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映画祭
de

第8回

メイン会場の栃木高校講堂をはじめ市内十数カ所にて上映予定
オープニングセレモニー

一日映画見放題チケット／大人・学生
※未就学児は無料

蔵の街かど映画祭

栃木市役所商工観光課「栃木・蔵の街かど映画祭」担当 

お問い合わせ先

☎ 0282-21-2373

発表会場／栃木県立栃木高等学校講堂

国登録有形文化財

映画評論家

栃木・蔵の街かど映画祭も第8回目を迎え、栃木市の一大イベントとして一定のファンを獲得しています。
これまでは一般映画作品をメインに据え、開催規模を拡大し続けることにより開催してきましたが、昨年より歴史的建造物の利用促進を図ると同時に、その歴史や
価値を多くの人に知ってもらうこと、地域の温かさにもふれあえるような街なか回遊型の映画祭をキーコンセプトとしながらも、より特徴のある映画祭に変化
することを、映像作家の新たな表現フィールドの提供、支援を目的とした “栃木・蔵の街かどアワード”（コンペティション部門）を創設することになりました。

アワード授賞式第2回 〒328-0016 栃 木 県 栃 木 市 入 舟 町 1 2 - 4

栃木・蔵の街かど映画祭
アワード部門審査員

襟川  クロ氏

2015.5.10sun 15：00開会予定

栃木・蔵の街かど映画祭
アワード部門審査員

映画評論家

島    敏光氏
アワードノミネート作品は、5/9・5/10 栃木・蔵の街かど映画祭において

各会場にて2日間にわたり上映されます

チケットのお問い合わせは、（一社）栃木市観光協会☎0282-25-2356 まで
●前売チケットは各プレイガイドにて、当日は各上映会場にてお求めになれます。

スマホを
かざすと

がスタートします！
特別動画

■第8回栃木・蔵の街かど映画祭 開催日／2015年5月9日（土）・10日（日） ■主催／栃木・蔵の街かど映画祭実行委員会 ■後援／栃木市・栃木商工会議所・
一般社団法人栃木市観光協会・一般社団法人栃木青年会議所・下野新聞社・朝日新聞宇都宮総局・読売新聞宇都宮支局・毎日新聞社宇都宮支局・東京新聞宇都宮
支局・産経新聞社宇都宮支局・NHK宇都宮放送局・栃木ケーブルテレビ　■特別協賛／東武鉄道・㈱東武宇都宮百貨店栃木市役所店　■協力／株式会社スクラムフーズ・
株式会社ムービーマネジメントカンパニー・栃木市商店会連合会・とちぎフィルム応援団・ネットワークとちぎ・栃木おやこ劇場・学悠館高等学校・マロニエ医療福祉専門学校・
フコク生命・山本有三記念会・読み聞かせボランティア九輪草の会・マチナカプロジェクト・下都賀地区視聴覚ライブラリー協議会・栃木信用金庫・このゆび☆とまれ・
とちぎえ～ぞ～支援隊・栃木の例幣使街道を考える会・八重桜の会・レントオール小山・宇都宮アート＆スポーツ専門学校・とちぎ映像コンクール・日向野商店・
小山工業高等専門学校・アートステージどんぐりらとちぎ蔵の街美術館・とちぎ一箱古本市・とちぎ高校生蔵部　■上映会場／栃木高校講堂・蔵の街観光館2F
多目的ホール・太田蔵・かな半旅館・旧市役所別館・万町北会場（柄沢邸）・中田蔵・北蔵Caféひがの・山本有三ふるさと記念館・横山郷土館・陶珈紗2階「ぽたり」・旧木村履物店

春日部 下今市北千住

とうきょう
スカイツリー

浅草 鬼怒川
温泉

東武日光大宮

柏
船橋

「COCOAR2」のスマホ
　アプリを起動したら、

ppA「 soi  store」からダウンロード
yalP「 diordnA  ストア」からダウンロード

アプリは無料で利用可能

QRコードからでも
無料アプリは

ダウンロードできます

アプリをおとして、かざすだけ。

ココアル2 検索

を読み込んで
ください。



■上映作品及び会場は都合により変更する場合がございます　 ■詳しい上映時間は公式ホームページをご覧ください http://kura-movie.jp

10:00会場名 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

A
9日

10日

栃木高校講堂

●●オープニングセレモニー 入場無料
No21.ワタシカレシツクル（20分）／No41.禍時の夢 （々4分）／No42.ムツゴロウ物語（3分）
／No54.帰郷（8分）／No16.午前三時の料理店（17分）

No1.水の足跡（30分）／No19．強い人（20分）／No22.風の名前（13分）

No24.名無しの幽子（17分）／No26.ジュアラピックス（32分）／No30.ＳＵＰＩスーピー（32分）

No46.七子の妖気（58分）
●第2回栃木・蔵の街かどアワードご当地映画部門

●第2回栃木・蔵の街かどアワードご当地映画部門

●第2回栃木・蔵の街かどアワードご当地映画部門

●第2回栃木・蔵の街アワード授賞式 入場無料

※17：00終了

※17：00終了

●無料上映 ●有料上映

●第2回栃木・蔵の街かどアワード若手映画監督部門

9日

H

No39.ＦＲＥＳＨＭＩＮＴ（37分） 
／No40.マルチバースの天秤（15分） 

※16：00終了

●第2回栃木・蔵の街かどアワード若手映画監督部門

No17.スモールワールド（21分）／No18.エンドロールを撮りに（19分）
／No20.ファーザー×ファーザー（15分） 
／No23.押してはいけないボタンを押すな（15分） 

No3.最後の面接（16分）／No14.みなと、かこ、げんざい（35分）

●第2回栃木・蔵の街かどアワード若手映画監督部門

蔵の街観光館
２F

多目的ホール

10日
No33.あの夏（28分）／No34.彼女はまだ来ない（15分）／No35.「感謝」（22分）

※14：00終了

●第2回栃木・蔵の街かどアワード若手映画監督部門

●第2回栃木・蔵の街かどアワード若手映画監督部門

9日

E
※15：30終了

●しもつかれガール
　（37分） No57.はたたがみ（37分） 

／No60.愚怒猛仁愚、ヤンキー！（15分）  

No61.「海辺の女の子」（42分）／No62.I and i（15分） 
／No65.お化けなんて出るもんかぁ～（4分） 

●第2回栃木・蔵の街かどアワード若手映画監督部門

山本有三
ふるさと記念館

10日 ※14：30終了

※15：00終了

※14：30終了

※17：00終了

※15：00終了

●●しもつかれガール（37分） ●第2回栃木・蔵の街かどアワード若手映画監督部門

●ローマの休日（118分）※無料上映

●ローマの休日（118分）※無料上映

9日

C

No73.パンダ（25分）／No74.青い蝶の夢（26分）／No78.さよならパークハイツ（24分）
※16：00終了

●第2回栃木・蔵の街かどアワード若手映画監督部門

No31.つまさき（102分）
●第2回栃木・蔵の街かどアワードご当地映画部門

横山郷土館

10日
No72.ラプソディ・イン・ザ・ルーム（68分） 

※13：00終了

※16：00終了

※15：00終了

●第2回栃木・蔵の街かどアワード若手映画監督部門

●しもつかれガール（37分）

●しもつかれガール（37分）

万町北会場D 9日

10日

●人生、ここにあり！（111分）

●人生、ここにあり！（111分）

●人生、ここにあり！（111分）

※上映の合間は休憩所としてご利用いただけます。また、ピアによる展示、販売があります。         

かな半旅館F 9日

10日

●ほっとタイムカフェ（飲み物・菓子付き）＆幻燈会 ●おさるのジョージ（87分）

●ほっとタイムカフェ（飲み物・菓子付き）＆幻燈会 ●トム＆ジェリー オズの魔法使（60分）

太田蔵G 9日

10日

9日 カメラ・ガール（20分）／ＳＵＰＩスーピー（32分）／今日は秋刀魚の日（8分）／今日はショートケーキの日（20分）※16：30終了
●第1回栃木・蔵の街かどアワードグランプリ中野森監督セレクション上映Ａ

10日 花弁小町（8分）／ツメがアマイ（9分）／離婚前夜（15分）／レア・チョコレート（12分）／ＡＢＣＤ（20分）／ムーンダスト（7分） ※14：30終了
●第1回栃木・蔵の街かどアワードグランプリ中野森監督セレクション上映B

B 旧市役所別館

●しもつかれガール（37分） ●しもつかれガール（37分）●市制祝典実況（17分）●六人姉妹（47分）

●しもつかれガール（37分）●市制祝典実況●六人姉妹（47分）

※17：00終了

※14：30終了

北蔵CaféひがのI 9日

10日

●しもつかれガール（37分）

●しもつかれガール（37分）

●しもつかれガール（37分）

●しもつかれガール（37分）※ワンオーダー必要

陶珈紗２階
「ぽたり」L

※12：00終了

※16：00終了9日

10日

●Unique Rabbitsショートムービー集・
　ライブパフォーマンス『おびくに伝説』（60分）

●Unique Rabbitsショートムービー集・ライブパフォーマンス『おびくに伝説』（60分）

●第2回栃木・蔵の街かどアワードご当地映画部門
9日

No47.ペーパーロード（69分）
No48.ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＡ（36分）
／No55.ガラスの園で月を食らう（原題：解放）（30分）

●第2回栃木・蔵の街かどアワード
　若手映画監督部門

※13：00終了10日 ●ねこタクシー（106分）

中田蔵K

9日
●ndjc2014 
　good-bye（30分）／もちつきラプソディ（30分）

●ndjc2014 
　チキンズダイナマイト（30分）
　／エンドローラーズ（30分）

●ndjc2014 チキンズダイナマイト（30分）／エンドローラーズ（30分）

●ndjc2014 good-bye（30分）／もちつきラプソディ（30分）
10日

旧木村履物店J

上映後監督舞台挨拶

上映後監督舞台挨拶



アワード授賞式第2回

A

5／9（土）上映作品 【9作品】 ＋ オープニングセレモニー

15:00～入場無料

10:00～入場無料オープニングセレモニー

第2回栃木・蔵の街かどアワード［ご当地映画部門／若手映画監督部門］栃木高校講堂
A

第8回 2015.5.9～5.10

監督／金子雅和：30分
夏の自然の中、静かに記録された交流の物語。群馬県
桐生市・みどり市内で撮影。

No.1 水の足跡 監督／一田久作：17分
午前三時に毎夜ふたたび開く料理店。午前三時のメニュー
はひとつだけ。午前三時のある日、お客が入って来る。

No.16 午前三時の料理店 監督／中泉裕矢：19分59秒
東京の映像制作会社で働く後藤洋司は、鹿沼市でのロ
ケハンを命じられる。

No.19 強いひと

監督／高瀬秀芳：19分33秒
結婚式場で働く直子。ある日、同窓会で初恋の相手・
信二と２３年ぶりに再会する。

No.21ワタシ カレシ ツクル 監督／吉松幸四郎：13分
新しい風を求めて故郷を離れたカメラマンの哲也は夢
に疲れ尾道へ母の墓参りのため帰省する。

No.22 風の名前 監督／江口寛武：3分41秒
２人の少女が夢を語り、奇跡が起きる。少女らの夢を
描いた白昼夢ファンタジー。

No.41 禍時の夢々

監督／齊藤雄基：16分40秒
少しの間だけ一緒に奇妙な時間を過ごす事になった、
弘幸と名無しの幽霊の女の子の話。

No.24 名無しの幽子 監督／前田康太朗：31分45秒
良い子にしないとジュアラピックスが来て一人ぼっ
ちになるぞ！忍び寄るジュアラピックスの影。

No.26 ジュアラピックス 監督／中野　森：31分30秒
真夏の小さな街で怪奇的な連続殺人が。人々は犯人の
ことを「SUPI スーピー」と呼ぶ。

No.30 SUPIスーピー

監督／江口陽向：3分3秒
「佐賀県」を全国の皆さんに知ってもらう為、小学４年
生が創作した約３分間の短編作品。

No.42ムツゴロウ物語 監督／松本卓也：58分
ロケ地は、岐阜県にある「下呂温泉」。妖怪というフィ
ルターを通して現代人を映し出す。 

No.46 七子の妖気 監督／堤　真矢：7分15秒
ある冬の日の新潟県上越市。バックパッカーとして世
界を旅していた兄が実家に帰ってくる。

No.54 帰郷

5／10（日）上映作品 【3作品】 ＋ アワード授賞式



A

ライカとカノンは一流のカメラ
マンを目指す女の子。性格も
撮る写真も違う犬猿の中。

第１回栃木・蔵の街
かどアワードでは、
写真家を目指す女の
子を描いた「カメラ・
ガール」でグランプリ
を頂きました。その主
人公同様に、私たち

も挫折と戦いながら「映画を撮る」という
行為で他者と繋がろうとしています。10作
品、楽しんでいただければ幸いです。

カメラ・ガール（20分）
真夏の小さな街で怪奇的な連
続殺人が。人々は犯人のこと
を「SUPI スーピー」と呼ぶ。

SUPIスーピー（32分）
突然失恋をしてしまったシノブ。思
いがけず、祖父ケンジの生涯をか
けた恋の話を聞くことになる。

今日は秋刀魚の日（8分）
11月22日。今日はショートケー
キの日。イチゴをのせたショート
ケーキのようなラブストーリー。

今日はショートケーキの日（20分）

しぐさと表情だけで物語をつむ
ぐ。「日本の桜」をテーマにした
和製サイレントファンタジー。

花弁小町（8分）
ミユキにはひとつだけ気に入らな
いタカユキの癖があった。気をぬく
と自分の爪を噛んでしまうのだ。

ツメがアマイ（9分）
2018年の日本を舞台に、離婚
の危機に陥った若いカップルの
一夜を描いたラブストーリー。

離婚前夜（15分）
2040年2月。レイとハルは
幻の食べ物『チョコレート』
を求めて街に出かけていた。

レア・チョコレート（12分）

1983年に誕生した名作「家族ゲー
ム」(監督：森田芳光)を大胆にオマー
ジュ。予測不可能な密室会話劇。

ABCD（20分）
宮里 心(こころ)は就職活動にはげ
む大学５年生。母の日をテーマにし
た感動の青春ショートムービー。

ムーンダスト（7分）
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ローマを舞台に王女と新聞
記者とのロマンチックで切な
い恋の夢物語。オードリーの
アメリカ映画デビュー作。

●ローマの休日（118分）
　〈両日〉 ※無料上映

Copyright © 1953 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM,
(r) & Copyright © 2003 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

横山郷土館
C

万町北会場
D

※上映の合間は休憩所として
　ご利用いただけます。
　また、ピアによる展示、販売が
　あります。

1978年、イタリアでは、バザーリア法の制
定によって、次々に精神病院が閉鎖されまし
た。「自由こそ治療だ」という画期的な考え
方から、それまで病院に閉じ込められていた
患者たちを地域にもどし、一般の社会で暮
らせるようにしたのです。本作は、そんな時
代に起こった実話を基に誕生した傑作で
す。卓越した笑いときめ細やかな感性でコメ
ディ仕立てに練り上げられた本作は、まさに
思いきり笑って泣ける“人間賛歌エンターテ
イメント”！たとえ転んでも、あきらめないで
夢に向かっていけば、いつか現実になる―
そんな“希望”と“元気”を届けてくれます。

●人生、ここにあり！（111分）

©2008 RIZZOLI FILM

●しもつかれガール（37分）
 （一社）栃木青年会議所創立55周年記念作品

監督／高橋良多：23分54秒
清掃の仕事をしている直は彼女の千恵と同居してい
る。そんなある日、千恵は家を出て行く。 

No.78 さよならパークハイツ監督／松本佳乃：26分
風貌から差別されて育った医師の捨吉は、大きな
屋敷で人目を避けて娘と暮らす。

No.74 青い蝶の夢

監督／土井翔生：68分5秒
5人の視点で展開する、奇跡のようで喜劇な一夜を
描いたラブコメディ。

No.72 ラプソディ・イン・ザ・ルーム

監督／加瀬仁美：102分
渡良瀬遊水池の圧倒的な風景を舞台に、少女の彷
徨いと成長を全編手持ちカメラで描く。

No.31 つまさき 監督／笹木彰人：24分58秒
男が目が覚めるとそこは見知らぬ土地であった。男
は理不尽な世界へ迷い込んでいく。

No.73 パンダ

第2回栃木・蔵の街かどアワード
［ご当地映画部門／若手映画監督部門］

生まれも育ちも栃木の女、東京から来た女、
栃木に戻ってきた男の恋の行方。
それは、栃木的ラブストーリー。

■詳しい上映時間は上映スケジュール、もしくは公式ホームページをご覧ください  http://kura-movie.jp

©2013 とちぎ市民映画製作実行委員会



山本有三
ふるさと記念館

E

ほっとタイムカフェ＆幻 燈 会

両日10：30～

女の子ばかりの六人姉妹が、暖かい家庭の愛情と希望
につつまれながらすくすくと成長してゆく姿を、明るい
ホームドラマとして描いた児童映画。家庭崩壊・少年
犯罪などがとりだたされる現代社会だからこそ、
こういった暖かい作品には心が洗われる。

●六人姉妹（47分）

●栃木市制祝典実況  ※無料上映

（一社）栃木青年会議所
　　 創立55周年記念作品

結婚式帰りの栃木の女、木崎あいこ（谷村美月）と東京のキャリアウーマン、山内里
江（徳永えり）は、偶然同じ最終電車に乗り合わせ、新栃木駅で出合う。東京へ帰れな
くなってしまった里江は、あいこに案内され行きつけの居酒屋へ。そこにはあいこの
幼馴染みである北村鉄雄（倉田大輔）がいて…。

太田蔵
G

©2013 とちぎ市民映画製作実行委員会

かな半旅館
F

5／9（土）上映作品 【2作品】

5／9（土）＆5／10（日）

5／9（土）＆5／10（日）

監督／田中浩美：37分
お父さんがお母さんを連れていってしまう。何処に
も自分の居場所を見付けられない僕。

No.57 はたたがみ 監督／杉山りょう：15分
ヤンキーでニートなヤスオと、お向かいに住む小さ
な女の子とのひと時の、交流の物語です。

No.60 愚怒猛仁愚、ヤンキー！

5／10（日）上映作品 【3作品】

監督／水上　亮：41分40秒
卒業制作の映画制作を中止した日出男は、ある女
の子と出会ったことで心境が変化していく。

No.61 「海辺の女の子」 監督／西澤周平：14分43秒
外界に嫌気のさした女性の心の闇が体を滅ぼしてい
く。心の中の幼少期の自身に救われる。

No.62  I and i 監督／中山颯太：4分15秒
お化けを信じる派と信じない派で討論になり、お化
けが出るという噂の神社に確かめに行く事に。

No.65 お化けなんて出るもんかぁ～

●しもつかれガール（37分） 〈両日〉 （一社）栃木青年会議所創立55周年記念作品

第2回栃木・蔵の街かどアワード ［若手映画監督部門］

生まれも育ちも栃木の女、
東京から来た女、
栃木に戻ってきた
男の恋の行方。
それは、
栃木的ラブストーリー。

トムとジェリーがドロシーと一緒に竜巻に巻き込
まれて迷いこんだのは、おとぎの話の「オズの魔法
使い」の世界！いつもはケンカばかりの2人だけれ
ど、力を合わせていじわるな魔女からドロシーを守
り、元の世界にみんなんを連れ戻すことができる
のでしょうか。

●トム＆ジェリー オズの魔法使（60分）

TOM AND JERRY and THE WIZARD OF OZ and all related characters and elements are trademarks of and ©Turner Entertainment Co. 
Tom and Jerry & TheWizard of Oz © Turner Entertainment Co. Package Design © TurnerEntertainment Co. and Warner Bros. Entertainment Inc. 
All rights reserved.d.

テッドが勤める博物館は経営難から閉鎖すること
になった。アフリカの古代巨像を見つけて博物館
を救おうと考えたテッドはジャングルへと向かう
が、そこでイタズラ好きな子ザルと出会う…。
世界的大ベストセラーの絵本「おさるのジョージ」
を映画化したアニメーション作品。

●おさるのジョージ（87分）

Film © 2006 Martin Movie Productions GmbH and Universal Studios. 
All Rights Reserved. Artwork © 2006 Universal Studios. All Rights Reserved.

ほっこりしませんか？

（飲み物・菓子付き）

5
／
9

（土）

5
／

（日）
10

「COCOAR2」
　のスマホアプリを
　起動したら、

を読み込んで
ください。

（37分）



蔵の街観光館
２F多目的ホール

H

A北蔵Caféひがの
I ●しもつかれガール（37分）〈両日〉 （一社）栃木青年会議所創立55周年記念作品

ワン
オーダー
必要

5／9（土）上映作品 【6作品】

監督／中屋充史：20分39秒
未練の残る元カノの美樹に連絡を取り翌日に会う
事になる。が、当日に現れたのは……。

No.17 スモールワールド 監督／中泉裕矢：18分30秒
結婚式場カメラマンとして働いている遠藤修一は、
上司からビデオレター撮影の仕事を任された。

No.18 エンドロールを撮りに 監督／高瀬秀芳：15分
結婚式当日。ブライズルームで喜びを隠せない新婦・
さくらの耳に、衝撃の事実が飛び込む。

No.20 ファーザー×ファーザー

監督／吉田真由香36分52秒
心に悩みを持つ二人のふれ合いは、それぞれに旬と
美代の心を変化させていく。

No.39 FRESHMINT
監督／小尾信生：15分
「押してはいけないボタン」というシュールな商品を
罰ゲームで買うことになってしまう。

No.23 押してはいけないボタンを押すな 監督／江口寛武：14分31秒
見た夢が必ず現実になる「予知夢」の能力をもった
少女が、友達の危機を救う。

No.40 マルチバースの天秤

5／10（日）上映作品 【5作品】

監督／吉富大倫：15分30秒
昏睡状態の中、あの世とこの世の間で行われた生
死をかけた面接に参加することに。

No.3 最後の面接 監督／長棟航平：35分10秒
バンドは解散して、ロックは死んだ。ギターケースを
持って港を歩く。

No.14 みなと、かこ、げんざい 監督／渡部健人：27分58秒
マンガ家志望の松本は背負った借金返済のため、
マンガの新人賞の受賞を目指す。

No.33 あの夏

監督／駒井俊彦：15分3秒
手紙が付いた風船を手にした河口は、リカという
女性と会う約束をするのだが…。

No.34 彼女はまだ来ない 監督／西海敬介：21分39秒
失職した慎也は、転職エージェントにも出向くが、
一向に自分が定まらない。

No.35 「感謝」

第2回栃木・蔵の街かどアワード ［若手映画監督部門］

■詳しい上映時間は上映スケジュール、もしくは公式ホームページをご覧ください  http://kura-movie.jp

「COCOAR2」
　のスマホアプリを
　起動したら、

を読み込んで
ください。



A
若手映画作家育成プロジェクト

VIPO（映像産業振興機構）は映像産業というくくりで業
態を超えて設立され、その特性を生かした育成支援とし
て、2006年度より、文化庁委託事業「ndjc：若手映画作
家育成プロジェクト」を企画しています。
このプロジェクトでは、在野の優れた若手映画作家の発
掘と育成を行い、本格的な映像制作技術と作家性を磨く
ために必要な知識や技術を継承するためのワークショッ
プや制作実習を実施すると同時に、新たな才能の発掘を
目的とした作品発表の場を提供することで若手映画作家
を支援し、日本映画の活性化を目指しています。

監督／飯塚俊光：30分
『チキンズダイナマイト』それ
は、いじめ救済を目的とした
伝説のゲーム！

チキンズダイナマイト
監督／加瀬　聡：30分
家族連れで賑わう年末の
ファミレス。純一と美冬が向
き合う机の上には離婚届。

もちつきラプソディ

旧木村履物店
J

n d j c 2 0 14

©2015 VIPO©2015 VIPO ©2015 VIPO

監督／吉野耕平：30分
葬儀屋の中本が喪主・昇
から無茶な要求を連発さ
れる。お葬式はどうなる？

エンドローラーズ

©2015 VIPO

監督／羽生 敏博：30分
御崎紀子と長女の花、次女
の風の母娘3人は、ネットカ
フェで生活をしている。

good-bye

陶珈紗2階
「ぽたり」

L ●Unique Rabbitsショートムービー集 （60分）
　ライブパフォーマンス『おびくに伝説』

県内で映像、写真、ライトパフォーマンスなど、様々な創作活動を行うUnique Rabbits・RON。
今回、今まで製作した映像作品を一挙上映！更に後半のプログラムでは、栃木・都内を中心に活動する女優、りくろあれ・大島朋恵と共に、朗読×ライトパフォーマンス×踊りのコラボパ
フォーマンスを披露いたします！脚本・朗読は劇団シンの箱・ゆたかあすか。栃木市真名子地区に伝わる伝説「八百比丘尼伝説」をモチーフに、その儚くも力強い世界観を織り成す---。
5月9日(土) 14:30開場 15:00開演 ／ 5月10日(日) 10:30開場 11:00開演　※上映時間およそ60分

●リノベーション作業
　 「トントン床板張り」

中田蔵
K

～頑張りたいのに頑張れない、すべての人にお届けするやさしい映画が完成しました～
間瀬垣勤、40歳。元教師。現在タクシー運転手。仕事からも家庭からも見放された彼の前に現れた、一匹の野良猫 は、ふてぶ
てしく、何があってもマイペース。そして、人付き合いが苦手な間瀬垣は、野良猫を助手席に乗せて「ねこカフェ」ならぬ
「ねこタクシー」をはじめることを思いつく…。  

© 2010「ねこタクシー」製作委員会

午後の部
・上映後

監督舞
台挨拶

5／9（土）上映作品 【3作品】

監督／松本卓也：69分
不安定な路を進んできたお笑いコンビ２組。 未だ
夢を追う三十代の実態を突き詰めた。

No.47 ペーパーロード 監督／小保方裕哉：35分27秒
共用住宅である清花荘には、日常に沈下する住人
が群れていた。

No.48 ELECTRONICA
監督／相馬寿樹：30分　ある秋、小学校で飼育して
いた生き物が次 と々姿を消していった̶。

No.55 ガラスの園で月を食らう（原題：解放）

●ねこタクシー（106分）

×

第2回栃木・蔵の街かどアワード ［若手映画監督部門］

栃木・蔵の街映画祭街中イベント

山車会館前にて
9日（土）・10日（日）開催

清水屋本店にて
9日（土）・10日（日）開催

はんコレ☆蔵の街
はんこで蔵の街コレクションバッグをつくろう！
300 円でお買い上げいただいたエコバッグに
お好きな建物の消しゴムはんこを押してね☆

小久保雅弘写真展
関根邸にて9日（土）・10日（日）開催

9日（土）・10日（日）受付9：30～12：00
会場／ギャラリー煌hikari

参加費2,000円（着物一式レンタル・着付け）

内容／昭和初期の
　　　栃木の町並み映像映写
日時／9日、10日とも10分程度
　　　①11：00～②14：00～
場所／北蔵にて
内容／当時の町並み復元作業
時間／映像視聴後
場所／小山高専
         サテライトキャンパス

山車会館前にて開催
9日（土）・10日（日）10：00～16：00

（各３０分程度ずつ予定）

    9 日（土）ＢＥ ＫＡ ＭＡＮ（アフリカ音楽）
　10:45頃～マラカスを作って、
                モモさんと一緒に演奏しよう♪
　11：30～12：00　ミニライブ
　12:30頃～マラカスを作って、
                モモさんと一緒に演奏しよう♪
　13：30～14：00　ミニライブ

　10日（日）11時～夢弦
  　　　　 12時～マリオネットきゃべつ村
  　　　　 13時～夢弦
 　　　　  14時～マリオネットきゃべつ村
   ●その他「瓦のワークショップ」も行なってます。

ベ ー カ マ ン

5
／
　
（日）
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❷着物で歩き隊

❶第6回とちぎ一箱古本市

❶山車会館前ステージ ❶フードコート

❺栃木の地名研究紹介

❹蔵cafe
とちぎ高校生蔵部がおもてなしします

❸昭和初期の
栃木の町並み復元



ALWAYS
カマヤ

栃木病院

岡田記念館

栃木高校

近龍寺

栃木グランドホテル
歌麿館

あだち
好古館

神明宮郷土
参考館

塚田歴史伝説館

カトリック教会

栃木信金

みずほ
銀行

コエド
広場

群馬銀行

足利銀行

栃木銀行

中央労働金庫

北蔵cafeひがの

市役所
東武宇都宮百貨店

旧市役所別館

中田蔵

太田蔵

B

万町北会場D
横山郷土館C

E

F

H
I

G

K

栃木信用金庫

足利
銀行

栃木高校講堂A

山車会館前広場山車
会館

蔵の街美術館

カフェなずな

デニーズ

武平作
だんご

栃木
駅前局

蔵の街観光館2F多目的ホール

陶珈紗２階「ぽたり」

旧木村履物店J

着物で歩き隊着付会場

蔵cafe・写真展

昭和初期の栃木の町並み復元

栃木の地名研究紹介

L

北関東綜合警備保障

國學院大學栃木学園 栃木金属工業（株）
栃木市城内町1-1-1   TEL.0282-23-1111
積水ハウス 協力工場（株）この街と生きていく

栃木市金融団

原木屋産業株式会社

イベントエリアイベントエリア
❶ ❷

❸
❹

❺




