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彼と、.1 1-:ぶ {'fき I快IrlÏl作家たちの作品をゲ、ス |、に迎λて、

ロードショウ公II~Iが決定しました。

今 1111Ij:'81 { I'- Ii!，後のPCB特}j 11 1松岡として、 2週1:11に泌るロンクぜラン公mlを'"Ä引。

11\吹きすさむ公|五l通り、銀色いームめがけて突ッ准れ/

12/58'"-180 ブヲXグシズケジコール
5⑨/ 6 8 閣のカーニバル 山本政宏、

7 Q!./ 8 ~ プランキック公三 碓水明

9 ホ/ 10~島 トランジスタ ・ ラフ 姦骨堕胎一

東京白菜関K者 緒方明 |

11 ~/ 12æ 狂い咲きサンダーロード 石井聴亙

1 3 臼 / 14~ 風たちの午後 矢崎仁司「

1 5帆/ 16水 ノットサティスファイド 太田達也

怒りの誕生 泉谷しげる

17ホ / 18~ 豚鶏心中 松井良彦

終( 8: 35 
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料金:前売&電話予約800円 当日 1000円

前売券発売所:シネマ・フeラセッ ト/文芸坐しねぶてし、っく/プレ

イガイ ドラフォーレ/各大学生協プレイガイド/ぴあ他

電話予約: fï ( 03)295- 9003 ぴあイベント企画室

主催 : õæ;

協賛 : キリ ンビール(株)/ 岱目濁禽畠

グリーン缶はグレープフルーツ、パープル缶は .開閉.

グレープ。 スポーツ好きの若者にヒ.ッ タリの、 '1 げ'lT.1

果汁入り炭酸飲料です。 キリンビール株式会社 ・圃・・・
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シャツタノレ

.ストーリー

怒り、そして報復一一頭髪を剃り上け、拳

銃に弾丸を込め、部屋を飛び出した小ヰ*;羊(中

島陽典)23才 ;羊は昨夜、愛人直美(室井滋)

を殺害した 何故t: ?誰カ零い?直美を麻薬

の世界に引きずり込んだ木村への怒りが洋の

中て燃え上る耕幼に遣い駆けて来る刑事(森

達也)を振り切り走り続ける洋の脳裏に、過去

の記憶が鮮かに蘇っては通り過ぎていく 。

やがて悪夢のような逃走劇は幕を閉じ、連

行された洋は、笹察暑の薄a音い厄百下で、 23年

間の怒りを爆発させた

.解脱

'80年、「狂い咲きサン7ーロー らを発表、そ

の異才ぶりを発揮した新鋭石井聴亙k'fMl最

新作石井監督は、 '77年 r高校大ハニック J ( 8

ミリ)でデビュー、それ以来、漸新な映像セ

ンスとハワフルなf苗写力て定評のある気鋭の

「メニン ・ フラックJストラングラース/キン

ク )fウィン?ー・ヒルJ ( Lp r トゥ イーチJサ

ータンレーシオ/サクトリー)

録音 鈴木昭彦林成光内藤盛厚

美術 尾上克郎

メイク 志川あすさ/庄司真由美

製作主任 林崎厳

弾着 船，章孝/米村弘舎、

スチール 仁礼敏郎

協力 (株)アミューズ (株)新赤坂企薗

(株)原フランニンク

キヤス卜中島陽典森達也/室井滋

王城{伸申吾/ヰ林宇剥d崎』崎奇 巌 西1嶋鴎憲立

来住野和也/武田久美子

l仰のm
-t- :?l づ6のtJ労苦玄え'tJ.つえ-

t言作万ノゲ神々

24歳現荘、新作「爆裂都市ハースト ・ シテ “走る・という行為の中に主人公の人生を凝

イ J を製作中た 織させたかったそれに撃ち合いと力濁り合

原作は、今、大学生を中心に人気沸機の劇 いとかいう派手な仕掛けなしにアクション映

画家大友克洋の RUN (小学館GORO掲載) 画を撮れないものかと思ったんてす今回は、

「ショ ー卜・ヒース/さようならニッホンJ等、 今まてと違って H完成度"をめさそうとしまし

その独特な作風に、熱狂的ファンの支持か集 た珍しいことですよ これまて、完成度な

まっている「初めて RUN を読んた時から、 んてことより、如何にはみ出すかということ

絶対に映固化したいと思った J と、石井監督 はかり考えていましたから。 でも、今度だけ

力司君れ込んたこの作品rシャツフ)l..J は、 16 ミ はちゃんと作ろうと意識しました 外国へ持

リ、モノク口、 3扮という小品なから、強烈 っていこうと思っているし、それに自介にも

なインハクトとハート・ボイルドな感覚にあ ちゃんとした映画か織れるんたということを

ふれたー篇に仕上っている また、音楽はヒ 示したかったんてす大友さんの劇画は全部

カシユー(Lprうわさの人類J等)が担当商 事子きで、大ファンてす。 その中でも RUN は、

商を見なからの即見演奏カ噺鮮だ なんか人ごととは思えなくてのめり込んでし

主演は、劇団GAYAの中島陽奥残虐性と ま ったんです 自介の今までの人生を全部表

幼児性か混在したユニータな個性が光る共 しているような気力、して、これはもうやるし

演は、「嵐の歌を聴けJ (大森一樹営管)ても好 かない、やらなきゃ先へ進めないと思いまし

演の室井滋、他に説室也、武田久美子ら製 た そういう強烈なインパクトを感じたんで
作には、第53回フルーリポンのス 7''/ フ賞を す大友さんに会うのは恥しいけど、映画が

受賞したうPイナマイト・フロの若い面司かあ 出来たら、一番に見せたいと患います

たっている 「走ることと暴力だけて若手者を措きたい」と

いつも思っています。 これだけはハッキリ言

原作大友克洋</1嘩館GORO掲載r RUN )、たいてすね

フロテ'ユーサ一 秋国光彦

制球 ・ 監督 石井穂亙

撮影 笠松買弘通

助監督 緒方明

監瞥助手 池田勇二/永井;章一

アシスタント ・ フロデユーサ一 大詰産業司

製f特旦当 千葉貴之

製作進行 山崎賢

撮影助手 藤井良久

音楽 ヒカシユー

使用幽「ターザ・センチエリーズ ・ ターンJ(LP
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僕はとつちかっていうと青春"ていう感し

のものにしたかったんです RUN ていうの

は?イトル通り・走る"話しです 延々と走る

んです追っかける刑事と追っかけられる犯 にする段階て給情削っているんですよね、ベ

人とか、いろいろと昔のことを思い出しなが ージ力、なくて たから映画でも走り続ければ

ら走る走るという行為の中で、いろんなこ いいんじゃないてすか とんどん走って、刑

とを考えるんだけと、本当に走っていると最 事一人で追いかけれるE回世じゃないから、ホ

後は何にも考えなくなっちゃう そういう走 ントはバトカーや自転車なんかで温いかけて

ると Lづ行為を描きたかったんだけど、劇画 来る。 そういったことを振り切って逃けなく

ちゃならない。 そこのところを僕は描いてい

ないんです映画か出来たら是非見に行きま

すよ なんfごっておむしろければ、それでい

いんしゃないですか
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ただひたすら走る映画「シャ ツフルJ 僕ら

は、このフィルムを眺めな力、ら、「死刑台のエ

レベーターJのマイルス・ディヒスさながら、

即興的に，寅奏した。 映画の中を走る青年のよ

l"IIH1I::人 t してのフルスロットルロングランナ-iiJf1!削:ゴールはな L 、
島の働り続けるバワーは.アン・ラ γキー3Gエイ ジt:Þ ，ら主んだと i巴いた札、
未来に'n)勺て疾走ぜざる1咋な〈なった rlF\・吹きー一一Jのラス トで.
カメラ IJJ日本rl聾ぜないま t 空を見る.
そのHは沼升自身のようだ今 t~ L 、
今までスクリーンで見たことのない目だ勺 t~.
雌水明

うに僕らも走ってみたわけである ギターを

足で踏みつける。 サックスはフリー?トーン

を連発。 石井君は翫..を要求する。 彼の頭の

中には既に自分の音楽力句島っているのだろう

石井君の映画は、アナーキーとかバイオレ

ンスとかいう言葉でよく語られる だが、激

しいことのみがアナーキーではないバイオ

レンスてもない憧T動をいかにフォームに高

めるかが重要なのだ。 もちろん、彼はそのこ

とを知っているだろう 。 映画力表現になるた

めには、 íli重力を摘成し、車脳豊する能力か大切

だ でなければ、アナーキーであったり、ハ

イオレン界て・あることを表芳tて'きない そし

て音楽において即興とは、最も苦手賭の資質、

能力が問われるべきものなのである ごまか

しのないエネルギーを車邸量する。 少くとも僕

らはそうありたい。 それは、石井君の映画に

対する考え方と、おのずと似てくるだろう 。

初めてー申書に静歯止んだ..r l凶珂酬をつぶしましょうJ と石井が云った。
白骨刀ヤロウと している敬こ対してすご (7ジメ立男だと思った。

主情1 : .iJ

石持'愛してるこJuë.・0

いつの自治\バトルロイヤルをめざして、~... かわずがけ毎日練習して釘ります
石井さんも扱告用憲してお 〈ょう 1:

緒方明

石持uu聖天才である。 輔Ifr.... を才で"る。 車釜しげる。

Mさんていう似車問賜圃『ゐ定いで曹司..京g彊也

「爆製都市 ハース ト・ シテ iJ 内成功走期待する. 松弁直島


	movie000132-1
	movie000132-2

