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ノ 1964年愛知県生まれ。早稲田大学社会科学部卒業後、日本映画学校

' 在学中に製作を開始した『萎はフィリピーナ』で日本映画監督協会新人賞を受賞。

以後TV寄組やビデオ作品を演出しながら自主製作ドキュメンタリーに取り組んでいる。

主な作品:妻はフィリピーナ (1993) 彫刻家土谷武 (1997-製作中)RAINBOW KIDS(1999-- 製作中)ファザーレス (1999/ プロテ'ユース)

ボランティアわつはつは (2000) 妻はフィリピーナ 2 (2001 フジ)役立たずの唄 (2∞2 フジ)競売に賭ける紳士淑女伝 (2003 フジ)

セルフドキユメント(仰 2初O∞Oω3 soか-イn問1旧et伊チヤンネル)二十一世紀初頭東京における最底辺生;活舌者の記録(仰 2初Oω) もつこす元気な愛 (ω2初O∞0ω悶5句)

20∞06年11 月 18 日町(土)ド上…浦加恥寺シ…駄炉一一
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15:15~属 ~IC ル-， 句 、' ‘- ., カラ- 16mm

[第 1 部!日本映画学校在学中の僕(寺田)はフィリピーナのテレサと結婚することに

なった。僕は家族に式の出席を頼みに行くが、父親は話もしてくれない。やがて 2 人

の問に娘が誕生して '''0 [第 2 部}僕とテレサは東京での生活を始める。僕は夜警の

アルバイト、彼女はスナック勤め。そしてマニラの実家に預けていた娘がやって来て・ 1

15:30~ 二十一世紀初頭 20畔 70分カラー DVD
16:45 宙京における最底辺生活者の記罰

公園の一角を占める青テントの村。寒気を避け地下通路に横たわる人々 。飢餓、孤独、

アルコール依存、病気、暴行。苛酷な生活に奪われていく、人間としての尊厳・ 1

2001 年から 3 年間に亘って、東京で生きる野宿生活者をみつめた記録映像。
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18:30~ 交流会 各国入替 1 回券 1200円/2 回券 2200円/3 回券 3000円

中学生以下半額 交流会 2000円(飲食付)

処女作『妻はフイリピーナ』の制作開始からもう15年も経ってしまつだんですねえ。当時はこの世!こ

寄在し左よかっ芝娘が、来春{こは高校ヘ入学するってんだから、驚いてしまいます。成り行き

任せ{こ生きてきだよう!こ思っていましだが、この3本を改めて並べてみますと、いく

つかのキーフードガ浮かんできます。拙いものばかりではありますが、この

機会(Z3作晶をご覧いだだき、ドキュメンタリーの魅力怠どについ

、 .~:';;'1γ‘ て一緒{之話しあえ定ら幸いでごぢいます。 寺田清範
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東京総千代田区神田小川町 2 ・ 10 ・ 13 ・ 1 F 〒 101 ・ 0052

都営新宿線小川町駅・丸の内線淡路町駅・千代田線新御茶ノ水駅 85 出口徒歩 1 分ドトール

JR 御茶ノ氷JR.錆口より徒歩 5 分本郷通り香取宝飾店
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アテネ・フランセ文化センターでの r山形 in 東京j トークショー

にオープンする BAR 1*'1 ドリンク+山形産おつまみ=1.∞0円

10/2(月 )-7 (土) 10(火) 13(金)
21 時ごろオープン-+ 24 時ク口ーズ

10/8mMWZ2Ufji-auｭ
10FJ8 臼(臼}

14刀0-- r息子は家にいない』則前 15分/監督:ト・ユヱン
『グブ村のキャラパン』側年/的分/凶:ヅン・チンシン

16加-- r金平県ハニ悠の織物 J 2005年/29分/監督:ホー・ユェン+ワン・チン
fハニ悠の桝ザガタンパ "J 絢3年/2紛/監督:ヅン・イーチュン+ルー・ピン
『織の制御年 /45分/監督:ジヨウ・ユヱジユン

18:30- 雲南の夕べ交流会(飲みもの&雲南のお料理!お一人さま 2.000 円)

フォーラム
10月9日{祝)

13:∞- r窃車町制年/惚分/監督:ユイ・ジエン

15:30-- rシリーズカワガルポ伝奇 2
登山者/収穫/ラマ備に鯵げる食./野花谷ほか
2ω5 隼/180 分(休蛾~り)/監督:グヨトジン

日本語字事がないため、ライブ感あふれる岡崎通訳をいたします.

(すべての作局、ビデオ‘カラー、英信字事付き)
料金:当日 1 日券 1.0 ∞円(出入自由)

10/18(水) 20 :00-鑑賞無料・カンパ歓迎 rWAKEUPJAPAN- 現代日本の睡眠障制愉年/附/カラー/制作:飽和企
r'24 時間の健康一生活のリズム J 1揃年 /2紛/カラー/創作:新生映画/監督:丸山軍治

短篇調査団 (36) 睡眠の巻けいみん -REM 睡眠をめく・って』柳時/泊分/カラー/制作:岩波映画製作所 /G.:... 繊

10/25(水) 20: ∞~鑑賞無料・カンパ齢祖 『原子と原子力 J 1銅年 /24 分/白鳳/創作:東映敏膏映画部/監督:前回一

短篇調査団 (37) 原子力企 !22322? じたエコプ ;zt1221 江戸…

11/3 偶) neatest2006 ペストセレクション日本 iLTS ふ訂 JIUFαPJA!
12: ∞- r和紙の音色』監督:野村英笥 (8 位) ュ 18:10-- r東京心中』監督:三角みづ紀 (3 位)
12:45-- r吉野蕊』監督:高生賢 {7 位} ‘ - 19:20-- rはらわたのはらわた』

14: ∞- r跡の縫律』監瞥:永田純+宮村なな (2 位) rははのははもまたそのははもその銀も S
14:45- r帰郷一小 JII 紳介と過ごした日々』監嘗:太;湾未来+岡本和樹 (5 位) 二 『あなにやし』監督:瀬戸口未来 (6 位)

彼40- rカロ J'( スカ』監督:中級幸子 (10 位) ~15- 交流会 (10+ おつまみ付)

16 念0- r一緒ネリ監督:名執たいすけ (l 位) ¥• 1 図券 500円/一日券 1(削門{出入自由)/交流会 1∞0円

17:25-.. r兵士の物語』監督:安里麻里 (9 位) .neofest2006夏ブログ http://ne018st. exblog.jpi

11/8(水) 20∞~鑑賞無料・カンパ歓迎 『炭鉱(やま)を隠れて』側年代/10分/自織/創作;東京鰍
『見直される石炭火力J 1978年/11分/カラー/制作:電通附社/凶:州側

短篇調査団 (38) 炭鉱の巻鴎鹿炭鉱に生きる一治島からの報告ト蛾/閃分/カラー/創作 :RKB験蹴位置:

11/11(土) 12( 日)アニメーション 18 0 第 32 回
1980 年結成の個人映像作家集団による新作発表。作品も募集中!

11/t8(土) 映像作家個展シリーズ 13: 斜陽はフィリピーナ j 1鈎4年/100 分

司自靖範映画祭 15:30-- に十一世紀初頭東京における銀底辺生活者の側 20 似年 /70 分
17:30- rもっこす元気な創 2鵬年 /85 分
18:30-- 交流会(お食事付) 1 図券 1200 円/2 回券 22∞円 /3 回券 3ぼ泊円/交流会 2αm 円

11/22(氷 )20ω~ 鑑賞無料・カンパ歓迎

短篇調査岡 (伶39町) 差別の巻 '人聞砂な〉比 t弱一切郡落漉差翻別駒の服』七 1欄製蜘却年~/飴釧分 /a自鳳ル/銅緋榊作作:日附本掛トド山.

11/2 幻3(偶働祝船 )2包4{命働金創 )2お5(向土幻)イ似メ一ジリングス P内RE民SE印NT玲s7 ンヲ一ヲラウンドフイ y凡tふの霊鉱(峨仮)
liE!映像作家でたどる 7 0 年代モダニズム/そして 8 0 年代ポストモダンへ

11123 中村雄備作品集 11/24 中島楽作品集 11/25 居間伊佐総作品集各自トークゲストを予定 http://www.imagerings.jp/

12113(氷) 20 :0 0-- 鑑賞無粍・カンパ歓迎

短箆調査団 (40) 地下鉄の巻

http://d.hatena.ne.jpitanchoI

『地下鉄』 “U鳩匂 round" 愉年 /8分/カラー/制作:カナダ国立験画制作庁

『東京の地下鉄 J 1鰯年 /21 分/カラー/制作:電通映画社/監督:灘間実

f便利になった都営地下鉄 -1 ，000 万人の館削 1卿年 /10 分/カラー/鵬:東京側面也会

『花ともぐら J 1910 年/15 分/カラー/鵬:特研究社+ヱコー/凶:岡本紙/原作:豊新一・稲田鶴

fくっさく一地下鉄千代回線建飯記録 J 1970 年/30 分/カラー/創作:日本映回紙社/監督:下回

12パ 6(土)川口 井武文 上映会(仮)


