年、イラク北部クルド人地区。フセイン政権

水 17:00母国紹介有

DATA

DATA

バビロンの陽光

15:20-

92分/中国語/
DVCAM/カラー
原題 扎賚諾爾
英題
JALAINUR
監督・脚本：チャオ・
イエ
出演：
リュウ・ユアン
シェン/リー・ジーチ
ョン
配給：シネマトリックス

104分/広東語/
DVＣＡＭ/カラー
監督：パン・ホーチョン
出演：ローレンス・チ
ョウ/ウォン・ユウナ
ム/デレク・ツァン/
天宮まゆみ
配 給：ユナイテッド
エンタテインメント

［2010年 イラク＝イギリス＝フランス＝オランダ＝パレスチナ＝ＵＡＥ＝エジプト］

13 14

DATA

83分/日本語/
16mm/カラー
英題
HORUMAIKA
監督：橋本信一
撮影：松根広隆
プロデューサー：
武重邦夫/中川邦彦
制作：山古志村隧道
文 化 基 金 /『 手 掘り
中山隧道の記録』制
作委員会/フィールド
ワークプロジェクト

STORY 橋本信一監督に捧げる。豪雪の山古志村（現長岡

森聞き

ジャライノール

114分/タイ語/
35mm/カラー
英題 UNCLE
BOONMEE WHO
CAN RECALL
HIS PAST LIVES
監督・脚本：アピチャッ
ポン・ウィーラセタクン
出演：タナバット・サ
ーイセイマー/ジェ
ンチラー・ポンバス
提供：シネマライズ
配給：ムヴィオラ

STORY 死を間近にしたブンミは妻の妹を自分の農園に呼び寄せ
る。そこに１９年前に亡くなった妻が現れ、数年前に行方不明になった息
子も姿を変えて現れる。やがてブンミは愛するものたちとともに森に入っ
ていく…
「真昼の不思議な物体」
「トロピカル・マラディ」と上映した当映画祭にメ
ッセージを送ってくれたアピチャッポン監督の昨年のカンヌ国際映画祭パ
ルム・ドール受賞作。タイ映画として初めて世界の頂点に立った傑作。
ⒸKick the Machine Films

放課後

土

［1997年 日本］

17

12:50-

対談有

DATA

20分/日本語/
16ｍｍ/カラー
英題：
After School
監 督・撮 影・編 集・
ナレーション
：小林茂
提 供：
「こどものそ
ら」上映委員会

STORY 小林茂監督の第一回監督作品。今回のゲスト吉田
泰三さんが指導員をしていた札幌の学童保育所「つばさクラ
ブ」の一日。ごくあたりまえに障がい児も遊びの中に入ってい
る。エイサーを踊るやら、
コマやケン玉が乱れ飛ぶは、子どもで
ごったがえす。20分のフィルムを回して、20分の映画に完成
したエネルギー満載の映画。小林茂監督はその後、同クラブを
舞台に「自転車」
「雪合戦」の学童3部作を発表している。

音声アシスト

海洋天堂

17

土 14:40母国紹介有

［2010年 中国］

DATA

98分/中国語/Blu-ray/カラー
原題 海洋天堂
英題 Ocean Heaven
監督・脚本：シュエ・シャオルー
製作：
ビル・コン
撮影：クリストファー・
ドイル
音楽：久石譲
出演：ジェット・リー/ウェ
ン・ジャン/グイ・ルンメイ
配給：
クレストインター
ナショナル

第13回長岡
インディーズムービー
コンペティション

土

17

16:50-

（C）
2010,Nice Select Limited.All Rights Reserved.

チョン・ウチ 時空道士
［2009年 韓国］

土

17 19
19:30-

月祝

10:00-

昨年の授賞式の様子

STORY 現代のソウルに５００年前の妖怪たちが出現。3人の仙人
たちは、妖怪たちを封印するために、道士チョン・ウチをこの世に復活。
ところが現代に出現したチョン・ウチはあまりにも自分が生きていた時
代と違っていたので…
実在した英雄として韓国で人気のチョン・ウチが現代に甦り大騒動を
巻き起こすアクションコメディ。現在兵役中のカン・ドンウォンの魅力を
堪能できる大ヒット作。共演に「チェイサー」の演技派キム・ユンソク。
（C）2009 CJ ENTERTAINMENT,UNITED PICTURES & ZIP CINEMA.ALL RIGHTS RESERVED

長岡・監督特集/長岡製造

18

アブラクサスの祭

STORY かつてロック・ミュージシャンであり、鬱病患者として入院
していた過去をもつ禅僧の浄念は、今は福島で妻子とともに暮らしてい
る。あることをきっかけに町でライブをやりたいと思いはじめるが周囲
は困惑顔で、妻は大反対。果たして浄念の思いは遂げられるのか・
・
・。
スネオヘアーは初主演作となる本作で音楽に向き合うことで懸命に
生き抜こうとする主人公・浄念を剃髪して熱演。原作は現役僧侶の芥川
賞作家・玄侑宗久。福島の田園地帯でオールロケを行い、北野武、黒沢
清らに学んだ新鋭・加藤直輝が監督している。
Ⓒ「アブラクサスの祭」パートナーズ

half awake

［2010年 日本］

STORY 帝京大学を中心とした学生プロレス団体「SWSガ

クセイプロレス」に密着したドキュメンタリー。リングの上でし
か獲得することの出来ない喜びや充実感を身体に刻み込んで
いく熱き男達の物語。

＊イメージフォーラム・フェスティバル2010ジャパントゥモロウ部門観客
賞２冠。 第１２回長岡インディーズムービーコンペティション審査員特別
賞。
『日韓海峡圏映画祭』日韓ムービーアワード2010奨励賞。

柏崎を舞台に映画を撮り続け国際的な評価を得てる杉田愉監督の新作を上映。

キユミの詩集 サユルの刺繍

［2010年 日本］

花に無理をさせる

DATA

30分/日本語/
Blu-ray/カラー
英題 KIYUMI'S
POETRY AND SAYURU'S
EMBROIDERY
監督・脚本：杉田愉
美術：甲斐真弓
録音：リーリア・ソクーロフ
出演：丸山桃子/品田涼花
製作：フィルム・グラン・フェッテ

STORY キユミにとって詩を書く事は「枯れた枝に落ち葉を
付けるようなもの」
らしい。
「決して水はやらずに、花が咲くのも
期待せず、本来あった場所にそっと戻してあげる」ように言葉を
置くのだそうだ。キユミがひとつ詩を書くたびに友人のサユル
は虹色の詩集ノートを包むカバーに葉の刺繍を施している。
思春期特有の繊細且つ複雑な心のありようと圧倒的な才能
の残酷さを描いた物語。

19

月祝 15:50トーク有

［2009年 日本］

DATA

STORY 地域を芸術で盛り上げたいという新潟県十日町市の有志メンバー
の要請でやって来た世界的芸術家の山田太郎。しかし、山田のキャンバスには何も
描かれてなく、描いたのは、赤い点２つだけ。山田いわく「雪の中のしろうさぎ」との
こと。実は、山田は、絵を描くパフォーマンスをする「エアードローイング」世界選手
権の優勝者だったのだ。山田に騙されたと怒る有志達。一方騙した形で地域おこし
資金を頂戴していた山田も、有志の紅一点繭子への淡い想いや騒動がきっかけで
真の芸術とは何かを地域の過酷な冬の生活から見つけ出し、気付く。
（c）
２０１１
「雪の中のしろうさぎ」製作委員会

けさらんぱさらん

STORY 冬のある日、少女に初潮が訪れる。彼女は母から祖母
から曾祖母からこんな話を伝え聞いていた。
「女の人が持ってい
る赤い砂時計は二回ひっくり返すことがある。最初は初潮を迎え
る時、そして次は母親になる時」公園のベンチで横になりやがて眠
りについた彼女は自らが母になった夢を見る。日本の雄大な四季
を背景に、少女が大人に、そして夢の中でいつの日か母になるま
でを映像詩的に綴った「時と色」が幾何学的に交錯する物語。

＊第44回ヒューストン国際映画祭「ゴールド・レミアワード金賞」受賞。

＊第8回モナコ国際映画祭「最優秀助演女優賞」受賞。

(c)2010 Film Grand Fouette All Rights Reserved.

(c)2009 Mothers Productions All Rights Reserved.

TEL
（0258）
37-3512
長岡市東坂之上町2丁目3−3
ＣＤ、
ＤＶＤ、映画パンフ、チラシ高価買取
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日 19:35トーク有

［2010年 日本］

DATA

22分/日本語/
ＤＶＣＡＭ/カラー
英題
kesaranpasaran
監督・脚本：五藤利弘
出演：夏苅良/広瀬
麻百合/坂井昌三
/三浦 景虎ほか

STORY 天空の里と呼ばれる秩父の山あい、耕太がぼんやり
と座り込んでいると、つぼみが何かを追うように宙を眺めて耕太
の前にやって来る。不思議そうに見る耕太。
「何してるの？」と問う
耕太に「ケサランパサランを追っているの」と宙を目で追うつぼ
み。耕太には何も見えない。幸せを運んでくれるという幻の生き
物ケサランパサランは本当にいるのか、そして、それは何をもたら
すのか。耕太は謎を追ううちに大切なものを思い出していく。
＊クロージング上映

ソウルのバングラデシュ人

［2009年 韓国］
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月祝

17:30-

DATA

107分/韓国語・ベ
ンガル語/ＤＶカム/
カラー
原題 반두비
英題 Bandhobi
監督：シン・
ドンイル
出 演：ぺ ク・ジ ニ
/Mahbu Alam
Pollob/ イ・イルファ
配給：ワコー

DATA

7分/日本語/
Blu-ray/カラー
英題 MOTHERS
監督・脚本：杉田愉
原案・脚本：湯本眞子
出演：丸山桃子/富
永りつ子 / 品田涼
花/甲斐真弓
製作：
「花に無理を
させる」製作委員会

日 15:20トーク・ミニライブ有

33分/日本語/
Blu-ray /カラー
英題 White rabbit
in the snow
監督・脚本：五藤利弘
音楽：スネオヘアー
出演：岩尾望（フット
ボールアワー）/石橋
杏奈/あべこうじ
製作：吉本興業株
式会社

23分/Blu-ray/
モノクロ
英題
half awake
監督・脚本：東條政利
撮影:西垣文順
出演：中泉英雄/芳
賀めぐみ/奥悠輔/
武田樹里絵

STORY 妻を失った男の寂しい朝食。そこに、死んだはずの妻が現
れる。楽しいひととき。そこでつぶやかれる言葉。
「約束覚えてる？」
男はなんのことかさっぱりわからない。男が知らないと言うと、妻が突
然、男に襲いかかり、男にナイフを突き刺す。
目覚める男。
・
・
・夢だった。だが、再び死んだはずの妻が現れ、男に聞く。
「約束、憶えてる？」
思い出せない約束。再び、襲いかかって来る妻。東京の画廊での上映さ
れた無声映画。ホラー、ファンタジーで描かれるラブストーリー。
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雪の中のしろうさぎ
［2011年 日本］

DATA

22分/日本語/
ＤＶＣＡＭ/カラー
英題 The Student
Wrestler
監督：今成夢人
出演：エロワード・ネ
ゲロ、
アーナルガ・シ
ワクチャジャネーガ
ー他

本・雑誌、捨てる前にまず

Ⓒジャンゴフィルム/真利子哲也

113分/日本語/35ｍｍ/カラー
英題
ABRAXAS
監督・脚本：加藤直輝
原作：玄侑宗久『アブラク
サスの祭』
（新潮文庫刊）
エンディングテーマ：
「ハレル
ヤ」
（曲レナード・コーエン）
歌
＝スネオヘアー＋ともさかりえ
音楽：大友良英
出演：
スネオヘアー/ともさか
りえ/本上まなみ/小林薫
配給：
ビターズ・エンド

DATA

16:50-

STORY 殺風景な地方都市でひとつの事件が起こる。事件
に関与した青年は、奪った車で国道をあてどなく彷徨い、人気
のない海岸に辿り着く。数日後、その地にももいろクローバー
のPV撮影隊が訪れ、
プロデューサーによって、青年の乗ってい
た車が発見されるが─。
第６回長岡インディーズムービーコンペグランプリ作「マリ
コ三十騎」、昨年は「イエローキッド」で劇場公開を果たし映画
祭に来てくれた真利子哲也監督最新作。

長岡生まれの３人の映画監督短編作をまとめて上映。青春、
ホラー、
熱いドキュメンタリーと多様なジャンルをお楽しみに。

ガクセイプロレスラー ［2010年 日本］

杉田愉監督特集

日 13:00舞台挨拶有

DATA

DATA

136分/Blu-ray/
カラー
原題
田禹治 전우치
英題 Woochi
監督・脚本：チェ・
ド
ンフン
出演：カン・
ドンウォン/
キム・ユンソク/イム・
スジョン/ユ・へジン
配給：
ツイン
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42分/日本語/
HD/カラー
英題
NINIFUNI
監督・脚本・編集：
真利子哲也
出演：宮﨑将/山中崇
/ももいろクローバー

呉美保監督、入江悠監督、真利子哲也監督とこれまで受賞者が
劇場公開作とともに映画祭にお越しくださいました。
３０分以
内の自主映画を厳正な審査の上で受賞作を選んで上映しま
す。さらに今年はグランプリ受賞者に長岡での映画撮影を条
件に製作費を支援します。

［2010年 日本］

土

DATA

STORY 水族館勤務のシンチョンは、21歳になる自閉症の息

子ターフーを男手ひとつで大切に育ててきた。ある日シンチョンは
癌で余命わずかと診断される。残された時間の中で息子に一人で
も生きていけるよう教育することを決意する。
女性監督シュエ・シャオルーが自閉症施設でのボランティア活動
の経験から脚本を執筆。ジェット・リーはノーギャラでの出演を決意
し、息子を想う父親を切々と演じて新境地を開いた涙の感動作。

NINIFUNI
［2011年 日本］

STORY １７歳の女子高生ミンソはバスの中でバングラデシ
ュ出身の労働者カリムの財布を拾い知らんぷり。見つけたカリム
は問い詰めるが一つだけ彼の願いを聞くことでチャラにと提案。
カリムは給料を払ってくれない社長のところへの同行を頼む。
家庭不和の少女が搾取や差別され韓国社会になじめない海外
からの出稼ぎ労働者と出会い、国籍、年齢を超えた交流を得て社
会の一端を知り成長を描くちょっと辛めのラブストーリー。

＊09年全州国際映画祭観客評論家賞受賞。
（ｃ）
キノアイジャパン

〒940-0025
新潟県長岡市泉2丁目2番2号
Tel（0258）
32-1830㈹
Fax
（0258）
33-4585
URL http://nagaipri.hp.infoseek.co.jp/
長岡市蓮潟１−１４−８
ＴＥＬ：２９−７７８５
11:00〜14:30 17:30〜21:00（平日）
11:00〜21:00（土日祝） 木曜定休

尾道らーめん

店内映画ポスターなど盛り沢山！
！

http://www.geocities.jp/nanaya_nagaoka

Wakehiko BLD.1F 3-1-6 Tonomachi
Nagaokashi,niigata
Tel.&Fax.0258-33-2330
〈営業時間〉
平日20：00〜4：00、週末20：00〜5：00
〈料金〉
ビール580円〜、
カクテル630円〜、チャージ500円〜

フレッツ光申込キャンペーン実施中！
★新規加入で、キャッシュバック★

20,000 円
全員プレゼント中

〒940-0088 長 岡 市 柏 町 2 丁 目 2 − 5

妙高高原の森で自然体験しませんか

自然学校 ねぎぼうず
代表

大 矢 か おる

T E L

3 6 − 6 7 6 4

☎（0255）87-3920
ブログ「贅沢な昼寝」やっています

写真のナンバー.ワン

長岡市大島本町3丁目1−57
ナルス大島店内
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：0258−27−5100

映画業界に憧れた、あの日みた夢。

『編入学制度』
で夢を諦めない！
！
映画づくりを学ぶ
「映画プロデュース科」
は
編入学が可能！

※職務経験や大学・短大・専門学校卒業などが条件となります。

新潟市中央区古町通 6-976

http://happylifecafe.com/ TEL.0256-45-6535

6

７３０

AM11 : 30〜
PM2 : 30

がんばろう！日本

長信 酒店

長岡市弓町1-2-21
T E L 0258-32-0287
FAX 0258-32-0145

Tel�0258�36�6739
長岡市殿町１丁目７−４

長岡市中沢3-542-4 TEL 33-1104

〒940-0066 長岡市東坂之上町3-1-10
スタジオチャオ1F
TEL/FAX 0258-32-4711
E-mail lanapu797@goo.jp

準備お手伝いいただける方、
当日お手伝いいただける方、

PIANO

市民映画館をつくる会

株式
会社

映画祭実行委員募集！！
ＴＥＬ
・ＦＡＸ０２５8−３３−１２３１
tsukurukai@lds5.com
http://tsukurukai.blog103.fc2.com/

調律・移動・レンタル・買取

洋琴舎

長岡店 0258-28-3915
柏崎店 0257-21-3915

よりよいオフィスシステムにしませんか

玉源株式会社

長岡市新産2−7−2
ＴＥＬ：0258−46−9339
ＦＡＸ：0258−46−9341

柏崎市東本町 1-5-23
アオヤマ・ビル 2F

TEL 0257-21-8558

「越後文化的商店 たつまき堂」は

子供服と女性服も始めました♪

http://www.tatsumakido.com/
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〜 ごあいさつ 〜
新潟県知事

泉田 裕彦

長岡市長

「第16回長岡アジア映画祭」が、関係の皆様の御
尽力によって開催されますことを心からお祝い申し上
げます。
この映画祭は、
アジア各国の様々な映画や、県内
にゆかりのある作品が上映され、
アジアと日本の映画
文化に同時に触れることができる又とない機会です。
日本全体が大震災の影響で活気をなくしている今、
この映画祭が元
気を取り戻す契機となり、
アジア各国との架け橋となるとともに、県内の映
画文化がさらに発展していくことを願っています。

森

第16回長岡アジア映画祭の開催、
おめでとうございま
す。
『 市民映画館をつくる会 』の皆様をはじめ多くの市
民の情熱とご努力によって、
この映画祭が長岡に定着
していることを誇りに思っています。
今年も良質なアジア映画の上映とともに長岡で学ぶ留
学生から母国の文化を紹介していただくことにより、市民
の皆様からアジアを身近に感じてもらえる機会となると確信しています。
また、今回は長岡出身の歌手「スネオヘアー」
さんがメインゲストとして登場
し、映画祭を盛り上げてくださることを大変うれしく思います。
この映画祭が、当市の目指す市民協働の促進と多文化共生社会の実現
に大きく寄与するものと期待しております。

上映スケジュール
9

１２：４０ 開会式

ロマンダムールコンサート

メインゲスト

13 １３：００『橋本信一監督追悼上映』
掘るまいか 手掘り中山隧道の記録
【日本 83分】

（火）

＋ 橋本信一監督が残したもの 青木勝氏×小林茂監督
【40分】
※上映後
１５：２０ ジャライノール
【中国 92分】
１７：１０ ありあまるごちそう
【オーストリア ９６分】
１９：１０ 森聞き
【日本 125分】

＋鎌仲ひとみ監督トーク
【60分】
※上映後
１７：００ ジャライノール
【中国 92分】
＋留学生の皆さんによる母国紹介
【10分】
※上映前
１９：１０ AV
【香港 104分】

（作品解説 ５ページ）

十日町で撮影された「雪の中のしろうさぎ」では音楽を担当
し、映画を盛り上げる印象的なスコアを提供、今回は上映とともにトーク＆ミニライブ
（作品解説 ５ページ）
も開きます。また上映後にはＣＤ購入者にサイン会も開く予定です。
ぜひ長岡が生んだ才能あふれるアーティストの魅力に今年の映画祭で触れてみてくだ
さい。

：００ タレンタイム
【マレーシア 120分】
15 １７
１９：２０ ブンミおじさんの森
【タイ他 114分】
（木）

＋留学生の皆さんによる母国紹介
【10分】
※上映前

：００ AV
【香港 104分】
16 １０
１２：3０ バビロンの陽光
【イラク他 90分】

（金）

１４：２０ タレンタイム
【120分 マレーシア】
＋留学生の皆さんによる母国紹介
【10分】
※上映前
１６：５０ モン族の少女 パオの物語
【ベトナム 97分】
＋留学生の皆さんによる母国紹介
【10分】
※上映前
１９：２０ ミツバチの羽音と地球の回転
【日本 135分】

第16回長岡アジア映画祭

バビロンの陽光
【イラク他 90分】
＋市民講座 講師 羽賀友信氏
【40分】
※上映後
１２：５０ 放課後
【日本 20分】
＋
「普通の生活」
−福島 2011年 春− 短縮版
【日本 20分】
＋
風の波紋 ラッシュ上映
【日本 20分】
＋
「ここで生きる」
対談 小林茂監督×吉田泰三カメラマン
【40分】
１４：４０ 海洋天堂
【中国 98分】
※音声アシストあり
＋留学生の皆さんによる母国紹介
【10分】
※上映前
【90分】
＋
１６：５０ 第13回長岡インディーズムービーコンペティション
NINIFUNI
【日本 42分】
【韓国 136分】
１９：３０ チョン・ウチ 時空道士

＊芸術文化振興基金助成事業
＊国際文化推進活動助成金
＊「新潟文化祭2011」参加事業

後援：新潟県／新潟県フィルムコミッション協議会／JICA地球ひろば／（財）新潟県
国際交流協会／長岡市教育員会／長岡商工会議所／長岡観光コンベンショ
ン協会／社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会／長岡ロケなび／長岡市民
劇場／新潟日報社／日本経済新聞社長岡支局／朝日新聞新潟総局／毎日新
聞新潟総局／読売新聞新潟支局／産経新聞新潟支局／長岡新聞社／栃尾
タイムス社／魚沼新報／NHK新潟放送局／BSN新潟放送／NST／TeNY
テレビ新潟／UX新潟テレビ21／ケーブルテレビのエヌ・シィ・ティ／エフエム
ラジオ新潟／FM PORT79.0／FMながおか80.7／エフエムとおかまち

１8 １０：００
（日）

ありあまるごちそう
【オーストリア 96分】
＋ディスカッション
【20分】
※上映後
【日本 113分】
１３：００ アブラクサスの祭
＋スネオヘアー舞台挨拶 司会 棚橋和博氏※上映前
【日本 33分】
１５：２０ 雪の中のしろうさぎ
＋スネオヘアー トーク＆ミニライブ
五藤利弘監督×棚橋和博氏 バックスクリーン
【60分】
※上映後
【タイ他 114分】
１７：２５ ブンミおじさんの森
１９：３５『長岡・監督特集/長岡製造』
ガクセイプロレスラー
【日本 22分】
＋
half awake
【日本 ２３分】
＋
けさらんぱさらん
【日本 ２2分】
＋今成夢人監督、
東條政利監督、
五藤利弘監督舞台挨拶
【40分】

料金・プレイガイド

ン・ウチ 時空道士
【韓国 136分】
１9 １０：００ チョ
森聞き
【日本 125分】

：４０
（月・祝）１２

＋柴田昌平監督トーク
【4５分】
※上映後
１５：５０『杉田愉監督特集』
キユミの詩集 サユルの刺繍
【3０分】
＋
花に無理をさせる
【日本 7分】
＋杉田愉監督、
丸山桃子、
品田涼花トーク 司会 小林三四郎氏
【４５分】
※上映後
１７：３０ ソウルのバングラデシュ人
【韓国 107分】

前 売 券

1回券 900円 3回券 2,400円 フリー券 5,500円（7日間有効）
平日１日券 1,500円（※土、日曜日、祝日の1日券はありません。）

当 日 券

一般・学生 1,000円
高校生以下、障害・療育手帳をお持ちの方、介助の方 600円
平日１日券 1,800円（※土、日曜日、祝日の1日券はありません。）

プレイガイド

長岡市：文信堂長岡店、ジャスコ長岡店、パルス、ラ・ボントーン、
キ ャ ラ メ ル・マ マ 、 い ろ は 商 店 、 雑 本 堂 、 西 時 計 店 、 ら・な ぷ ぅ 、
長岡市民劇場、リリックホール、長岡市立劇場、市民映画館をつくる会、
小林書店（栃尾地区）、でくのぼう（与板地区）
新潟市：シネ・ウインド 三条市：チャイナネットワーク、みずすまし
柏崎市：et cetera
（エトセトラ） 十日町市：十日町シネマパラダイス
魚沼市：ヘアー・ショップ朝日

映画祭ポスター展
期間：８月２３日㈫〜９月５日㈪

− 未来に誓う 踏み出す一歩 −

期間：2011年9月13日
（火）〜9月19日
（月・祝）
会場：長岡リリックホール
主催：市民映画館をつくる会 共催：長岡市／（財）長岡市国際交流協会
協力：シネ・ウインド／シネマチャオ

17 １０：２０
（土）

スネオヘアー

今年の長岡アジア映画祭のメインゲストにミュージシャンとし
て最近は俳優としても活躍している長岡出身のスネオヘアー
（プロフィール ２ページ）
を９月１８日
（日）
にお迎えします。
初主演作「アブラクサスの祭」では震災前の美しい福島を舞
台にロックミュージシャンだった僧侶を剃髪して熱演。俳優と
しても高い評価を得ました。上映前に舞台挨拶も行います。

：３０ 酔拳 レジェンド・オブ・カンフー
【中国 １１６分】
14 １０
１３：２０ ミツバチの羽音と地球の回転
【日本 135分】
（水）

民夫

会場：ながおか市民センター1階

吉田泰三写真展 「福島 2011年 春 ―祈り―」
映画祭期間中、リリックホールロビーにて。

音声アシストのご案内

チラシが語る長岡の上映史

視覚障碍者の方のために音声アシストをご用意します。ご利用の方は９月１２日㈪までに
下記問い合わせ先までお申し込みください。台数に限りがありますのでお早めにどうぞ。
対象作品：9月17日㈯「海洋天堂」 協力：長岡音声アシストの会

長岡市在住のコレクター、長谷川浩一さんのコレクションを展示します。
映画祭期間中、リリックホールロビーにて。

会場のご案内 リリックホールまでのバス（市内循環線内内回り）長岡駅西口バスターミナル８番線〜県立近代美術館下車１分

お問い合わせ
市民映画館をつくる会

Group of people to establish a movie theater for citizen in Nagaoka

住
所
TEL/FAX
E -Ｍa i l
ホームページ
ブ ロ グ

〒940−0066 新潟県長岡市東坂之上町2−2−2スズランビル４Ｆ
0258−33−1231
asia@mail.mynet.ne.jp
http://www.mynet.ne.jp/˜asia/
http://tsukurukai.blog103.fc2.com/

映画祭実行委員を募集しています。詳しくはお問い合わせください。
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