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YAMAGATA International Documentary Film Festival 2019
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チケット7月上旬ΑΓ先行発売開始予定
タイムテーブル（上映スケジュール）8月中旬発表！

http://www.yidff.jp/news/19/190523.html

山形市制施行130周年記念事業山形市制施行130周年記念事業
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ティション」7月上旬ɺૈ Λհ͢Δ࡞ΓͰΩϥϦͱޫΔΞδΞ
「アジア千波万波」7月下旬ɺͦ ͷଞ特集プログラム8月発表
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【ボランティア説明会】
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山形国際ドキュメンタリー映画祭

7月10日［水］ 15:00, 19:00
ファーラ（山形市総合福祉センター：霞城公民館北隣）5F 
視聴覚室＋研修室2
7月27日［土］ 15:00, 19:00
山形市総合福祉センター3F 会議研修室2
（霞城公民館北隣）

8月8日［木］ 15:00, 19:00
霞城セントラル23F 高度情報会議室
※駐車券は発行されませんのでご了承下さい。

ͨͱ͑ ʜ
【会場・市民賞】会場の飾り付け、チケット販売、場内整理・
誘導、観客の投票によって決められる市民賞の運営
【ゲストサポーター】ゲストの出迎え、見送り、随行など
【広報】ポスター掲示、映画祭リポート、コラムの作成など
【デイリーニュース】公式日刊紙の取材・編集
【写真・ビデオ記録】質疑応答やシンポジウムなどの撮影
【香味庵クラブ】毎回大好評の交流の場「香味庵」の運営
【司会進行】メイン会場での質疑応答の司会進行
【同時通訳機操作】映画上映の際の通訳音声を流す
●詳しくは説明会で！☞

表紙写真：山形国際ドキュメンタリー映画祭2017監督、ボランティア、スタッフ大集合
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山形国際ドキュメンタリー映画祭 2019
ボランティア大募集

山形市内、県内各地で応援プレイベント開催中！



問合せ：山形市創造都市推進協議会事務局
               （山形市企画調整部 文化振興課内）
［電話］023-641-1212（内線769）　[FAX] 023-624-9618
［E-mail］creative-yamagata@city.yamagata-yamagata.lg.jp

@FilmYamagatawww.creative-yamagata.jp

311ドキュメンタリーフィルムアーカイブ
�����݄��ʹ͖ͨى౦ຊେࡂͷهөըͱͦͷ࡞
ࢿྉΛहूɾอଘ͠ɺ࡞ใΛੈքʹൃ৴͢ΔϓϩδΣ
ΫτͰ͢ɻ www.yidf f311docs.jp

山形国際ドキュメンタリー映画祭をご支援下さい
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メールマガジン「YIDFFニュース」（毎月1回）
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

@yidff_8989
ブログ「ドキュ山ライブ」   www.yidff-live.info

@yidff

ドキュ山ユース 活動中
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フィルムを捨てないで！「懐かしい」を未来へ！
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鑑賞会員無料（当日受付にてご入会下さい）
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（40席）
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ポルトガル生まれブラジル育ちの伝説的パフォーマー、カルメン・ミラン
ダの人生の栄光と苦悩を綴る『カルメン・ミランダ：バナナが商売』。プ
ラハに生まれ、ナチス占領下を生き抜いたヨハンナの、自身の可能性に
賭けた非凡な生涯を描く『記憶と夢』。ふたりの女性の波瀾の旅路。

   14:00, 19:00（2回上映）
カルメン・ミランダ：バナナが商売
YIDFF ’9 5  インターナショナル・コンペティション
監督：ヘレナ・ソルバーグ
ブラジル、アメリカ／1994／35mm／92分

〈波瀾の旅路〉

   15:50（1回上映）
記憶と夢 YIDFF ’9 5  インターナショナル・コンペティション
監督：リン＝マリー・ミルバーン
オーストラリア／1993／35mm／58分
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抑圧的なシリア政権下で生きる人たちの魂の叫び、生まれ育った場所を
失うことへの例えようもない感情を描く『カーキ色の記憶』。長い間シリア
に帰郷できない監督が、同じ境遇の人々とともに故郷への愛を詠い、容
赦ない時間の流れを哀悼する『彼女の墓に花をそえるのは私』。

   14:00, 19:00（2回上映）
カーキ色の記憶
YIDFF 2 0 1 7  インターナショナル
・コンペティション山形市長賞
監督：アルフォーズ・タンジュール／カタール／2016／ビデオ／108分

〈YIDFF 2017アンコール1６：シリア、カーキ色の記憶〉

   16:10（1回上映）
彼女の墓に花をそえるのは私
YIDFF 2 0 0 7  インターナショナル・コンペティション
監督：ハーラ・アルアブドッラー、アンマール・アルベイク／シリア／2006／ビデオ／110分
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1900年代にモスクワに建てられたアパートの住人たちの回想によって、
社会主義を生き抜いてきた人間群像と時代があぶり出される『アルバト
通りの家』。1970年代に建設され、取り壊しを待つ台湾の「中国城」の
賑わいを偲ぶ、失われつつある景観の記念碑『中国街の思い出』。

   14:00, 19:00（2作品2回上映）
アルバト通りの家
YIDFF ’9 5  インターナショナル・コンペティション
監督：マリナ・ゴルドフスカヤ／ロシア／1993／16mm／59分

〈YIDFF 2017アンコール17：家と街〉

中国街の思い出  YIDFF 2 0 1 7  アジア千波万波
監督：陳君典（チェン・ジュンディェン）／台湾／2016／ビデオ／30分
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1991年にフィリピンに返還された、ルソン島スービック湾の米海軍基地。
長く米軍管理下にあった湾周辺は、返還後も深刻な環境汚染被害をもた
らし続けている。植民地支配の下での人々の苦難と抵抗、弾圧の歴史を
凝視し、人々の声に耳を傾ける稀有な映像体験。

   14:00（1回上映）
航跡（スービック海軍基地）
YIDFF 2 0 1 7  インターナショナル
・コンペティション
監督：ジョン・ジャンヴィト／アメリカ、フィリピン／2015／ビデオ
前編135分＋後編132分　※前後編の間に休憩をはさみます

〈YIDFF 2017アンコール1５：航跡〉

第20回 Creative Café 
体験！ コンテンポラリーダンス
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講師：加藤由美さん
（ダンススペース主宰、東北芸術工科大学
　　　　　　　身体表現 非常勤講師）

6月25日［水］ 18:30
山形まなび館3 F　先着1 0 名　※見学可（申込不要）
※動きやすく汚れてもよい服装でお越しください。 
申し込み締切：6月2 0日 氏名・連絡先（電話、メールアドレス）を記入の
上メールで下記事務局へお申し込みください。

参加無料

1回のみの
上映です


