
 

 

 

     
   

  
 

 

 

― 映画 ― 
２０１４年５月３日 

上映かわら版 第７号 
  

“ きょうも、夫婦。” 

監督 金 聖雄 

 ２０１４年５月１日狭山事件から５１年をむ

かえた。記者会見で思いを語る石川一雄さ

んが一瞬言葉につまった。その様子をうな

ずきながらじっと見つめていた早智子さ

ん。胸がしめつけられた。映画の中で早智

子さんはこういう「とにかく長過ぎる…。５

０年の節目にみんなに知ってもらって新た

なスタートをきる…」それから１年が過ぎ

てゴールは近づいているのだろうか？ 

 私にとって石川さんと早智子さんと“出

会う”ことで、それまでまったく他人事で

しかなかった「狭山事件」が自分のことに

かわっていった。おこがましいが、できる

ならば映画と出会って欲しい、何があって

も“きょうも、夫婦。”そんなステキな２

人に出会って欲しい。その出会いの数だけ

ゴールが近づくのだと思う。 

 

 

 

映画「SAYAMA」は、昨年 10 月 31 日の日本教育会館

での完成上映会から半年、全国各地での上映会はすでに

40都府県180か所、今月には200か所を超える勢いです。

上映会を企画していただいたみなさんに感謝の気持ちで

いっぱいです。そしてご覧いただいたみなさん、本当にあ

りがとうございました。マスコミにも多く取り上げられ、

映画としての評価も上々、キネマ旬報文化映画第３位、池

田市人権映画祭最優秀作品賞などをいただきました。 

上映活動はいよいよ第２ステージに入ります。待望の映

画館上映が始まります。 

東京では、「ポレポレ東中野」で５月 31 日（土）からロ

ードショーが決定しました。 

山梨県の「テアトル石和」での上映も始まります。 

これから順次、全国の映画館での上映を実現していきま

す。映画館には、狭山事件を知らない若い人たちがたくさ

んお越しいただけることを願っています。映画館上映は、

入場者が少ないと途中で打ち切りという厳しい世界でも

あります。ぜひとも知人、友人の方々をお誘いください。 

 チラシを多くの方へお渡しいただく機会がありました

ら、ぜひご連絡ください。また、前売りチケット（1,200

円、当日券は 1,600 円）もあります。お問い合わせくだ

さい。 

海外上映にもチャレンジします。映画「SAYAMA」にこ

れからもご注目ください。 



 

 

 
★５／４（日）  東京都江戸川区 小松区民館ホール 
上映12：30／主催：メイシネマ上映会03-3659-0179 

■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） 熊本県熊本市 全日空ホテルニュースカイ 
開場14：00／主催：曹洞宗熊本県第一宗務所 
096－353-2343 

■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 

■５／19（月） 愛知県名古屋市 ワークライフプラザれあ
ろ／開場18：30／主催 ：部落解放愛知県共闘会議
052-618-9250 

■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（水） 神奈川県川崎市 中原市民館 
開場17：45 ＊＊ 

■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 

■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 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 

■６／１（日） 兵庫県豊岡市 コウノトリ但馬空港多目的ホ
ール／開場13：00／主催：6.1狭山事件の再審を求める
県民のつどい078-222-4747（兵庫県連事務局） 

★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 

■６／７（土） 兵庫県加古川市 中央隣保館／開場18：30 
主催：部落解放同盟加古川支部連絡協議会／狭山事
件を考える加古川市民の会070-5264－3173 

■６／14（土） 兵庫県芦屋市 上宮川文化センター 
開場13：00／主催：あしや人権ネットワーク（事務局 解
放同盟）078-392-0820 

■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 

■６／17（火） 福岡県古賀市 そぴあしんぐう／開場18：00 
主催：上映実行委員会080-3370-5501 

■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 

■７／１（火） 神奈川県小田原市 川東タウンセンター 
マロニエ／開場17：45 ＊＊ 

★ツキイチ劇場 ７／５（土） 開場14：30 
■７／９（水） 神奈川県藤沢市 市民会館第1展示ホール 
開場17：45 ＊＊ 

■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） 神奈川県横須賀市 ヴェルクよこすか6階
ホール／開場17：45 ＊＊ 

■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 
■７／15（火） 神奈川県相模原市 相模原女子大学グリ
ーンホール多目的室／開場17：45 ＊＊ 

★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） 10／４（土）11／１（土） 
いずれも 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 
『ＳＡＹＡＭＡ』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。 

＊＊主催：上映神奈川実行委員会045-271-1455 
 

★：金聖雄 監督 舞台挨拶・トークなど 

〒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 

 

映画 『ＳＡＹＡＭＡ』製作委員会 

全国上映スケジュール 


