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監督

金 聖雄

袴田事件再審決定の翌日、石川

一方心温まる話に救われる。後楽園ホールには袴田さん

さんと一緒に袴田さんの姉、秀子

を支援するボクシングの仲間たちが「戻ってきた時にゆっ

さんに会いに行った。後楽園ホー

くりボクシングを観て欲しい」と“袴田シート”がもうけら

ルの玄関で待っていると満面の笑

れている。さらに、WBC から名誉チャンピオンベルトが

みを浮かべた秀子さんが現れ、２

贈られた。リングサイドで袴田さんがボクシングに熱狂す

人は固く握手を交わし喜び合った。

る日が１日も早く実現することをせつに願う。

石川さんはいつも「おめでとう」とは言わない。なぜなら
「当然の権利だから」と権力に怒る。

玄関で写真撮影。石川さんと秀子さんは“V サイン”をし
て写真におさまった。それにしても 81 歳、秀子さんの肌

「堪え難いほど正義に反する」
「捜査機関が証拠を捏造

はつやつや！75 歳、石川さんも若々しい。
「無実を勝ち取

した疑いがある」

るまで死ねない！」そんな執念のようなものを身にまとい、

2014 年 3 月 27 日袴田事件の再審をめぐる判決も本当な

２人は輝いて見えた。次こそ石川さんだ。

らば当然といっていい。しかし権力のメンツや先輩た
ちのこれまでの決断を覆せないという悪しき組織論理
の中で、村山裁判官がくだした決断は歴史に残る判決
だと思う。
48 年間、想像することができないほどの苦しみ、絶
望をあじわってきた袴田さんがようやく釈放された時、
「解放されたんだ」とポツリつぶやいたと秀子さんが
うれしそうに語っていた。3 月 31 日検察は即時抗告し
再び袴田さんを拘禁しようとしている。これはいわば
公の場でおこなわれている殺人予告のようなものだ。
恥を知って欲しい。

昨年 10 月 31 日の東京での完成上映会を皮切りに始まった上映会の波は、全国各地に広がり、
５か月で早くも 40 都道府県 150 か所に達しました。予想を超えた勢いです。
自主上映会を主催していただいたみなさん、映画をご覧いただいたみなさんに感謝申し上げます。
さらに、年内 60 ヵ所の上映会の予定も入っています。夏以降は、
映画館上映や海外での上映も進めていきたいと思っています。
ＳＡＹＡＭＡのこれからに注目ください。

全国上映スケジュール
★：金聖雄 監督 舞台挨拶・トークなど

■４／18（金） 東京都港区 田町交通ビル／開場17：30
主催：中南地区上映実行委員会03-3762-7176
■４／18（金） 群馬県太田市 太田市教育総合センター
開場13：30／主催：部落解放同盟・部落解放同盟群馬
県連合会027-251-5952
■４／19（土） 東京都杉並区 セシオン杉並
上映①13：30 ②17：00 ③19：00／主催：上映実行委
員会03-3332-7033
★多摩上映ツアー ４／19（土） 東京都西東京市 保谷
こもれびホール／開場19：00
■４／20（日） 群馬県高崎市 たかさき人権プラザ
開場13：00／主催： 部落解放同盟／部落解放同盟群
馬県連合会027-251-5952
★４／22（火）東京都世田谷区 下高井戸シネマ
上映10：50／主催：優れたドキュメンタリー映画を観る会
03-3328-1008（下高井戸シネマ）
■４／25（金） 鹿児島県姶良市 曹洞宗大本山永平寺
鹿児島県出張所 紹隆寺／開場15：00／主催：曹洞宗
鹿児島県・沖縄県宗務所090-7162-3571
■４／25（金） 東京都台東区 生涯学習センター
開場18:00／主催：狭山台東実行委員会
03-3874-7311
★４／26（土）東京都世田谷区 下高井戸シネマ
上映21：00／主催：優れたドキュメンタリー映画を観る会
03-3328-1008（下高井戸シネマ）
★ツキイチ劇場 ５／３（土） 開場14：30
■５／８（木） 兵庫県神戸市 浄土真宗本願寺派神戸別
院／開場13：30／主催：同和問題にとりくむ兵庫県宗
教教団連絡会議078-856-4127
■５／14（水） 長野県東御市 人権啓発センター
上映18：30／主催：部落解放同盟上小地区協議会
0268-27-1699
■５／15（木） 長野県上田市 中央解放会館
上映18：00／主催：部落解放同盟上小地区協議会
0268-27-1699
■５／16（金） 長野県上田市 丸子解放センター
上映18：00／主催：部落解放同盟上小地区協議会
0268-27-1699
■５／16（金） 東京都豊島区 豊島区民センター
開場18：00／主催：東京西北上映会実行委員会
03-5603-1861（解放書店）
★多摩上映ツアー ５／17（土） 東京都調布市 文化会
館たづくり／開場14：00
■５／18（日） 福岡県福岡市 西南コミュニティセンター
開場13：00／主催：上映会実行委員会092-751-0391
■５／21（水） 東京都葛飾区 シンフォニーヒルズかつし
かレインボーホール／開場18：15／主催：葛飾上映会
090-1402-2420
■５／22（木）岡山県津山市 リージョンセンター
開場 18：00／主催：部落解放岡山県共闘会議・美作
地区平和センター0868-25-2511
■５／23（金） 徳島県徳島市 シビックセンターホール
開場18：00／主催：部落解放人権徳島地方研究集会
実行委員会088-655-4105（連合徳島）
■５／23（金） 愛媛県今治市 玉川町公民館
開場19：30／主催：狭山事件を考える越智今治の会
090-1572-9002

映画 『ＳＡＹＡＭＡ』製作委員会

■５／23（金） 熊本県荒尾市 人権啓発センター
開場18：00／主催：「狭山」と人権を考える荒尾住民の
会090-4992－1907
★多摩上映ツアー ５／24（土） 東京都武蔵野市 スイン
グホール／開場①14：00 ②18：30
■５／24（土） 北海道札幌市 札幌プラザ2.5
開場①12：30 ②15：30 ③18：30／主催：狭山・映画と
講演のつどい実行委員会
■５／24（土） 愛知県豊橋市 市民文化会館
上映①10：00 ②13：30 ③17：00／主催：上映する会
090-5614-3244
■５／25（日） 岡山県岡山市北区 オルガホール
開場13：30／主催：部落解放岡山県共闘会議
086-239-8400
★多摩上映ツアー ５／31（土） 東京都八王子市 クリエ
イトホール／開場19：00
★ツキイチ劇場 ６／７（土） 開場14：30
■６／７（土） 兵庫県姫路市 とほり桃花交流館（砥堀二
区総合センター）／開場13：00／主催：西播磨部落問
題学習会079－264-1981
■多摩上映ツアー ６／15（日） 東京都小平市 ルネこ
だいら中ホール／開場14：00
★６／15（日） 大阪府大阪市 シアター・セブンBOX(特)
上映①10：00 ②12：30 ③15：00／主催：実行委員会
06－6763－0211 （コラボ玉造[TAMAZO]）
■６／15（日） 福岡県北九州市 商工貿易会館
上映14:00／主催：上映実行委員会080-5802-6688
■６／20（金） 長崎県長崎市 メルカつきまち
開場18：00／主催：上映実行委員会095-845-4145
■６／27（金） 鳥取県鳥取市 中部教育会館
上映14：30／主催：部落解放鳥取県共闘会議
0857-26-6605
■６／29（日） 兵庫県三木市 市民活動センター
開場①9：30 ②12：30 ③15：30／主催：三木市上映
実行委員会090-3359-3490
★ツキイチ劇場 ７／５（土） 開場14：30
■７／10（木） 鹿児島県鹿児島市 市民文化ホール
(予定)①13：15 ②15：15／主催：部落解放・人権西日
本夏期講座実行委員会06-6581-5476
■７／11（金） 鹿児島県鹿児島市 市民文化ホール
開場時刻 調整中／主催：部落解放・人権西日本夏期
講座実行委員会06-6581-5476
■７／11（金） 東京都江東区 総合区民センター
開場18：30／主催：狭山江東地区集会03-3631-1340
★ツキイチ劇場 8／2（土） 開場14：30
★８／17（日） 滋賀県草津市 日本キリスト教団草津教会
開場15：30／主催：日本キリスト教団京都教区部落差
別問題特設委員会080-3785-0538
■８／20（水） 新潟県上越市 上越文化会館
開場8：30／主催：城西中学校区小・中学校
025-525-1501
★ツキイチ劇場 ９／６（土） 開場14：30
★ツキイチ劇場 10／４（土） 開場14：30
★ツキイチ劇場 11／１（土） 開場14：30
★11／27（木） 宮崎県延岡市 総合文化センター
開場9：30／主催：曹洞宗宮崎県宗務所0982-32-4778
＊「多摩上映ツアー」「ツキイチ劇場」の主催は「映画 『Ｓ
ＡＹＡＭＡ』製作委員会042-316-5882」です。
＊「ツキイチ劇場」の会場は、「東京都千代田区 在日韓
国YMCAスペースY」です。
〒184-0014 東京都小金井市貫井南町 4－20－8
TEL／FAX：042－316－5882
E-mail：info@sayama-movie.moo.jp

