上映開始 19：00

入場
無料

七類港フェリー
ターミナル

土 終了予定 20：50頃
（メテオプラザ内） 上映作品「白い船」
クロ ー ジ ングイベ ント

「しまね映画塾2018 in 浜田」
作品発表上映会
入場
日

開場 13：00
開演 13：45

無料

石央 文化ホール/ナビゲーター：錦 織 良 成（しまね 映 画 塾 塾 長）
しまね 映 画 祭 をしめくくる恒例
イベント！映 画 製作 体 験ワーク
ショップ「しまね 映 画 塾」で、一
般参加者が製作した短編映画を
発 表します！プロの映 画 人によ
る辛口講評もお楽しみに♪

松江会場 /島根県民会館

日時

10/13（土）

爆音上映 in しまね映画祭
音楽ライヴ用の音 響セッティングによって
高音質・大音響の上映を実現した
「爆音上映」
を、山陰で初開催！大人気ミュージカル映画
『レ・ミゼラブル』と、80年代ブリティッシュ・
ミュージックの 魅 力 が 詰 まった 青 春 映 画
『シング・ストリート 未来へのうた』を上映！
上質なサウンドをお楽しみください♪
※詳 細 は 上 映 スケジュール をご 覧ください

浜田会場 /石央文化ホール

日時

上映
in しまね映画祭

料 金（ 1 作 品 ）
【前売/当日】

一般 500円
小学生以下無料

th

10/20（土）

「 天 然コケッコー」上映イベント
〜 石 見レストランバ スで 巡 るロ ケ 地 ツ アー 〜
話 題 の 石見レストランバ スで 食 事 を
楽しみながら、
「天然コケッコー」
ロケ地
を巡る日帰りバスツアー！
作品の舞台となった旧後野小学校探訪
や、須津秋祭りで神楽鑑賞も！
申込締切

主 催：しまね映画祭実行委員会

10/10(水)

※詳 細 は 石 央 文化 ホール H P をご 覧ください

共 催：島根県文化団体連合会

助
成：しまね文化ファンド・芸術文化振興基金・公益財団法人ごうぎん島根文化振興財団
特別協賛：株式会社さんびる・セコム山陰株式会社
協
力：浜田市・浜田市教育委員会ほか・山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・TSK山陰中央テレビ・TSKエンタープライズ・エフエム山陰
協
賛：朝日新聞松江総局・毎日新聞松江支局・読売新聞松江支局・産經新聞松江支局・日本経済新聞社松江支局・中国新聞社・新日本海新聞社
島根日日新聞社・共同通信社松江支局・時事通信社松江支局・NHK松江放送局・BSS山陰放送・日本海テレビ・島根県ケーブルテレビ協議会
島根県公立文化施設協議会・しまねミュージアム協議会

お問合せ

日本一長い開サイ期間

ごうぎん
島根文化振興財団
助成事業

しまね映画祭実行委員会事務局（島根県民会館内）TE L 0852-22-5502

2018

第16 回島根県文化祭
共催事業

SHIMANE
FILM
FESTIVAL

しまね 映 画 祭

検索

土

日

えいがサイ

隠岐汽船のフェリー船体を
スクリーンにして、映画上映会を開催！
ね

このほか 各会 場でイベント多数 実 施予定！
ラインナップはしまね 映画祭 公式HPをご覧ください！

楽しんで

プレ イベ ント

くだサイ︒

！
しま ね映 画祭 イベ ント 情報 Pic k up

した
「しまね映画祭」
は、
今年で27年目を迎えます。
“日本一長い映画祭”として、

1作品観るごとに

1スタンプ 進 呈！
3つ集めると全会場で使える
『共通招待券』をプレゼント！

たくさんの命が

「映画 館の無いまちに映画を届けたい！」という思いで19 92年にスタート

Stamp Rally

一杯のカレーライスには︑

ごあいさつ

食にまつわる
ドキュメンタリー
２作品

つまっていました︒

テーマ映画

スタンプラリー

東西に長い島根県全域を会場に、
毎年秋3か月にわたって開催するという、
全国
でも珍しいスタイルの当映画祭は、多くの皆様のご支援により、これまで述べ
1,200作品の映画を上映し、34万人を超える来場者をお迎えしています。今年
も、映画祭初開催となる隠岐・知夫村を含む11市町村13会場で、
全30作品を上映

2016年/日本/ドキュメンタリー/96分
監督：前田 亜紀
出演：関野 吉晴 ほか

いたします。
参加全市町で上映するテーマ映画は、
「いただきます みそをつくるこどもたち」
「カレーライスを一から作る」
という、
食にまつわるドキュメンタリー2作品です。
を、映画を観ることで改めて見つめ直す機会にしていただければ幸いです。

2017年/日本/ドキュメンタリー/75分
監督：オオタ ヴィン
ナレーション：石田 ゆり子
出演：西 福江 ほか

また、映画祭から生まれた映画製作ワークショップ「しまね映画塾」も16回目

映画化された「はなちゃんのみそ汁」のモデルとなった

となりました。今年は浜田市を舞台に、参加者55名が短編映画の製作に取り

はなちゃんが通った保育園として知られ、0歳から5歳児

“命を食べて生きている”“食べたものがわたしを作る”、
そんな基本的な人の営み

組みます。
シナリオ作りから完成作品の上映までの過程を通して、
参加者と地域
の皆様に映画や創作の面白さ、
地域の魅力を感じていただきたいと考えています。
島根県が映画にあふれる3か月、全会場スタッフ総出で盛り上げてまいります
ので、ぜひ会場に足をお運びください。皆様のお越しをお待ちしております。

まで約200人の園児たちが在籍する福岡市の高取保育園。
1968年の開園以来「食は命なり」をモットーに給食を
大事にしてきた。
30年以上続く和食給食スタイルで、全国から教育視察
が絶えない。献立は、医食同源に基づき、玄米、みそ汁、
納豆や旬の惣菜などの伝統和食が中心。みそは、毎月
100キロ、5歳の園児たちが楽しみながら仕込む。
梅干なども手作りで、
「 自分が作ったものは、おいしい」

えい が サイに
来 てくだ サイ

しまね映画祭実行員会

「グレートジャーニー」シリーズで知られる探検家・関野吉晴に
よる武蔵野美術大学の課外ゼミ、通称関野ゼミは2015年に
「一からカレーライスを作る」
活動をすることに。
「モノの原点が
どうなっているかを探していくと社会が見えてくる」という狙い
のもとに、野菜や米、肉、スパイスなどの材料はもちろん、皿や
スプーンに至るまで、すべて一から作るというこの途方もない
計画に、学生たちと９か月間にわたって取り組んだ。
集まった数十人の学生たちは、慣れないことばかりで悪戦苦闘
しながらも、野菜や米、家畜を一から育てていく。思うように
育たない野菜を見て、化学肥料を使うべきか否かで意見が
分かれたり、
食べるために育ててきた鶏を殺すことに躊躇したり
する姿を通し、人間が「食べて生きる」という基本的な営みを
見つめ直す。

と、食べる喜びを感じていく。
玄米和食で育った、子どもたちならではの美しい佇まい、
第27回しまね映画祭
マスコットキャラクター
エイガサイ

懐かしい日本の子育てに秘められた和の精神文化、
その輝きを１年に渡り取材したドキュメンタリー。
©2016「いただきます」製作委員会

©ネツゲン

各上 映 会 場

※〈一日券〉や〈フリーチケット〉と表記の無いものは、作品ごとの鑑賞料金です
10/13
（土）

島根県民会館

14:00

【爆音上映 inしまね映画祭】
レ・ミゼラブル

18:30

【爆音上映 inしまね映画祭】
シング・ストリート 未来へのうた（PG-12）

0852-22-5502

11/3
（土・祝） ①10:30 ②14:00

松江テルサ

0852-31-5550

松江市

9/29
（土） ①10:00 ②14:00
10/27（土） ①10:00 ②14:00
10:00

安来市
総合文化ホール
アルテピア
0854-21-0101

出雲市

雲南市

江津市

斐川文化会館
0853-73-9180

木次経済
文化会館
チェリヴァホール

カレーライスを一から作る

【当日】一般・大学生1,200円
小中高生500円

花筐 HANAGATAMI （PG-12）

10:00

カルメン故郷に帰る 優秀映画

10/20（土）

10/21（日）

11/11（日）

10/28（日）

二十四の瞳 優秀映画

10:30

いただきます みそをつくるこどもたち

14:00

カレーライスを一から作る

【前売】1作品券600円、2作品券1,000円

13:00

日本刀〜刀剣の世界〜

【当日】1作品券700円、2作品券1,200円
小学生以下無料

10:30

いただきます みそをつくるこどもたち

13:00

いつまた、君と 〜何日君再来〜

①10:00 ②16:00

星めぐりの町

0854-42-1155

13:30

江津市
総合市民センター

10:00

しまね映画祭
inごうつ実行委員会
（労働組合事務所内）
0855-52-1132

10/6（土） 13:00
14:30

いただきます みそをつくるこどもたち
カイジ 人生逆転ゲーム

浜田市

0855-22-2100

10/20（土）

野菊の墓 優秀映画

15:15

時をかける少女 優秀映画

17:30

ぼくらの七日間戦争 優秀映画

10:00

いただきます みそをつくるこどもたち

島根県
益田市 芸術文化センター
「グラントワ」

カレーライスを一から作る

13:00

いただきます みそをつくるこどもたち

14:45

赤穂浪士 優秀映画

13:00

旗本退屈男 優秀映画

15:00

大江戸五人男 優秀映画

10:30

いただきます みそをつくるこどもたち

10/12（金）

13:00

一日券

①10:00
11/17（土）
②14:00 ③18:30

知夫里ガールズ
11/11（日）
080-3360-5565
（長田）

17：00

1,000円

500円

【前売】一般1,200円、小中高大生600円
（当日券は各200円増）

天然コケッコー

銭形平次捕物控 からくり屋敷 優秀映画

10/13（土）

知夫里島開発総合センター

カレーライスを一から作る

13:00

0856-31-1866

知夫村

海よりもまだ深く

①10:00 ②15:00

①9:30
②12:30 ③15:30

500円

しゃぼん玉

11/25（日） 13：45
10/11（木）

【前売】一般1,000円、小中学生500円
【当日】一般1,300円、小中学生700円
小学生未満無料

13:00

カレーライスを一から作る

第27回しまね映画祭クロージングイベント
「しまね映画塾2018 in 浜田」作品発表上映会

【前売】800円
【当日】1,000円

伊豆の踊子 優秀映画

11/4（日） 14:00

石央文化ホール

一日券

【前売】会員ペア1,500円（前売のみ）、
一般1,300円
会員1,000円、シニア（60歳以上）
小中高生・障がい者手帳保持者500円
いただきます みそをつくるこどもたち
（当日券は各200円増）、小学生未満無料
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。

みさと館

10/6（土）
入場無料

10:00

15:30
美郷町教育委員会
0855-75-1217

【前売】一般1,000円、友の会会員800円

15:00

10/14（日） 13:00

美郷町

八重子のハミング

【当日】一般1,300円、シニア（60歳以上）1,000円
文化協会会員900円、
中高生500円、小学生以下無料
いただきます みそをつくるこどもたち

10:30
11/17（土）

悠邑
ふるさと会館

2日間フリーチケット1,000円
優秀映画のみ1作品500円

サーミの血

①10:00 ②14:20

0854-82-0938

0855-72-0001

いただきます みそをつくるこどもたち

14:15

大田市民会館

10/13（土）
川本町

野菊の如き君なりき 優秀映画

15:40

10/21（日） 12:30

安来市

花筐 HANAGATAMI （PG-12）

【前売】一般・大学生1,000円

喜びも悲しみも幾歳月 優秀映画

0852-72-3939

大田市

【前売】一般1,000円、友の会会員800円
いただきます みそをつくるこどもたち 【当日】一般1,200円、友の会会員1,000円
中高大生500円、
小学生以下無料
一般5枚セット券4,000円

10/20（土） 12:30

メテオプラザ

10/20（土） ①14:00 ②18:30

一般（前売/当日）500円、小学生以下無料

カレーライスを一から作る
嘘八百
みんなの学校

入場無料

一日券
一般500円、会員400円
子ども200円（3才〜小学6年）
※前売・当日 同料金

一日券
【前売】一般1,000円、会員800円
【当日】一般1,200円、
会員1,000円、
子ども500円（3才〜小学6年）
【前売】一般1,000円、会員800円
【当日】一般1,200円、
会員1,000円、
子ども500円（3才〜小学6年）
300円、小学生以下無料

