神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.12.27

KAVC CINEMA

「 ブ リ ム ス ト ー ン （ R 1 5 + ）」
私は知っている。地獄の業火と、その苦しみを─
これは愛と暴力と信仰を巡る、壮絶な年代記 ( クロニクル )
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「ブリムストーン（R15+）」を上映する運びとなりました。
ヴェネツィア国際映画コンペティション部門に選出され、大注目の中上映されるやいなや、その強烈な内容
が批評家の間でも大きな議論を起こした本作は、その後も各国の映画祭で上映され、観るものの魂に強烈なイ
ンパクトを焼き付けています。過去に闇を抱えた美しき人妻を演じるのはダコタ・ファニング。彼女を恐怖に
陥れる謎の男には、名優 ガイ・ピアースが扮し、重厚な存在感で観客を極限の緊張感へと誘います。一体、
彼女の過去に何があったのか ? オランダの名匠として知られる監督のマルティン・コールホーヴェンが紡ぐの
は、時代と信仰に翻弄されながらも戦い続けた一人の女性の強い生き様です。アメリカ南部にある “負の歴史”
に焦点を当てながら、監督自らの出身地であるオランダの宗教文化を色濃く見せたた本作は、時に目を背けた
くなるような暴力描写と荒々しいまでにエモーショナルな物語が浮き上がらせる壮大な叙事詩になります。
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。
あらすじ：ある小さな村で助産師をしている女性リズ。年の離れた夫、2 人の子どもたちと幸せに暮らしてい
るが、ある事情から言葉を発することができなくなっていた。ある日、強靭な肉体と信仰心を持つ牧師の男が
村にやって来て、リズは「汝の罪を罰しなければならない」と告げられる。そして脳裏に壮絶な過去をよみが
えらせ、家族に危険が迫っていることを伝えるのだが…
「ブリムストーン（R15+）」
（2016 年 / オランダ・フランス・ドイツ・
ベルギー・スウェーデン・
イギリス・アメリカ / 148 分）
配給：クロックワークス
監督：マルティン・コールホーヴェン
出演：ガイ・ピアース、ダコタ・ファニング他
上映時間：2/10( 土 ) 10:30、
2/1１（日）〜１６（金）18:３0
2/17（土）〜23（金）10:３0
※火休
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) 2016 brimstone b.v./ n279 entertainment b.v./
x ﬁlme creative pool gmbh/ prime time/ the jokers ﬁlms/ dragon ﬁlms

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

2017.12.27

KAVC CINEMA
「ありふれた悪事」

平凡な刑事に命じられた前代未聞の「捏造捜査」

ー韓国激動の時代とその闇を抉り出す衝撃のサスペンス
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「ありふれた悪事」を上映する運びとなりました。
本作は、軍事政権末期の韓国を舞台に、国家の都合で犯人を捏造してしまう政権の恐るべき実態と、その陰
謀に加担してしまった平凡な刑事の運命を描いた社会派サスペンスになります。
フィクションながらも、韓国民主化直前、軍事独裁時代末期の暗い歴史を真正面から描ききり、国内外で高い
評価を獲得。また、世界四大映画祭の一つとも言われるモスクワ国際映画祭で主演男優賞と最優秀アジア映画
賞の 2 冠受賞という快挙を達成した話題作。
普通の人が普通に生きられなかった韓国激動の時代、そこかしこにありふれていたであろう悪意と悲劇。それ
に立ち向かおうとした人々の思いを演技派の韓国俳優陣による圧倒的リアリティで描いた物語になります。
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：刑事カン・ソンジン（ソン・ヒョンジュ）は足の不自由な息子と、内職をしている妻と共になんと
か幸せな毎日を送っていた。ある日、大統領直属の情報機関である国家安全企画部の室長ギュナム（チャン・
ヒョク）から、連続殺人事件の犯人の裏付け捜査を命じられる。捜査を進めるうちに、ソンジンはその男が犯
人に仕立て上げられていることに気付く……。連続殺人犯逮捕のニュースは国民の目を欺くためにギュナムが
仕掛けた完全な捏造だったのだ。多額の報酬、そして息子への治療への援助と引き換えに、ソンジンに捏造捜
査の続行を命じるギュナム。一方、捜査に疑いの目を向けるジェジンは、国家安全企画部の陰謀を暴くべく、
妨害を受けながらも取材を続けるのだが…。

「ありふれた悪事」（2016 年／韓国／ 121 分）
配給：クロックワークス
監督：キム・ボンハン
主演：ソン・ヒョンジュ、チャン・ヒョク
キム・サンホ、ラ・ミラン ほか
上映時間：
2/10(土) 1３:２0
2/1１
（日）
〜１６
（金）
10:３0
2/17
（土）
〜23
（金）
13:20
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
©2016 TRINITY ENTERTAINMENT CO., LTD. All Rights Reserved

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
「 幸 福 は 日 々 の 中 に 。」
「普通」という曖昧な海を泳いでいるみんなへ。
改めて自らを見つめ直す 73 分。

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、「幸福は日々の中に。」を上映する運びとなりました。
本作品は、鹿児島市吉野町にある知的障害者施設しょうぶ学園を題材にしたドキュメンタリーになります。
監督を務める、『島の色 静かな声』などの茂木綾子と『ステップ・アクロス・ザ・ボーダー』などのヴェル
ナー・ペンツェルは、友人に誘われ、知的障害者施設しょうぶ学園に通う障害者たちと施設従業員によるバン
ド otto & orabu の演奏を見ます。大きな疑問符を見る者の心に投げかけ、潜在意識に強く響く、不揃いで
不可解、けれども楽しげで爆発するようなその音楽を体験したことから今回の作品は始まりました。監督二人
は鹿児島へ何度も通い、外から訪ねる人の目線ではなく、障がいを持つ彼らのあたり前の目線を見つめながら
しょうぶ学園の世界の中に少しずつ融け込み、カメラを回し続けて行きました。園生が楽器を弾き、叩き、叫
ぶ otto＆orabu、ひたすら布と糸と遊ぶ nui project、そして魅力に溢れた多様なクラフトワーク。美しい園
内には、アトリエに加えて、カフェレストラン、ベーカリー、蕎麦屋が点在し、今日も園外からのお客様が引
きも切らない。ここには、これまで私たちが見たことがない風景が広がっていました。
きれい事ではすまされない福祉事業の運営において、しょうぶ学園が取り組んできた活動は、今を生きる私
たちにさまざまな問いを投げ掛けます。本作品を通して、見えざる福祉の現場、障害のある人々、そしてそれ
を支える人々について少しでも身近に考える機会となりましたら幸いです。
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。上映初日には、鹿児島しょうぶ学園の施設長である福森伸氏をお迎えし、トークイベントを開催いたしま
す。ぜひ、こちらもご取材のご検討をいただ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。

「幸福は日々の中に。」
（2015 年／日本／ 73 分 )
配給：silent voice
監督：茂木綾子、ベルナー・ペンツェル
上映時間：
2/10(土) 17:２5
2/1１
（日）
〜１６
（金）
15:05
2/17
（土）
〜23
（金）
15:40
会場：KAVC シアター
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

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

2017.12.27

KAVC CINEMA
「動いている庭」
「できるだけあわせて、なるべく逆らわない」

フランスを代表する庭師ジル・クレマン民族誌的ドキュメンタリー
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、「動いている庭」を上映する運びとなりました。
フランスを代表する庭師ジル・クレマンが提唱した「動いている庭」。本作はこの庭の基音をなす「できる
だけあわせて、なるべく逆らわない」という言葉にそってクレマンと彼の庭が語りかけるものを切りとった民
族誌的ドキュメンタリーになります。
パリで行われた展覧会「惑星という庭」で 30 万人を魅了したフランスの庭師ジル・クレマン。彼は、パリ
のアンドレ・シトロエン公園の庭やケ・ブランリー美術館の庭をつくったことで知られ、同時に、その背景に
ある思想が注目を浴びてきました。できるだけあわせて、なるべく逆らわない― これは、クレマンの庭師と
しての基本的な態度になります。草や木が自然の遷移の作用として移動し、その移動のダイナミズムの中で庭
が構成されていく。それは自然なのか、文化なのか ? 自然に寄り添い、かたちづくられ、変化し続ける庭は、
従来の自然と文化 を截然と切り離す二分法に基づく思考の再構成を促すものになります。
また、多様性に富んだ庭もさることながら、自ら建てた家に太陽光発電を設置し無駄に電気を使用しないこ
とや、自宅の畑で採れた野菜で食事をすることなど、彼の生き方には多くの学びが溢れていました。
日本各地を視察するクレマンの中心となる案内人は、彼の著作『動いている庭』を翻訳した庭師の山内朋樹
と日本庭園を研究するエマニュエル・マレス。果たして、彼は日本の自然や文化に何を見出すのでしょうか。
本作を通し、人や自然、そして地球に生きる私たちの生への一つの考え方をご紹介する機会になれば幸いです。
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。何卒宜しくお願い致します。

「動いている庭」

（2016 年 / 日本・フランス／ 85 分 )
配給：ボタニカルスタジオ
監督：澤崎 賢一
主演：ジル・クレマン、山内 朋樹 ほか
上映時間：
2/10(土) 15:40、
2/1１
（日）
〜１６
（金）
16:40
2/17
（土）
〜23
（金）
17:10
会場：KAVC シアター
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
〒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

2017.12.27

KAVC CINEMA
「汚れたダイヤモンド」
「ギリシャ悲劇」『ハムレット』から、『汚れたダイヤモンド』へ――。
永遠の “父と息子” の物語は、この映画により次のステージへ。

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、「汚れたダイヤモンド」を上映する運びとなりました。
本作品は 2016 年のフランス映画界で最も傑出した才能の出現として話題になったアルチュール・アラリ
監督によるフィルム･ノワールになります。監督のアルチュール・アラリは、本作において、フランス映画批
評家協会・新人監督賞、リュミエール学院が主宰するジャック・ドレー（推理映画）賞、ボーヌ国際探偵映画
祭・審査員賞およびクロード・シャブロル賞を受賞。主演のニールス・シュネデールは、本作でフランス映画
アカデミー・セザール新人男優賞を獲得。また強盗の参謀役ラシッドを演じ、本作出演後に亡くなったアブデ
ル・アフェド・ベノトマン（映画の冒頭で献辞を捧げられている）は、実際 “元服役囚” であり、現代を代表
するフランスのノワール作家になります。
監督自らがシェークスピアの『ハムレット』を下敷きにしたと語っているように、本作には＜父と息子＞と
いう永遠のテーマが通奏低音のように流れています。映画は、まったく意想外な展開を示しながら、単なる犯
罪映画の枠を超え大いなる世界への導きを許す、複雑なラストへと向かって行きます。
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。
あらすじ：フランス、パリ。強盗に明け暮れるピエールは、15 歳から音信不通だった父が死んだことを突然
知らされる。アントワープのダイヤモンド商家生まれの父は、ダイヤの研磨作業中に不慮の事故で手先を失い、
その後精神を病み、家族の前からも姿を消し、野垂れ死んだのだ。それを知らされたピエールは、生家から追
放された父の過去とみじめな最期に、父の兄ジョゼフを長とする一族への復讐と、ダイヤの強盗を誓う。舞台
はパリから、ベルギーのアントワープへ。しかし生まれて初めてダイヤモンドに触れたピエールは、自分の体
内に流れる、父から受け継いだ血が騒ぎだすのを感じるのだった。そしてそれは、悲劇への序章でもあった――。

「汚れたダイヤモンド」
（2016 年 / フランス・ベルギー／ 115 分 )
配給：エタンチェ
監督：アルチュール・アラリ
主演：ニールス・シュネデール
アウグスト・ディール ほか
上映時間：
2/1１
（日）
〜１６
（金）
1２:５0
2/17
（土）
〜23
（金）
1８:55
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

© LFP‐Les Films Pelléas / Savage Film / Frakas Productions / France 2 cinéma / Jouror Productions

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

