
・タイムテーブル

(時間は多少前後することがあります)

11月 28日 (土 )

17:00～ 19:00

実行委員厳選作品口作品お選びくださもり

ペイ・ フォワー ドノ可能の王国

トンマッコルヘようこそ

映画好きが選ぶ :オススメの 1作

21:00～ 23:00

招待ゲス ト特別作品

虹の女神～Rainbow Song～

23:15-0:15

ゲス トトークショー

虹の女神 Rainbow Song監督 熊澤尚人氏

0:30～2:30

自主制作ショー トフイルム

コンペティション (前半)

2:40～ 3:40

クイズ☆ヒガシヒロシネマ

3:50～ 5:50

自主制作ショー トフイルム

コンペテイション(後半、審査発表 )

11月 29日 (日 )

21:00～ 23:00

実行委員厳選作品

“

作品お選びください)

ペイ 0フ ォワードノ可能の王国

トンマッコルヘようこそ

映画好きが選ぶ !オススメの 1作

*正式なタイムテーブルは 11月 21日に

ホームページにて掲載予定です

・ チ ケ ッ ト販 売

フジグラン東広島インフォメーションカウンター、広島大学生協で販売。

ホームページからもご購入できます。

・メインチケツト1500円

招待ゲス ト特別作品 。トークショー 。実行委員厳選作品 1作品(28日・

29日 )に有効

。チケット1000円

実行委員厳選作品 1作品(29日のみ)に 有効

実行委員厳選作品はお好みの作品をご覧ください。

特典

T。 ジョイ東広島で鑑賞券を購入の際に、映画祭のチケットをカウンター

に提示していただくと、映画の鑑賞料金を 1000円 に割引致します。

*割引適応は、メインチケット購入の方は 3回 (1月 31日 まで)、 チケッ

ト購入の方は 1回 (12月 31日 まで)です。

・ ホームページでの購入方法

当ホームページ指定のフォームヘ必要事項を記入しお申し込みください。

ホームページ http:〃 home.h� oshima‐ u.acjpノ■imfesノ

・ 留意点

映画の上映とトークショーにつきましては、全席指定席となつております。

当日は会場が混雑する可能性がございますので、お早めに受付(T。 ジョイ

東広島館内の専用ブース)に て座席指定を行つてください。座席指定は 11

月 1日 よリホームページでも出来ます。尚実行委員厳選作品において、希

望作品の座席が満席の場合は他の作品に回つて頂く可能性がごぜいます。

予めご了承ください。

T。 ジョイ東広島でご購入された飲食物以外は、持ち込みをお断りします。

・会場へのご案内

内 C      Tジ
ョイ東広島

2009年

11月 28日 (土)17:00～ 29日 (日 )6:00

11月 29日 (日 )21:00～ 23:00

会場 :T・ ジョイ東広島

主催/東広島映画祭実行委員会

後援ノ東広島市 。東広島市教育委員会 。(社)東広島市観光協会 。

KAMONケーブルテレビ。東広島リビング新聞社・ プレスネット・

フジグラン東広島

協力/Tジョイ東広島 。広島大学地域連携センター

お問い合わせノ東広島映画祭実行委員会

〒739-8524広 島県東広島市鏡山 1‐ 1‐1広島大学地域連携センター気付

ホームページアドレス httpプ/home.hiroshima‐ u.acjpノ

“

imfes/

メールアドレス ■Imfes@hiroshima― u.acJp

國¨
鋼摯晰,裁じ11

東広島市西条町御園宇 4405

フジグラン東広島 SC 3F

Tel:082-493‐ 6781

JR西条駅から車で約 15分

Ｎ①

“̈　̈助

東広島映画祭



第 3回東広島映画祭開催決定 :

はじめに

秋も深まつてきたこの頃皆さんいかがお過ごしでし

ょうか ?

今年も東広島映画祭を開催することが決定しました。

当映画祭は、広島大学学生が中心となり、映画館関係

者・地域の方々と協力しながら、企画から運営までを

行つております。

前回・前々回の映画祭は、共にご好評を得ることがで

きました。今回の映画祭は、今まで以上に素晴らしい

ものを目指しています。

今年はゲス トに「おと・な 0り 」「ニライカナイから

の手紙」の熊澤尚人監督をお迎えし、監督の トークシ

ョー及び監督作品「虹の女神～Rainbow Song～ 」、映

画祭実行委員が厳選した映画 2作品、映画好きが選ぶ

オススメ映画 1作品の上映を行います。さらに、自主

制作ショートフイルムコンペテイション、豪華商品が

当たるクイズ大会「クイズ☆ヒガシヒロシネマ」を企

画しています。

映画祭実行―同開催にむけて一生懸命準備しておリ

ますので、皆さんぜひご来場下さい。

東広島映画祭実行委員―同

(C)2006「虹の女神」製作委員会

監督 :熊澤尚人

キャスト:市原隼人、上野樹里、

蒼丼優、佐々木蔵之介、相田翔子

あらすじ

映像制作会社に入社したての岸田

智也は、 ドジな性格が災いして上

司の罵声を浴びる毎日を送つてい

た。そんなある日、智也の大学時

代の親友、佐藤あおいが、アメリ

カで命を落としてしまう。智也は

あおいの家族を空港まで送るが、

日の不自由な妹のかなが渡米しな

いと言い出す。

第 3回東広島映画祭ラインナ ップ

・招待ゲス ト特別作品

「虹の女神～Rainbow Song～」

・実行委員厳選作品

“

作品お選びくださし
"「ペイ・ フォワードノ可能の王国」

あらすじ

中学 1年のクラスで社会科教師が

「もし君が世界を変えたいと思つ

たら何をするか」と問いかける。

トレバーが考えたアイデアは理想

論的ではあつたが、その小さな試

(C)2000 Warner Bros.   みに秘められた大きな優 しさは、

A‖ Rights ReseⅣed    ぃっしか全米中に広がつていく。

監督:ミ ミ・ レダー

キヤス ト:ハーレイ 。ジョエル 。オスメント、

ケビン・スペイシー、ヘレン・ハント

「トンマッコルヘようこそ」

あらすじ

朝鮮戦争が激しさを増す 1950年。

戦争を知らない トンマッコルとい

う村があつた。ある日、村に 3組

の客がやつてきた。飛行機と落ち

てきたアメリカ軍兵士。ヘルメッ

(C)2005 Showbox/Medh口 ex hC・  卜を被つた韓国軍兵士たち。韓回

監督 :パク・ クァンヒョン    と対立する人民軍兵士たち。最初

キャス ト:シン・ハギユン、   のうちは敵対していたが、村に親

チョン。ジエヨン、カン・ヘジヨン  しむうちに友情が芽生えていく。

「映画好きが選ぶ :オススメの 1作」

映画好きのアンケートに基づいて、1作品を厳選

作品は 11月 14日にホームページにて発表する予定です

・クイズ☆ヒガシヒロシネマ

正解者には豪華商品 :

映画や東広島にまつわるクイズを出題します

・ゲストトークショー

虹の女神～Rainbow Song～ 監督  熊澤尚人氏

くプロフィール>

名古屋市出身。ポニーキャニオンで

『スワロウテイル』『リング』等のプ

ロデュースに携わる傍ら、自主映画の

監督で 94年『リ ベらる』が PFFに

入選。退社後、04年『Tokyo Noir』

でポル ト国際映画祭最優秀監督賞を

受賞。

く代表作品>

『おと。な。り』『虹の女神 ～Rainbow

Song～』『親指さがし』

『ニライカナイからの手紙』『雨の翼』

・ 自主制作ショー トフイルムコンペテイション

全国各地から自主制作映画を募集し、 映画祭実行委員 。審査員・観客の

みなさんの投票、審査によつて優秀な作品を決定します。

見事、最優秀賞を勝ち取つた作品には賞金 10万円贈呈 :


