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主　催／うえだ城下町映画祭実行委員会　
共　催／信越放送、文化庁、東京国立近代美術館フィルムセンター　協賛／松竹ブロードキャスティング株式会社　特別協賛／  株式会社
後　援／上田地域広域連合、上田商工会議所、社会福祉法人上田市社会福祉協議会、上田観光コンベンション協会、
 　一般社団法人長野県情報サービス振興協会東信支部、一般社団法人上田青年会議所、上田商業21世紀会、東京上田会、
 　公益財団法人八十二文化財団、JR東日本上田駅、しなの鉄道株式会社、上田交通株式会社、信濃毎日新聞社、信州民報新聞社、
 　東信ジャーナル社、週刊上田新聞社、上田ケーブルビジョン、丸子テレビ放送、信州大学繊維学部、長野大学、
 　上田女子短期大学、長野県工科短期大学校
協　力／株式会社オーエムシー、TOHOシネマズ株式会社

問合せ／ うえだ城下町映画祭実行委員会(事務局／上田市教育委員会 文化振興課) 
 TEL：0268-23-6361（土・日・祝を除く 9時～17時）　　当日：080-3362-6693（9時～18時）　
 E -ma i l：bun k a@ c i t y . u e d a . n a g a n o . j p

■10:00～11:47
　銀河鉄道の夜（アニメ）
■12：40～14：30
　オープニングセレモニー
　大空港2013
■14:45～16:39
　あ・うん
◆16:45～17:15
　自主制作映画コンテスト表彰式
◆17:20～
　自主制作映画コンテスト大賞作品上映

■9:30～11:49
　私は貝になりたい（上田ロケ作品）
■13:00～14:53
　あん（上田初上映）
■15:10～16:49
　仁義なき戦い
■17:05～19:05
　そこのみにて光輝く（15歳以上）

11月7日土　
１日目券
「銀河鉄道の夜」含む

一般＝1,500円（前売1,200円）
高校・大学生＝600円
中学生以下＝400円

11月８日日
２日目券

一般＝1,800円（前売1,500円）
高校・大学生＝800円
中学生以下＝500円

１回券 一律800円
「銀河鉄道の夜」当日乗車券（鑑賞券）
一般＝500円　中学生以下＝300円（当日券のみ）
・前売券の販売は11/6㈮まで
・1日目券と2日目券は出入自由1日フリーパス
・全て税込・未就学児無料
・ 障がい者割引あり（障がい者手帳をお持ちの方と
　その介助者1名半額・当日券のみ）
・ TOHOシネマズ上田で12月2日に行われる「オレンジ」
（松本ロケ）の試写会へ抽選で10組20名様ご招待

■チケット料金

■会場　上田文化会館

■チケット取扱い
平安堂（上田店、上田しおだ野店、
　　　長野店、若槻店、更埴店）　
幻灯舎　上田創造館　
上田市マルチメディア情報センター
上田文化会館　丸子文化会館　
真田中央公民館　武石公民館　
上田市教育委員会文化振興課
●インターネットでのお申し込みは
　映画祭ホームページから（10月31日まで）
　ht tp : / /www.umic . j p /e iga sa i / i ndex .h tm l

第13回自主制作映画コンテスト
応募作品上映会
●入場無料
●会場　上田文化会館　視聴覚室

11/7土 9：00
～16：35

第13回自主制作映画コンテスト
審査員賞受賞作品
予備審査通過の一部の作品

11/8日 9：00～ 予備審査通過の一部の作品

●会場　上田市マルチメディア情報センター
11/14土・15日
第13回自主制作映画コンテスト受賞作品

開場9:30 開場9:00



■チケット料金

11月7日 　
１日目券
「銀河鉄道の夜」含む

一般＝1,500円（前売1,200円）
高校・大学生＝600円
中学生以下＝400円

11月８日
２日目券

一般＝1,800円（前売1,500円）
高校・大学生＝800円
中学生以下＝500円

１回券 一律800円
「銀河鉄道の夜」当日乗車券（鑑賞券）
一般＝500円　中学生以下＝300円（当日券のみ）
・前売券の販売は11/6㈮まで
・1日目券と2日目券は出入自由1日フリーパス
・全て税込・未就学児無料

と方のち持おを帳手者いが障（りあ引割者いが障 ・
その介助者1名半額・当日券のみ）

るれわ行に日2月21で田上ズマネシOHOT ・
「オレンジ」（松本ロケ）の試写会へ抽選
で10組20名様ご招待

銀河鉄道の夜

私は貝になりたい

大空港2013

あん

あ・うん

仁義なき戦い

そこのみにて光輝く

1985年　製作：朝日新聞社＝テレビ朝日＝日本ヘラルド映画グループ

2008年　製作：「私は貝になりたい」製作委員会

2013年　製作：WOWOW

2015年　製作：映画『あん』製作委員会

1989年　製作：東宝映画＝フィルム・フェイス

1973年　製作：東映

2014年　製作：『そこのみにて光輝く』製作委員会

監督：杉井ギサブロー
声の出演： 田中真弓　坂本千夏　中原香織　渕崎ゆり子　堀絢子　一城みゆ希

大塚周夫　島村佳江　納谷悟朗　金田龍之介　常田富士男

監督：福澤克雄
出演： 中居正広　仲間由紀恵　柴本幸　西村雅彦　平田満　
　　　マギー　加藤翼　武田鉄矢　伊武雅刀　片岡愛之助

監督：三谷幸喜
出演： 竹内結子　生瀬勝久　戸田恵梨香　オダギリジョー　香川照之
　　　梶原善　石橋杏奈　池松壮亮　甲本雅裕　青木さやか

監督：河瀨直美
出演： 樹木希林　永瀬正敏　内田伽羅　市原悦子　水野美紀　
　　　太賀　兼松若人　浅田美代子

監督：降旗康男
出演：高倉健　富司純子　坂東英二　富田靖子　山口美江　
　　　真木蔵人　大滝秀治　三木のり平　宮本信子　上田耕一

監督：深作欣二
出演： 菅原文太　松方弘樹　田中邦衛　金子信雄　梅宮辰夫
　　　木村俊恵　三上真一郎　川地民夫　曽根晴美　高宮敬二

監督：呉美保
出演： 綾野剛　池脇千鶴　菅田将暉　高橋和也　火野正平　
　　　伊佐山ひろ子　田村泰二郎　奥野瑛太　あがた森魚

杉井ギサブローが演出を務め、一年半の製作期間をかけ
て完成させた、1980年代日本アニメーション映画の金字
塔。文選工として働くジョバンニは、星祭りの夜、無二の
友人カンパネルラと共に、機関車に乗って星空へと旅立
つ。多くの乗客との出会いと別れを通して、母一人子一人
で育ってきた少年は自らの孤独と向き合い、生き続ける意
味を確かめることになる。

昭和19年。理髪師の清水豊松は高知の海沿いの町で小さ
な店を開業していた。戦局は激しさを増し、豊松にも召集
令状が届いた。妻の房江と息子の健一を残し、豊松は本
土防衛の中部隊に配属される。軍隊での日々の過酷さは
想像を絶するものだった。終戦を迎え、房江や健一と再会
した豊松は、ささやかな幸福と平和を噛み締めていた。そ
んな豊松の身に思いもよらぬ出来事が待っていた。

三谷幸喜監督による“完全ワンシーン・ワンカット”ドラマ
第２弾。帰省先の佐賀から東京に戻る途中だった田野倉
一家は、天候不良で羽田空港への着陸が出来なくなった
ため、長野の松本空港に降り立つ。上司の村木からのプロ
ポーズをどう断ろうかと気に病んでいた空港職員の大河内
千草は、乗客のアテンドをすることに。個性豊かな登場人
物が空港内を縦横無尽に走り回るコメディ作品。

縁あってどら焼き屋「どら春」の雇われ店長として単調な
日々をこなしていた千太郎。そのお店の常連である中学生
のワカナ。ある日、どら春の求人募集の貼り紙をみて、働く
ことを懇願する一人の老女・徳江が現れ、どらやきの粒あ
ん作りを任せることに。徳江の作った粒あんはあまりに美
味しく、みるみるうちに店は繁盛。しかし心ない噂が彼ら
の運命を大きく変えていく。

昭和12年春。中小企業の社長・門倉修造は、軍需景気で
羽振りがよく、また男前だった。一方、水田仙吉は会社勤
めのつましいサラリーマンで、性格も地味だが、二人は気
が合い20数年来の付き合いを続けていた。その水田が３
年ぶりに地方転勤から東京に帰り、門倉は再び水田一家
の付き合いを始めた。ある日、水田の娘・さと子は門倉家
の紹介で帝大生の石川と見合いをすることに。

終戦直後の呉。復員後遊び人の群れに身を投じていた広
能昌三は、その度胸と気っぷの良さが山守組々長・山守義
雄の目にとまり、山守組の身内となった。当時はまだ微々
たる勢力にしかすぎなかった山守組は、上田組と手を結
び、土居組との抗争に全力を注ぐ。その土居組では、組
長・土居清と若頭・若杉がことあるごとに対立し、ついに
若杉は破門されることに。

北の町。愛を求める人々のひたむきな生。引き寄せ合う魂
の邂逅。ある出来事がきっかけに仕事を辞め、目的もな
く毎日を過ごしていた佐藤達夫は、粗暴だが人なつこい
青年・大城拓児と知り合う。拓児に誘われるままについて
いくと、そこは取り残されたように存在している一軒のバ
ラックだった。そこで達夫は拓児の姉・千夏と出会う。互
いに心惹かれ、二人は距離を縮めていくが。

タイムスケジュール

11/7㈯ ■1日目
10：00～11：47 銀河鉄道の夜

12：40～14：30 オープニングセレモニー大空港2013
14：45～16：39 あ・うん
16：45～17：15 自主制作映画コンテスト表彰式
17：20～ 自主制作映画コンテスト大賞作品上映

11/8㈰ ■2日目
9：30～11：49 私は貝になりたい
13：00～14：53 あん
15：10～16：49 仁義なき戦い
17：05～19：05 そこのみにて光輝く（15歳以上）

問合せ／ うえだ城下町映画祭実行委員会(事務局／上田市教育委員会 文化振興課)
 T E L：0268-23-6361（土・日・祝を除く 9時～17時）
 当日：080-3362-6693（9時～18時）　
 E -ma i l：bun k a@ c i t y . u e d a . n a g a n o . j p

■チケット取扱い
平安堂（上田店、上田しおだ野店、長野店、若槻店、更埴店）
幻灯舎　上田創造館　上田市マルチメディア情報センター
上田文化会館　丸子文化会館　真田中央公民館　武石公民館
上田市教育委員会文化振興課

総合司会　大岩堅一
1958年千葉県木更津市生まれ。早稲田大学教育学部卒。1980年大阪・朝日放送（ABC）にアナウンサーとして入社。1988年FM
長野に移籍、「タブロイドラヂオ～レッツ午前中！」などを担当。2006年4月からフリーになり、SBCラジオなどに出演しなが
ら各地のイベントの司会も務める。うえだ城下町映画祭の司会は第10回から。現在は、あづみ野FMのシニア・ディレクター
兼アナ。信州観光文化検定2級、松本検定・第1回合格。松本市在住。

・インターネットでのお申し込みは
　映画祭ホームページから
　http://www.umic.jp/eigasai/index.html

上田ロケ作品

Ⓒ2008「私は貝になりたい」製作委員会

会員委作製」く輝光てにみのこそ「/志泰藤佐4102©

Ⓒ2015映画『あん』製作委員会/
COMME DES CINEMAS/

TWENTY TWENTY VISION/
ZDF-ARTE Ⓒ東映

Ⓒ2013 WOWOW INC. Ⓒ1989　東宝


