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山形国際ドキュメンタリー映画祭
情報マガジン

鑑賞会員無料（当日受付にてご入会ください）
入会金・会費不要（裏面の本法人「正会員・賛助会員」制度とは別です）。
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

8月5日［金］ 14:00, 19:00

　戦前のアマチュア山岳映画、山形市が製作した広報ニュース、文化映
画や、スキーをなくした少年の不思議な劇映画など、蔵王にまつわる短
編を特集。蔵王の峰に舞うトニー・ザイラー、蔵王エコーラインと蔵王ロー
プウェイの完成式典のニュース映像も。また、驚くほど鮮やかな色彩で60
年前の風景が蘇る『蔵王』の発掘上映は山岳ファン必見！　「山をめぐる
映画の旅」（裏面参照）もお見逃しなく！

Mount Zao（蔵王山）
監督：塚本閤治
1935／ビデオ（原版16mm）／12分／サイレント

蔵王
製作：山形市／1959／16mm／20分／音声欠落

山形市広報ニュース No.1, 7
製作：山形市／1959、1962／16mm／各約10分

日本の詩情　樹氷と湯花
監修：宮本常一／1965／16mm／12分  

蔵王の詩 赤いスキー
1971／16mm／24分

第6回「山の日」全国大会 in 山形 応援企画

満天の星の下で映画を観よう！

令和4年度やまがた市民映画学校×野外上映会

✣ ご来場前に検温をお願いします。受付にて確認いたします。
✣ マスク着用の上、咳エチケットへのご協力をお願いします。
✣ 発熱など、体調不良のある方は、ご来場をお控えください。
✣ 水分補給を適宜行ってください。 食べ物の持ち込みはご遠慮ください。
✣ 敷物（雨天時は座布団・スリッパ）をご持参ください。

8.27［土］ 18:30（17:30開場）
羅小黒戦記 (ロシャオヘイセンキ) 
　ぼくが選ぶ未来
監督：MTJJ／2019／101分／日本語吹替版
会場：山寺芭蕉記念館敷地内
※雨天の場合は山寺小中学校体育館
無料／定員80名・申込先着順（申込締切：8.12［金］）▶
［主催］山形市、山形市創造都市推進協議会、山寺芭蕉記念館
　　　認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭
［協力］山寺観光協会、山形市立山寺小中学校

9.3［土］ 18:30（17:30開場）
千と千尋の神隠し
監督：宮崎駿／2001／125分
会場：山形市立第一小学校 中庭
（Q1正面玄関からお入りください）
※雨天の場合は体育館
無料／定員60名
申込先着順（申込締切：8.19［金］）▶

［主催］山形市、山形市創造都市推進協議会、
　　　認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭
［共催］山形市教育委員会　［後援］山形市立第一小学校奨学会
［協力］やまがたクリエイティブシティセンターQ1、山形県映画センター

©2001 Studio Ghibli・NDDTM

©Beijing HMCH Anime Co.,Ltd  

主催：一般財団法人 山形コンベンションビューロー、
        認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭
共催：山形市

主催：認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭
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　山形映画祭2021のリバイバル上映「YIDFF 2021 ON SCREEN!」（裏
面参照）に向けて、上映監督の過去作品を特集上映。狭義の「ドキュメンタ
リー」の枠を飛び越える、個性的な作品をご覧ください。

   14:00
ハッピー・バースデー、Mr.モグラビ
YIDFF ’99インターナショナル・コンペティション優秀賞
監督：アヴィ・モグラビ／イスラエル、フランス／1999／16mm／77分

   15:40
されど、レバノン  YIDFF 2009アジア千波万波奨励賞
監督：エリアーン・ラヘブ／レバノン／2008／ビデオ／58分

   19:00
ソウルの冬  YIDFF 2019アジア千波万波
監督：ソン・グヨン／韓国／2018／ビデオ／25分

駆け込み小屋  YIDFF 2019アジア千波万波
監督：蘇育賢（スー・ユーシェン）／台湾／2018／ビデオ／54分

〈YIDFF 2021 ON SCREEN!を
　　　　　　　　　　　　　　より楽しむために〉

❊手指消毒、マスクの着用、咳エチケット、ご記名へのご協力をお願いします。

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
入場無料

※「フィルムのなかの蔵王」開催のため、8月の金曜上映会はお休みです。

フィルムのなかの蔵王

［問い合わせ］023-666-4480（山形国際ドキュメンタリー映画祭事務局）
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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

@yidff_8989

ブログ「ドキュ山ライブ」   www.yidff-live.info

@yidff

山形国際ドキュメンタリー映画祭情報発信中

ご寄付について

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

本法人へのご入会について
認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭を継続的に支援
してくださる方のための会員制度です。詳細は上記URLの山形映
画祭公式サイトでご覧ください。

山形国際ドキュメンタリー映画祭は「認定NPO法人」です。認定NPO
法人に寄せられた寄付金には、寄付金控除が講じられ、寄付を行な
う側、受ける側、双方に有利になります。詳しくは最寄りの税務署にお
問い合せください。

映画祭や上映会、映像教育・支援活動、
アーカイブ活動の継続、新しい事業への
チャレンジへのご支援をお願いいたします。

www.yidff.jp/support

▶7.29［金］–8.4［木］
山歌（サンカ）
監督:笹谷遼平／日本／2022／77分

▶8.5［金］–8.11［木］
アルピニスト
監督:ピーター・モーティマー、ニック・ローゼン
アメリカ／2021／93分

▶8.12［金］–8.18［木］
チロンヌㇷ゚カムイ イオマンテ
日川善次郎エカシの伝承による
監督:北村皆雄／日本／2022／74分

詳しくはフォーラム山形Webサイトをご覧ください
www.forum-movie.net/yamagata/news/22942

山形国際ドキュメンタリー映画祭
の高校生チームです。いろいろな
上映会やイベントを企画してみよ
う。メンバー募集中。

docu_777

これまでの活動   www.yidff-live.info/tag/docuyamayouth

もうしこみ・といあわせ☝

▶8.19［金］–8.25［木］
歩いて見た世界
ブルース・チャトウィンの足跡
監督：ヴェルナー・ヘルツォーク
イギリス、スコットランド、フランス／2019／85分

連日朝 9:30～
(夜の回は公開 3 日前に発表)

山形市香澄町2-8-1（市民会館南隣）

協力:山形県みどり自然課、「山の恵みの映画たち」実行委員会、モンベル
後援:山形国際ドキュメンタリー映画祭

次号発行は

10月1日
編集・発行：認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭
　〒990-0044 山形市木の実町9-52 木の実マンション201
　電話：023-666-4480   FAX：023-625-4550　
　Eメール：info@yidff.jp   ウェブサイト：www.yidff.jp

©六字映画機構©六字映画機構
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第6回「山の日」
全国大会in山形
応援企画

【応募締切】
◆インターナショナル・コンペティション
第1次応募締切　2022年12月15日
第2次応募締切　2023年4月15日

2023年10月5日［木］～12日［木］
9月1日 作品募集開始

www.yidff.jp/2023/entry
◆アジア千波万波
2023年5月15日

【作品募集ポスターについて】
東北芸術工科大学との連携のもと、グラフィックデザイン学科3年生66名
の方々にポスター・デザインに取り組んでいただきました。審査の結果、
吉村多恵さんのデザイン（表紙に掲載）に決定しました。
デザイン・コンセプトについてはWebサイトをご覧ください。 

山形市香澄町2-8-1（市民会館南隣）

昨年の山形映画祭2021でオンライン上映した作品を
【スクリーンで】一挙上映！

@FilmYamagatawww.creative-yamagata.jp

2022年10.7［金］➸10［月★祝］

やまぎん県民ホール野外シネマ

太
鼓
の
宴

8.21

やまぎん県民ホール イベント広場 （JR山形駅西口）
［料金］映画鑑賞無料（要事前申し込み）
［申し込み・問い合わせ］phone: 023-664-2200（やまぎん県民ホール）
［主催］山形県総合文化芸術館 指定管理者みんぐるやまがた
［共催］認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭／山形県

16:00–21:00 WORLD MARKET 
                          presented by 山形国際ドキュメンタリー映画祭
自家焙煎珈琲ひぐらし YUKIHIRA COFFEE
カジワラ珈琲 Café & Dining 990
ZORO’S HOTDOG STAND ISLAND PEAK
米沢ジャックスブルワリー RAF REC
ニコル食堂 SLOW JAM・little JAM
0035 BY KIYOKAWAYA アルケッチァーノコンチェルト
18:00 和太鼓演奏：太悳 -TAISHIN-
18:30 豊田利晃監督トーク
19:00 映画上映『戦慄せしめよ』監督：豊田利晃／89分

詳細はWebサイトで...www.yidff.jp


