
7月 19 日〈土)~8月 29日〈金〉夏休み口一ドショー!
1 7ハ 9(土)-25(金) 「プレイタイム(新世紀修復版)J 125分 !日出ー15幽 「ぼくの伯父さんの授業J 28分+rのんき大将〈カラー版>J80分

*上 thb自、合予時は管定間レイし〈はてトだ劇おナさ白りイ書いままト.すでの.
17/26(土)-8/H金) 「左側に気をつけろJ 12分+r郵便配達の学校J 15分 +rぼくの伯父さんの休暇J87 tJ' 18ハ 6凶ー22(金)

お問 l

アンコール上映 *上映作品は劇場へお問い合せ下さい
*1i.!

18/2(土)- 8(金) 「ぽくの伯父さんJ 1l 6分 18/23出一2地) 上映

a.rム.e.

7ハ1(金)よりアニエスペー青山店、銀座店他にて「プレ

イタイム J からイメージしたコーナーを展開予定。期間

中に「プレイタイムオリジナルカードJ を差し上げます.

(数に限りがありますので、予めご了承ください。)

http://www.agnesb.co.jp/

t場初回先着来場者プレゼント

7/19( 土)アニエスベーより

「プレイタイムオリジナルカード J を 50 名様にプレゼン卜!

下記各日 20 名様に、ジャック・タチ作品缶パッチプレゼント 1

7/28(月)fぼくの伯父さんの休暇 J

8/4(月 )rぼくの伯父さん J

8/11(月)fのんき大将 J

提供:ハートアートコレクション

AfternoonTea

“ぼくたちの伯父さん"ユ口氏が、この夏アフタヌーン

ティーに登場します.ぜひご来店ください。

場所:アフタヌーンティー・ザ・ジェネラルストア銀座

期間: 7 丹市日(金 )-8 月 6 日(水)

ジヤツク・タチの映画をイメージした店内ディスプレイを

展開。映画の写真展示や特別にジャック・タチ関連商品

の販売も行います.また、アフタヌーンティー・ベイカー&

ダイナーでは映画『プレイタイム〈新世紀修復版 >B を

イメージしたオリジナルカクテルも登場します.

*7/18(金)からお買い物されたお客織にプレゼント!

アフタヌーンティーオリジナルTシャツをアフタヌーン

ティー・ザ・ジェネラルストア銀座のお客様だけにプレゼ

ント.アフタヌーンティー・リビング六本木ヒルズ、千駄ヶ谷

ではコースターをプレゼント!

詳しくは www.afternoon-tea.net(7/llUP)をご覧ください.

[GOODS]

永遠の名作「ぼくの伯父さん J

のオリジナル・ポスターほか、ポストカード、

缶バッジ、シール、ハンドタオル、パッキングテープ

など続々 発売予定。

(問)ハートアートコレクション 06-6350-9775

http://www.heart-artcollection.co.jp

[CLOTHE]

新プランド rHU しOTJ= ユロが 6月 30 日より

全国のラシャンプルドインエショップで先行発売。

ジャック・タチのエスプリをベースで感じさせる

新ブランド rHU しOTJ= ユ口は、

フレンチトラッドを基本としながら

モダンなカラーとカッティングでアレンジした

ハイクオリティな商品展開を予定.

(問 )HU しOT 0120-290-370

品--肝!ヤ円ヴアザ川崎村六本ヰ|
六本木ヒルズ・けやき板コンプレックス ~ιηιωω1 川~胤引制 n唱

『ジャック・タチの映画的宇宙』

坂尻昌平監修

エスクァイアマガジンジャパンより 7/11 発売予定

￥ 1.200( 税別)

『ぼくの伯父さんは、のんきな郵便屋さん』

ー映画「のんき大将〈カラー版 )J より

J. タチ作 /E' ラモット絵/沼田元気訳

平凡社より 7/18 発売予定/￥ 1.700( 税別)

「ジャック・タチ映画の研究ノート」

ミシェル・シオン箸/武者小路実昭、武者小路真理恵訳

愛育社より 7ハ 9 発売予定/￥ 1.300( 税込)

輸入雑誌 fTeleramaJ 別冊

「ジャック・タチ特集号」

M..INFRANCE より 7月上旬販売予定

￥ 2 ，700/*2002 年発行入手困難限定 500 部

「ぼくの伯父さん」

「ぼくの伯父さんの休暇」ノベライズ本

ジャック・タチ原案/ジャン=クロード・カリエール作

ピエー jレ・エテックス絵/小柳帝訳

メディアファクトリーより今夏発売予定

全作品共通前売券絶賛発売中! ~~~~rrK~': 芯号 EE
1 回券￥ 1 ，500( 税込 )/4 回券￥ 5， 500( 税込)プレスシート付ヲじ長;山一…一

大阪:テアトル梅田 (te I. 06-6359- 1080) ほか全国順次ロードショー予定

[BOOKS]

『タチ -f ぼくの伯父さん」ジャック・タチの真実』

マルク・ドンデ著/ソフィー・タチシェフ協力

佐々 木秀一訳/国書刊行会発行

￥2 ，400( 税別) ISBN4-336-04394-9

ElM フ'ックス 4 ジャック・タチ

坂尻昌平監修/エスクァイアマガジンジャパン

￥ 2.000( 税別) ISBN4-872950580-5

[MUSIC]

ジヤツク・タチ・スタイル

発売元 :Rambling RECORDS/ 販売協力:パイオニアし DC( 株)

￥ 2.667( 税別) RBCS-1067

ジャック・タチ・リミックス

発売元: RamblingRECORDS/ 販売協力:パイオニアし DC( 綜)

￥ 2.667( 税jJ ll) RBCS 司 1068

*全国有名レコード店ほかにて好評発売中 1
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ぼくたちのお酒落でクールな伯父さんが帰ってきた!

『ぼくの伯父さんの休暇』
長篇第二作にして、タチの別名ともなる無口で風変わりな紳士ユ口氏が初登場する記念すべ

き作品.浜辺のホテルで避暑客たちとユ口氏の過ごす、少々 ドタパタ気味の夏休み.ユ口に憧れ

る少年、若い娘へのほのかな恋心。稀薄なギャグに微笑み、のどかな憩いの時を、波の音や子

供たちの歓声とともに味わえる稀有にして至福の喜劇.タチ的テーマ音楽も本作で確立する.

フランス 11953 年/モノクロ 187 分/スタンダード/日本語字幕:柴田香代子

1953 年度ルイ・デリュック貧 1953 年度カンヌ映画祭国際批評家貧

監督:ジャック・タチ/創作:フレッド・オラン(キャディ・フィルム )1 脚本:ジャック・タチ、アンリ・マルケ/郷軍;.ジャック

メルカントン/音楽:アラン・ロマン/出演:ジヤツク・タチ(ユ口氏)、ナタリー・パスコー(マルチーヌ)、ヴァランティーヌ・

キャマックス(イギリス人女性)
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『のんき大将~ (カラー版〉

無声喜劇の再来として絶賛されたタチの長篇第一作フランス中部の田舎を舞台に、タチ扮す

る郵便配達フランソワが、村の祭りで見た米国式スヒード郵便配達を模倣して、のどかな田

地帯で、ドタパタ騒動を繰り広げる.ミュージック・ホールで鍛えたタチの身体芸と奇妙な音

効果の組合せのおかしさを存分に発揮した快作.

フランス /1994 年(モノクロ版 1949 年、パートカラー版 1964 年)1 カラー 180 分/スタンダード/日本箆字幕:寺尾次郎

1949 年度ヴェネチア映画祭最優秀脚本質 1949 年度フランス映画大賞

監督;ジャック・タチ/製作:フレッド・オラン(キャディ・フィルム )1 脚本:ジャック・タチ、アンリ・マルケ/爆修:ジャック

メルカントン/編集.ソフィー・タチシェフ(カラ官版 )1 音楽:ジャン・イアトーヴ/協力:ピエール・タチシェフ(カラー版 )1

出演:ジヤツク・タチ(郵便配達フランソワ)、ギィ・ドウコンブル(除役者ロジェ)、ポール・フランクール(旅役者マルセル)

没後 20 周年を迎えた 2002 年のカンヌ映画祭やフランス映画祭横浜で

オマージュを捧げられた監督、脚本家、俳優のジャック・タチ。

パントマイム芸人出身のタチはパイプをくわえて前のめりに歩く

「ぼくの伯父さん」のユ口氏という映画史に残るキャラクターを生み出し、

独特のナンセンス・ギャグと酒脱な作風で一世を風廃した。

アメリカ・モダニズムの影響を受けた超モダンなセンスは今観てもクールで新しい。

日常を淡々と描きながらも現代文明を鋭く批評し、

時代を先取りしたタチの世界が再評価され、今蘇る。

一

と

『ぼくの伯父さん』

人気を博したユ口氏の日常生活を描くタチの長篇第三作。プラスチック工場社長のアルペル氏

のモダン住宅、そこには夫人と息子のジエラールが住んでいる。少年は下町に住む無職のユ口

伯父さんと遊ぶのが大好き。鮮やかな色彩や奇妙な音響、軽快な音楽、不思議な住居、どこかし

ら滑穏な人々や犬たちもそこはかとなくおかしい.本作でタチは国際的名声を獲得する.

フランス /1958 年/カラー 1116 分/スタンダード/日本語字幕;柴田香代子

1958 年度米アカデミー賞最優秀外国語映画賞 1958 年度カンヌ国際映画祭特別賞

1958 年Ittフランス批野家也会メリエス貧

監督・脚本・台問一ジャック・タチ/製作:スベクタ・フィルムほか/美術協力:ジヤツク・ラグランジコ/撮影:ジャン・プル

グワン/音楽フランク・パルセリ一二、アラン・ロマン/助監督:ピエール・エテックス/出演:ジャック・タチ{ユ口氏)、

ジャン・ピエール・ゾラ{アルペル氏)、アドリアンヌ・セルヴァンティ(アルペル夫人)、アラン・ペクール(ジエラール)

相次ぎ、フランスではときならぬタチ・ブームに沸くことになる。

その波がようやく一年遅れで日本にもやってくる。

ルノワールやブレッソンとともにヌーヴェル・ヴアーグの先駆で

もあるタチの映画は、「すべてであると同時に無でもあるもの」

(ゴダール)へのオマージュであり、世界と人生への至上の贈り物

だ。卜リュフオーは、タチのことを「火星で最初の映画作家、『火星

版』ルイ・リュミエール」と呼び、「もはやわれわれには見えない

ものが見え、聞こえないものが聞こえ、われわれとは異なったや

り方で映画を撮る J ~プレイタイム』の監督を讃えた。タチの映画

は、永遠に新しい波であり、誰にでも聞かれている。『のんき大将』

の木馬を載せたトレーラーを、思わず駆けて追いかけた少年のよ

うに、スキップしながら、フランソワやユ口氏の奇妙な歩みにつ

いていってみよう。いよいよタチの「祭りの日 Jがはじまる。

坂尻昌平(映画研究家)

21 世紀、ジャック・タチが復活する。おかしな郵便配達フランソワ

が、奇妙な紳士ユ口氏が、きまぐれな風とともに、やってくる。四角

張った世界に、彼らはちょっとしたつむじ風を巻き起こし、こわ

ばりを解きほぐす風変わりな天使なのだ。そこでは正しい方向

を示すべき矢印は、あやふやに回転し、人を生真面目な日常生活の

軌道から逸脱させ、ロータリーを走る車たちは、メリーゴーランドの

木馬となって、無償の回転運動をはじめるだろう。さしたる変化

もなく反復される日常生活が、あるいは避暑地でもてあます退屈

な休暇の日々が、そのまま歓ばしき「祭りの日 J へと変貌する。

2002 年、タチの没後 20 年を記念して、カンヌ映画祭でタチ特

が組まれた。目玉はタチ生涯の大作『プレイタイム ~(67) のデジ

タル修復版だ。従来よりも五分長く、音声、映像ともに、新たな作品

としてよみがえり、人々を感嘆させた。その後、パリでのロード

ショー、他のタチ作品の再公開、雑誌の特集や単行本の出版が

"1.IIGbi; 盟国田

『プレイタイム~ (新世紀修復版〉
タチの長篇第四作.巨大な都市のセット「タチヴィル Jでも知られる仏映画史上屈指の超大作

にしてタチ的夢想の集大成 1 パリに来た米人観光客の若い娘パーパラと、高層ビルに面会に

たユ口氏の軌跡が切なく交錯する.画面にひしめく多様な人々、無数の出来事すべてが美しい.

世界は万人のための回転木馬となる。〈新世紀修復版)の鮮やかな画面と音響に乾杯!

フランス 11967 年/カラー 1125 分/ヴィスタ/臼本語字幕:寺尾次郎

1968 年度パリ・アカデミー・デュ・シネマ グランプリ 1969 年度モスクワ国際映画祭銀賞

1969 年度ウィーン映画祭大賞 1969 年度ストックホルム・スウェーデン映画オスカー

監督・脚本:ジャック・タチ/製作:スベクタ・フィルムズ，美術憶力:ジャック・ラグランジュ/獲量;:ジャン・パダル/

美術:ユージェンヌ・ロマン/音楽:フランシス・ルマルク/編集助手:ソフィー・タチシェフ/(修復〉監修フランソワ・エー

ドゥ/出演.ジャック・タチ(ユ口氏)、パルパラ・テ.ネック(若い外国人女性パーパラ)、ジョルジュ・モンタン(ジファール氏)
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『郵便配達の学校~(短篇) *日本初公開
戦後、チャップリンのように監督・脚本・主演することにな

るタチの最初の短嫡で、無声喜劇の再来として絶賛された

作品.郵便配達の学校で訓練を受けたタチ扮する郵便配 i

人が、所定時刻の航空便に間に合せようとスビード郵便配

を実行するドタパタ騒動。冒頭の配達訓練場面の絶妙の

面白さ!長篇『のんき大将』の原型としても興味深い快作.

フランス 11947 年/モノクロ 115 分/スタンダード/日本語字幕.寺尾次郎

1947 年度マックス・ランデール短篇喜劇映画貧

監宮 f· 脚本:ジャック・タチ/製作:フレッド・オラン(キヤディ・フィルム )1

撮彫:ルイ・フエリックス/音楽:ジヤン・イアトーヴ/出演:ジャック・タチ

{郵便配達フランソワ)ポール・ドゥマンジュ(郵便配達主義)

LL:

『左側に気をつけろ~ (短篇)
ミュージック・ホールのスターだったタチが、ルネ・クレマン

監督で主演した戦前の貴重な短篇スリムで敏捷な身ごなし

も優雅な若き日のタチの姿は必見。農場の特設リングで、

プロボクサーの相手をするはめになった作男ロジェ=タチの

珍妙なボクシング騒動。郵便配達の原型も登場。ゴダールが

『右側に気をつけろ』でオマージュを捧げたことでも有名.

フランス /1936 年/モノクロ 112 分/スタンダード/日本語字幕:寺尾次郎

監督ルネ・クレマン II 製作:フレッド・オラン(キャディ・フィルム)/脚本:

ジャック・タチ/音楽:ジャン・イアトーヴ/出演;ジャック・タテ(ロジェ)、

マックス・マルテル、 J. オーレル

『ぼくの伯父さんの授業~ (短篇)
『プレイタイム』の撮影中断時に同じセット、役者を使い、

助匙 dを監督としてタチ脚本・主演で撮られた必見の短篇.

タチ教授の珍妙な講義と演習からなるこの授業では、釣

りやテニス、乗馬といったミュージック・ホール時代の十八

番と、繊細な観察に基づく身振り芸、さらに驚くべきこと

に『郵便配達の学校』の授業場面の舞台版さえも見られる.

フランスハ 967 年/カラー 128 分/スタンダード/日本語字幕;柴聞香代子

監督:ニコラス・リボフスキー/製作:テレシプ、スベクタ・フィルム/脚*:

ジャック・タチ/撮影監督:ジャン・パダル/音楽:レオ・プチ/出演:ジヤツ

ク・タチ(教慢にマルク・モンジュ(生徒)、『プレイタイム』の出演者たち

(CLITIQUE f) G山 NUMサ

かつてぼくは、仏国でのタチの映画祭のおり、映画を見ている観客

から rOncle !Jとか rMon Oncle !Jという掛け声を聞いた。われわれ

日本人が粋な歌舞伎役者に除るのと同じように、画面に向かつて、

つい声を掛けてしまうと云ったあんぱいだ。それがみな、いい年を

した、小父さん然とした甥っ子たち。つまりは、フランスなどという

国では、伯父さんから甥っ子に伝えるべき、自由な生き方としての

伝統が脈々と受け継がれている。ある種、彼らは、社会的には、とう

しようもない若者や、だらしのない大人たちかも知れない。それでも
.A; :.ん

「伯父さん J といっ一本筋の通った生き方の先生であれば、とんな

悪口を云われでも、本人はへえっちゃら。そしてそれを聞いた人達は、

しかめ面をするのではなく、むしろ微笑んでしまう類のものなのだ。

沼田元気(ポエムグラファー)

tタチぴ才払ゾ
bY 異才プふ μり〕
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