
徐葆光が見た琉球 ＋α
2013年 71分 監督 ： 本郷義明
10:30～ 

遠い昔に、琉球を愛し、国境を越えて人間同

士の豊かな関係を築いた徐葆光という人物

の仕事と人間を追いかける。 沖縄の唄を心地よい唄三線と

ピアノでお届けします。
南西諸島の古謡を歌う。 三線、二胡、島太鼓で民族系

セッションなど多方面で活動。

密約 外務省機密漏洩事件
1978年 100分 監督 ： 千野皓司 

上映日 ： 1/26（金）14:00～, 1/28（日）10:00～
1956年 96分 監督 ： 古川卓巳

上映日 ： 1/26（金）19:00～, 2/3（土）10:30～ 

1971年の沖縄返還協定締結時に起こった外務

省機密漏洩事件を描いたドラマ。原作は澤地久

枝。

アコークロー
2007年 97分 監督 ： 岸本司 

上映日 ： 1/28（日）19:00～, 2/3（土）14:00～ 

沖縄で語り継がれる妖怪キジムナーの伝説を

モチーフにしたホラー。ヒロインを演じるのは人

気タレントの田丸麻紀。

圧殺の海 第２章 辺野古
2014年 109分 監督 ： 藤本幸久・影山あさ子

上映日 ： 1/30（火）13:00～ 

2014年11月16日の翁長沖縄県知事誕生から、

2016年5月6日まで、激動の18か月。その抵抗

の記録。

若きオキナワたちの軌跡
参考上映

1985年 60分 監督 ： 森口豁

上映日 ： 2/3（土）18:00～  

東京・狛江市に在京沖縄学生たちが暮らす「南燈

寮」がある。ここを巣立っていった若者たちは戦後

40年をどう生きたのか。古堅宗憲は復帰運動の

組織を立ち上げ、野底武彦は琉球の独立を叫ん

だ。あえて信託統治を望む若者もいた。彼らは今

何を見つめているのだろうか。

激突死
1978年 30分 監督 ：  森口豁
上映日 ： 2/3（土）18:00～   

沖縄の本土復帰の翌年、沖縄出身の青

年が国会議事堂正門にオートバイで激

突し即死した。上原安隆26歳である。

上原はなぜ死んだのか。森口とフォー

ク歌手・海勢頭豊は上原への熱い思い

を胸に、尋ね歩く。

いのちの森 高江
2016年 62分 監督 ： 謝名元慶福

上映日 ： 1/30（火）19:00～
沖縄県東村高江の豊かな自然と人々の生活を脅かす

オスプレイ。そのヘリパット建設工事は、森の木々や小

動物など、膨大ないのちを殺してしまったのだろうか。

中川五郎ライブ
 1/30（火）19:00～上映後 

1967年、アメリカのフォー

クソングの影響を受けて

歌い始め、その後音楽に

関する文 章や翻訳も手

がけるが、現在は歌うこ

とが中心。昨年「トーキン

グ烏山神社の椎 ノ木ブ

ルース」を発表。

オキナワノコワイハナシ①
ヲナリ・うた・チエコの霊

オキナワノコワイハナシ②
方言札・チラガー・スイッチ・アイドル

上映日 ： 1/30（火）10:30～ 

おもしろ解説付き。

上映日 ： 1/29（月）19:00～
沖縄出身のお笑い芸人が再び
狛江にやってくる～！！

上映日 ： 2/2（金）19:00～ 

おもしろ解説付き。

マセキ芸能社所属。たー

にーとしゅうごの実力派コ

ンビ。にちようちゃっぷり

ん等、テレビ出演も多い。

沖縄出身の1、2の大心と世田谷出

身の吉田かずとのコンビ。吉田はい

くつもコンビを解消してきたが、今

回が最後のコンビと頑張っている。

吉本興業所属。沖縄芸人バン

ド・てびちバンドも結成。お笑い

と音楽の垣根を飛び越えて活

躍中。

ある沖縄女性のものがたり
+監督トーク

2001年 35分 監督 ： 松本真紀子

上映日 ： 1/27（土）13:30～、上映後トーク 

戦後、沖縄女性の多くが米軍人と結婚してアメリカ

に渡った。その一人、ハル子さんの半生を取材した

ドキュメンタリー。

やんばるキョ!キョ!キョ!
2015年 30分 監督 ： ゴリ（ガレッジ・セール）

上映日 ：1/28（日）16:00～, 2/2（金）10:30～ 

国頭村を舞台にしたゴリ監督が描く地域発信型

映画、 「家族愛」のサスペンスコメディー。

税金サイボーグ・イトマン
2013年 29分 監督 ： ゴリ（ガレッジ・セール）

上映日 ：1/28（日）16:00～, 2/2（金）10:30～ 

『税金サイボーグ・イトマン』とは、糸満市の平和の

為に多額の税金を投入して作られたサイボーグであ

る。『イトマン』は事件を解決する事が出来るのか？

沖縄の母たち
1970年 30分 監督 ： 大島善助

上映日 ： 1/27（土）13:30～ 

本土復帰直前の沖縄の困難な生活の中で、子ど

もの教育に心を砕き、子どもに未来をかける沖

縄コザの母親たちの姿。

カタブイ 沖縄に生きる
2015年 80分 監督 ： ダニエル・ロペス

上映日 ： 1/29（月）14:00～, 2/1（木）14:00～
　　　   2/4（日）17:30～ 

今年もやろ～ね～お笑いライブ
しゃもじ ジェットカンフル オリオンリーグ

世界を旅した写真家ダニエル・ロペスは、いった

い沖縄の何に魅せられたのか。

カベールの馬
1966年 28分 監督 ： 北村皆雄

上映日 ： 1/29（月）10:30～, 2/4（日）14:00～ 

琉球王朝の聖地、神の島と言われる久高島で、

12年に一度、午年に行われる神事。1966年のイ

ザイホーを記録。

ユークイ
1974年 25分 監督 ： 北村皆雄

上映日 ： 1/29（月）10:30～, 2/4（日）14:00～ 

ユー（世、豊饒）をクイ（乞う）という豊年祭。島の

誰もが、この日、ユーが運ばれていく音を聞くと

いう。

心のフェンスをなくしたい
2016年 30分 プロデューサー ： 井上真喜

上映日 ： 81/30（火）16:00～, 2/4（日）10:30～
～暮らしの中から見つめる基地問題～
普天間基地をフェンス沿いに歩いて回ってみ

た。

いのちの海 辺野古 大浦湾
2017年 71分 監督 ： 謝名元慶福

上映日 ： 1/30（火）16:00～, 2/4（日）10:30～ 

米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古

の新基地建設が進む大浦湾と周辺で暮らす人々

の生活や思いを追ったドキュメンタリー映画。

沖縄の民

昭和19年、沖縄決戦を前に内地への集団児童

疎開が始まる。そして疎開船ツシマ丸は那覇を

出発するのだが…世紀の悲壮大作！

対馬丸 さようなら沖縄
1982年 75分 原作 ： 大城立裕　監督 ： 小林治

上映日 ： 1/27（土）10:30～, 2/2（金）14:00～ 

戦時中、実際に起こった悲劇を、生存者の証言

等を元に、ドキュメンタリー風に再現したアニメ

作品。

ハブと拳骨
2006年 109分 監督 ： 中井庸友

上映日 ： 1/26（金）10:30～, 1/28（日）13:00～ 

1960年代末の混沌とした沖縄を舞台に、血の

つながらない一家がたくましく生きる姿を力強

いタッチで描く人間ドラマ。

トーク ： 1/27（土）

16:00～

島尾伸三が奄美を語る
写真家島尾伸三は、1948

年に神戸で生まれ、奄美大

島で育つ。父は作家の島尾

敏雄、母は島尾ミホ。敏雄

は人間魚雷の長として、奄

美の加計呂麻島に赴任出

発命令を待つ間に、ミホと

出会う。

トーク ： 2/3（土）

18:00～

森口豁が見た沖縄の若者
58年に琉球新報社に入社し、59年に沖縄

に移住して社会部記者としての活動を始め

る。74年、日本テレビ本社に転勤となった後

も番組ディレクターとして沖縄に通い続け、

55本のドキュメンタリー番組を制作、その

うち28本が沖縄をテーマとする作品だっ

た。退職後もフリージャーナリストとして沖

縄を伝え続けている。種差別反対など人道

的な立場からの発言が顕著である。

全作品自前字幕を
付ける予定！

（C）2007 彩プロ / 
　 マルティ・アンド・カンパニー

（C）2015「やんばる キョ！キョ！キョ！」製作委員会

（C）日活

(C) THREE ARROWS ENTERTAINMENT

（C）いとまん
　  映画実行委員会

上映作品＋α

・MILK[弥勒]

・チーム島物語
・チームはいさい

・琉球舞踊ショー
・舞踊・三線体験 その他

・えぐさゆうこ ・豊岡マッシー
プレイベント 1/21（日）10:00～20:00 (10:00～ホール/18:00～学習室１）
 

沖縄物産店


