夏の3大イベント特集

〜感動作から衝撃作まで、いち早く上映〜
世界75の国と地域から集まった993の応募作の中から感動作、話題作、衝撃作を集め
た日本未公開の長編12作品と、フレッシュな魅力たっぷりの短編12作品を厳選。長編
部門は各国から集まった国際審査員が、短編部門は俳優の高嶋政伸さんが審査委員長
として審査します。最終日27日
（日）
の授賞式で各賞が発表されます。果たして今年は、
どの作品がグランプリに!

長編作品
キャプテン アブ・ラエド

Waiting for The Sun

7.20（日）11:30
7.23（水）14:30

7.21（祝）11:00
7.25（金）18:30

7.22（火）12:00
7.26（土）17:00

子どもたちに伝えたい……本当
の優しさとは何かを問いかける
ヨルダン発の感動作。

映画を愛してやまない全ての
人へ 。奈良橋陽子監督が映画
製作の裏側を描く痛快ストーリー!

不思議な少年ガブリエルに惹か
れるバイオリン奏者サラ。スペ
イン発の美しいラブストーリー。

戦禍の下で

幸せのアレンジ

リノ

7.20（日）14:00
7.22（火）19:10

7.21（祝）14:00
7.23（水）12:00

7.22（火）15:00
7.26（土）11:00

戦下で行方不明の息子を必死に
探す母…。 2006年の レバノ
ン侵攻 をリアルに描いた力作。

ユダヤ教徒のローチェルとイス
ラム教徒のナシーラ、異教徒の
二人が育む友情と幸せの物語。

50歳の男と2歳のリノ。本当の
親子でない二人が織りなすハ
ートウォーミングストーリー。

エゴイスト

ザ・クラス

囲碁王とその息子

7.20（日）14:30
7.22（火）17:30

7.21（祝）17:00
7.25（金）15:00

7.24（木）14:30
7.26（土）17:30

エイズ患者のために奔走し、自
分を エゴイスト と呼ぶあるス
イス人女性のドキュメンタリー。

どこの国でも起こりうる 暴力
や いじめ をテーマに挑んだ、
エストニアの衝撃作。

囲碁が大好きな父親と父を支
える息子。家族愛を温かくコミ
カルに描いた中国作品。

ガブリエルが聴こえる

〜天気待ち〜

狡 York Street Productions International Ltd.

こだま

赤い蟻

記憶の谺

コンクリート・ピロウ

7.20（日）17:00
7.25（金）12:00

7.21（祝）17:30
7.25（金）11:30

7.24（木）12:00
7.26（土）14:00

父との関係に悩む少女と叔母と
の関係に悩む青年。心に響く、
二人の自己再生の物語。

息子と楽しく過ごすはずの休日
が悪夢に一変。デンマーク発の
傑作サイコサスペンス。

変わらぬはずの家族が次第に
崩壊していく……。時代を特異
の視点で描いたトルコ映画。

短編作品
短編1

特集上映

7.20（日）11:00 7.24（木）15:00

短編3

狡 SOMNIA ARS

Fatih Haciosmanoglu 狡 2007

7.21（祝）11:30〜

7.20（日）17:30 7.22（火）14:30

6月4日

覗

経験に縛られ、純粋ではいられ
ない44歳。独身女性の不安や
迷いを等身大で描くストーリー。

その時ふと女がこちらを見たよ
うな気がした─。のぞき見的な
快感が恐怖に変わる時。
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狡 2008 The Pygos Group

アタシヲ産んだアイツ

大地を叩く女

互いの愛情を求めながらも憎
みあい傷つけあってしまう……
そんな家族の再生物語。

色褪せた日常の中で、色鮮やか
な妄想を描きながら生きる千春。
彼女をリズムが解き放つ!

子どもだって楽しんじゃおう!
どん底の二歩くらい手前

シュアー

「死ぬんだったら家の鍵くれな
い?」女子高生と売れない小説
家の奇想天外なストーリー。

過去の自分は今の自分を認め
てくれるだろうか。夢を持つ全
ての人へ。

短編2 7.21（祝）14:30

7.24（木）11:30

短編4

バトンタッチ

病気のおとうさんを喜ばせたい。
7歳の少女サラの、たばこをめ
ぐる大冒険がはじまる。

若者たちの心の交流をスタイリ
ッシュに描く、ハートウォーミン
グコメディ。

狡 100 meterfilms

ハヤシライス

金の魚の目

ハヤシライスのできあがる課程
に合わせて描かれる、ちょっと
不器用で憎めない人たちの物語。

過去を乗り越えようともがき、
答えを出す… その瞬間を描
いた自分解放ストーリー。

エレファント・マド
他人のゴミ分別が趣味の男。そ
れをネタに男を振り回す女。二
人の関わりをシュールに描く。

問い合わせ

狡 2007 hideki kato All rights reserved

特集上映「カメラ・クレヨン」
〜親子で楽しむ吹き替えシネマ〜

7.23（水）11:30 7.26（土）14:30

おとうさんのたばこ

無料上映

狡 Takehiko Iwaki 2007

黒振り袖を着る日
『今』、伝えなければならない想
いがある。その大切さを温かな
目線で描く感動作。

キンダー・フィルムの協力で、子どもたちに大人
気『ピングー』や『ひつじのショーン』など世界の
心温まる5作品を無料上映! 声優による生の吹
き替え上映も行います。当日10:30から会場で
整理券を配布します。未就学児入場可（保護者
同伴）。

市民イベント

屋台村 7.19（土）〜21（祝）
屋台村 7.26（土）・27（日）
ほかは 7.26（土）・27（日）

プロムナード特設会場では、
映画祭を応援する市民の
会がさまざまなイベントを
開催。屋台村やパフォーマ
ンス&「おでんくん」キャラ
クターショー、小学生による
吹奏楽、和太鼓、バトントワ
リングなど多彩なイベント
が盛りだくさん!

狡リリーフランキー 狡 Oden to the people

SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2008事務局 蘂263-0818
広報かわぐち2008.
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たたら祭り：オートレース会場 8 9
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笊みどりコーナー
笋おばけ屋敷

筍模擬オートレース

川口市の特産品を一堂に集め、展示即売
します。

夏の定番おばけ屋敷。おばけもみなさんの
お越しを楽しみに待っています。

8月10日
（日）19:30〜
スピード感あふれる迫力のレースです。
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PRコーナー

ふくし
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会場内をいつもきれいに。ボランティアのみ
なさんによって清掃が行われます。

ステージ
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川口市商店街連合会が「お買物は私の街
で川口で」
をテーマに物販・飲食店による大
バザールを開催! 江戸こまやゲームもあるよ。

ボランティア活動、福祉施設・団体などの活
動を紹介するコーナーのほか、
ふれあい広場
ではレクリエーションをとおして交流体験も。

交通規制時間帯… 8/10跣10：00〜21：30

笊
笆バザールコーナー

筺ふくしコーナー

筌特産品展示会

トイ
レ

世界的に有名な「安行の植木」
を展示即売。
見本庭園の設置、
造園・園芸相談コーナー
も開設します。
①子どもイモ掘り大会（2回開催）
8月9日
（土）1回目10:30〜・2回目15:30〜
滷黒土の配布 2回目のイモ掘り終了後

笄冒険・クラフトコーナー
火起こし体験、
ロープ結び、輪投げ、
ブロー
チ製作、
パズル、
サイコロゲーム、玉ころがし
など家族みんなで楽しめます。

笳
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子どもみこし
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笵
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チャレンジ広場

正門
献血コーナー

運営本部

交通安全コーナー
トイレ
冒険・クラフトコーナー
西門
8月10日（日）フリーマーケット・大人みこし

笄

笳展示コーナー
市内各種組合、団体、企業の資料や製品
などの展示および実演を行い新産業都市
川口をPR。

水道局

救護所

トイレ

笨

笶

笶大人みこし巡行

交通規制：

8月10日
（日）16:30〜18:30
粋な担ぎ手約1,800人の迫力あるみこし巡
行です。

笘子どもみこし巡行

笙はいてくコーナー

笞鋳物実演コーナー

笵子どもチャレンジ広場

笨フリーマーケット

8月10日
（日）11:00〜12:00
幼稚園・保育園の子どもたちが暑さに負け
ず頑張ります。

そば粉厳選。自家製の製麺機でその場で
練り上げます。かき氷、
パイナップルも販売。

地場産業の鋳物作りを実演。実際に型づ
くりから参加でき、
でき上がった鋳物製品は
本人にプレゼントします。

射的ゲーム、
缶つみゲーム、
豆つかみゲームと、
参加体験型ゲームがいっぱい。初午太鼓の
ステージもあり、
自由にチャレンジできます。

8月10日
（日）12:00〜16:00
市民のみなさんが、
家庭などの不用品を持ち
より展示即売します。掘り出しものがあるかも?
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7月27日（日）

世 界 の 料 理

＆

ア ト ラ ク シ ョ ン

★料理出店国…アメリカ・メキシコ・中国・韓国・
トルコ・エジプト ほか
★アトラクション…インドネシアダンス・ベリーダンス・マジックショー・ハーモニカ ほか予定
OPEN 11：00〜17：00《入場無料》

アメリカ風景写真展 ＆ アメリカグッズ販売コーナー
★アメリカに関するグッズ・酒類などの販売 ★アメリカ観光名所などの写真紹介コーナー
☆プレゼントコーナーは27日の15:00から行います。
（賞品がなくなり次第終了します。）
OPEN 7月26日貍11：00〜18：00／27日豸 10：00〜17：00《入場無料》

●マーチングバンド（5団体）10:30〜

●大道芸人によるパフォーマンスショー 10:00〜

幼稚園・小学校・中学校によるドリル演奏とステージ演奏で会場
周辺を盛り上げます。特別出演:ALSOK ビバーチェによる演奏。
●川口わっしょい（ロック・ソーラン節）16:00〜
年々参加団体が増え、今年はどんなロック・ソーラン
節が見られるのか乞うご期待!! 約20団体が出演。
●御輿パレード 18:00〜
3台の御輿がリリア周辺（川口駅東西デッキ）
を
練り歩きます。

大道芸人が色々なパフォーマンスで会場周辺をにぎやかにしてくれます。
場所・時間（いつ・どこで始まるかわからない。）
はお楽しみに。

●フリーマーケット
OPEN : 10:00〜15:00
200店舗が立ち並び会場周辺を
盛り上げます。

《観覧自由》

7月25日（金）
〈前夜祭〉

《観覧自由》

7月26日（土）

テーマ : アメリカングラフィティー（かつて憧れた懐かしのアメリカ音楽）
1950〜1970年代のアメリカンポップスとゴスペル音楽

★「ビッグハンク」 18:00〜
50年代アメリカンミュージックバンド
★ゴスペルの夕べ（コーラス、
バンド）

《観覧自由》

7

市民参加ステージ

★オールディーズ、
ベンチャーズのコピーバンド ★大道芸人によるパフォーマンスショー
やブルーグラスバンドなどが出演 17:00〜 ★市民参加ステージ 10:00〜
★歌声広場（アメリカンオールディーズ版）ほか
フラダンス、フラメンコ、童謡、子どもダンスほか（予定）

《観覧自由》

問い合わせ…川口総合文化センター・リリア 蘂258-2000 薨258-2100
広報かわぐち2008.

7月27日（日）

《観覧自由》

