私たちは
この木も踊り出しそうなほど
楽しんでいる。

Shintoku
回
空想の森映画祭

第

2010 年 9月18 ・19 ・20
(土)

(日)

( 月・敬老の日 )

の３日間

今年のテーマは「マイノリティ」( 社会的少数者 )

▲佐幌岳

○チケット（前売価格・当日券あり）
１日券･･･1,000 円 ３日券･･･3,000 円（以下ライブ ・ パーティー以外は高校生以下無料）
OKI トンコリライブ･･･2,000 円 パーティー･･･1,000 円（当日精算のみ）

佐幌ダム

勝峠

←狩

映画祭の
看板設置

●千歳空港より
JR特急南千歳
（会期中のみ）
乗換約２時間
●帯広空港より
まずJR帯広駅まで連絡バスで40分
帯広駅からJR利用で約１時間
●札幌から
JR特急で約２時間、
車で約４時間
●旭川から
JR利用で約３時間、
車で約２時間半（狩勝峠経由）

○チケット販売所
新得町教育委員会 ☎0156-64-0532 ／新得町 3 条南 4 丁目 新得町公民館内
相馬商店 ☎0156-64-5055 ／新得町本通南 1-5 新得駅前
Be-Wild ☎0156-64-5200 ／新得町北新得国道 38 号線沿い
チケットぴあ ☎0155-27-3550 ／帯広市西 2 条南 8 丁目 藤丸 5 階
FLOWMOTION ☎0155-21-5506 ／帯広市西 5 条南 13 丁目
リサイクルブック稲田店 ☎0155-48-4407 ／帯広市西 12 条南 34 丁目
のんびり屋 ☎0155-30-8022 ／音更町字下士幌
こども富貴堂 ☎0166-25-3169 ／旭川市 7 条 8 丁目 買物公園
4 プラプレイガイド ☎011-251-5574 ／札幌市中央区南１条西４丁目
みんたる ☎011-756-3600 ／札幌市北区北１４条西３丁目１−１

屈足ダム

↑トムラウシ温泉

●新内ホール

くったり

屈足●

○主催
Shintoku 空想の森映画祭実行委員会

新得駅●
会場：北海道新得町新内 ( にいない ) 新内ホール ( 旧新内小学校 )
会場最寄りのJR新得駅からは約10km、歩くと２時間程かかります、送迎車などはありませんが、JRで新得に到着
された方は0156-64-3161（会場直通・会期中のみ）までお電話下さい。タイミングが良ければ、誰かの車に便乗できるかも知れません。

会期中のボランティアスタッフ！・飲食出店者募集！
お問い合わせ メールstaff@kuusounomori.com
携帯080-6067-6917 新内ホール0156-64-3161(会期中のみ)

北海道新聞帯広支社

○後援
新得町・新得町教育委員会・帯広市教育委員会・音更町教育委員会・
芽室町教育委員会・幕別町教育委員会

会場内に衛星インターネット ipstar 無料体験コーナー設置！
実際に触れて体感してみませんか？ 提供：（株）コアテック

www.kuusounomori.com
開催までと期間中のつぶやきはこちら！→

←宿の案内などはこちら

@kuusounomori

15th Shintoku

16:00〜17:00

フンベシスターズ

空想の森映画祭
9 月18( 土 )19( 日 )20( 月 ) の３日間

17:30〜17:50

17 日 18:00〜

オープニングパーティー

（参加料 1,000 円）

軽トラックに、テント、食料、プロジェクターを積
みこんで、いざ、あこがれのヤマガタへ！各地で上
映会を繰り返しながら、ゴール地点での河原上映を
目指す旅。

最新映像レポート＋監督トーク

19:00〜19:45

監督：藤本幸久 2010 年 30 分 カラー
「やっぱり辺野古に基地を作ります！」とアメリカに
約束して、辞めてしまった鳩山首相。菅新首相も「日
米合意を踏まえ」やはり辺野古に基地を作るという。
本当にこれでいいのか！？藤本監督の取材映像＆
トークとともに、辺野古と私たちの未来を考える。

半分の月がのぼる空

新得多個性多楽器多音楽自然自由演奏会
多個性・多楽器・多ジャンル・フリーセッションミュージック 山中正裕 (Dr) 他

アイヌ脱退宣言 !

トンコリ演奏：OKI

恋愛映画・新作

池松壮亮・忽那汐里・大泉洋出演。
累計１４０万部突破の人気恋愛小説の映画化。
高校生の少年と難病の少女の切ない恋と少女と同じ
病気の妻を救えなかった医者の想いが交差したとき、
物語は思いもよらない展開へと進む。

15:50〜18:00

はじめての家出

ロードムービー

19:00〜20:00

HealingArt

ギター演奏：倉前太郎・矢崎数馬

音楽演奏 ( ギター )

「二 本 の ギ タ ー で 織 り 成 す ギ タ ー バ ラ ー ド
HealingGuitar( ヒーリングギター )」をコンセプト
としたギターデュオ。アコースティックギター二本
の音色とアンサンブルで情景や心情の見えるギター
ミュージックを演奏。

20:30〜23:15

精神

ドキュメンタリー映画

監督：想田和弘 2008 年 135 分 カラー

この催事は別途 2,000 円です

アサンカラ（旭川）アイヌの血を引く、カラフト・
アイヌの伝統弦楽器「トンコリ」の奏者。独自の音
楽スタイルを 切り拓き、知られざるアイヌ音楽の魅
力を国内外に知らしめてきた稀有なミュージシャン
／プロデューサー。

10:00〜12:00

一緒ネ！

ドキュメンタリー映画

監督：名執たいすけ 2006 年 42 分 カラー
あるゲイのカップル、ふたりは東京都内での様々な
選挙の立候補者にゲイに対する意識調査のアンケー
トを行っています。たったふたりだけの団体、東京
メトロポリタンゲイ フォーラム（ＴＭＧＦ）そんな
ふたりの活動と日常に寄り添ったドキュメンタリー。

13:00〜15:20

苺とチョコレート

ヒューマン・ドラマ

監督：トマス・グティエレス・アレア、ファン・カルロス・タピオ 1993 年 110 分 カラー
自由と芸術を愛するアーティスト、ディエゴと共産
主義で生真面目な青年ダビド。主義も性格も正反対
の二人が偶然アイスクリーム・パーラーで出会っ
た・・・。共産主義・二人の感情・時代背景などが
複雑に交錯し物語は進行する。

15:50〜17:50

しみじみと歩いてる

ドキュメンタリー映画

監督：島田暁 2010 年 90 分 カラー

これまでタブーとされてきた精神科にカメラをいれ、
「こころの病」と向き合う人々がおりなす悲喜こもご
もを、モザイク一切なしで鮮烈に描いた日本初のド
キュメンタリー。

18:20〜18:52

19 日＊2 日目（先住民 DAY）

音楽演奏 ( トンコリ )

20 日＊３日目（セクシャルマイノリティ DAY）

監督：菱沼康介 2008 年 100 分 カラー
「ワタシ、なんか今、愛ってのがよく分かんなくなっ
てんのよ」中学２年生の翠は両親の離婚から自分の
価値に疑問を抱き、他人との関わり方が分からなく
なる。春休みに友達と家出を計画。少女たちはささ
やかな冒険の旅に出る‥‥。

音楽演奏

20:00〜

監督：深川栄洋 2009 年 112 分 カラー 上映前に他劇場での舞台挨拶上映

(C)2010 映画『半分の月がのぼる空』製作委員会

記録映画

監督：新井ちひろ＆橋爪明日香 2009 年 10 分 カラー

10:00〜12:00

13:00〜15:22

少女時代、帯広のカムイトウウポポ保存会でフチ（お
ばあさん）達からいろいろなウポポ（歌）やリムセ（踊
り）を教わった３人。彼女ら曰く、フンベとは３人
とも体格が良いので「フンベ（鯨）
」とのこと。
とびっきりの笑顔と歌・踊りにご期待ください！

山形でゲリラ上映をした

18 日＊１日目
またまた辺野古になるまで

歌・踊り・お話

2006 年、大阪で『関西レインボーパレード』が開
催されて以降、性的少数者とその友人たちが、それ
ぞれの思いを胸に毎年たくさん歩き続けています。
4 年間パレードを記録しながら出会った人の人生に、
少しだけ同伴しながら創った映画です。

プリカちゃん

10:00〜11:30

アニメーション

監督：天宮沙江・内田嘉 2006 年 32 分 カラー

森の慟哭

ドキュメンタリー映画・新作

監督：中井信介 2010 年 60 分 カラー

人気のレズビアンコミック「プリカちゃん」の映画
版！プリカちゃんが、笑ったり、マリちゃんと楽し
く（？）セックスしたり、そしてやっぱりグチャグチャ
に悩んだり・・・マンガとはまた違うプリカちゃん
の世界を楽しむことができるハズ！

中井監督来場！

政府と開発業者による熱帯雨林の伐採によって昔か
ら大切にしていた森を追われ、生活の場を無くした
マレーシアの先住民たちの今を収めたドキュメンタ
リー。
「ナナイの涙」の中井信介監督最新作。

PR( イベントのお知らせ )

13:00〜15:30

TOKYO アイヌ

ドキュメンタリー映画・新作

監督：森谷 博 2010 年 120 分 カラー
北海道から遠く離れた首都圏で、アイヌ民族の文化
を伝承し、アイヌとしてのアイデンティティを持ち
続ける人々の姿を 3 年の月日をかけて追った初のド
キュメンタリー映画。

20:00〜

さよならパーティー

（参加料 1,000 円）

プログラムは Webでも公開中! http://www.kuusounomori.com/ お問い合わせは・・・staﬀ@kuusounomori.com・080-6067-6917 当日のボランティアスタッフ募集 ! 詳しくは Webで!

