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上映会を開催してみませんか？

主な貸出作品（YIDFF 2021上映作品）
カマグロガ 
[インターナショナル・コンペティション 山形市長賞 ]
監督：アルフォンソ・アマドル
スペイン／ 2020／ Blu-ray／ 111分／日英字幕あり

ナイト・ショット
[インターナショナル・コンペティション 優秀賞 ]
監督：カロリーナ・モスコソ・ブリセーニョ
チリ／ 2019／ Blu-ray／ 80分／日英字幕あり

リトル・パレスティナ [アジア千波万波 小川紳介賞 ]
監督：アブダッラー・アル＝ハティーブ
レバノン、フランス、カタール／ 2021／
Blu-ray／ 89分／日英字幕あり

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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貸出料金：30,000円（※一部の短編は 10,000円）
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詳しくは公式サイト「フィルム貸出」をご覧ください。
https://www.yidff.jp/library/loans/loans.html

   14:00（1回上映）

祖国 ― イラク零年
YIDFF 2015インターナショナル・
コンペティション優秀賞、市民賞
監督：アッバース・ファーディル／イラク、フランス／2015／
334分（第一部：160分、第二部：174分）

   14:00, 19:00（2回上映）

いつもそこにあるもの
YIDFF 2015インターナショナル・コンペティション
監督：クロエ・アンゲノー／フランス／2015／79分

   15:50（1回上映）

家族のかけら
YIDFF 2013インターナショナル・コンペティション
監督：ディエゴ・グティエレス／オランダ、メキシコ／2012／83分
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鑑賞会員無料（当日受付にてご入会ください）
会費・入会金は不要です（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（山形ビッグウイング）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

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。
  電話：023-635-3015
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@FilmYamagatawww.creative-yamagata.jp

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
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ご寄付も受け付けております

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

www.yidff.jp/support

311ドキュメンタリーフィルムアーカイブ

�����݄��ʹ͖ͨى ౦ຊେࡂͷهөըͱͦ ͷ࡞ࢿྉΛह
ूɾอଘ͠ɺ࡞ใΛੈքʹൃ৴͢ΔϓϩδΣΫτͰ͢ɻొ ࡞ɺ
ௌͰࢹυΩϡϝϯλϦʔϑΟϧϜϥΠϒϥϦʔͰܗ ·͖͢ɻ

www.yidff311docs.jp

［お問い合わせ］
山形市企画調整部文化振興課　山形市旅篭町 2-3-25　
Eメール : bunka@city.yamagata-yamagata.lg.jp
電話：023-641-1212（内線 769）
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山形国際ドキュメンタリー映画祭情報発信中

山形ドキュメンタリーフィルムライブラリーだい

かい

3月12日［土］　山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー
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

えい しつが きょう

子どもの映画教室
レ
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ト
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みて つくって かんじよう アニメーションのせかい

毎年恒例の映画教室も12回目。今回は昔のアニメをみたり、ライブラリー＆
試写室を探検したり、おもちゃを作ってみたよ！

:*%''ͷߍߴੜνʔϜͰ͢ɻ͍ Ζ͍Ζͳ্
өձΠϕϯτΛاըͯ͠ΈΑ͏ ɻϝϯόʔ
ืूதʂ͓ ͍߹Θͤͪ͜ Β͔Βɻ

docu_777

        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
      映画祭入場料割引  
      フィルム貸出料割引  
　　 会費    1口：10,000円 　　　　 1口：5,000円
 　　　　　　　　　　　　　4月1日～翌年3月31日
                                    途中入会可（会員期限、会費は同じ）

  なし　 会員特典
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　 会員期限
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3月 5日 [土 ]　やまぎん県民ホール スタジオ 2
主催：認定 NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭
協力：一般社団法人サイレントヴォイス、アテネ・フランセ文化センター、
　　　山形県映画映画センター

トークセッションの様子

『うたうひと』

『牧野物語・峠』上映の様子

酒井耕さん青山太郎さん

www.yidff-live.info/tag/ドキュ山ユース


