神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.4.22

KAVC CINEMA
「タレンタイム〜優しい歌〜」
アジアの宝物、今は亡きヤスミン・アフマド監督の最高傑作。
8 年の時を経て” 伝説の映画” がついに待望の劇場公開。
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「タレンタイム

優しい歌」を上映する運びとなりました。

2009 年 7 月 25 日、51 歳の若さで亡くなったマレーシアの女性監督ヤスミン・アフマド。アジア映画の未来への道し
るべと期待された彼女の早すぎる死は世界中のファンを悲しませました。ヤスミンの最高傑作で長編映画としての遺作に
なった『タレンタイム〜優しい歌』が、ついに８年の時を経て初の劇場公開となります。ヤスミン・アフマドは、2003
年に監督デビューし、2004 年の『細い目』が東京国際映画祭最優秀アジア映画賞を受賞。その後も素晴らしい作品を発
表し、国際的にも注目を集めましたが、本作『タレンタイム〜優しい歌』を発表後、脳内出血により緊急入院し急逝しま
した。活動期間はわずか 6 年。その間に残した長編は 6 本でした。ヤスミンが遺した映画は多民族国家マレーシアを映し
だし、マレー語・中国語・タミル語など言語も複数使われ民族や宗教が異なる人々が登場します。彼女は様々な人々が混
在する世界をそのまま肯定し、民族や宗教の壁を軽やかに越えるヤスミン・ワールドともいうべき世界を描きだしました。。
本作は、音楽コンクール「タレンタイム」（才能の時間＝タレントタイム）が開催される高校を舞台に、ピアノの上手な女
子学生ムルーと耳の聞こえないマヘシュとの恋、優等生カーホウと転入生ハフィズを中心に、コンクールに挑戦する生徒
たちの青春を描きながら、民族や宗教の違いによる葛藤を抱えた人々の様子を通して、多民族国家としてのマレーシア社
会を映し出す作品です。
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。
「タレンタイム」（2009 年／マレーシア／ 115 分）
配給：ムヴィオラ
監督：ヤスミン・アフマド
｜上映時間｜
5/13（土）〜19（金）[ 火休 ]
5/20（土）〜26（金）[ 火休 ]

12:15/16:15
14:10/16:10

｜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
© Primeworks Studios Sdn Bhd

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

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.4.22

KAVC CINEMA
「バンコクナイツ」
構想 10 年！「サウダージ」の空族が満を持して持して放つ新アジア映画の誕生！
総移動距離 4000km を超えるタイ、ラオス、オールロケを敢行！
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「バンコクナイツ」を上映する運びとなりました。
本作は、前作『サウダーヂ』で、地方都市のリアルを赤裸々に炙り出し話題となった、映画制作集団「空族」の最新作
となります。構想に 10 年をかけ、舞台を山梨からタイに移し、テーマを “娼婦・楽園・植民地” に据え、出会った現地の人々
との交流により生まれた物語は重層的に響きあう 182 分の映画として完成しました。今までカメラが入り込むことができ
なかった、一大歓楽街タニヤでの撮影を敢行。更にはバンコクからイサーン（タイ東北地方）、そしてラオスへの、総移動
距離 4000km を優に超える撮影にも挑みました。イサーンの伝統音楽モーラム、ルークトゥン、プア・チーウィット… “抵
抗” の音楽にのせ、日本映画という枠を大きく超え、アジア映画とでも呼ぶべきスケールと貫禄が観るものを圧倒する作
品が誕生しました。“アジアの中の日本” にとっても他人事でない「楽園の真実」が映し出されます。ストーリーは、タイ、
バンコクの日本人専門の歓楽街 “タニヤ通り” をはじまりに、流暢な日本語で迎えてくれる “タニヤ嬢” ラックと元自衛
隊員のオザワバンコクから東北地方イサーン、そしてラオスへと至る、ふたりの逃避行を描くロードムービーにして、そ
れを取り巻くタニヤ嬢たちと、バンコクに蠢く怪しい日本人たちの欲望渦巻く群像劇に仕上がりました。
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。
何とぞ宜しくお願い申し上げます。
「バンコクナイツ」
（2016 ／日本・フランス・タイ・ラオス／ 182 分）
配給：空族
監督：富田克也
｜上映時間｜
5/13（土）〜19（金）[ 火休 ]
5/20（土）〜26（金）[ 火休 ]

18:40
18:30

｜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
©Bangkok Nites Partners 2016

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

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.4.22

KAVC CINEMA
「話す犬を、放す」
“生きる” ということを、
人間賛歌としてコミカルに、そしてリリカルに描く。
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、「話す犬を、放す」を上映する運びとなりました。

第 13 回 SKIP シティ国際Ｄシネマ映画祭 2016 のオープニング作品として上映された本作は、若手監督に長編映画制

作のチャンスを与える同映画祭のプロジェクトによって製作されました。熊谷まどか監督は、『はっこう』（06）で PFF
アワード 2006 グランプリ、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭審査員特別賞を受賞し、2008 年文化庁委託事業

ndjc に選出され『嘘つき女の明けない夜明け』を監督した期待の新鋭。SKIP シティ国際Ｄシネマ映画祭には、2013 年
の短編部門に『世の中はざらざらしている』がノミネート、本作で長編映画デビューを飾っています。

本作は、パーキンソン病のような症状や幻視・幻覚を見るという症状が出るレビー小体型認知症という病をモチーフに、

夢を追求するということ、介護という問題、“生きる” ということなどを、人間賛歌としてコミカルに、そしてリリカルに
描いたハートフルコメディです。

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。
「話す犬を、放す」

（2016 年 / 日本 / 84 分）

売れない女優レイコのもとに、昔の芝居仲間の紹介で映画出演の話が舞い込む。

同時に母・ユキエがレビー小体型認知症を発症し、長時間一人にしておくことができなくなってしまう。
女優のキャリアと、母との生活を両立させようとするレイコだが……。
配給：アティカス
監督：熊谷まどか
出演：

つみきみほ、田島令子
眞島秀和、木乃江祐希
｜上映時間｜

ほか

5/13（土）〜19（金）[ 火休 ]
｜会場｜

10:30

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
Ⓒ2016 埼玉県／ SKIP シティ 彩の国ビジュアルプラザ

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

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.4.22

KAVC CINEMA
「 人 生 フ ル ー ツ 〈 再 々 ア ン コ ー ル 〉」
ー人生はだんだん美しくなるー
津端修一さん 90 歳、英子さん 87 歳
拝啓

風と雑木林と建築家夫婦の物語

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、
「人生フルーツ」を再アンコール上映する運びとなりました。

愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンの一隅。雑木林に囲まれた一軒の平屋。それは建築家の津端修一さんが、師であ

るアントニン・レーモンドの自邸に倣って建てた家。四季折々、キッチンガーデンを彩る 70 種の野菜と 50 種の果実が、
妻・英子さんの手で美味しいごちそうに変わります。刺繍や編み物から機織りまで、何でもこなす英子さん。ふたりは、
たがいの名を「さん付け」で呼び合います。長年連れ添った夫婦の暮らしは、細やかな気遣いと工夫に満ちていました。
そう、「家は、暮らしの宝石箱でなくてはいけない」とは、モダニズムの巨匠ル・コルビュジエの言葉です。

かつて日本住宅公団のエースだった修一さんは、阿佐ヶ谷住宅や多摩平団地などの都市計画に携わってきました。

1960 年代、風の通り道となる雑木林を残し、自然との共生を目指したニュータウンを計画。けれど、経済優先の時代は

それを許さず、完成したのは理想とはほど遠い無機質な大規模団地。修一さんは、それまでの仕事から距離を置き、自ら

手がけたニュータウンに土地を買い、家を建て、雑木林を育てはじめましたーー。あれから 50 年、ふたりはコツコツ、ゆっ
くりと時をためてきました。そして、90 歳になった修一さんに新たな仕事の依頼がやってきます。

本作は東海テレビドキュメンタリー劇場第 10 弾。ナレーションをつとめるのは女優・樹木希林。ふたりの来し方と暮

らしから、この国がある時代に諦めてしまった本当の豊かさへの深い思索の旅が、ゆっくりとはじまります。

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。

「人生フルーツ」

（2016 年／日本／ 91 分）
配給：東海テレビ放送
監督：伏原健之

出演：津端修一、津端英子
｜上映時間｜

5/13（土）〜19（金）[ 火休 ]

14:25

｜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

(c) 東海テレビ放送

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

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.4.22

KAVC CINEMA
「ポーランド映画祭」
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、
「ポーランド映画祭 2017」を上映する運びとなりました。

昨年 10 月に亡くなった世界的な巨匠アンジェイ・ワイダ監督は、90 年の生涯を通して 40 本もの映画を撮りました。

常に政治と歴史に向き合い続けた芸術家であり、その死は大きな衝撃を持って迎えられました。映画祭では、ワイダ監督

の追悼企画として「地下水道」
「灰とダイヤモンド」
「夜の終りに」
「コルチャック先生」の 4 作品を上映します。また、今年、
没後 10 年をむかえるポーランド映画界のもうひとりの巨匠イエジー・カヴァレロヴィッチ監督、新鋭ヤン・コマサ監督
を加えた魅力あるラインナップとなっています。

つきましては、本映画祭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。
「ポーランド映画祭 2017」

『地下水道』（1956 年／ 97 分）※デジタルリマスター
上映日時：5/20（土）11:50

監督：アンジェイ・ワイダ

ナチスの占領に対する国内軍とワルシャワ市民の抵抗運動＝ワルシャワ蜂起の敗北をドキュメンタリー風に捉えた作品。
『夜行列車』（1959 年／ 100 分） 監督：イエジー・カヴァレロヴィチ
上映日時：5/21（日）11:50

ワルシャワからバルチック海へと疾走する列車の中で人それぞれの人生模様が描かれる。
『夜の終りに』（1963 年／ 87 分）※デジタルリマスター
上映日時：5/22（月）11:50

監督：アンジェイ・ワイダ

ワルシャワの街で出会った若い医師と娘が繰り広げる恋愛ゲーム。
『コルチャック先生』（1990 年／ 118 分）
上映日時：5/24（水）11:30
監督：アンジェイ・ワイダ

ユダヤ系ポーランド人ヤヌシュ・コルチャック
の生涯を描いた作品。史実をもとにホロコース
トの悲惨さを訴えた名作。
『ワルシャワ 44

リベリオン／ワルシャワ大攻防戦』

（2014 年／ 130 分）

上映日時：5/25（木）・26（金）11:30
監督：ヤン・コマサ

第二次大戦末期、国内軍と市民によるワルシャワ
蜂起の全貌を描いた傑作戦争映画。

｜料金｜一般 1300 円、学生、シニア 1100 円

©STUDIO FILMOWE „KADR”

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

