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会場：イオンシネマ高松東／レクザムホール
主催：さぬき映画祭実行委員会／香川県／（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／産経新聞社／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／OH K岡山放送／K BN香川テレビ放送網

C M Sケーブルメディア四国／R SK山陽放送／K SB瀬戸内海放送／C VC中讃テレビ／T SCテレビせとうち／R NC西日本放送／FM香川／FM815

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

2月13日（土）・14日（日）さぬき映 画祭2 0 2 1



www.sanukieigasai.com

2月13日（土）14日（日）さぬき映画祭2 0 2 1

「ダイドーグループ日本の祭り」より、2016年にRSK山陽放送で放送された観音寺市の「さぬき豊浜ちょうさ

祭り」を特別上映。観音寺総合高校の皆さんによるパフォーマンス映像がイベントを盛り上げます！

作品紹介：時は1965年３月、香川

県観音寺市に住む高校進学を控え

た少年・竹良（林泰文）は、ラジオか

ら流れてきたベンチャーズの「パイプ

ライン」の「デンデケデケデケ」という

イントロに「電気的啓示」を受け、ロッ

クミュージックに目覚める。高校に進

学した彼は仲間たちを集めてロック

バンドを結成するが......。

作品紹介：一宮公園に「ちょうさ（太鼓台）」が次 と々入場する光景は豪華絢爛。“ちょうさじゃ～ちょうさじゃ～”の掛け声で彼らは威風堂 。々

そこで担ぎ上げの「担きくらべ」を披露。上に若者が2名、四隅に各1名が乗り、担ぎ手たちに檄を飛ばしています。田園地帯を進む「ちょうさ」

の群れや、神輿の海上神幸も見逃せません。祭り人は言います。“「ちょうさ」と金木犀の香りこそわが故郷”と。豊浜は「ちょうさ」で動く町です。

監督：大林宣彦

原作：芦原すなお

脚本：石森史郎

音楽監督：久石譲

制作：RSK山陽放送2016

ⒸRSK山陽放送

イオンシネマ高松東／12：30～

「さぬき豊浜ちょうさ祭り
 ～心ひとつに秋空に舞う黄金色～」

2016年／55分

無 料
入場整理券が必要です。

［要事前申込］

無 料
入場整理券が必要です。

［要事前申込］

来場者には

ダイドーグループ「日本の祭り」

お茶缶×ステッカー プレゼント

Ⓒ PSC

Ⓒ PSC

Ⓒ PSC

出演：林泰文、大森嘉之

　　  浅野忠信、永堀剛敏

　　  岸部一徳、ベンガル

　　  根岸季衣、尾美としのり

ゲスト［予定］

ザ・ロッキング・ホースメン（バンド）

香川県立観音寺第一高等学校演劇部

さぬき映画祭の立ち上げにご尽力いただいた故大林宣彦監督の、

観音寺一高を舞台に撮影した映画「青春デンデケデケデケ」（1992年）を特別に無料上映！

原作者の芦原すなお氏と劇中バンドのモデルになったメンバーによるバンド演奏や、

現役の観音寺一高生とのゲストトーク等を開催。

さらに、オンラインでライブ配信（無料）も実施し、ご自宅などからお楽しみいただけます。

13
［土］

14
［日］

ダイドーグループ

1月30日［土］～2月7日［日］オンラインプレイベント
さぬきストーリー・プロジェクト「ショートムービー」コンペティションのノミネート作品を選定する
WEB投票を開催！　詳しくは、ホームページをご覧ください。

レクザムホール 小ホール
開会式&第5回シナリオコンクール表彰式
オープニング上映＆特別イベント11：00～

「青春デンデケデケデケ」大林宣彦監督作品

芦原すなお
（原作者）

直木賞作家・

香川県文化功労者

1992年／135分

無料ライブ配信
会員登録［無料］

オンライン配信（視聴には、さぬき映画祭ホームページから会員登録［無料］が必要なコンテンツがあります。）



作品紹介：ミュージカル映画音楽賞。サイレント映画からトー

キーへ。俳優ドンは、大女優リナの声の吹き替えをする駆け出し

の女優キャシーに恋をして…。転換期を迎えたハリウッドのバッ

クステージを描いたドタバタ・コメディ。ジーン・ケリーが土砂降り

の中、歌いながらタップを踊る場面は、映画史に残る名シーン。

1952年／102分

名作ミュージカル映画配信

「雨に唄えば」
監督：ジーン・ケリー　出演：ジーン・ケリー　ほか

Ⓒ2017 Project 2H

1,800円
会場窓口 or e席リザーブ

作品紹介：2017年に放送されたTVアニメ「結城友奈は勇者である ‒勇者の章‒」の一挙上映が

決定！神世紀300年、勇者になった少女たちの物語のその後。平和な日常に訪れた世界の敵

バーテックス。少女たちが未知なる敵へと立ち向かう。

イオンシネマ高松東／13：00～

「結城友奈は勇者である -勇者の章-」
 全6話一挙上映!
第1話「華やかな日々」　第2話「大切な思い出」　第3話「あなたを思うと胸が痛む」　第4話「秘めた意志」

第5話「清廉な心」　第6話「君ありて幸福」

2017年／約129分

総監督：岸誠二

制作プロデューサー：青木隆夫

声優：照井春佳、三森すずこ、内山夕実、

黒沢ともよ、長妻樹里、花澤香菜　ほか

ゲスト［予定］

岸誠二（総監督）

青木隆夫（制作プロデューサー）

香川県が作品舞台の大人気アニメ「ゆゆゆ」。
昨年上映した『鷲尾須美の章』の続編を今回の
映画祭の為に特別に編集し、ゲストトークととも
にお届けします！

14
［日］

Ⓒ 2016「いきなり先生」製作委員会

Ⓒ文輝堂/ページ・ワン

Ⓒ 2016「いきなり先生」製作委員会

1,000円
会場窓口 or e席リザーブ

作品紹介：夢中で生きていたら、ステキな恋がやって来た！？ ひとり

で頑張ってきたあなたにこそ届けたい笑って泣いて元気が出るラ

ブストーリー！ 仕事も家もなくしたヨンウンと、クビ寸前のシングルマ

ザーのさくらが韓国語の課外授業の先生と生徒に！ 期間限定の

コンビでピンチを乗り越えられる？ アジアが誇るスターと多方面で

活躍中の若手女優が不器用な恋を演じて新たな魅力を発揮！

朝原雄三監督（『武士の献立』『愛を積む人』）が、二人の新たな

魅力を引き出した。

イオンシネマ高松東／14：30～

「いきなり先生になったボクが彼女に恋をした」

充実したラインナップの「オンライン講座」は　　 ～配信！

2016年／98分

監督・脚本：朝原雄三
出演：イェソン（SUPER JUNIOR）、佐々木希

主題歌： SUPER JUNIOR-YESUNG 「雨のち晴れの空の色」

特別メッセージ

朝原雄三（監督・脚本）

香川県出身の映画監督
作品。本編上映前には、
来場者に向けて、朝原
監督による作品の紹介
や制作現場の状況など
特別メッセージを上映
します。

14
［日］

13
［土］

名作ミュージカル映画「雨に唄えば」

（1952年アメリカ）を配信するとともに、県

内で長年、映画情報ラジオ番組のパーソ

ナリティを務めている帰来雅基氏が、その

映画の魅力や鑑賞のツボを解説します！

帰来雅基氏による

13日［土］11：00～

13日［土］11：00～

『映画鑑賞講座』

講師

高松市生まれ。お茶の水女子大学文教育

学部出身。映画好きがきっかけとなり、中学

生の頃より字幕翻訳家を目指す。大学卒

業後、海外映画・海外ドラマの日本語版制

作会社に就職し、「スパイダーマン」シリー

ズ、「バイオハザード」シリーズ、「トイ･ストー

リー3」、「塔の上のラプンツェル」などの字

幕ディレクターを務める。結婚を機に東京

から香川に移住し、字幕翻訳家および字

幕ディレクターとして独立。現在、2人の息

子を育てながら香川県にて活動中。

字幕翻訳家・字幕ディレクター 小河恵理
お   ご   え   り

高松市生まれ。中学時代から鑑賞した

映画は数千本にのぼる。自分の眼で見

て自分の感性を確かめた映画の面白さ、

素晴らしさを、多くの人たちに伝える事

に喜びを感じる根っからの映画好き。27

年目に入ったエフエム香川「勝手にシネ

マニア」を始め、ラジオや新聞、映画関連

イベントや講演などで映画の面白さと素

晴らしさを発信している。

キネマ旬報「映画検定1級」保持者。

「高松キネ旬友の会」事務局長。

映画ナビゲーター 帰来雅基
き   らい まさ  き

第一線で活躍している、香川県に在住の

字幕翻訳家・字幕ディレクターの小河恵理

氏を講師に迎え、翻訳家の仕事の紹介

や、「雨に唄えば」を題材に、映画シーンの

翻訳を体験するワークショップの様子を配

信します！

小河恵理氏による

13日［土］11：00～

『字幕翻訳講座』

講師

公 開 開 始
会員登録［無料］が必要です。

公開開始
会員登録［無料］が必要です。

公開開始
会員登録［無料］が必要です。



無 料
入場整理券が

必要です。
［要事前申込］

［作品応募締切：令和3年1月22日］

◆ プレイベント（事前審査）
　 2月上旬さぬき映画祭ホームページ上で配信（視聴・投票無料）

◆ コンペティション
　 2月13日レクザムホール・小ホール上映及び、

　さぬき映画祭ホームページ上でのライブ配信（入場・視聴・投票無料）

さぬきストーリー・プロジェクト

コンペティション

帰来雅基さんと大里菜桜さんが会場にやってくる！

2人のゲストトークを交えてコンペティションを盛り上げます。

この時しか観られない貴重な講座をお見逃しなく!!

ゲスト［予定］

帰来雅基（映画ナビゲーター）

13
［土］

13日［土］14：30～15：30

ヘイドン・マスダ氏は、X-MENなどの多くの映画

でビデオエフェクトを行っている、カナダ在住の視

覚効果技師です。ジョージ・ルーカスなどの著名

映画監督作品など、これまでに50作以上のハリ

ウッド映画制作に参画しています。講座では、有

名映画の視覚効果の仕事を獲得するに至った

経緯や、最新トレンドなどを紹介します！（英語での

インタンビュー・日本語字幕）

Haydn Masuda氏による

『北米SF映画最前線
  最先端クリエーターの素顔』

視覚効果技師（VFX compositor）。
カナダ在住。2001年カナダ・セニカ大学デジ
タルメディアアート学部卒業。
これまでに50作以上のハリウッド映画に視覚
効果技師として参画。
父は絵本作家 飛鳥童氏。

〈参加作品一例〉
ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー（2018）
X-MEN：フューチャー＆パスト（2014）
メイズ・ランナー（2014）

視覚効果技師 Haydn Masuda

講師
ヘイドン　　　  マスダ

香川県にプライベートスタジオを構えてアニメ・ドラ

マ・ゲームの効果音を制作している渡邊雅文氏は、

映像を基に人物の動きと芝居に合わせてスタジオ

で音の演技を行う「フォーリー」という手法を得意と

しています。講座では、身近にある物を使い、情景

が思い浮かぶ効果音の作り方を実演します。映画

製作だけでなく、子供への読み聞かせや、想像力を

豊かにする音遊びにも役立つ講座です。

渡邊雅文氏による

さぬき映画祭2020の様子

『身近なものでつくる
　　　　　　 効果音講座』

香川県在住のフォーリーアーティスト。
今まで地方で活動することが難しいとされて
いた職種の一つだが、時代とテクノロジーが
マッチし、心落ち着く地元でランニングコスト
を抑えながら最前線の活動を行えることに喜
びを感じている。ワークショップなどを通じ、そ
の経験を伝え、地方でも差が無く働ける方法
を皆さんと共に考えていきたい。

フォーリーアーティスト 渡邊雅文

講師

数々の賞を獲得して多くのファンを擁する、香川

県出身のプロ・コスプレイヤーである峯カピヲ氏

は、自身の衣装制作を手掛けるほか、メーカーへ

の衣装や小道具などを制作し提供しています。講

座では、「さぬき映画祭2021」のために創作した

キャラクターによる半顔特殊メイクを披露するとと

もに、簡単に手に入る道具を使って、リアルにでき

るワンポイントアドバイスを伝授します。

峯カピヲ氏による

『家から参加！
 　　　　 特殊メイク講座』

香川県出身のプロコスプレイヤー。
県内外問わず、数々の賞を受賞しており、
業界内ではファンも多くいる。
現在、プロコスプレイヤーとして活動しなが
ら、自身の衣装制作を手掛けるほか、企業
への衣装提供も行っている。

プロ・コスプレイヤー 峯カピヲ

講師

グラン
プリ受

賞者

50万円
ほか10

位まで

賞金を
贈呈

同作品の
原作提

供者

5万円
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

賞金

レクザムホール
小ホール 15：30～

香川県での面白いエピソードや感動する話、歴史や伝説など

の「ストーリー」を基に制作された「ショートムービー」のコンペ

ティションを開催します。プレイベントとしてノミネート作品を選

定するWEB投票を実施し、勝ち抜いた上位10作品を、レクザ

ムホールで一挙上映！リアルタイムWEB投票によって、グラン

プリ作品等を決定します。最高賞金50万円！

ショートムービーの新星を決定するのは、あなたです！

13日［土］16：00～17：0013日［土］13：00～14：00

大里菜桜（子役・モデル）

わたなべ まさ ふみみね

ライブ配信

WEB投票ライブ配信
会員登録［無料］が必要です。

ライブ配信限定配信

無 料
会員登録［無料］が必要です。



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。

※人気作品をインターネット等でご購入の場合、販売開始日に繋がりにくいことが予想されます。 ※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。

日付 会 場 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

レクザム
ホール

小ホール

「さぬき豊浜
ちょうさ祭り」

12：30～

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。

無料上映・無料オンライン配信 無料オンライン配信無料上映有料上映作品分類

オンライン
配信

さぬき映画祭
ホームページ

イオンシネマ
高松東

さぬき映画祭2021上映 スケジュール

13
土

14
日

イオンシネマ 高松東

※窓口での購入は、イオンシネマ高松東窓口に限ります。ただし、営業開始時間に完売している場合

があります。

▶イオンシネマ窓口販売 2月12日（金）営業開始時間から

▶イオンシネマｅ席リザーブにて販売開始
2月12日（金） 00：00から
※詳しくは、ｅ席リザーブホームページをご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況等によって、中止する場合があります。詳しくは、さぬき映画祭ホームページをご確認ください。

[HP] https://www.aeoncinema.com/

2月14日（日） 13：00～

「結城友奈は勇者である －勇者の章－」全6話一挙上映!

1,800円

2月14日（日） 14：30～

映画「いきなり先生になったボクが彼女に恋をした」

1,000円

※メール等上記の方法で、次の項目（①参加希望のイベント名（必ず明記）、②氏名、③ご住所、④緊急連絡先（携帯電話）をご記載のうえ、お申し込みくださ

い。お申し込み後、指定席を記した入場整理券（無料）を郵送いたします。

※お知らせいただいた個人情報は、当事業のためのみに使用して厳正に管理いたしますが、参加者に新型コロナウイルスの感染者が発生した場合など、

必要に応じて保健所等公的機関に提供いたしますので、予めご了承ください。

イオンシネマ 高松東レクザムホール（香川県県民ホール）
[HP] https://www.aeoncinema.com/[HP] http://kenminhall.com/

2月13日（土） 11：00～ 冒頭で開会式を実施

映画「青春デンデケデケデケ」 上映会＆特別イベント

無 料 2月14日（日） 12：30～

「さぬき豊浜ちょうさ祭り

  ～心ひとつに秋空に舞う黄金色～」

無 料

2月13日（土） 15：30～

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

無 料

▶入場整理券（無料）受付期間
　1月25日（月）8：30から 2月8日（月）17：00まで

087-806-0238

ticket@sanukieigasai.com
（さぬき映画祭無料チケット専用）

F A X：

メール：

※定員75名〔先着順〕。定員になり次第終了しますので、
さぬき映画祭ホームページをご確認ください。

（https://www.sanukieigasai.com）

さぬき映画祭事務局（香川県文化振興課内）申込・問い合わせ先

FAXまたはメールでお申込みください。
▶入場整理券（無料）受付開始 1月24日（日）10：00から 2月8日（月）18：00まで

10：00～18：00 ※1月25日（月）及び2月2日（火）は休館

087-823-5023（レクザムホール）

087-823-3123

ticket@sanukieigasai.com（さぬき映画祭無料チケット専用）

窓 口 ：

電 話 ：

F A X：

メール：

レクザムホール（香川県県民ホール）サービスセンター申込・問い合わせ先

2月8日（月）以降のお申込みについては下記にお問い合わせください。

※新型コロナウイルス感染症の状況等によって、中止する場合が

あります。詳しくは、さぬき映画祭ホームページをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況等によって、無観客で開催する場合があります。その際に

は、さぬき映画祭ホームページで公開している、リアルタイム無料オンライン配信（有観客の

場合も公開）でお楽しみください。詳しくは、さぬき映画祭ホームページをご確認ください。

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

15：30～ 【ライブ配信＆WEB投票】
ゲ

「青春デンデケデケデケ」
上映 ＆ 特別イベント

11：00～ 開会式（約20分）の後

【ライブ配信】

ゲ

峯カピヲ氏による

『家から参加！

特殊メイク講座』

13：00～

【ライブ配信】

渡邊雅文氏による

『身近なもので作る

効果音講座』

16：00～

【ライブ配信】

ヘイドン・マスダ氏による

『北米SF映画最前線

最先端クリエーターの素顔』

14：30～

【限定配信】

名作ミュージカル「雨に唄えば」

・映画ナビゲーター 帰来雅基氏による『映画鑑賞講座』
・字幕翻訳家 小河恵理氏による『字幕翻訳講座』

11：00～ 【公開開始】

「結城友奈は勇者である -勇者の章-」
 全6話一挙上映!

13：00～ ゲ

「いきなり先生になったボクが
彼女に恋をした」

14：30～

映画祭期間後も

　配信継続!!
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レクザムホール

（香川県県民ホール）
高松市玉藻町９-10

TEL：087-823-3131

JR高松駅から徒歩14分
ことでん高松築港駅から徒歩10分

アクセス：

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］

会場のご案内

ご支援いただけるサポーターを募集しています！（一口 3,000円）

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

「さぬき映 画 祭2 0 2 1」では、

お申込みいただいた方については、さぬき映画祭ホームページでお名前をご紹介いたします（希望者のみ）。

その他、サポーター特典等はございませんので、あらかじめご了承ください。

詳しくは、ホームページをご覧ください。 www.sanukieigasai.com

0 300m

新型コロナウイルス感染症対策のお願い

●ご来場の当日、ご出発前にご自宅で検温し、37.5℃以上の発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、目の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉

痛、下痢、嘔気・嘔吐の症状がある場合や、新型コロナウイルス感染症陽性とされたものとの濃厚接触がある場合、過去２週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間

を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある場合等は、ご参加をお控えください。

●ご来場の際は、基本的な感染予防対策として、マスクを着用し、咳エチケットも実践したうえで、会場入り口に設置した手指消毒液を利用されるとともに、手洗いを丁寧に行っ

てください。なお、会場入り口で検温を実施します。発熱等が確認された場合は、ご入場をお断りさせていただきます。

●会場入り口には、無料通話アプリ「LINE」を活用し、感染者と接触した可能性がある場合に通知を受けられる「かがわコロナお知らせシステム」のQR

コードを掲出いたします。スマートフォンをお持ちの方は、積極的に御利用くださいますようお願いいたします。あわせて、厚生労働省が運用している

「新型コロナウイルス接触確認アプリ」（COCOA）もご利用ください。

オンラインで開催する上映、講座及びコンペティションについて

特設ページ［https://www.sanukieigasai.com/online2021］から、会員登録［無料］が必要なものがあります。

詳しくは、さぬき映画祭ホームページにてご確認ください。

ご自宅等で視聴する事ができるオンラインコンテンツの中には、さぬき映画祭のホームページの

1月30日
［土曜日］

特設ページ
公開開始！


