神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.5.10

KAVC CINEMA
「スプリング、ハズ、カム」
娘を知る、父を知るための、可笑しくせつない
世界初ご町内ロードムービー
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、KAVC CINEMA にて「スプリング、ハズ、カム」を上映する運びとなりました。
本作品は、落語家の柳家喬太郎が男手一つで娘を育てた父親を演じるヒューマンドラマ。テンポのいい語り口と、江戸
の町人から現代のギャルまで多彩なレパートリーを演じ分ける落語界の鬼才、柳家喬太郎が映画初主演作品となります。
娘役の璃子には、E-girls のメンバーで、『ソロモンの偽証』など女優としても確かな演技力を見せる石井杏奈。二人は吉
野監督と共に、撮影の二ヶ月前から広島弁の方言指導と心の距離を近付けるためのワークショップを積み重ねており、そ
の成果は劇中での広島弁の絶妙な掛け合いに活かされています。
監督は、初長編『あかぼし』が自主製作にも関わらず第 25 回東京国際映画祭・日本映画ある視点部門に出品され、小さ
な公開にも関わらず、「映画藝術」の 13 年度邦画全作品 591 本のうち第 25 位に選出された、注目の新鋭、吉野竜平。
東日本大震災の悲しいニュースを目の当たりにして、「ありふれていても一生忘れない宝物のような一日を描ければ」とい
う思いを込めて本作に臨みました。父娘が東京でふれあう人々には、声優界のトップを走り、女優としても活躍する朴璐美、
人気コントグループ「東京 03」の角田晃広、ベテランの柳川慶子、劇団「城山羊の会」の演劇や「テラスにて」の石橋けい、
「アルコ＆ピース」の平子祐希、ラサール石井、山村紅葉が登場、各界で活躍する実力派が揃い、主演の二人を頼もしくサ
ポートしています。
つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

「スプリング、ハズ、カム」（2015 年 / 日本 / 102 分）
配給：エレファントハウス
監督：吉野竜平
出演：柳家喬太郎、石井杏奈、朴ろ美
柳川慶子

石橋けい

平子祐希

角田晃広

ほか

上映時間：７/８（土）〜 14（金）13:20 ／ 17:20
７/15（土）〜 21（金）13:20
※７/11、７/18（火）休館
会場：神戸アートビレッジセンター KAVC シアター
料金：一般 1700 円、学生 1400 円、シニア 1100 円
(c)「スプリング、ハズ、カム」製作委員会

会場・お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

TEL 078-512-5500

大泉）
FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.5.10

KAVC CINEMA

「鎌倉アカデミア 青の時代ーある自由大学の記録」
20 人におよぶ関係者の証言により、
４年半で消え去った「幻の大学」の真実が、今 明らかに―
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

この度、KAVC CINEMA にて「鎌倉アカデミア 青の時代ーある自由大学の記録」を上映する運びとなりました。

鎌倉アカデミアは、
「新しい日本を担う若者を育成する」という理念のもと、終戦間もない 1946 年（昭和 21 年）5 月、

戦火を免れた鎌倉・材木座の光明寺を仮校舎として開校し、現在も「幻の大学」として語り伝えられています。

校長の三枝博音をはじめ、林達夫、服部之總、吉野秀雄、高見順、中村光夫、村山知義など数多くの著名な学者・文化人

が教鞭を執り、「教師と学生とが相互に鍛え合い、各自の個性を創造する学園」を目指したが、激動する時代の波に翻弄さ
れ、わずか 4 年半でその歴史に幕を下ろしてしまいます。しかしその学び舎からは、いずみたく、山口瞳、前田武彦、高
松英郎、沼田陽一、廣澤榮といった多彩な人材が巣立ち、やがて彼らは、高度成長時代を迎えた日本で、芸術や文化を牽
引する存在となっていきました。鎌倉アカデミアはいかにして生まれ、いかにして滅び去ったのか。そしてその精神は、
現在どのように生き続けているのか？足かけ 10 年の歳月をかけ 20 人におよぶ関係者の証言と再現映像、歴史的資料な

どから、自由大学・鎌倉アカデミアの真実の姿を明らかにします。インタビューの中には、先般他界した映画監督の鈴木

清順、90 歳を迎えて『昭和声優列伝』を上梓した声優・勝田久などの貴重な証言も含まれている。70 年前の「自由大学」
興亡の歴史は、今日のわれわれに、何を教えてくれるのでしょうか？

つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

あらすじ：2006 年 5 月。鎌倉アカデミアの創立 60 周年記念祭が材木座・光明寺で開かれた。真冬のような冷たい雨の

日にも関わらず、本堂には入れないくらいの聴衆が訪れ、わずか 4 年半で消え去ったこの幻の大学への関心の高さがうか
がわれた。そして、当時 70 代だったＯＢたちは、かつての学び舎で、その自由な校風や教授との濃密な交歓の日々を、

時を忘れて熱く語るのだった。そんな衰えぬ情熱に吸い寄せられるかのように、鎌倉アカデミアの歴史を、かつての学生
たちの証言からひも解くという作業が始まっていく。すでに故人になった者も多く、聞き取りにはさまざまな困難がとも
なうが、20 人を超す関係者のインタビュー映像をはじめ貴重な証言も含まれている。

「鎌倉アカデミア 青の時代ーある自由大学の記録」
（2016 年／日本／ 119 分）

構成・撮影・編集・監督：大嶋 拓

配給：「鎌倉アカデミア 青の時代」製作委員会
｜上映時間｜７/８（土）〜 21（金）11：00
※７/11、７/18（火）休館
｜料金｜一般 1700 円、学生 1400 円、シニア 1100 円

会場・お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

TEL 078-512-5500

大泉）
FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.5.10

KAVC CINEMA
「トトとふたりの姉」
トトは教えてくれる。未来を拓く力は、誰でも持っている。
世界中の映画祭で希望の拍手 ! なんてキケンでドラマチックな現実
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、KAVC CINEMA にて、「トトとふたりの姉」を上映する運びとなりました。

本作品は世界各国の映画祭で上映され、本国ルーマニアではアカデミー賞・最優秀ドキュメンタリー 映画賞を受賞。ま

るでドラマのようでもありながら、本作は現実の世界を映したドキュメンタリーになります。ドラッグに溺れる男たち、

ブカレスト麻薬捜査部隊のガサ入れの瞬間、裁判所や刑務所の内部。そして姉弟が身を寄せ合うベッドの中へ。アレクサ

ンダー・ナナウ監督の驚くほど透明 なカメラは、ときに残酷に、ときに親密に、子どもたちが今まさに生きている世界へ

と、私 たち観る者を没入させます。社会から取り残されたロマ・コミュニティを映しながらも、ルー マニアだけでなく、
私たち自身にも起こりうる普遍的な物語を映し出しました。あらかじめ損なわれた境遇 に生まれついてなお、自らの力で
人生をよきものにしていこうとする子どもたちの姿、そして彼らが選んだ未来にの行く末が見るものの胸に迫ります。
つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

あらすじ：甘えん坊のトト (10 歳 ) には、ふたりの姉がいる。美しくどこか儚げなアナ (17 歳 )、気が強く活発なアンド

レア (14 歳 )。お母さんは麻薬売買で服役中、お父さんのことは ... 顔も知らない。保護者のいない三姉弟が暮らすボロア

パートは、すぐに近所の不良たちの溜 まり場になってしまう。小さく丸まって眠るトトのとなりで、男たちが腕や首筋に

注射針を 刺す。貧困、暴力、ドラッグ、エイズ。そんな苦境に耐え切れず、やがて自らもドラッグに 手を染めてしまうアナ。
なんとか家族との生活を立て直そうとするアンドレアは自らもカメ ラを手にする。そして、トトとヒップホップダンスと
の出会いをきっかけに、姉弟たちの未 来が動き出す―
「トトとふたりの姉」

（2014 年／ルーマニア／ 93 分／配給：東風＋gnome）
監督：アレクサンダー・ナナウ

｜上映時間｜７/８（土）〜 21（金）15：25
※７/11、７/18（火）休館
｜料金｜一般 1700 円、学生 1400 円、シニア 1100 円

(c) HBO Europe Programming/Strada Film

会場・お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

TEL 078-512-5500

大泉）
FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース
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KAVC CINEMA
「SHIDAMYOJIN」
ジッチもバッパもガキンチョも、あなたもわたしもあいつらも !

踊らにゃ損損 !

吠え続けるミュージシャン・遠藤ミチロウの今を切り取った、ロード “盆踊り
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、KAVC CINEMA にて、「S H I D A M Y O J I N 」を上映する運びとなりました。

本作品は、伝説的パンクバンド「THE STALIN」の遠藤ミチロウが民謡、盆踊りが魅せられ結成した民謡パンクバンド「羊
歯明神（しだみょうじん）」の活動を中心に、遠藤ミチロウの現在を切り取ったドキュメンタリーになります。

2011 年の福島第一原発事故から 4 年後の終戦記念日、新バンド「羊歯明神」を結成した遠藤ミチロウが立っていたのは、
福島県いわき市川前の山奥に建てられたやぐらの上だった。30 年以上も開催されなかった盆踊りの復活に、志田名地区

に暮らす住人たちがやぐらの前に集まってくる。ここは原発事故後に発見されたホットスポットで、そこに暮らした若者

たちが避難した後に残った老人たちが放射線衛生学者とともに汚染地図を作成した地区でもあった。「お母さん、いい加減

あなたの顔は忘れてしまいました」で監督を務めた遠藤が、今作では映画作家の小沢和史と共同でメガホンを取りました。
つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。

また、7/17（月）17:20 の回の上映終了後に、遠藤ミチロウ監督の舞台挨拶を実施いたしますので、ご取材等のご検討
を頂けましたら幸いです。
ーあらすじー

2015 年 8 月。福島第一原発事故から４年後の終戦記念日、遠藤ミチロウは民謡パンクバンドを率いて、福島県いわき市

川前の山奥に建つ櫓の上に居た。40 年ほど途絶えていた盆踊りが復活するのだ。そこに集まるのは地区に暮らす住人たち。
志田名は事故後に発見されたホットスポットで、若者たちが避難した後に残ったジッチやバッパ（浜通りの方言でお爺さ
んお婆さん）が、放射線衛生学者の木村真三とともに放射能汚染地図を作成した地域である。ミチロウは言う「志田名は
俺たちの未来の姿だ！」大震災、原発事故、揺れ動く政治情勢の中、福島で生まれた民謡パンクが祭りから祭りへと駆け

抜ける！ミュージシャン・遠藤ミチロウのルーツを辿りながら、ヘリパッド建設問題に直面する沖縄・高江を経て、愛知・
豊田の大衆奇祭・橋の下世界音楽祭へと登りつめていく。ミチロウは今日も音頭を鳴らし続ける――
「S H I D A M Y O J I N 」

（2017 年／日本／ 64 分配給：北極バクテリア）
監督：遠藤ミチロウ、小沢和史
｜上映時間｜

7/15（土）〜 21（金）17:20 ※７/18（火）休館
｜会場｜

神戸アートビレッジセンター B1

KAVC シアター

｜料金｜

一般 1700 円、学生 1400 円、シニア 1100 円

お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

大泉）

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

