関連イベント

山形県主催

「 やまがた百名山 」
フォトコンテスト

「山の日」全国大会について
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感

入賞作品のパネル展を

謝する」
という国民の祝日
「山の日」の趣

フォーラムのロビーにて開催！

旨の浸透を図るとともに、山に関する歴史
や 文化の継承、環境保全、観光振興、健
康増進、山岳遭難や自然災害への対応
などの様々な課題の解決や「山の未来」
のあり方について考える機会とし、持って
国民の幸福と関係各所の連携と発展に
資することを目的として開催されます。

山形県では、県内の山の魅力を広く発
信するために、H27年度よりフォトコン

第 6 回「山の日」全国大会
8 月 10 日（水）〜 11 日（木・祝）
山形県山形市・上山市（蔵王地域）
詳しくはこちら
www.yamagatayama.com/yamanohi

テストを実施しております。山形県の山
は登ってよし、眺めてよし、
その魅力を写
真から感じていただきたいと思います。

▲公式 HP

料金

劇場案内

般 ・・・・・・・・・・・・・・ 1,700円

大学・専門学校 ・・・・・・・・1,400円

小学・中学・高校・・・・・・ 1,000円

幼児（３歳以上）・・・・・・・・・1,000円

一

山交ビル

山形市民会館

山形学院
高校

フォーラム駐車場
（300台）
すずらん街

篠田病院

割引サービス 1,100 円
東口
山形駅
西口

霞城セントラル
駐車場（345台）

フォーラム駐車場：４時間無料
霞城セントラルB２F

西側入口

やまぎん
県民ホール

チケット発売日

東横イン

ファーストデイ

フォーラムデイ

シニア割引

バースデイ割引

割引サービス 1,300 円

おふたりで 2,200 円

毎月 15日

バリュ

山形三中

オンライン：上映３日前の22時より
劇場窓口：上映２日前のオープン時より

毎週 水曜・金曜

毎日 60歳以上の方と
お連れの方２名様まで

毎月 1日

誕生日と前後３日間ずつ（計７日間）
本人とお連れの方２名様まで

テルサ

マックス
※お買い上げ800円未満でのご利用の場合は有料100円となります。
ビッグ
ボーイ

レディースデイ

毎週 月曜

県民べにばな駐車場
東側入口
（367台）

※受付の際、駐車券をご提示ください。

メンズデイ

割引サービス 1,000 円
プレミアム会員

モーニングショー

夫婦50割引

障がい者割引

レイトショー

ふたりデイ

いつでも

障がい者手帳ご提示の方と
付添の方２名様まで

平日午前 1 回目

毎日 20 時以降

毎日どちらかが50歳以上

毎週 木曜
※同一作品ご鑑賞の方

後援：山形国際ドキュメンタリー映画祭
TEL：023-632-3220 山形市香澄町2-8-1（市民会館南隣）
https://www.forum-movie.net/yamagata/
@y forumsolaris

協力：山形県みどり自然課、「山の恵みの映画たち」実行委員会、株式会社モンベル

第

1週

7/15 金 -7/21 木
杜人（もりびと）
環境再生医 矢野智徳の挑戦

第

7/16（土）
9：30の回終了後、
前田監督の
舞台挨拶あり

監督・撮影・編集：前田せつ子
出演：矢野智徳/玄侑宗久/石田智子/堀信行
2022/日本/1h41

四周を山に囲まれた山形に住む私たちは、
山々から様々な恵みを受けています。山に降る
雨や雪は地面に染み込み、
やがて田畑を潤し、

2週

第

3週

7/22 金 -7/28 木

7/29 金 -8/4

神々の山嶺（いただき）

山歌（サンカ）

監督：パトリック・インバート
原作：「神々の山嶺」 作：夢枕獏 画：谷口ジロー
声の出演：堀内賢雄/大塚明夫/逢坂良太/今井麻美
2021/フランス-ルクセンブルク/1h34

監督・脚本：笹谷遼平
出演：杉田雷麟/小向なる/飯田基祐/蘭妖子/渋川清彦
2022年/日本/1h17

木

7/30（土）
9：30の回終了後、
笹谷監督の
舞台挨拶あり
(オンライン登壇)
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なぜ、植物が枯れていくのか。
なぜ、生きものが減っていくのか。
な

１９２４年、
エベレスト頂上付近で消息を絶った登山家ジョージ・マ

高度経済成長期の１９６５年。受験勉強のため中学生の則夫は東

ぜ、豪雨災害は年々激しさを増すのか。30年以上のキャリアを持

ロリーは世界初の登頂に成功したのだろうか。
カメラマンの深町

京から片田舎の祖母の元を訪れる。ある日、彼は山から山へ漂泊

つ造園家であり、環境再生医の矢野智徳さんは時に
「地球のお医

誠は孤高のクライマー・羽生丈二と出会い、
マロリーの謎を解明し

の旅を続ける家族と出会う。一方的な価値観を押し付けられ生き
づらさを抱えていた則夫は、既成概念に縛られず自然と共生して

者さん」
とも呼ばれ、全国を飛び回って傷んだ植物や大地の治療

ようとするが…。夢枕獏原作、谷口ジローによる同名漫画を、
『ウル

にあたっている。
「杜」
とはこの場所を傷めず、穢さず、大事に使わ

フウォーカー』の製作チームがアニメーションで映画化。谷口自身

いる彼らの姿に魅せられていく…。かつて日本の山々に実在した

せてくださいと、人が森の神に誓って紐を張った場。矢野さんの言

も製作に参加し、完成まで７年を費やした。極限の雪山の世界や、

流浪の民・山窩（サンカ）
を題材とした初の劇場長編映画。混乱の

葉から大地の呼吸を感じ、地球の未来を見つめたい。

リアルを追求した登攀など圧巻の映像美に息を呑む。

今、
これまでを問い、
これからを作る、私たちの物語。

河となって海に注ぎ、
その過程で水や川、動物
や魚、山菜、米や様々な農産物など、私たちは
豊かな自然の恵みに出 会い、生かすのです。
そんな山を起点とする自然の営みを、映画を通
して見つめ直してみたいと思います。
「山」だからと言って登るだけが山を感じる
方 法ではありません。自然の生 理を知る環 境
再 生 医の世 界 。山と共に生きた日本 人の姿 。

第

4週

第

5週

8/5 金 -8/11 木

8/12 金 -8/18 木

アルピニスト

チロンヌ カムイ イオマンテ

監督：ピーター・モーティマー/ニック・ローゼン
撮影：ジョナサン・グリフィス/ブレット・ローウェル
出演：マーク・アンドレ・ルクレール/ブレット・ハリントン/アレックス・オノルド
2021/アメリカ/1h33

8/13（土）
9：30の回終了後、
北村監督の
舞台挨拶あり
(オンライン登壇)

第

6週

8/19 金 -8/25 木
歩いて見た世界

日川善次郎エカシの伝承による

ブルース・チャトウィンの足跡

監督：北村皆雄
語り・音楽：豊川容子 監修・カムイノミ対語訳：中川裕
2021/日本/1h45（1986年撮影）

監督・ナレーション・出演：ヴェルナー・ヘルツォーク
出演：ブルース・チャトウィン/エリザベス・チャトウィン
2019/イギリス-スコットランド-フランス/1h25

高山に挑む人々。
そして、
自然と人の関わりを遡
る旅の記録。山や自然は、私たちにとって、
いつ
だってワンダーランド。
ここに、第６回「山の日」
全国大会in山形 応援企画として、山と人との
関わりを再発見する映画の旅を提案いたします。
さあ、無限の山旅へ。

上映時間／朝 9：3 0 と夜の 1 日 2 回上映
（夜の時間は公開３日前に発表します）
表紙写真／浦山克彦
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彗星のように現れこの世を去った作家ブルース・チャトウィン。先

そびえ立つ断崖絶壁に命綱もつけずたった一人で挑む〝フリーソ

愛しいキタキツネを、父母の国へ送る─。
１９８６年、北海道屈斜路

ロ〟の天才、
マーク・アンドレ・ルクレール。世界的難所で数々の偉

湖を臨む美幌峠で75年ぶりにアイヌ民族の幻の祭祀「キタキツネ

史時代に興味を持ち世界中を旅した彼は「パタゴニア」
で作家デ

業を成し遂げてきた彼の存在は、派手な名声を求めずクライミン

の霊送り」が行われた。司るのは不世出の伝承者・日川エカシ。一

ビューを果たし、
アボリジニの神話に魅せられ中央オーストラリア

グを楽しむことだけを追求するその孤高さゆえに、
これまであまり

言一句に魂を込めたカムイノミ
（神への祈り）
と、旅立つ霊魂に捧

へ向かった。生前に親交のあった巨匠ヴェルナー・ヘルツォークは

知られることはなかった。本作では名うてのクライマー達も恐れる

げるウポポ(歌)とリㇺセ(踊り)…。
『修験』』
『ほかいびと 伊那の井

その足跡を辿り、
「ノマディズム／放浪」の概念を探求する旅に出

パタゴニアのトーレ・エガー冬季単独登頂に同行。極限に挑む人

月』の北村皆雄監督が35年前の貴重な記録映像を２Kレストア

る。動かずして情報を入手できるいま、旅のなかに人生を見出した

間の生き様を圧倒的な臨場感で見事に焼き付けた。

化。
アイヌの伝統は消費社会の現代に何を訴えかけるのか。

チャトウィンの哲学が私たちを再び野生へといざなう。

