
開催概要

▶ TSUTAYA，ゲオなど全国のビデオレンタル店で「3.11コーナー」展開中！
▶ クラウドファンディングにて運営資金の支援を募集中！

▶ 全国各地のサテライト会場で同時開催！

関係者各位

第4回 3.11 映画祭
見えないものをみる力

映画を通じて全国がつながる！　未来の選択肢を共有する上映プロジェクト

［ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ］
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14　　TEL: 03-6803-2441 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（担当: 伊多波）　URL: http://www.3331.jp

2017年 2 月吉日

PRESS RELEASE

この度、ソーシャルクリエイティブ・プラットフォーム わわプロジェクト（事務局：一般社団法人非営利芸術活動団体
コマンドN）では、日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合とともに、3月11日～12日の2日間を中心に、
メイン会場のアーツ千代田 3331ほか、全国のサテライト会場にて「第4回 3.11映画祭 見えないものをみる力」を
開催いたします。本催事は映画祭の枠を越え、全国の連携団体とともに、映画を通じて人々のアクションをつなげる
活動です。各会場では、作品が映し出す3.11後からの現実や、投げかける問いを共有し、自身をとりまく現実や社会
のことを家族・友人・大切な人と話すきっかけをつくります。東日本大震災発生から丸6年、その後の今を生きる私たち
だからこそイメージできるさまざまなものを、映画やイベントを通じて多くの方と共有する機会となれば幸いです。

［東京会場］主催：わわプロジェクト（事務局：一般社団法人非営利芸術活動団体コマンドN）／共催：日本コンパクトディスク・ビデオ
レンタル商業組合／協賛：中外製薬株式会社／助成：Yahoo!基金／後援：復興庁、千代田区、千代田区観光協会／協力：アーツ千代田 
3331、株式会社キネマ旬報社、アーバンキャンプトーキョー実行委員会、ストリートメディア株式会社、東京ドイツ文化センター

□催事名：第4回 3.11映画祭
□会　場：アーツ千代田 3331（メイン会場）ほか全国のサテライト会場
□会　期：2017年3月11日（土）～12（日）　＊サテライト会場は会期外の開催もあり
　　　　 ＊復興リーダー インタビュー映像展示は3月10日（金）～26（日） ＊「3＋1」トークは3月19日（日）
□チケット：1,000～1,500円（内容により異なる。詳しくはウェブサイトをご覧ください）
□ウェブサイト：http://311movie.wawa.or.jp/



＊最新情報はウェブサイトにて随時更新中

共催の日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合のネットワークと、自主連携団体がサテライト会場として参加。
それぞれが3.11と真摯に向き合い、作品のチョイスから運営までを担っています。

［サテライト会場 一例］
3/2,5,11 兵庫　　ショックドクトリン、ほか 会場：元町映画館
3/4 和歌山　太陽の蓋 会場：TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店

大阪　　大地を受け継ぐ3/4 会場：梅田 蔦屋書店　4th ラウンジ
大阪　　ハルを探して、ほか3/4～31 会場：シアターセブン

3/8～21 広島　　いのちのかたち / SHARING 会場：横川シネマ

3/11～31 大阪　　太陽の蓋 会場：シネ・ヌーヴォＸ
3/11～16 兵庫　　その街のこども　劇場版 会場：塚口サンサン劇場

3/11 兵庫　　未来をなぞる 写真家・畠山直哉 会場：豊岡劇場
3/11 福岡　　JUST GO ON 会場：福岡市男女共同参画推進センター　アミカスホール

3/12 北海道　太陽の蓋 会場：わくわくホリデーホール（札幌市民ホール）第１会議室
3/13 北海道　太陽の蓋 会場：ばーどらんど（江別市大麻銀座商店街）

3/11 鳥取　　太陽の蓋 会場：ガイナックスシアター　ホールベティ
3/11 徳島　　太陽の蓋 会場：北島町創生ホール ハイビジョンシアター
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東京会場（アーツ千代田 3331）上映作品 ★ は関連トークあり。

［ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ］
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14　　TEL: 03-6803-2441 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（担当: 伊多波）　URL: http://www.3331.jp

全国サテライト会場 開催情報

日程：3月12日（日）
会場：2F体育館
料金：1,000円（トークなし）、1,500円（トークあり）（前売り券発売はPeatixにて2月中旬予定。詳細はウェブサイトまで）

14:50～
日本と再生 光と風のギガワット作戦
（制作・監督：河合弘之／2017年／約100分）
★鈴木悌介（鈴廣）×鎌仲ひとみ（映画監督）

©Ｋプロジェクト

17:20～
小さき声のカノンー選択する人々
（監督：鎌仲ひとみ／2014年／119分） 

©ぶんぶんフィルムズ 21:10～
フクシマ・モナムール
（監督：ドリス・デリエ／2016年／108分）

©Matthias Bothor, Majestic

10:00～
太陽の蓋
（監督：佐藤太／2016年／130分）

©「太陽の蓋」プロジェクト
　/Tachibana Tamiyoshi 12:30～

大地を受け継ぐ
（監督：井上淳一／2015年／86分）
★井上淳一（監督） 

©「大地を受け継ぐ」製作運動体

19:40～
NOddIN映像作品オムニバス
（NOddIN）
★丹下紘希（映像作家）＋NOddINメンバー　



［ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ］
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14　　TEL: 03-6803-2441 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（担当: 伊多波）　URL: http://www.3331.jp
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■  2/27（月）3.11 映画祭 プレ・トーク～「3.11」というジャンルと自主上映のこれから～

□トークゲスト
鎌仲ひとみ（『小さき声のカノン』監督）
大高健志   （Motion Gallery代表）
映画監督・鎌仲ひとみ氏と、クラウドファンディングサイト Motion Gallery代表・大高健志氏を招き、震災から6年が経ち、
いまだ多くの作品を生む「3.11」について、また自主上映を取り巻く状況や未来について考えます。
現在の視点から見た「3.11映画」についてのさまざまな想いや考察を伺います。また多くの「3.11映画」が毎年全国で自主上映
されていることに関して、自作の自主上映を積極的におこなう鎌仲ひとみ監督と、今春始動する自主上映サービス「popcorn」
に関わる大高健志氏から、自主上映をとりまく状況やこれからの未来について伺います。

日時：2/27（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：1Fラウンジ
料金：1,000円（購入方法等、詳細はウェブサイトをご確認ください）

東京会場（アーツ千代田 3331）関連イベント　

■ その他 関連イベント

3 .11の東日本震災直後から現在までの想いを7名の復興リーダーが語るインタビュー映像を展示します。
42インチの大型モニタにより等身大で映し出された彼らと向き合い、あの日から現在にいたるまでの道程と、
これからの見通しについて考える機会となります。 ※入場無料

地域の住民、企業、行政の関係者が参加し、カードゲーム形式の防災教材「クロスロード」に取り組みます。
これは災害を自分の身に引き寄せて考えると同時に、他者の様々な考えを知ることができるゲームです。
※本企画は、主に千代田区地域の方の限定参加の実施です。

3.11映画祭関連企画「復興リーダー インタビュー映像展示」
12:00～19:00 @3331ギャラリー

防災ワークショップ  災害対応カードゲーム「クロスロード」
12:30-14:30 @1Fコミュニティスペース  

3.10～26

3.11

日時：3/12（日）11:00～18:00
会場：1Fコミュニティスペース
入場料：無料

■ 3/12（日） 三三三市×3.11映画祭マーケット

アーツ千代田3331によるマーケット「三三三市」と「3.11映画祭」による、
この日限りのイベントです。東日本震災復興支援に関連した商品に限ら
ず、持続可能な活動を行っている団体による展示販売も行われます。

日時：3/11（土）12:00～チェックイン、～翌12:00チェックアウト
会場：屋上
宿泊料：大人（中学生以上）1,500円、小学生500円 ※予約はwebにて

■ 3/11（土）～12（日） アーバンキャンプトーキョーvol.5 

まちに泊まり、まちの魅力を楽しみつくす体験「アーバンキャンプvo.5
」をアーツ千代田 3331屋上で開催！ワークショップでは地域の価値から
災害時のコミュニティーについて考える「アーバン喫茶」をオープン。



共催の日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合の加盟店舗にて、3.11映画祭のコンセプトに沿って
セレクトされた映画作品をご紹介しています。家族や友人と自宅で鑑賞し、「記憶・記録の再認識」「生きる
喜び・希望」「家族の絆」など様々なテーマについて、身近な人と話してみませんか。１年に1度の「3.11」とい
う日を、大切なことを見つめ直し、言葉にする日とするための取り組みです。

『3.11映画祭』DVDレンタルコーナー展開

【展開店舗】SHIBUYA TSUTAYA / TSUTAYA東陽町店/TSUTAYA瑞江店/TSUTAYA青戸店/TSUTAYA千葉寺店/TSUTAYA
柏駅前店/TSUTAYA松戸駅前店/TSUTAYA川崎駅前店/TSUTAYA金沢店/TSUTAYA EBISUBASHI/TSUTAYA
三宮店/TSUTAYA安芸府中店/TSUTAYA北島店/ゲオひばりヶ丘店/ゲオ田無北原店/ゲオ江戸川店/ゲオ綾瀬店/
ゲオ町屋店/ゲオボート店/ゲオ鹿浜店/ゲオ板橋本町店/ゲオ船堀店/ゲオ都立家政店/ゲオ北新宿店/ゲオ葛西店
/ゲオ田無駅前店/ドラマ下北沢レンタル店/フタバ図書 GIGA大宮店/チャーリーブラウン/アリオン皆生店、
他全国のビデオレンタル店

【取り扱い作品】（＊店舗によって取り扱いがない場合もございます）
その街のこども　劇場版／阪神・淡路大震災から１５年　神戸新聞の７日間～命と向き合った被災記者たちの闘い～
／遺体 明日への十日間／救いたい／朝日のあたる家／太陽の蓋／ＧＯＤＺＩＬＬＡ ゴジラ(2014)／地震列島／復活の日
／海難1890／風立ちぬ／家路／東京家族／ハドソン川の奇跡／チリ33人　希望の奇跡／オデッセイ／ボルケーノ／
ザ・ウェイブ／再会の街で／リメンバー・ミー／インターステラー／唐山大地震／ヒアアフター／ものすごくうるさくて、
ありえないほど近い／インポッシブル

SHIBUYA TSUTAYAほか、 TSUTAYA、ゲオなどの全国のビデオレンタル店にて
「3.11映画祭 コーナー」店頭展開！

東京会場（アーツ千代田 3331）関連イベント　

［ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ］
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14　　TEL: 03-6803-2441 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（担当: 伊多波）　URL: http://www.3331.jp
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■ 3/19（日）3.11映画祭 アフタートーク
　   「3＋1」トークイベント～次代の再生に向けて～

日時：3/19（日）時間未定
会場：1Fコミュニティスペース
入場料：1,500円
※前売り券販売開始は2 月中旬予定。
詳細はウェブサイトをご確認ください

□トークゲスト
鎌仲ひとみ（『小さき声のカノン』監督）
舩橋　淳　  （『フタバから遠く離れて』監督）
河合弘之　  （『日本と再生』監督）
＋特別ゲスト ※近日中にウェブサイトにて公開します。

昨年の3.11映画祭でスタートした「3＋1（サンタスイチ）」。原発、地域格差、米軍基地、貧困、差別など多くの矛盾を抱えたまま、
3.11以前も、3.11以後の今も、状況は変わっていないどころか慢性化しつつある日本の現状に、映画を通して警笛を鳴らす映画監督
3人が組んで活動を始めました。一人一人の問題意識【＋１】を持ち寄り集う広場を作りたい、という願いを込め名付けられた
「３＋１（サンタスイチ）」という活動。今回は河合弘之監督による新作で、日本全国と世界各地を巡り自然エネルギーの「今」
を映し出す『日本と再生』を中心にトークを実施します。

震災から６年が経ち、元に戻る再生ではなく、新しい未来を作り出す「再生」について、
一人一人にとって本当の意味での再生することの意味を一緒に考えたい。（鎌仲ひとみ）


