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江東区古石場文化センター

江東区古石場文化センター

第16回

〔主催〕　公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 江東区古石場文化センター

江東区古石場文化センター
☎ 03-5620-0224

検温のお願い マスク着用のお願い 換気の徹底入口でアルコール消毒
ソーシャルディスタンスの

確保

江東区古石場文化センターはイベント実施に際し、江東区の方針に基づく財団
ガイドラインにより、新型コロナウィルス感染症拡大防止に最大限努めます。
ご協力をお願いします。

12月10日　  ・11日土 日2022年

〔協賛〕 〔協力〕〔助成〕

同時開催イベント

12/10（土）･11（日）両日開催

入場
無料

入場
無料

〈会場〉1階 小津安二郎紹介展示コーナー
〈期間〉11/19（土）～2023年2/3（金）　

12/10（土）

要事前申込 先着順30名
シネマフェスティバルチケット申し込み時にお申し出ください。

映画をご鑑賞いただき、アンケートにお答えいただ
いた方の中から抽選で20名様に「深川ギャザリア内
のレストランお食事券」（1,000円分）をプレゼントい
たします。
【提供：（株）フジクラ・深川ギャザリア】
※当選者はお食事券の発送を持って
発表にかえさせていただきます。

Ticket

お食事券が当たる！

1回券・・・・・・・・・・・・・・・・各500円
★トーク付き・・・・・・・・・・・各800円
※当日券は各200円増し。各回開場時間に販売。前売り
券が完売の場合、販売はございません。
※障害者（付き添い1名まで）上記金額より各200円引

ギャラリートーク＆展示解説

会場・チケットのお申し込み

チケットは江東区内各文化センター／総合区民センター／
ティアラこうとう／深川江戸資料館（17：00まで）でも取り扱い
ます。 ※インターネットでも申し込み可能です。

映画チケット
全席自由　各回総入れ替え制

受付時間 9：00～21：00（休館日 第1・3月曜日ただし祝日は開館）

11/10（木）10：00～受付開始

〒135-0045
東京都江東区古石場2-13-2
〔電　車〕
●東京メトロ東西線「門前仲町」駅 2番出口より徒歩10分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・案内図A
●都営地下鉄大江戸線「門前仲町」駅 4番出口より徒歩15分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・案内図B
●ＪＲ京葉線「越中島」駅 3番出口より徒歩10分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・案内図C
●東京メトロ東西線「木場」駅 4番出口より徒歩10分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・案内図D
〔都営バス〕
都07系統「錦糸町駅」⇔「門前仲町」
東22系統「錦糸町駅」⇔「東京駅北口」
門33系統「亀戸駅」⇔「豊海水産埠頭」　「越中島」下車徒歩10分

「富岡一丁目」下車徒歩７分
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「歓喜の歌」
Ⓒ 2008「歓喜の歌」パートナーズ

「瀧の白糸」（最長版）
フィルム及び画像提供：国立映画アーカイブ 「長屋紳士録」

Ⓒ 1947松竹株式会社

「最高の人生の見つけ方」
Ⓒ 2019「最高の人生の見つけ方」製作委員会

「鉄道員（ぽっぽや）」
Ⓒ １９９９「鉄道員（ぽっぽや）」製作委員会

「続・深夜食堂」
Ⓒ 2016 安倍夜郎・小学館/「続・深夜食堂」製作委員会

12/10
（土）

12/11
（日）

ゲストトーク開催！
板屋宏幸監督をはじめ映画技術スタッフの指導のもと、こ
どもたちが3日間で、カメラ撮影、照明などすべてを手掛
けた短編映画を上映。こどもたちの力作をご覧ください。
〈会場〉1階特設会場　〈時間〉11：30～ 16：00

❶ 検温・・・・・・・・・・・・・・来館前に検温をお願いします。体調不良等の場合、ご参加をご遠慮ください。
❷ マスク着用・・・・・・・・・マスクを着用してご鑑賞ください。
❸ 手指アルコール消毒・・・ご入場の前に手指のアルコール消毒を行ってください。
❹ 座席について・・・・・・定員を減らして販売します。
❺ 換気の徹底・・・・・・・・空調設備と大型扇風機による常時換気を行っております。
❻ 個人情報の扱い・・・・感染発生の場合、保健所等の公的機関に申し込み時にお聞きした氏名・電話

番号を提供することがあります。

築山秀夫氏によるギャラリートークと展示解説を 12/10( 土 )「長
屋紳士録」上映終了後、14:10~映画鑑賞者対象に実施します。

小津安二郎監督は粋や洗練を好みました。自
らの服装や持ち物にはじまり、映画の中でのこ
だわりからもそれが伺えます。粋人だった監督
の様式美にふれてみませんか。

小津安二郎紹介展示コーナー特別展

築山秀夫コレクション
「小津安二郎  美の文法」

こども映画教室
「未来から来たこどもたち」上映会

＊10分番組。常時ご覧いただけます。

福祉作業所の個包装食品や物品の販売
〈会場〉1階ロビー　〈時間〉13:00 ～ 15:00

まごころ市



浅田美代子さん
（女優）

渡辺美佐子さん
（女優）

松岡錠司さん
（映画監督）

浅田美代子（女優）

��月 � �日 日��月 ��日 土

～小津安二郎の生まれたところ～
日本映画の至宝と云われ、世界的な名匠としても名高い小津安二郎監督
は、明治36年、現在の東京都江東区深川に生まれました。監督の作品
は日本の家庭や家族のあり様を描き、その情愛の深さとはかなさなど、
日本人の心情を映像で表現し続けました。老い、別れなどのテーマは普
遍性を持ち、時代を超え、海外でも共感を得ています。そして、作品の
中にしばしば見られる街の風景や登場人物には、小津監督を生み育て、
住み慣れた江東区の土地柄が大きな関わりと影響を与えています。

小津安二郎
1903/12/12～1963/12/12

司会：米谷紳之介（文筆家）※両日とも
新聞社、出版社を経て独立。著書に
『Chasing Ozu』『銀幕を舞うコトバたち』他

12/10
（土）

12/11
（日）

江東シネマフェスティバルは、世界的な名匠として名高い小津安二郎監督の業績を広く紹介
するとともに、多様な映画の鑑賞機会を提供し、映画芸術の普及・発展に努めています。 映画のまち深川

ゲストトーク開催！

松岡錠司監督が手がけた作品の鑑賞後に
ゲストトークを楽しもう！
『深夜食堂』シリーズで第２５回釜山国際映
画祭アジアコンテンツアワード功労賞受賞。

CMコンテスト表彰式

10：00～1 2：00

「瀧の白糸」（最長版）

女水芸人「瀧の白糸」は危機を救ってくれた
村越欣弥の学費を支援するようになる。し
かし、人気の低迷とともにそれ
もままならなくなる。薄幸の美
女白糸と欣弥の切ない物語。
今年５０周年を迎えた活動写真
弁士：澤登翠に乞うご期待！！

活動写真弁士付き無声映画

1933年/10５分
監督：溝口健二
出演：入江たか子、岡田時彦

9：45～

澤登翠

35㎜フィルム

フィルム及び画像提供：国立映画アーカイブ

12：50～1 4：02

「長屋紳士録」

東京のある長屋街に親をなくした幸平が連
れてこられる。ひょんなことから金物屋を営
むおたねが引き取る。小津監督の戦後第一
作。戦前の“喜八もの”の主人公喜八を演じ
た坂本武や笠智衆、吉川満子など、小津組
の役者も登場する。

1947年/72分
監督：小津安二郎
出演：飯田蝶子、青木放屁、坂本武

35㎜フィルム

Ⓒ 1947松竹株式会社

コンテスト（下記　 参照）グランプリの作品の表彰式。

音声ガイド

10：00～1 1：55

「最高の人生の見つけ方」

2007年制作のアメリカ映画をリメイク。人
生を家族に捧げてきた平凡な主婦と、人生
を仕事に捧げてきた大金持ちの女社長。 違
う人生を歩んできた、出会うはずのない2
人が病室で出会い、 いつしか友情が芽生え
ていく。

2019年/115分
監督：犬童一心
出演：吉永小百合、天海祐希、ムロツヨシ

Ⓒ 2019「最高の人生の見つけ方」製作委員会

14：50～1 6：42

「歓喜の歌」

立川志の輔の新作落語を映画化。文化会
館で働く飯塚主任は、似た名前の２つの
コーラスグループを聞き間違え、大晦日のコ
ンサートホールをダブルブッキングしてしま
う。飯塚は両者の説得にあたるが…。

2008年/112分
監督：松岡錠司
出演：小林薫
 浅田美代子
 安田成美

12：50～1 4：42

「鉄道員（ぽっぽや）」

北海道の小さな駅「幌舞」には、寡黙だが
忍耐強い「鉄道員」佐藤乙松がいた。雨の
日も、雪の日も、妻や愛娘が亡くなった日に
も、彼はホームに立ち続けた。廃止が決
まった駅舎で乙松が体験した、不思議な出
来事とは。浅田次郎の人気作の映画化。

1999年/112分
監督：降旗康男
出演：高倉健、大竹しのぶ、広末涼子

Ⓒ １９９９「鉄道員（ぽっぽや）」製作委員会

15：30～1 7：18

「続・深夜食堂」

マスターの作る味と居心地の良さを求めて
夜な夜な賑わう“めしや“。路地裏にひっそ
りたたずむ店を訪れる人々の悲喜こもごも
が温かく描かれる。

2016年/108分
監督：松岡錠司
出演：小林薫
 渡辺美佐子、佐藤浩市

Ⓒ 2016 安倍夜郎・小学館
　 /「続・深夜食堂」製作委員会

Ⓒ 2008「歓喜の歌」パートナーズ

テレビや映画で大活躍中の浅田美代子さんが
出演映画のこと、思い出に残る作品など映画
との関りを語ります。（終了予定17：20）

★トーク付き
DCP 2Kデジタル修復版 DCP

渡辺美佐子（女優)

松岡錠司（映画監督）

DCPはデジタルシネマパッケージの略称で、専用
のプロジェクター・再生機・配給会社からのパス
ワードを使って上映するスタイルです。過去の作
品がデジタル修復され、きれいに甦ります。

映画上映前のCMに注目！
デジタルハリウッド大学協力のもと、古石場のシネマ事業
の魅力が伝わるCMを学生たちがコンテスト形式で制作
しました。グランプリ作品は各回本編前に上映します。

映画フィルムを映写機で投影し、上映します。会場内に
設けた映写機からフィルムを送る音が聞こえ、どこか懐
かしい気持ちにさせてくれます。映写機設置場所が客
席内後方のため機械音や上映中の立席にご注意くだ
さい。

フィルム
上映

目の不自由な方にも映画を楽しんでいただくた
め、登場人物の動作や場面状況を台詞の妨げに
ならないよう音声（FMラジオ）で伝えます。
運営：音声ガイド江東シネマアイ
※FMラジオの無料貸出があります（要予約）　

DCP 音声ガイド

ゲストトーク（上映後）
渡辺美佐子さんは「続・深夜食堂」はもちろ
んのこと松岡錠司監督作品には欠かせない存
在です。お二人の数々の作品の思い出を語っ
ていただきます。松岡監督の撮影秘話もお楽
しみに！（終了予定17：55）

ゲストトーク（上映後）

開場時間は上映20分前、終了時間は予定です。

★作品

上映前にアマチュア
弁士のミニ上映付き

★トーク付き


