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ことでん琴平線

琴平街道

史跡高松城跡 玉藻公園
披雲閣

高松市玉藻町2－１／TEL：087-851-1521

アクセス：JR高松駅から徒歩5分
　　 　 ことでん高松築港駅から徒歩2分

JR宇多津駅

宇多津
郵便局

宇多津町役場

宇多津
グランドホテル臨海

公園

プレイパーク
ゴールドタワー

香川短期大学

百十四銀行

宇多津
中央公園

予讃線

33194
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会場間の移動にはレンタサイクルが便利です！

●料金（一時利用）
24時間以内 200円

24時間を超えて利用した場合 24時間までごとに200円

●利用時間
午前7時～午後10時

新規受付は、免許証等、住所・氏名が確認できるものを持参の上、

JR高松駅、ことでん瓦町駅の有人ポート等で手続きが必要です。

●お問い合わせ
レンタサイクル管理センター TEL 087-831-5383

高松市では、市内数箇所のポートで自転車を貸し出して

います。借りたポート以外でも返却可能です。

高松会場周辺の移動について

高松港高松港高松港高松港高松港高松港高松港高松港サンポートサンポー JRホテルJRホテルJRホテル

かがわ国際会議場
タワー棟6F

デックスガレリア
サンポート高松 1F

情報通信交流館e-とぴあ・かがわ
タワー棟4F　TEL：087-822-0111

サンポート高松 高松シンボルタワー
高松市サンポート2-1

アクセス：JR高松駅から徒歩3分
　　 　 ことでん高松築港駅から徒歩5分

沖松島

イオンシネマ 高松東
イオン高松東店 3F

高松市福岡町3-8-5／TEL：087-822-0505

［アクセス：ことでん沖松島駅から徒歩10分］

瓦町
festhalle -フェストハレ -

高松市常磐町１-３－2／TEL：087-802-2722

［アクセス：ことでん瓦町駅から徒歩1分］

イオンシネマ 宇多津
イオンタウン宇多津内

綾歌郡宇多津町浜二番丁16／TEL：0877-49-8450

［アクセス：JR宇多津駅から徒歩10分］

イオンシネマ 綾川
イオンモール綾川 3F

綾歌郡綾川町萱原822-1／TEL：087-870-8787

［アクセス：ことでん綾川駅から徒歩8分］

うどんバス情報
うどんツアー以外にも、さぬきうどんの名店と観光名所を巡

るうどんバスを毎日運行しています。１日コース（土・日・祝日）

と半日コース（平日）がありますので、是非ご利用ください。

お問い合わせ 琴参バス（株）高松事務所 087-851-3155

HP http://www.kotosan.co.jp/ 琴参バス 検索

日月 日2 10 12- 日金

主催：さぬき映画祭実行委員会／香川県／高松市／宇多津町／綾川町／（公財）置県百年記念香川県文化芸術振興財団／情報通信交流館e-とぴあ・かがわ／イオンエンターテイメント株式会社
後援：朝日新聞高松総局／産経新聞高松支局／山陽新聞社／四国新聞社／毎日新聞高松支局／読売新聞高松総局／OHK岡山放送／KBN香川テレビ放送網株式会社／CMSケーブルメディア四国

　　　RSK山陽放送／KSB瀬戸内海放送／CVC中讃テレビ／TSCテレビせとうち／RNC西日本放送／FM香川／FM815／株式会社香川経済レポート社／香川こまち／高松リビング新聞社／ナイスタウン出版

会場：イオンシネマ高松東／イオンシネマ綾川／イオンシネマ宇多津
　　　情報通信交流館e-とぴ あ・かがわ  他　www.sanukieigasai.com

申込み方法、特典などの詳細は、ホームページをご覧ください。

サポーターを
募集しています！

http://www.sanukieigasai.com/

一口 5,000円

では20172017さぬき映画祭

サポーター特典は、１月末までにご登録いただいた方に限ります。

※2月以降の方は、次回『さぬき映画祭2018』の特典をお送りします。

※おひとり様何口でもお申し込みいただけます。
　5万円以上の方、法人の方には、大口寄付の
　方へのメニューもご用意しています。

さぬき映画祭実行委員会事務局（香川県文化振興課内）
〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10　TEL 087-832-3785　FAX 087-806-0238　E-mail info@sanukieigasai.com

お問い合わせ

サンポート高松１階デックスガレリア

10:00~15:00

さぬきマルシェとのコラボ企画

HP http://kensanpin.org/umaimon/marche/ 

facebook https://www.facebook.com/sanukimarche

さぬき映画祭の最終日の12日(日)に、サンポート高松１階

デックスガレリアにて、「さぬきマルシェｉｎサンポート」を

開催。新鮮な野菜や旬の果物等を販売するほか、さぬき

映画祭上映作品にゆかりのあるお店も出店します。

さぬきマルシェ 検索

12 日
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日月 日2 10 12- 日金

さぬき映画祭201720172017
昨年10 周年を迎えた「さぬき映画祭」は、今年も勢いが止まりません！

「映画、だけじゃない映画祭」のコンセプトをもとに、『踊る大捜査線』シリーズなどを手掛けた

本広克行監督(香川県出身）が指揮をとり、厳選したコンテンツを多数ご用意しました。

2017 年の映画祭のテーマは「語る」。

豪華ゲストによる映画の“語り” と共にスペシャルコラボ企画が盛り沢山！！

毎年恒例のUDON ツアーも今年は一味違います！

さらに、昨年新企画として始め大好評だった“香川県で本当にあった面白い話”が原作の

ショートムービーコンペティション「さぬきストーリー・プロジェクト」を、グレードアップして開催！

内容の濃いコンテンツが勢揃いした「さぬき映画祭２０１７」、存分にお楽しみください！

さぬき映画祭 上映スケジュール

注意事項 ●開催中止以外でのチケットの払い戻しはいたしません。 ●上映会場に録音、録画などに使用する機材を持ち込むことはできません。 ●他のお客様にご迷惑がかかる行為があった場合、ご退場いただくことがあります。

2月11日（土）午前10:00より、情報通信交流館 e-とぴあ・かがわで同会場での全ての上映映画チケッ

トを販売開始（全席自由） 

情報通信交流館 ｅ-とぴあ・かがわ
[開館時間] 2月11日（土） 10：00～ /2月12日（日） 9：30～

演劇公演『お点前ちょうだいいたします』に関しては、さぬき映画祭

実行委員会事務局（香川県文化振興課）にて、1月13日(金)午前

10:00より前売り券販売開始。※前売による割引はありません。

当日券は9:00より玉藻公園「披雲閣」にて全ての公演チケットを販

売開始。

各プログラムの30分前より、festhalleにてチケット販売開始。（全席自由）

festhalle -フェストハレ- イオンシネマ 高松東・綾川・宇多津

※窓口購入は、上映する劇場に限ります。

※人気作品をｅ席リザーブでご購入の場合、販売開始日に

繋がりにくいことが予想されます。

イオンシネマ高松東・綾川・宇多津窓口及びｅ席リザーブにて販売開始（全席指定）

[HP] http://www.aeoncinema.com/
チ
ケ
ッ
ト
の
ご
購
入
に
つ
い
て

※
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口
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1月26日（木）10：00～ 販売開始

※香川県迷惑行為等防止条例違反となりますので、利益を得る目的をもってのチケットの

転売は固くお断りします。

ゲゲ ゲスト&トークあり
※ゲスト、上映時間等は急遽変更となる場合がございます。

上映料金：1部・2部通しで観ても500円

10 金

10 金

開会式&オープニング特別先行上映！

さぬき映画祭 × 熊本・菊池映画祭

山田洋次 監督

ゲスト［予定］

行定勲 監督
ミルクマン斉藤（映画評論家）
本広克行 監督

ゲスト［予定］

ドラマ2017年／113分2017年5月27日 全国ロードショー

家族はつらいよ2 1,800円

作品紹介：名匠・山田洋次監督が“家族”をテーマに描く『家

族はつらいよ』の続編。周造はマイカーでの外出をささやか

な楽しみにしていたが、高齢者の危険運転を心配した家族

は運転免許返上を画策する。が、頑固な父親を説得するイ

ヤな役回りをなすりつけ合う心を周造に見透かされ、平田

家はまたもや不穏な空気に包まれていく……。

☁原作・監督：山田洋次

☁出演：橋爪功、吉行和子、西村雅彦、夏川結衣、

　 　 　中嶋朋子、林家正蔵、妻夫木聡、蒼井優

イオンシネマ高松東/18:30～

©2017「家族はつらいよ２」製作委員会
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上映料金：1部・2部通しで観ても500円

画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭画祭

りつけ合う心を周造に見透かされ、平田

な空気に包まれていく……。 次

「菊池映画祭 2016」で大好評だったトークショー。

「菊池映画祭」の熱気をそのままに「さぬき映画祭 2017」で

映画人と観客がテーマについてオールナイトで語り合います。

作品紹介：行定勲監督が、出身地・熊本の地域創生が目的の“くまもと映画

プロジェクト”として、熊本にゆかりのある俳優、著名人と共に手がけた中

編。女子大生の透子は、友人から母親の鈴子が怪しい男につけられていた

と聞かされる。透子は私立探偵・玉屋に母親の護衛を依頼。友人から情報

が入り、現場に向かう透子と玉屋だったが……。

©2016 くまもと映画製作実行委員会

☁監督：行定勲

☁出演：橋本愛

　　　  姜尚中

　　　  高良健吾

　　　  石田えり

うつくしいひと 2016年／39分

※上映会の収益及び当日会場で集められた募金に関してはくまもと映画製作実行

委員会を通じ全額被災地へとお届けいたします。

※深夜上映のため、18歳未満の方は保護者同伴であってもご入場いただけません。

festhalle -フェストハレ -

23:30～ 熊本復興支援チャリティー上映1部 24:10～ ミッドナイトトークショー 真夜中の映画祭2部

Is
a

o
 Y

u
k
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a

d
a

行
定 

勲
※ 2017優秀企画上映作品、さぬきストーリー・プロジェクト 表彰式

日付 会場 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 2:001:0024:0023:0022:00

綾　川

宇多津

高松東

イ
オ
ン
シ
ネ
マ

綾　川

宇多津

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

festhalle
- フェストハレ -

festhalle
- フェストハレ -

かがわ
国際会議場

史跡高松城跡
玉藻公園
「披雲閣」

10
金

11
土

12
日

ゲ

家族はつらいよ2
オープニング上映

18：00～開会式（約30分）の後

Anniversary
アニバーサリー

13：00～

ゲ

At the terrace
テラスにて

11：00～

ゲ

アズミ・ハルコは
行方不明

11：00～

ゲ

故郷の詩

17：00～

ゲ

雪女

15：30～

ゲ

脱脱脱脱17

14：30～

ゲ

ちはやふる 上の句・下の句
一挙上映

10：00～ ゲ

溺れるナイフ

14：30～

ゲ

UDON

15：00～

日本で一番
悪い奴ら R15+

16：00～

ゲ

ローマの休日

解説付き映画上映

10：30～ ゲ

ダーティハリー

解説付き映画上映

15：00～
さぬき
ストーリー・
プロジェクト
（A）

9：30～

ゲ

殿、利息でござる！

13：30～

ゲ

淵に立つ

13：30～

ゲ

湯を沸かすほどの
熱い愛

16：30～

さぬきストーリー・
プロジェクト（A）（B）

11：00～

お点前
ちょうだい
いたします

10：00～

お点前
ちょうだい
いたします

12：30～

お点前
ちょうだい
いたします

15：00～

ハートフル特集

11：00～

若手短編
プログラム A

ゲ

女の本音特集

12：30～

若手短編
プログラム B

ゲ

冬のスリラー特集

14：30～

若手短編
プログラム C

ゲ

さぬき
ストーリー・
プロジェクト
（B）

14：00～

ゲ真夜中の映画祭
1部 23:30～ 熊本復興支援
チャリティー上映「うつくしいひと」

2部 24:10～
ミッドナイトトークショー

ゲ

TBS DigiCon6 &
HAG　　　　　　 &
ようこそぼくですパフォーマンス上映

13：00～

Handmade Animation

Grand Prix

ゲ

さぬきストーリー・プロジェクト上映会 &
水曜どうでしょう × ゴリパラ見聞録

14：00～

16：30～

カンカン

SUN

17：30～

帰って

きまい

12：30～14:30

ワークショップ ゾンビメイク

12：30～14:30

ワークショップ 妖怪メイク

9：30開館

10：00～

商店街を深夜、

全速力で走る男

制作者登壇

ゲ 11：30～

Lemon &

Letter

制作者登壇

ゲ

2つセット

夜、逃げる

11：00～

いいにおい
のする映画

12：00～
ゲ

表
彰
式
※

閉
会
式

さぬきストーリー・プロジェクト演  劇解説付き上映特集・イベント ワークショップ

新作 ドラマ 青春 若手作品音楽

作品

分類

ワクの色

ラインの色

優秀企画上映作品優秀企画過去作品

※こちらの作品は無料です。

さぬきストーリー・ 
プロジェクト（A） &
水曜どうでしょうトーク

10：00～ ゲ

さぬきストーリー・ 
プロジェクト（B） &
ゴリパラ見聞録トーク

10：30～ ゲ

1 2



ドラマ

作品紹介：“記念日＝アニバーサ

リー”をテーマに幅広い分野で活躍

する監督陣と脚本陣がタッグを組

み、5つの物語を紡ぐ、メディコム・ト

イ設立20周年アニバーサリー映画。

恋人。友達。親子。夫婦。姉妹。仲間。

それぞれの記念日が物語のエン

ディングに向けて動き出す！
©2016 MEDICOM TOY

☁監督：本広克行、佐々木敦規、高橋栄樹、萩原健太郎、森谷雄

☁音楽：トータス松本

☁出演：若葉竜也、小橋めぐみ、伊藤万理華（乃木坂46）、中村嘉葎雄、淵上泰史 ほか

ドラマ2016年／109分

Anniversary アニバーサリー

イオンシネマ綾川/13:00～

11 土 1,000円

ドラマ1971年／102分

ダーティハリー 2,000円

作品紹介：人里離れた山奥に住む中年夫婦。何をやっても不器

用な妻と、物静かな夫。二人の間に会話は無い。唯一の日課は、

妻が軽自動車を運転して、夫を“ひと山越えた駅”まで送り迎え

すること。日々 変わらず過ごしていたが、ある日、車は夫婦を象徴

するように煙を吐く。

©「峠」製作委員会

峠

作品紹介：『凶悪』で話題を呼んだ

白石和彌監督が、2002年の北海道

警察で起こった“日本警察史上最大

の不祥事”を題材に描く問題作。北

海道警察の刑事になった諸星。裏

社会にＳ（スパイ）を作って、捜査に

乗り出した彼だったが、その摘発手

段は次第に犯罪紛いのものにエス

カレートし、公私ともにＳとの関わり

を深めていくことに……。
©2016「日本で一番悪い奴ら」製作委員会

☁監督：白石和彌

☁出演：綾野剛、YOUNG DAIS、植野行雄（デニス）、ピエール瀧、中村獅童 ほか

ドラマ2016年／135分

日本で一番悪い奴ら R15+

イオンシネマ綾川/16:00～

船谷純矢 監督

ゲスト［予定］

☁監督：船谷純矢

☁出演：竹野友海、佐土原正紀、鈴木広伸、富田育世

11 土 1,000円

中村義洋 監督

ゲスト［予定］

中野量太 監督

ゲスト［予定］

作品紹介：『武士の家計簿』の原作

者・磯田道史による「無私の日本人」

の一編を、『ゴールデンスランバー』

の中村義洋監督が映画化。江戸中

期、財政難に苦しむ仙台藩の宿場

町・吉岡宿。穀田屋十三郎と仲間た

ちは、藩に金を貸し付け毎年の利息

を住民に配る「宿場救済計画」を考

えつく。私財を投げ打ち、計画を進め

る彼らだったが……。
©2016 「殿、利息でござる！」 製作委員会

☁監督：中村義洋

☁出演：阿部サダヲ、瑛太、妻夫木聡、竹内結子

ドラマ2016年／129分

殿、利息でござる！

イオンシネマ宇多津/13:30～

11 土 1,000円

作品紹介：『チチを撮りに』の中野量

太監督が商業映画デビューを果た

した、宮沢りえ映画主演作。銭湯を

営む幸野家。しかし父が１年前にふ

らっと出奔し銭湯は休業状態。母・双

葉はパートをしながら娘を育ててい

たが、ある日突然余命宣告を受けて

しまう。その日から彼女は「絶対に

やっておくべきこと」を決め、実行し

ていくことに。
©2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

☁監督：中野量太

☁出演：宮沢りえ、杉咲花、篠原ゆき子、駿河太郎、伊東蒼

　　　　／松坂桃李／オダギリジョー

ドラマ2016年／125分

湯を沸かすほどの熱い愛

イオンシネマ宇多津/16:30～

11 土

11 土

1,000円

『ヨコハマ映画祭』

監督賞・脚本賞

『新藤兼人賞2016』

金賞

『第41回報知映画賞』

作品賞

第3回八王子

Short Film映画祭

グランプリ

第3岩槻映画祭

グランプリ

小津安二郎記念・

蓼科高原映画祭第13回

短編映画コンクール

グランプリ

SKIPシティ国際

Dシネマ映画祭2016

短編部門

最優秀作品賞

ショートショートフィルム

フェスティバル＆アジア2016

ジャバン部門

ベスト・アクトレス賞

SKIPシティ国際

Dシネマ映画祭2015

短編部門

奨励賞

山形国際ムービー

フェスティバル2014

準グランプリ

日本芸術センター

第8回映像グランプリ

監督賞

横濱インディペンデント・

フィルム・フェスティバル 2016

短編部門

最優秀賞

2014年／19分

ドラマ

作品紹介：うだつのあがらない自主映画監督の日暮隆夫。日暮は恋

人の茜を花嫁役に「結婚」をテーマにした新作を撮影中。残すは１シー

ンのみであったが、花嫁の父親役が急に来れなくなる。やむをえず、

現場見学に来ていた茜の本当の父、徹が代役を務める事になり…。

想定外の公私混同！ウェディング・ワンシチュエーション・コメディ！

©八王子日本閣

テイク8

上田慎一郎 監督

ゲスト［予定］

☁監督：上田慎一郎

☁出演：芹澤興人、山本真由美、牟田浩二

2015年／19分

ドラマ

作品紹介：しまこ（吉田まどか）は、脚本家の父と二人暮らし。

しかし、その父が、突然再婚すると言いだした。相手は、人気女

優の成瀬美樹（田中美里）。美樹のアイデアで、小豆島へ旅行

に行くことになり、しまこは、なんとか美樹と父との再婚をとりや

めさせようとするが…。

©「しまこと小豆島」制作&
　推進実行委員会

しまこと小豆島

香西志帆 監督

ゲスト［予定］

☁監督：香西志帆

☁出演：吉田まどか、長村航希、田中美里

2016年／18分

ドラマ

作品紹介：児玉凛は「好き」という気持ちに確信を持つことが

できない。彼氏、クラスメイト、バイト先の客…様々な場で人の

好意に触れるも、それらをどこか冷めた目で、疑いの目で見て

しまう。ある祭りの日、凛は初めて「好き」という感覚を掴みか

けるが…。

あさつゆ

小川紗良 監督

ゲスト［予定］

☁監督：小川紗良

☁出演：小川紗良、矢田夏也、鈴木聖都、土井一輝、加藤柚花

11 土

2015年／26分

ドラマ

作品紹介：アパート管理会社で働く木吉は、あるコンビニでク

レーマーに飛び蹴りをかまし、女性店員のマコトはその飛び蹴

りに心を掴まれる。木吉はマコトの笑顔のためにクレーマーを

蹴り続けるが、マコトを変えてあげたいという想いが徐々に膨

らんでいった。

©2016 VIPO

文化庁委託事業
「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト
2015」完成作品

壊れ始めてる、ヘイヘイヘイ

佐藤快磨 監督

ゲスト［予定］

☁監督：佐藤快磨

☁出演：太賀、岸井ゆきの

2016年／30分

ドラマ

作品紹介：英会話講師のチエコは、ネイティブスピーカーの存在に押さ

れて授業のコマ数を減らされている。一児の母のミカコは、夫に二人目

の子どもを切望されている。駆け出しの小説家のショウコは、汚ない部

屋のなかで書けずにもがいている。三人の女性たちはそれぞれ悩みを

抱えながら小さな嘘をつく。彼女たちがその先に見つけたものとは？

©YUJI MITSUHASHI

嘘をついて

三ツ橋勇二 監督
ゲスト［予定］

☁監督：三ツ橋勇二

☁出演：田中千佳子、中村貴子、高橋恭子

2015年／25分

ドラマ

作品紹介：マサオの営む床屋。親友コージが髪を切りに来てい

る。マサオによると、妻クミコが誰かと不倫しているらしい。外出

していたクミコが帰って来ると、店の中には不穏な空気が漂い

始める…

作品紹介：役者を夢見て東京へ行った夏枝は、「次

の公演で主演に決まった」と言って、妹の結婚式に

合わせて故郷へと帰って来る。しかし、夏枝の言葉

を信じない母は父と言い合いを始め、それにつら

れるように夏枝も妹と鬱積していた不満をぶつけ

あう……。

新谷寛行 監督
ゲスト［予定］

☁監督：新谷寛行

☁出演：新谷寛行、松田美和、高木公佑

11 土

ゆうばり国際

ファンタスティック映画祭2016

インターナショナル・ショートフィルム・

コンペティション部門

入選

2015年／14分

ドラマ

作品紹介：SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2015“短編コンペティション部

門”にて奨励賞に輝いた異色作。医師・清三と年下の美しい妻・麗子。清三

は麗子の浮気を疑っていた。ある日新作能「オンディーヌの呪い」を観に行っ

た２人は、清三が眠ってしまったのをきっかけに、能が描く死の世界と２人が

暮らす現実の世界が交錯し、日常生活に潜んでいたものが滲み出してくる。

©2014 Ikuo Honma©Saito Aya

オンディーヌの呪い

☁監督：甲斐さやか

☁出演：長塚京三、遠山景織子、須賀貴匡

2014年／31分

ドラマ

作品紹介：山奥の別荘へ死体を埋めに来た藤原とアキヲ。彼ら

はリビングに死体を横たえる。藤原がスコップを探しにいなく

なったとき、シートに包まれた死体が咳きこみはじめる。アキヲは

困惑する。生きかえった？　はじめから死んではいなかった？　

それとも自分は夢を見ているのか？　彼らの長い夜が始まる。

©2016 REALCOFFEE
　ENTERTAINMENT

リビング・オブ・ザ・リビングデッド

安達寛高 監督

ゲスト［予定］

☁監督：安達寛高

☁出演：佐藤貴史、堀田尋史、亀田梨紗

2016年／29分

カミソリ

ドラマ

☁監督：山口清威　☁脚本：遠藤和代

2015年／60分

帰ってきまい

作品紹介：ピアニストの娘と母の絆を美しい自然の

中で描く。留学先で音楽の方向性を失い故郷へと

帰って来たピアニストの遥音。「カンカン石で遊ぼ

う」の会場でサヌカイト奏者の玲子と出会った彼女

はコンサートを行う決意をするが、音楽の方向性の

違いで母親と対立してしまう……。

ドラマ

☁監督・脚本：木山みどり

2015年／60分

カンカンSUN

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ  14:30～

11 土 情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ 無料さぬき映画祭2016 優秀企画上映作品

若手短編
プログラム ハートフル特集A

若手短編
プログラム 女の本音特集B

若手短編
プログラム 冬のスリラー特集C

500円
3つセット

500円
3つセット

500円
3つセット

名画　 を語る ～解説付き上映会～

16:30～ 17:30～

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ  11:00～

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ  12:30～
犬童一心 監督
藤村忠寿（ディレクター）
嬉野雅道（ディレクター）

ゲスト［予定］

安藤紘平
（早稲田大学名誉教授）

ゲスト［予定］

作品紹介：サンフランシスコ警察殺人課のハリー・キャラハン。Ｓ＆Ｗ４４

マグナムを愛用し、犯罪者へのあくなき執念と、手段を選ばぬ非情な犯

人逮捕が彼のトレードマーク。そんな彼を仲間は”ダーティハリー”と呼

んだ。アクション界の雄ドン・シーゲル監督とクリント・イーストウッドの

息の合った演出で、刑事アクションの傑作と高い評価を受けた。クリン

ト・イーストウッドの代名詞ともなった「ダーティハリー」シリーズ代表作。

☁監督：ドン・シーゲル

☁出演：クリント・イーストウッド

イオンシネマ高松東/15:00～

Is
s

h
in

 In
u

d
o

犬
童 

一
心

11 土

さぬき映画祭、初の解説付き上映！

不朽の名作を、解説者独自の見解でお話し頂きます。

これを聞けば、映画を何度でも楽しめること間違いなし。

©1971 Warner Bros. Japan LLC All rights reserved.

©Images courtesy of Park Circus / Paramount Pictures

ドラマ1953年／118分

ローマの休日 1,000円

☁監督：ウィリアム・ワイラー

☁出演：オードリー・ヘプバーン

イオンシネマ高松東/10:30～

3 4



第69回

カンヌ国際映画祭

「ある視点」部門

審査員賞

第26回映画祭

TAMA CINEMA FORUM

最優秀新進監督賞

（上の句・下の句）

松居大悟 監督

ゲスト［予定］

あらすじ：高校２年の夏休み、アキラ、ヒ
カリ、上野の３人は深夜２時に商店街に
現れると話題になっている落ち武者を
見に行くことにした。深夜に商店街に集
まるだけで楽しい３人だったが、突然現
れたのは陸上ユニフォームを着て全力
疾走するアフロ頭の男だった。その男に
興味を持った３人は話をしてみたいと思
い、声をかけるが止まってくれない。障
害物を置いて足を止めようとするが、男
は驚異的な運動神経で障害を易 越々え
ていく。そして３人は男を追跡し始める。

☁監督・脚本：水澤孝徳

あらすじ：母親の病気のため、父親の
故郷の男木島に一家で移住してきた
木島海斗（小５）。母が亡き後、父親と
祖父の3人で暮らしてきたが、父親が
カメラマンの仕事に復帰するため島を
出て行く。父が去った後、一人寂しさに
耐える海斗にやさしく微笑む転校生、
高木夕(小5）。二人の子供たちが高校
生になり、やがて自分たちの将来につ
いて悩み、考える、島に移住してきた子
供たちの初恋と成長物語。

商店街を深夜、全速力で走る男
32分60分

Lemon＆Letter

12 日

festhalle

無料

無 料

優秀企画上映作品

☁監督・脚本：梅木佳子

ゆうばり国際

ファンタスティック映画祭2016

オフシアター・コンペティション部門

審査員特別賞&

観客賞受賞

作品紹介：加奈子は深夜の漫画喫茶でアルバイトに勤しむ、

売れない女優。こんなはずじゃなかったのに、わたしは何のた

めに演劇をやっているのだろう。そんな思いを抱える加奈子

の元へ、自分の彼氏を横取りしたあの女、萌乃が現れる。誰か

の何かになってみたいふたりの、過去も現状もぶっ飛ばす「究

極の嫌がらせ」がはじまる―。

☁監督：山田佳奈　☁出演：菅原佳子、瀧内公美

☁音楽：yonige

12 日

音 楽
夜、逃げる

2016年／62分

©2016 Kana Yamada

作品紹介：国内外で活動するブルータルオーケストラ

「Vampillia」に惚れ込んだ酒井麻衣監督が、Vampilliaを当て

書きした青春ファンタジー。光遊びが好きな少女・レイは、幼な

じみのカイトに再会。Vampilliaの照明を手がける彼が作るス

テージに心ときめかせた彼女は、Vampilliaに懇願して照明技

師として働かせてもらうことになるが……。

☁監督：酒井麻衣　☁出演：金子理江、吉村界人

☁音楽：Vampillia

☁ 監督：松本花奈　☁出演：鈴木理学、北澤ゆうほ（the peggies)

☁音楽：the peggies

©2015 A Little Witch Production /
MOOSIC LAB

©2016 松本花奈 / RIDE PICTURES / 
MOOSIC LAB

酒井麻衣 監督

ゲスト［予定］

音 楽
いいにおいのする映画

2015年／73分

音 楽

作品紹介：撮影当時17歳の現役高校生だった松本花奈監督が、ゆう

ばり国際ファンタスティック映画祭審査員特別賞と観客賞のダブル受

賞を果たした異色の青春ロードムービー。34才になっても高校生を続

けるノブオは、嘘泣きが得意なリカコの家出に付き合わされることに。

果たして２人は永遠の17才から卒業する事ができるのか！？

脱脱脱脱17

松本花奈 監督

ゲスト［予定］

2016年／80分

MOOSIC LAB特集 新進気鋭の映画監督とアーティストの
掛け合わせによる音楽×映画プロジェクト！

［左］斉藤優（パラシュート部隊）

［中］ゴリけん
［右］矢野ペペ（パラシュート部隊）

ゲスト［予定］

［左］藤村忠寿（ディレクター）

［右］嬉野雅道（ディレクター）

ゲスト［予定］

かがわ国際会議場｜14：00～

作品紹介：山内マリコの長編小説「アズミ・ハルコは行方不明」を

蒼井優主演で映画化。日本中どこにでもありそうな郊外のある街

で、独身OLの安曇春子が失踪。街中に貼られたハルコの行方不

明ポスター。それをアレンジしたアートも登場。男たちを無差別に

襲撃する女子高生軍団まで出現。果たして、これらの現象と春子

の失踪の関係は……。

©2016「アズミ・ハルコは行方不明」

製作委員会

☁監督：松居大悟　☁出演：蒼井優、高畑充希

ドラマ2016年／100分

アズミ・ハルコは行方不明

イオンシネマ綾川/11:00～

1,000円12 日

シークレット

ゲスト［予定］

作品紹介：香川県出身の本広克行監督がソウルフードである讃岐う

どんをテーマに真っ向から挑んだ人情コメディ。コメディアンとしての

成功を夢見ていた香助は、夢半ばで挫折し、生まれ故郷・香川に戻っ

てきた。ひょんなことから讃岐うどんの魅力と出会った香助。タウン情

報誌に記事を書いたのをきっかけに、うどんブームが巻き起こる！

©2006 フジテレビ ROBOT 東宝

☁監督：本広克行
☁出演：ユースケ・サンタマリア、小西真奈美、トータス松本、片桐仁（ラーメンズ）

ドラマ2006年／134分

UDON

イオンシネマ綾川/15:00～

1,000円12 日

作品紹介：「お茶と着物と演劇」魅惑のコラボ。2016年秋に上演し

て、大好評をいただいた作品が高松上陸です。和服着用でご来場

の方は割引もあります。気軽に異文化交流をお楽しみください。

☁作・演出：高井浩子（東京タンバリン）

史跡高松城跡 玉藻公園「披雲閣」

10:00～/12:30～/15:00～
合計所要時間：約90分

2,000円

12 日

深田晃司 監督
筒井真理子（女優）

ゲスト［予定］

作品紹介：『歓待』『ほとりの朔子』の深田晃司監督が、第69回カン

ヌ国際映画祭「ある視点」部門で審査員賞を受賞した人間ドラマ。

下町で小さな金属加工工場を営みながら平穏な暮らしを送って

いた３人家族、鈴岡家の前に現れた、夫の昔の知人である前科者

の男・八坂。彼の登場によって平凡だった家族の形が次第に歪ん

ていくことに！

©2016映画「淵に立つ」製作委員会/

COMME DES CINEMAS

☁監督：深田晃司　☁出演：浅野忠信、筒井真理子、古舘寛治

ドラマ2016年／119分

淵に立つ

イオンシネマ高松東/13:30～

1,000円12 日

山内ケンジ 監督

ゲスト［予定］

作品紹介：山内ケンジ監督が、第59回岸田國士戯曲賞を受賞した

自身の戯曲「トロワグロ」を映画化。とあるホームパーティに参加し

ていたデザイナーの斉藤と妻・はる子。屋敷の主人ら数人の男女と

他愛のない会話をしている中、はる子の腕の白さを褒められたこ

とをきっかけに、欲望や嫉妬、秘密が絡んだ思いも寄らぬ展開に

転がっていく。

©2016 GEEK PICTURES

☁監督：山内ケンジ　☁出演：石橋けい、平岩紙

ドラマ2016年／95分

At the terrace テラスにて

イオンシネマ高松東/11:00～

1,000円12 日

中島貞夫審査委員長
※各作品、制作者登壇

ゲスト［予定］

したまちコメディ映画祭で大賑わいの特殊メイクワー

クショップがさぬき映画祭で開催されます！！講師

は、映画『進撃の巨人』や『シン・ゴジラ』などで特殊

造形プロデューサーを務める西村喜廣先生！本場の

特殊メイクが体験できます！

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ

山田亜樹（DigiCon6 ASIA フェスティバル・ディレクター）

姫田真武 監督

ゲスト［予定］

イベント紹介：アジア最大規模ショート

ムービー映像祭DigiCon6 ASIAの特別

プログラムを解説付きで上映、色彩豊か

なアジアの作品を紹介します。18ｔｈグラ

ンプリ「ようこそぼくです4～ようこそぼく

ですってなんですか？」姫田真武監督の

ライブパフォーマンスも開催。さらに若手

アニメーション作家支援プロジェクトHAG

横浜賞の新作完成披露も！

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ/13:00～

無 料
12 日

杉野希妃 監督

ゲスト［予定］

作品紹介：小泉八雲原作「怪談」の一編である「雪女」を、杉野希

妃監督が自ら主演で映画化。吹雪の夜。猟師の巳之吉は山小屋

で、雪女が仲間の茂作の命を奪う姿を目撃。雪女は「口外したら、

命を奪う」と言い残して消え去る。翌年、美しい女ユキと出会い、結

婚した巳之吉だったが、娘が美しく聡明な少女に育った14年後、

再び悲劇が……。

©Snow Woman Film Partners

☁監督：杉野希妃　☁出演：杉野希妃、青木崇高、山口まゆ

ドラマ2016年／96分

所要時間 約2時間

雪女

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ/15:30～

10:00～ 11:30～

1,000円12 日

嶺豪一 監督

ゲスト［予定］

作品紹介：映画のスタントマンを目指す大吉は、故郷の熊本に彼

女を残して上京。映画監督志望の寮生の友だち天志とも知り合

い、一緒に作品を撮ろうとするが、東京での学生生活のほとんど

は、酒やナンパに明け暮れ、気づけば卒業目前。何ひとつ上手くい

かない毎日から一歩踏み出すために、大吉は一世一代のスタント

を計画する──。

©TENNENPOOL

☁監督：嶺豪一　☁出演：嶺豪一、飯田芳、岡部桃佳、林陽里

ドラマ2012年／71分

故郷の詩

イオンシネマ宇多津/17:00～

1,000円12 日

山戸結希 監督

ゲスト［予定］

作品紹介：人気モデルの夏芽(小松菜奈)は引っ越して来た田舎

町で、鮮烈な輝きを放つ少年コウ(菅田将暉)と出会う。互いに反

発しながらも「一緒にいれば無敵！」という予感に満たされ、惹か

れあう2人。しかし、夏祭りの夜に全てを変える事件が起き…。

©ジョージ朝倉/講談社

©2016「溺れるナイフ」製作委員会

☁監督：山戸結希　☁出演：小松菜奈、菅田将暉

青 春2016年／111分

溺れるナイフ

イオンシネマ宇多津/14:30～

1,000円12 日

小泉徳宏 監督

ゲスト［予定］

作品紹介：末次由紀の人気コミックを、広瀬すず主演で映画化。

瑞沢高校に入学した千早は、子供の頃に離れ離れになった新と

の再会を願い、競技かるた部の創設を決意。幼なじみの太一も巻

き込み、都大会で優勝する。しかし、彼女を待ち受けていたのは、

かるたを辞めたという新の告白。さらに最強のライバル、詩暢が千

早の前に立ちはだかる……。

©2016 映画「ちはやふる」製作委員会

©末次由紀／講談社

☁監督：小泉徳宏　☁出演：広瀬すず、野村周平、真剣佑

青 春［上の句］2016年／111分　［下の句］2016年／103分

ちはやふる 上の句・下の句
一挙上映

イオンシネマ宇多津/10:00～

2,000円12 日

第24回東京学生

映画祭グランプリ

観客賞

PFFアワード2012

審査員特別賞

MOOSIC LAB 2015

グランプリ

さぬき映画祭HPに寄せられた「香川県で本当にあった面白い話」の中から原作を選び、

それをもとに製作し、応募されたショートムービー（5分以内）を、さぬき映画祭で上映！

今年は色 な々会場で上映され、各会場で投票もできます。

栄えあるグランプリは、表彰式にて発表します！

HP http://www.sanukieigasai.com/story-project/

さぬきストーリー・プロジェクト「ショートムービー」コンペティション

かがかがかがかがかがスペシャルイベントスペシャルイベント 1,000円

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ

1,000円
2つセット

夜、逃げる&いいにおいのする映画／11：00～

脱脱脱脱17／14：30～

1,000円

県内ロケ地：高松市（男木島）、丸亀市県内ロケ地：高松市

12:30～14：3011土

11土 12 日

☁旅行代金：5,000円（食事代は含まれておりません。）

☁受付開始：2017年1月13日（金） 10:00～

☁ご予約・お問合せ：琴参バス 高松事務所
TEL  087-851-3155   HP  http://www.kotosan.co.jp/

12 日

12 日

うどんツアー

×
「 　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」映 

画

おいしいさぬきうどんを

堪能した後に映画も楽しめる、

一挙両得のツアーを開催！！

お点前ちょうだいいたします
演 

劇

×

北海道の深夜バラエティ番組「水曜どうでしょう」と福岡の深夜のバラエティ

番組「ゴリパラ見聞録」のトークバトルが、またしても香川で開催されます！

©HTB

さぬきストーリー・プロジェクト上映会 &水曜どうでしょう×ゴリパラ見聞録

～ゴリパラがバラエティ界の巨星にリベンジ～

今年は複数の会場で上映を行い、投票もできます。

グランプリは、表彰式にて発表いたします！ ぜひ投票にもご参加ください！

※イオンシネマ高松東のみ、上映作品をAプログラム、Bプログラムに分けて上映します。

※2月12日（日） 14:00～ のみ、有料とさせていただきます。

＊詳しくは、下記のスペシャルイベントをご覧ください。

さぬきストーリー・プロジェクト

上映スケジュール

イオンシネマ高松東/9:30～ （Aプログラム）
                        14:00～ （Bプログラム）

イオンシネマ綾川/10:00～

イオンシネマ宇多津/10:30～

11 土

かがわ国際会議場/11:00～
　　　　　　　　 14:00～ ［有料］＊

12 日

※和服着用の方：1,500円

12 日 12:30～14：30

申込方法は後日ホームページとFacebookにて発表！

HP http://www.sanukieigasai.com/

facebook www.facebook.com/sanukifilmfes/

ゲストも登場予定!!

タイムスケジュール［予定］

14:00～ さぬきストーリー・プロジェクト上映

16:30～ 水曜どうでしょう × ゴリパラ見聞録

TBS DigiCon6 &

HAG　　　　　　　  　　&

ようこそぼくですパフォーマンス上映

~Handmade Animation Grand Prix~

グランプリ受賞者   100万円

同作品の原作提供者 10万円

・・・・・・・・・・・・ 賞 金 ・・・・・・・・・・・・

●電話でご購入の場合

　[受付電話] 0570-02-9999
　[受付時間] 24時間受付（自動音声システム）
　[Pコード] 556497

●WEBからご購入の場合

　[HP] http://t.pia.jp/
　[Pコード] 556497

チケット販売開始
１月２6日（木） 10:00～ チケットぴあ

その他、全国のぴあ店舗、セブン-イレブン、サーク
ルＫ・サンクスでお買い求めいただけます。

5 6


