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金曜上映会
フォーラム山形×YIDFF共催上映
太陽の塔
島にて
アンコール上映＋監督舞台挨拶

www.yidff.jp

鑑賞会員無料（当日受付にてご入会下さい）
ձඅɾೖձۚෆཁͰ͢	ཪ໘ͷຊ๏ਓʮਖ਼ձһɾॿձһʯ੍ ͱผͰ͢ʣɻ
会場：山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー
山形市平久保100 山形国際交流プラザ（ビッグウイング）3F 試写室
主催：認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭

7.
金Fri
17

ϰΟϜɾϰΣϯμʔεδϜɾδϟʔϜογϡͷөը
ͷΧϝϥϚϯͱͯ͠ΒΕΔϩϏʔɾϛϡʔϥʔ
ʢ���� �ɻ���ʣͷੜ֔ͱͦͷࣄΛḷΔɻhձͷΞ
Ϧε ɦh μϯɾόΠɾϩʔ ͳɦͲͷ໊͍ߴγϣο
τͷճސͱͱʹɺϓϥΠϰΣʔτͳө૾Λ۷Γى
͜͢ɻՈͱͷؒͨ͠ࡏϗςϧͱ͍ͬͨৗͷதͷޫܠΛଊ͑ͨ
ͦͷ·ͳ͕͟͠ɺ൴ͷਓੜͱөը͕ଓ͖ͩͬͨ͜ͱΛͯͬ͘ޠ ΕΔɻ୭
͕؆୯ʹө૾ΛӨͰ Δ͖ʹͦ͜ ΒΕΔ͖өըͰ͋Δɻ؍

   14:00, 19:00（2回上映）
光に生きる
　―ロビー・ミューラー
YIDFF 2019 インターナショナル・
　　　　　　　　　コンペティション
監督：クレア・パイマン／オランダ／2018／Blu-ray／86分

〈YIDFF 2019アンコール3：光に生きる〉

 山形市平久保100 山形ビッグウイング3F
  開館時間：10:00－17:00
  休館日：月・火曜（祝日を除く）、年末年始
  臨時休館はWebサイトでお知らせします。
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山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対策のため、
ご協力をお願いいたします。
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フォーラム山形×山形国際ドキュメンタリー映画祭共催
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山形市民会館南隣（023-632-3220）
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Tower of the Sun
監督：関根光才／2018／112分
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311ドキュメンタリーフィルムアーカイブ
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フィルムを捨てないで！
「懐かしい」を未来へ！

メールマガジン「YIDFFニュース」（毎月1回配信）
www.yidff.jp/news/subscription

コミュニティFM ラジオモンスター 76.2MHz 『モンブラン』内

山形国際ドキュメンタリー映画祭情報発信中

@FilmYamagata

www.creative-yamagata.jp

@yidff_8989

ブログ「ドキュ山ライブ」   www.yidff-live.info

@yidff
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［お問い合わせ］山形市創造都市推進協議会 事務局
山形市旅篭町 2-3-25　山形市企画調整部文化振興課内
023-641-1212（内線 769）
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ͩ͘ Δ͞ํͷͨΊͷձһ੍Ͱ͢ɻʢஂମͷ͝ೖձʹ͍͓͍ͭͯ߹Θ
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ʮఆ/10๏ਓʯͰ͢ɻఆࡇυΩϡϝϯλϦʔөըࡍࠃܗ
/10๏ਓʹͤدΒΕͨدۚʹɺدۚ߇আ͕ߨ Β͡Εɺد
Λߦͳ͏ ଆɺड͚Δଆɺํʹ༗རʹͳΓ·͢ɻ
【例】年間1万円を寄付した場合（税額控除方式を選択）
（1万円－2,000円）× 国税分40％ ＝ 3,200円
＋（1万円－2,000円）× 地方税分10％ ＝ 800円
→還付金額4,000円
※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従
来の所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄り
の税務署にお問い合せください。

ご寄付も受け付けております

  正会員(個人）  賛助会員（個人）
 総会での議決権 あり  なし
 寄附金控除 なし  あり
 会員特典 映画祭入場料割引  なし
  フィルム貸出料割引など 
 会費 1口：10,000円 　　1口：10,000円▶5,000円
 会員期限 4月1日～翌年3月31日（会員期限を統一しました）

認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭
をご支援ください

4月から賛助会員（個人）会期、会費を改定しました！
本法人へのご入会について

өըࡇ্өձɺө૾ڭҭɾࢧԉ׆ಈɺΞʔΧΠϒ׆ಈͷܧଓɺ৽
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www.yidff.jp/support
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島にて
監督：大宮浩一、田中圭
2019／99分
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7月10日［金］～16日［木］（アンコール上映） 
フォーラム山形、フォーラム東根
※上映時間はお問い合わせください

大宮浩一、田中圭監督 舞台挨拶
▶7月11日［土］
10:00の回終了後　フォーラム山形
13:30の回終了後　フォーラム東根
▶7月12日［日］
13:00の回終了後　イオンシネマ三川
ʮ˞ԾઃͷөըؗʯͰͷ্ө�݄��·Ͱɻ

www.temporary-cinema.jp/shimanite/

6月1日に発行を予定しておりました「ドキュやま！6、7月号」は休号し、
7月号（本号）といたしました。

☞山形国際ドキュメンタリー映画祭事務局　023-666-4480


