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ドキュメンタリー映画祭

北シネマタイフーン

主催 下北シネマタイフーン実行委員会

協力 映画同人シネ・アソシ工，シネマアートン下北沢，シネマトリックス，ス力一レット，スローラーナー，

瀧健太郎，ダムタイプ rノガダ/土方」上映日本実行委員会，株式会社バイオタイド，ぴあ株式会社，

PFF 事務局，山形国際ドキュメンタリー映画祭，

ShimokitazawaCinemaTyphoon
-LiveaLifeintheCity-

日時 7月 1 日(土 )~7 月 7 日(金)
DATE 7/1(Sat.) ー7(Fri)

場所 シネマアートン下北沢
PLACE CinemaARTONEShimokitazawa
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鉄西区第三部
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問い合わせ先

下北シネマタイフーン実行

都市を撮る:文化台風・短編ド、キュメンタリー選 。

mg ・20:10

E-Mail cinema@cultural-typhoon.org
URL http://www.cultural-typhoon.orgjcinemaj

下北沢シネマアートン

東京都世田谷区北沢 1-45-15 スズナリ横丁 2階

TEL 03(5452)1400
E-Mail theater@cinekita.co.jp

ShimokitazawaCinemaTyphoonisheldwithasymposiumofCulturalTyphoon
(6/30 ・712): atransnationalnetworkofpeoplewhoareinterestedincultural
explorationinabroadercontext;thosewhoactuallystudyculturaltheoryand
thosewhoareinterestedincontemporaryculturalscenes.Thisnetworkinvolves
peoplewhoarenotonlyassociatedwiththeacademicsphere, suchasscholars
andstudents, butalsothosewhoactualizesocialmovementsthroughlocaland
culturalindustryactivities.
Homepage:h枇p:llwww.cultural-typhoon.orgl

文化台風 CulturalTyphoon

下北シネマタイプーンは、 6 月 30 日から 7 月 2 日まで成徳高校を中心とした下北

沢各地で開かれるシンポジ、ウム「カルチユラル・タイフーン」と並行して開催される。

カルチュラル・タイフーン(文化台風)は，カルチュラル・スタディーズ，また広く文化

研究や文化理論，現代の文化シーンに興味のあるひとびとのトランスナショナルな

ネットワークであり、研究者，学生にとどまらず;多様な表現活動を行っているひとび

と地域や文化産業の現場で社会的なムーブメントを実践しているひとびとの出会

いと対話を求めて， 2003 年から 1 年に 1度のシンポジウムを開催している。

ホームページ: http://www.cultural-typhoon.org/
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入場料金 Ticket Information
*前売り 三回券 3000 円のみ

*上映作品、トークは変更・中止される場合があります。 Programs andtalksaresubjecttochange.

*作品上映の合聞に、スクリーンに映す短編映像募集中。あなたの作品を多くの人に観てもらうチャンスで、す o詳しくは rChanging ShimokitazawaCMJ のサイトへ

• http://cultural-typhoon.org/cinema/cm/

一般・学生 1200円

Onefilm(includedstudents) 1200yen

会員 900 円

ARTONEmembers 900yen

三回券 3000 円

Threefilms 3000yen

7/1 、 2のみカルチュアルタイフーン本体の参加者 1000 円

(要ネームプレート提示)

PaticientsofCulturalTyphoon2006(only7/1-2) lOOOyen

Withspecialpresent, pleasebringyournameplate
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中国 /2003/ 中国語/カラー/

ビデオ /545 分

監督 王兵(ワン・ビン)

CHINA/2003/Chinese/
Color/video/545min
Dir.WangBing

日本占領中に設立され、後に人口の多い工業地域に変貌し

た中国東北部濯陽にある鉄西区。現在は廃れゆくこの地域

を「工場 Jr 街Jr 鉄路」という三部構成の中に描き出した 9時

間に及ぶ超長編ドキュメンタリ-。廃嘘となっていく工場や

街、変化を余儀なくされる人々、刻々と過ぎ、行く流れ。対象と

なる地域を限定し、時間をかけて記録することで中国が抱

える現実をも浮き彫り lこする。

EstablishedundertheJapaneseoccupation , TiXiQudistrict,
Shenyang (no パheastern China)transformed into a highly
populatedindustrialarea.Thisunusuallylong-formdocumenｭ

tary,takingusonatourofthisnowdecayingarea, spreadsover
ninehoursandthreepa はs entitledRust, Remnants, andRails

ThisdocumentaryputstherealitiesfacingChinesesocietyinto
starkrelief, throughanexclusiveandextendedexplorationof

theregion

第四日:工場 240 分

第2部:街 175 分

第3部:鉄路 130 分

Part1: Rust240min

Part2:Remnants175min

Part3: Rails130min

都市はそこにいる者を、魅了し、排除する。 つなげつつ、分断する。
創造しつつ、壊す・・・ 私たちは、相反する要素に満ちた都市とど、う Fascinating/exclusive, connected/divided, creative/destruc-

付き合っていけばいいのだろうか。 都市をめぐる多種多様なド、キュ tive... Howcanwelivewithalotofconflictionswhich“city"
メンタリ一作品を通し、人と都市の関係を見つめていきたい。 connotes? Let'sthinkaboutitthroughthese12films!

雨宮処漂(あめみや・かりん) PeepTVShow
1975 年北海道生まれ。「維新赤誠塾」などの愛国パンクバンド活動

を経て、 99 年、土屋豊監督のド、キュメント映画「新しい神様」に主人

公として出演。以後、主に執筆活動に専念。

関乃介(せき・だいすけ) あるべらえずうんべると 圃消え入ぬように圃

1969 年東京都出身。大学卒業後五年間、ド、キュメンタリ一制作会

社で撮影助手と助監督を務める。三作目である本作品は、 2005 年

度PFF アワードグランプリを受賞。

日英語字幕付き with EnglishsubtitlesorEnglishdialogue

家族のために、コロンビアから日本ヘ出稼ぎ

にやってきた青年、アルベラエズ・ウンベルト。

彼に興昧を持った作者と彼が親密になってい

く様子を、 6年間かけてカメラが追い続ける o

ArberaezHumbertoisamigrantworkerfrom

ColumbiatoJapanforhisfamilysake.Through
sixyears, camerahasfollowedthegrowthof
tiesbetweenHumbertoandthedirectorSeki
Daisukewhoisinterestedinhim

瀧健太郎(たき・けんたろう) 虚構の砦

1973 年大阪生まれ。武蔵野美術大学大学院修了。文化庁とポー

ラ美術振興財団の研修員としてドイツでメディアアートを学ぶ。映

像と都市に関する視覚化し考察する作品を制作。

室利子(たかし・としこ) Blessed- 祝福ー

1952 年大阪生まれ。東京レズビアン&ゲイ・フィルム・フェスティパ

ルディレクターを務め、『オード 1 J11i'西天下茶屋・おおいし荘』

(1 998) で初監督。

元木隆史(もとき・たかし) 僕は神戸生まれで、震災を知らない

1973 年兵庫県神戸市出身。大阪芸術大学映像学科の修士作品と

して『プウテンノツキ』で、キネマ旬報 2002 年度日本映画 71 位とな

る。その後数々の作品をとり続け注目される映画監督。

日トークショーあり talkshowwillbeheld


