
関係者各位

第3回 3.11 映画祭
3.11 movie Festival

映画を通じて全国がつながる！　未来の選択肢を共有する上映プロジェクト

［ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ］
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14　　TEL: 03-6803-2441 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（担当: 岡田、伊多波）　URL:http://311movie.wawa.or.jp

2016 年 1 月18日

PRESS RELEASE

■開催概要

▶  自主上映団体を募り、全国のサテライト会場20カ所以上で同時開催！
      団体、企業などへの上映会の開催をよびかけ、「3.11映画祭」を全国展開し、
より大きな社会へのアクションとなることをめざします。
開催地域: 北海道/ 福島 / 愛知 /岐阜 / 大阪/神戸/ 広島 / 島根 / 徳島 / 福岡など

▶ TSUTAYA，ゲオなど全国のビデオレンタル店で「3.11コーナー」店頭展開！

この度、ソーシャルクリエイティブ・プラットフォーム わわプロジェクト（事務局：一般社団法人非営利芸術活動団体
コマンドN）では、日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合とともに、3月11日～14日の4日間を中心に、メイン会場のア
ーツ千代田3331ほか、全国のサテライト会場にて「第3回 3.11映画祭」を開催いたします。本催事は映画祭の枠を越え、全国
の連携団体とともに、映画を通じて人々 のアクションをつなげる活動です。全国の連携団体とともに、各会場で、作品がうつ
し出す3.11後からの現実や、投げかける問いを共有し、自身をとりまく現実や社会のことを家族・友人・大切な人と話すキッカ
ケをつくります。東日本大震災発生から丸5年、「あの日」からの世界はまだ始まったばかりです。その後の今を生きる私た
ちだからこそイメージできるさまざまな「未来の選択肢」を、映画を通じて多くの方と共有する機会となれば幸いです。

1/22より関東圏14店舗にて先行展開！
SHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA瑞江店／TSUTAYA東陽町店／TSUTAYA柏駅前店／
TSUTAYA松戸駅前店／TSUTAYA川崎駅前店／ゲオ北新宿店／ゲオ野川店／ゲオ市ヶ尾店／
ゲオ今宿店／ゲオ湘南台店／ドラマ下北沢PART8店／ビデオ１京王リトナード八幡山店／フタバ図書 GIGA大宮店

□催事名：第3回 3.11映画祭
□会　場：アーツ千代田 3331（メイン会場）ほか全国のサテライト会場
□会　期：2016年3月11日（金）～14（月）　＊3月8日（火）プレトーク開催
　　　　　＊サテライト会場は会期外の開催もあり
□チケット：1000～1500円（内容により異なる。詳しくはウェブサイトをご覧ください）
□公式サイト：http://311movie.wawa.or.jp
［東京会場］主催：わわプロジェクト（事務局：一般社団法人非営利芸術活動団体コマンドN）／共催：日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合
／協賛：中外製薬株式会社／助成：芸術文化振興基金／後援：復興庁、千代田区、千代田区観光協会／協力：アーツ千代田 3331、株式会社キネマ
旬報社、アカリトライブ実行委員会、大地を守る会／100 万人のキャンドルナイト、アーバンキャンプトーキョー実行委員会、認定NPO 法人環境エネルギー
政策研究所、てつがくカフェ＠せんだい× とうきょう、NPO法人 グリーンズ、ストリートメディア株式会社
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日本と原発　4年後 ★※トークは 3/8
抱く「HUG」 ★
春よこい ～熊と蜂蜜とアキオさん～ ★  
パワー・トゥ・ザ・ピープル～グローバルからローカルへ～  
人の望みの喜びよ 
フタバから遠く離れて3.11 映画祭特別版 ★ ※トークは 3/8

水と風と生きものと中村桂子・生命誌を紡ぐ★
      ほか

■ 3/11（金）3.11映画祭 オープニングデイ　

第三回 3.11 映画祭
̶̶ 2/3　

うみやまあひだ ～伊勢神宮の森から響くメッセージ～ ★  
さようなら ★
首相官邸の前で ★
新地町の漁師たち ★
正しく生きる ★
種まきうさぎ フクシマに向き合う青春 　
小さき声のカノン ―選択する人々 ★　※トークは 3/8
波のした、土のうえ ★ 

■ 上映作品（五十音順）

［関連トークに豪華ゲスト多数登場 ! ］
平田オリザ（演出家）、関野吉晴（探検家）飯田哲也（環境学者）、鎌仲ひとみ（映画監督）ほか映画監督多数。

★ は関連トークあり。

【上映映画】

『春よこい』 ★アフタートーク：安孫子 亘  監督 
『人の望みの喜びよ』 
               ほか調整中

【黙祷】14:46-
震災が起こった午後2時46分に来館者・スタッフが一緒に黙祷を
捧げます。

【特別対談】
映画『さようなら』深田晃司 監督と、原作の戯曲を手がけた
平田オリザ（劇作家、演出家）氏による対談

【オープニングレセプション】
映画監督、トークゲストを交えたオープニングレセプション（招待制）

【アカリトライブ】

東京会場（アーツ千代田 3331）開催情報

キャンドルの灯りに包まれながらきく
ラッパーGAKU-MC によるアコースティックライブ

［ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ］
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14　　TEL: 03-6803-2441 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（担当: 岡田、伊多波）　URL:http://311movie.wawa.or.jp



2016 年 1 月18日東京会場（アーツ千代田 3331）開催情報

［ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ］
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14　　TEL: 03-6803-2441 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（担当: 岡田、伊多波）　URL: http://311movie.wawa.or.jp

3.11

マーケット
『わわや× 三三三市』

3.13
 
3.11

■ 関連イベント 

第三回 3.11 映画祭
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3.10 green drinks Tokyo @3331 地域防災ワークショップ:
災害対応カードゲーム「クロスロード」

3.11 アーバンキャンプトーキョー
× 3.11 映画祭

3.12
 -13

3.11 シネマてつがくカフェ＠
せんだい×とうきょうin3.11映画祭

3.143.113.13
 

3.13
 

会期中、3.11をきっかけに浮かびあがった多様なテーマのイベントを開催します。

ミニ太陽光発電システム組立て
ワークショップ

3.11

■ 3/13（日）the LOW-ATUS 
    × ISEP エネルギーデモクラシートーク＆ライブ

日時：2016/3/13（日）16:00～18:00（15:00開場）
会場：アーツ千代田 3331　2F体育館

全国各地で自然エネルギーに取り組む人たちが次々と増えています。
また、地域の人たちを中心に進める自然エネルギーは「コミュニティパワー」と呼ばれ、国際的なムーブメントを生み出してい
ます。そんな歴史的なエネルギー転換の動きを収録すべく、河合弘之監督のもと現在制作中の映画『日本と自然エネルギー』
をプロデュースする飯田哲也（ISEP）、福島からエネルギー革命を進める佐藤彌右衛門（会津電力）、精力的に東北で支援活
動を続ける the LOW-ATUS（細美武士＆TOSHI-LOW）の4人がエネルギーデモクラシーをテーマにトーク＆弾き語りライブ。

［参加チケット］1500円（前売り券発売はPeatixにて2月中旬予定。詳細はウェブサイトをご確認ください）　

［参加チケット］1500 円（前売り券販売開始は2 月中旬予定。詳細はウェブサイトをご確認ください）

■ 3/8（火）3.11 映画祭 プレ・トーク　
　   『 3 + 1 』キックオフイベント ～話そう、6年目の選択～

）場開03:81（ 00:12～00:91 )火( 8/3

□トークゲスト
鎌仲ひとみ（『小さき声のカノン』監督）
舩橋　淳  　（『フタバから遠く離れて』監督）

）督監』発原と本日『（     之弘合河
 ＆特別ゲスト ※後日ウェブサイトにて公表

【３＋１宣言】
原発、地域格差、米軍基地、貧困、差別など多くの矛盾を抱えたまま、３１１以前も、３１１以後の今も、状況は変わっていない
どころか慢性化しつつある日本の現状に、映画を通して警笛を鳴らす映画監督3 人がタッグを組んで活動を始めます。一人一人の
問題意識【＋１】を持ち寄り集う広場を作りたい、という願いを込め名付けられた「３＋１（サンタスイチ）」という活動が、この日、
この会場からはじまります。

世界500都市以上で開催されているgreen 
drinks。年齢や職業の垣根を越え人の思いを
つなぐ出会いの場でアイデアをつなげよう。

災害時における難しい判断状況を想定した
グループカードゲーム。地域社会で防災問題
をアクティブにとらえる取組み。

まちに泊まり、まちの魅力を楽しみつくす、
かつてない体験「アーバンキャンプvo . 3
」 をアーツ千代田 3331屋上で開催！

映画祭の関連書籍や東日本大震災復興活動
に関連したグッズ、加工食品などの販売、
展示を開催します。

エネルギーシフトは自宅から！3～4時間で
完成し自宅で使える「ミニ太陽光発電システム
」組立てワーショップ。

映画を観た感想から浮き上がるテーマを参加
者同志の対話を通じて掘り下げます。
上映作品：『波のした、土のうえ』


