神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2018.1.31

KAVC CINEMA

「チェコスロヴァキア・ヌーヴェルヴァーグ」
1968 年” プラハの春” で花開いたエネルギーと 8 月の戦車侵攻” チェコ事件”
自由を求め映画の可能性を信じ続けた映画人たち
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「チェコスロヴァキア・ヌーヴェルヴァーグ」を特集上映する運びとなりました。
チェコスロヴァキアでは、1968 年にプラハの春と呼ばれる自由を求める民主化運動が最大の盛り上がりを
みせますが、ソ連の介入・市街地への戦車の侵攻というチェコ事件によって押し潰されます。
本映画祭では、自由と抵抗をテーマにし、黄金の 60 年代と呼ばれたチェコスロヴァキア・ヌーヴェルヴァー
グの作品群を紹介します。政府に批判的な作品と判断されてニェメツ監督が逮捕され国内での上映が禁止され
た「パーティーと招待客」、日本初公開となる「愛の殉教者たち」、そして、プラハの春の象徴ともいうべきヴェ
ラ・ヒティロヴァー監督の「ひなぎく」の３作を上映します。
作品を通して、チェコスロヴァキア映画の革新性、豊かさをぜひご体験ください。
つきましては、本作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。何卒宜しくお願い致します。
「チェコスロヴァキア・ヌーヴェルヴァーグ」
配給：チェスキー・ケー
監督：ヤン・ニェメツ、ヴェラ・ヒティロヴァー
上映期間：3/10( 土 ) 〜3/23( 金 )※火休
上映作品：「パーティーと招待客」（1966 年）
3/10（土）、14（水）16:10
3/18（日）、21（水）18:10
「ひなぎく」（1966 年）
3/11（日）、15（木）16:10
3/19（月）、23（金）18:10
「愛の殉教者たち」（1966 年）
3/12（月）、16（金）16:10
3/17（土）、2２（木）18:10
料金：一般1500円、
学生1400円、
シニア1100円
かぶっクラブ1300円
※かぶっクラブ会員割引、
障がい者割引適用あり

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356
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KAVC CINEMA

「チェコスロヴァキア・ヌーヴェルヴァーグ」
上映作品：
「パーティーと招待客」（1966 年）
監督：ヤン・ニェメツ
ピクニックにやってきた７人の男女が野外パーティーに招待され
る。主人は養子を迎え、若いカップルの結婚式と、自分の誕生日
を同時に祝う。養子となる男は理不尽な要求をし、それに逆らっ
て暴力を受ける者、加担する者、無言で逆らう者、同化していく
者など、夫婦や友人の間に亀裂が生まれ、全体主義の不条理が描
かれる。
「ひなぎく」（1966 年）
監督：ヴェラ・ヒティロヴァー
マリエ１とマリエ２は、姉妹と偽り、男たちを騙しては食事をお
ごらせ、嘘泣きの後、笑いながら逃げ出す。「可愛さ」はあらゆる
自由の免罪符になるのか？ 1989 年までの社会主義時代、すべて
の映画が国家予算で作られていたため、国会で予算の無駄遣いと
批難されるが、国民からも国外からも強い支持を受けた。ヌーヴェ
ルヴァーグの金字塔。

「愛の殉教者たち」（1966 年）
監督：ヤン・ニェメツ
台詞を極力排除し、全編音楽と効果音と移動し続ける運動感に満
ちた映像で、三つの愛の物語を描く。
第 1 章 「操作責任者の誘惑」
髭の男の合図で夜に向かう人々の喧騒が始まり街のノイズと共に
ジャズが流れる。仕事を終えたオペレーターの男はジャズが流れ
る街に向かう。女達は彼に意味ありげに笑いかけ、知り合った男
女の酒の相手をし、夜が更ける。やがて朝の喧騒が訪れると…。
第 2 章 「ナスチェンカの夢」
ある屋敷の召使いナスチェンカは、６人の従者に取り巻かれた美
しい歌声の歌手に憧れる。手の届かない相手と知り、失意の彼女に、
怪しげな軍医が声をかけて連れ去るが…。
第 3 章 「孤児のルドルフの冒険」
ルドルフという名の男がある家に入り込むと、庭で優雅にシャン
パンを飲む家族がいる。
彼らは口々に男のことをヤクプと呼び、家の中に招き入れる。
彼が孤児だと知ると更に歓待してくれるが…。
©：State Cinematography Fund

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356
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KAVC CINEMA
「苦い銭」
故郷を離れ、彼らは言う。「苦い銭を稼ぎに行くんだ」。

縫製工場で働く女性労働者たちの姿から現在の中国の側面を描き出す。
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、「苦い銭」を上映する運びとなりました。
本作品は、「三姉妹 雲南の子」「収容病棟」などで世界的に高い評価を受けるワン・ビン監督が、縫製工場
で働く女性労働者たちの姿から現在の中国の側面を描き出すドキュメンタリーになります。
ワン・ビン監督は、2003 年にその全貌を明らかにした三部作のドキュメンタリー『鉄西区』で、世界を驚愕
させ、2010 年には初の劇映画『無言歌』も発表。今や世界映画の旗手として、国境を越えて多くの映画ファ
ンがその新作を待つ存在となっています。中国国内でも最貧困と言われる雲南地方の村で、三人だけで暮らす
幼い姉妹を生活を収めた「三姉妹 雲南の子」、精神病患者が 1 億人を超えたと言われて久しい中国。その精神
病院で撮影した「収容病棟」と言った様に、メディアでは取られられない中国の姿とそこで生きる人々を対象
に作品を発表してきました。今回の作品では、縫製工場で働く出稼ぎ労働者たちの姿に焦点を当てました。住
民の 80 パーセントを出稼ぎ労働者が占めるという東海岸の浙江省湖州。そこの雲南省から長距離列車に乗り
込みやってくる 15 歳の少女の姿を中心に、女性労働者たちの現実を綴ります。経済急成長を遂げ、経済大国
となった中、1 元の金に一喜一憂する人びとが数多く存在する中国のもう 1 つの側面を、ワン・ビンのカメ
ラは数人の女性たちの表情を軽やかに記録しています。
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。何卒宜しくお願い致します。
あらすじ：15 歳の少女シャオミンは、バスと列車を乗り継ぎ、遠く離れた東海岸の浙江省湖州へと向かう。
縫製工場で働くためだ。そこは出稼ぎ労働者が住民の 80 パーセントを占める街。朝から晩までただ働いて。
それでもそこには胸に響く一瞬がある。初めての街で働きはじめる少女たちの瑞々しさ、酒に逃げる男、ヤケ
になる男。14 億が生きる巨大中国の片隅で、1 元の金に一喜一憂する彼らの人生を想う。そして気づく。
” 彼ら” の世界のいたるところに存在する” 私たち”。

「苦い銭」
（2016 年／フランス・香港／ 163 分 )
配給：ムヴィオラ
監督：ワン・ビン
上映時間：
3/10(土) 〜16
（金）
13:05
３/17
（土）
〜23
（金）
1０:4５
料金：一般 1700 円、学生 1400 円
シニア 1100 円

※かぶっクラブ会員割引、障がい者割引適用あり

(C)silent voice ／ werner penzel ﬁlm production
©2016 Gladys Glover-House on Fire-Chinese Shadows-WIL Productions

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356
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KAVC CINEMA
「目撃者 闇の中の瞳」
9 年前の死亡事故。当事者は７人。事件の真相は誰も知らない──

事故車と知らずに購入した高級車が悪夢の連鎖を引き起こす、台湾発、戦慄の体感型スリラー
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、「目撃者 闇の中の瞳」を上映する運びとなりました。
この数年、ホラーやサスペンスなどジャンル映画の快進撃が続く台湾映画。その先陣を切っているのが、本
作の監督・新鋭監督、チェン・ウェイハオ（程偉豪）です。興行・批評の両面で大成功を収めた長編デビュー
作のホラー『紅衣小女孩』に続く本作は、生身の人間の恐ろしさを描き切った犯罪スリラーです。ある事件に
巻き込まれた者たちが語る、様々な思惑と嘘が入り混じった「真実」を時空と視点が交錯する巧みな構成で描
き、ラストの瞬間まで観客の背筋を逆なでし続けます。
野心あふれる新聞記者の主人公を演じるのは、若手実力派のカイザー・チュアン。主人公を翻弄する魔性の上
司に、モデル出身でシュー・ウェイニン。事件の鍵を握るワケありの被害者女性にアリス・クー。事故の真相
が露になるにつれ、最初は片鱗も見せなかった本性を表していく三者三様の演技は本国で絶賛されました。
かつて青春映画以外はヒットしないと言われていた台湾映画界を根底から揺るがした問題作がついに日本公開
となります。
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。何卒宜しくお願い致します。
あらすじ：新聞社で実習生として働くワン・イーチー、通称シャオチーは、ある嵐の夜、台北郊外の新店の山
道で車同士の当て逃げ事故を目撃する。時は過ぎ、9 年後、やり手の新聞記者となった男は、今乗っている愛
車がその時当て逃げされた事故車だったと知る。やがて男の周りで次々と起こる悪夢。何者かが裏で手を引い
ているのか、それとも因果応報か？当て逃げ犯、マスコミ、警察、政治家、修理工、被害者、一番罪深いのは誰だ。
関係者たちの事故に関する証言がことごとく食い違う中、シャオチーはある結論を導き出す。
それは永久に続く悪夢の始まりだった。

「目撃者 闇の中の瞳」

（2017 年 / 台湾／ 117 分 )
配給：コピアポア・フィルム
監督：チェン・ウェイハオ
主演：カイザー・チュアン
ティファニー・シュ ほか
上映時間：
3/10(土) 〜16
（金）
10:４5
３/17
（土）
〜23
（金）
13:50
料金：一般 1700 円、学生 1400 円
シニア 1100 円

(C)Rise Pictures Co.,Ltd. All Rights Reserved.

※かぶっクラブ会員割引、障がい者割引適用あり

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

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

2018.1.31

KAVC CINEMA
「あしたはどっちだ、寺山修司」
時代を挑発し４７歳の若さでこの世を去った、

異端のマルチクリエーター寺山修司。その壮絶な人生の全貌に迫る。
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、「あしたはどっちだ、寺山修司」を上映する運びとなりました。
体制に迎合しない異端児、言葉の錬金術師、扇動者、アナーキストなどと呼ばれ、常にスキャンダルを生み
出し、時代を挑発した過激なマルチクリエイター寺山修司。
映像作品２３本、著作１８９冊、戯曲３０本以上、作詞６００曲、競馬のエッセーを書き、写真家でもあった。
そのエネルギーは６０・７０年代の既成概念を次々と破壊しました。
価値観を転倒させ、あらゆる常識を打ち破ったエネルギーは、閉塞感漂う現代に刺激を与え続け、今でも、多
くのクリエイターや映画監督、若者たちに影響を与え続けていいます。
父の戦死、母との別居、偏見にさらされた孤独な子供時代・・・と、謎の多いその生涯。
時代の寵児となっても、その創作活動は常にセンセーショナルに扱われ、主宰する演劇実験室天井棧敷では、
演劇による革命を標榜し、差別される側に自ら身を置きました。
数々の証言を得るうちに、寺山の創作や思想に影響を与えた驚くべき過去。
寺山は、人生の最後にどんな過激な劇をたくらんだのか？取材を進める中で、驚愕の事実、そして、寺山修司
の最後のメッセージに迫ります。人生を虚構で塗り固めた寺山修司の真実に迫るドキュメンタリーとなります。
つきましては、本作品を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。
何卒宜しくお願い致します。
「あしたはどっちだ、寺山修司」
（2017 年 / 日本／ 100 分 )

配給：プレイタイム
監督：相原英雄
出演：寺山修司、九條今日子 ほか
上映時間：
3/10(土) 〜16
（金）
17:45
３/17
（土）
〜23
（金）
16:10

料金：一般 1700 円、学生 1400 円、シニア 1100 円

※かぶっクラブ会員割引、障がい者割引適用あり

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

