
関係者各位

第3回 3.11 映画祭
3.11 Film Festival

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: 岡田、伊多波）　URL:http://311movie.wawa.or.jp

2016 年 2 月15日

PRESS RELEASE

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！リターンはフリーパス券、3回券など

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～14日の4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3回 3.11映画祭」を開催いたします。本催事は映画祭
の枠を越え、映画を通じて人々 のアクションをつなげる活動です。全国の連携団体とともに、各会場で、作品がうつし出
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・大切な人と話すキッカケ
をつくります。東日本大震災発生から丸5年、「あの日」からの世界はまだ始まったばかりです。その後の今を生きる
私たちだからこそイメージできる様 な々「未来の選択肢」を、映画を通じて多くの方と共有する機会となれば幸いです。

□催事名： 第3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： 2016年3月11日（金）～14（月） ＊3月8日（火）プレトーク開催　 
     （サテライト会場は会期外の開催もあり）

□料　金： 会場により異なります。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
□公式サイト：http://311movie.wawa.or.jp
［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：芸術文化振興基金／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、アカリトライブ実行委員会、大地を守る会／100 万人のキャンドルナイト、アーバンキャンプトーキョー実行委員会、認定NPO 法人環境エネルギー
政策研究所、てつがくカフェ＠せんだい× とうきょう、NPO法人 グリーンズ、ストリートメディア株式会社、イオンエンターテイメント株式会社

▶ 全国のサテライト会場約30カ所で同時開催！
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［ 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: 岡田、伊多波）　URL:http://311movie.wawa.or.jp

前売券発売中

［サテライト会場 一例］

＊最新情報はウェブサイトにて随時更新中

 

春よこい ～熊と蜂蜜とアキオさん～ ★　     監督：安孫子 亘／2015年／65分

水と風と生きものと 中村桂子・生命誌を紡ぐ★　 　監督：藤原道夫／2015年／119分
うみやまあひだ ～伊勢神宮の森から響くメッセージ～ ★ 監督：宮澤正明／2014年／79分

人の望みの喜びよ　監督：杉田真一／2014年／85分
さようなら★ 　　  監督：深田晃司／2015年／112分

正しく生きる  ★　　監督：福岡芳穂／2015年／108分

 

日本と原発 ４年後★ 監督：河合浩之／2015年／138分

パワー・トゥ・ザ・ピープル  監督：サビーヌ・ルッペ・バッカー／2012年／49分

種まきうさぎ フクシマに向き合う青春　  監督：森 康行／2015年／87分 　

小さき声のカノン ―選択する人々 ★　
フタバから遠く離れて 3.11映画祭特別版　★ 

東京会場（アーツ千代田 3331）上映作品一覧

全国サテライト会場 開催情報

抱く「HUG」 ★ 

首相官邸の前で ★ 監督：小熊英二／2015年／109分　　
新地町の漁師たち★ 監督：山田 徹／2016年／93分　

波のした、土のうえ ★ 監督：小森はるか＋瀬尾夏美／2014年／67分

広河 隆一 人間の戦場 ★ 監督：長谷川三郎／2015年／98分

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。

～グローバルからローカルへ～

監督：海南友子／2015年／69分

監督：鎌仲ひとみ／2014年／119分
監督：船橋 淳／2016年／180分

★はアフタートーク
   関連イベントあり

メイン会場は4つのキーワードで3.11から未来を問う全16作品を上映。アフタートーク、関連イベントも充実の4日間。

3/5 　  愛媛  「3月11日を生きて～石巻・門脇小・人びと・ことば」    会場：松山市総合コミュニティセンター
3/10       東京吉祥寺　「波伝谷に生きる人びと」   　会場：武蔵野スイングホール 
3/11　　　　徳島 「お母さん、いい加減あなたの顔は忘れてしまいました」 　会場：北島町立図書館・創世ホール
3/11　　　　大阪             「うみやまあひだ」      会場：梅田 蔦屋書店
3/11　　　　福岡 「お母さん、いい加減あなたの顔は忘れてしまいました」　会場：福岡アジア美術館 あじびホール
3/11　　　　名古屋          「LIGHT UP NIPPON」   　会場：東桜会館
3/11-12・19-25  福島             「波のした、土のうえ」ほか   　会場：フォーラム福島、ギャラリー・オフグリッド
3/12-13　  　福島須賀川 「フクシマ後の世界」ほか    　会場：銀河のほとり
3/12　　　　北海道 「日本と原発 4年後」    　会場：札幌エルプラザ　大ホール
3/12　　　　埼玉             「犬と猫と人間と２」   　会場：にいざほっとぷらざ
3/12　　　　東京大田区 「１/１０ Fukushimaをきいてみる ２０１５年」　  会場：石巻マルシェ
3/12　　　　岐阜             「LIGHT UP NIPPON」       会場：可児市文化創造センターala
3/12　　　　福岡久留米「LIVE!LOVE!SING! 生きて愛して歌うこと 劇場版」  会場：あんカフェみずま店
3/13　　　　藤沢             「わたしの、終わらない旅」      会場：さかな屋キネマ



2016 年 2 月15日東京会場（アーツ千代田 3331）関連イベント

『3.11映画祭」DVDレンタルコーナー展開

［ 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
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3.11

マーケット
『わわや × 三三三市』

3.13
 
3.11

■ その他 関連イベント 
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3.10   green drinks Tokyo @3331
「防災とソーシャルデザイン」

地域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」

3.11 the LOW-ATUS × ISEP エネルギー
デモクラシー トーク＆ライブ

3.13

3.11 シネマてつがくカフェ＠
せんだい×とうきょうin3.11映画祭

3.143.113.13
 

3.13
 

ミニ太陽光発電システム組立て
ワークショップ

3.11

■　
  3.11 映画祭 プレ・トーク
『 3 + 1 』キックオフイベント ～話そう、6年目の選択～

）場開03:81（ 00:12～00:91 )火( 8/3

［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）

（『日本と原発』監督）   之弘合河
  ＆特別ゲスト ※後日ウェブサイトにて発表

世界500都市以上で開催されているgreen 
drinks。年齢や職業の垣根を越え人の思いを
つなぐ出会いの場でアイデアをつなげよう。

災害時における難しい判断状況を想定した
グループカードゲーム。地域社会で防災問題
をアクティブにとらえる取組み。

オーガニックコーヒーや海産物加工品など、東日
本大震災の復興に関連した展示・販売やサステ
ナブルな活動を行っている団体が出店します。

エネルギーシフトは自宅から！3～4時間で
完成し自宅で使える「ミニ太陽光発電システム
」組立てワーショップ。

映画を観た感想から浮き上がるテーマを参加
者同志の対話を通じて掘り下げます。
上映作品：『波のした、土のうえ』

■ /12（土）～13（日）*1泊3
アーバンキャンプトーキョーvol.3 
in アーツ千代田 3331

飯田哲也（ISEP）、佐藤彌右衛門（会津電力）
のトークとLOW-ATUSによるエネルギー
デモクラシーをテーマにしたトーク＆ライブ

前売券発売中

まちに泊まり、まちの魅力を楽しみつくす、かつてない
体験「アーバンキャンプvo.3」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
ミュニティーついて考え、それぞれの「アーバン喫茶店」
をオープンします。

 

   

SHIBUYA TSUTAYAほか、 TSUTAYA、ゲオなどの全国のビデオレンタル
ショップで「3.11映画祭 コーナー」店頭展開中！

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レンタルDVDショップでご紹介しています。家族や友人と自宅で鑑賞し、
防災やエネルギー問題、コミュニティ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
一度やってくる「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。

［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／100,000年後の安全／遺体 明日への十日間／家路／救いたい／神戸在住／無知の
知／ナオトひとりっきり Alone in Fukushima／唐山大地震／東京家族／風立ちぬ／ものすごくうるさくて
、ありえないほど近い／再会の街で／リメンバー・ミー／インポッシブル／ヒアアフター

多様なテーマを投げかける関連イベントを連日開催。プレトークをはじめ、ライブやマーケットなど見どころ満載です。


