8／27［土］– 9／2［金］

8／27［土］、9／2［金］、9／3［土］

9／3［土］

タゴール・ソングス

シェイン 世界が愛する厄介者のうた

ブリティッシュ・ロック誕生の地下室

TAGORE SONGS

8／26［金］

二千曲以上の歌を残したインドの詩人ラビ
ンドラナート・タゴール。旅とともに彼の
歌の魅力を掘り起こしていく。

登壇 : ピーター・
バラカン

（THE POGUES）
イギリスのバンド「ザ・ポーグス
」の
シェイン・マガウアンの型破りな人生を追う。

©nondelaico

小倉聖子（プログラミング・ディレクター）

Crock of Gold:
A Few Rounds with Shane Mac Gowan

11:10-11:35
［トークイベント］15:35-15:55
［オープニングトーク］

［上映スケジュール］

日本初公開

British Rock: Born in a Basement

UKロックを牽引するバンドがキャリアをス
タートさせた伝説の場所「イーリング・クラブ」
のドキュメンタリー。日本初上映 !

2019年／日本 ／105分／配給 : ノンデライコ
監督 : 佐々木美佳 ｜ 構成・プロデューサー : 大澤一生 ｜ 撮影 : 林賢二
出演 : オノンナ・ボッタチャルジー、オミテーシュ・ショルカール、
クナル・ビッシャシュ、スシル・クマール・チャタルジー、
ラカン・ダース・バウル、プリタ・チャタルジ―

MUSCLE SHOALS

1960 年代、アメリカ南部につくられ、一流
ミュージシャンたちが数々の名盤を生み出
した伝説のレコーディング・スタジオの軌
跡を辿る。

* 本作は『 UDCast 』
（バリアフリー字幕 ／音声ガイド）
に対応しています。

8／28［日］、31［水］、9／1［木］

11:40– ｜黄金のメロディ マッスル・ショールズ
13:50– ｜ランブル 音楽界を揺るがしたインディアンたち
*上 映 後トークあり

QUADROPHENIA

Sketches of Myahk

沖縄県宮古島諸島に古くから伝わる民謡と
その歌を歌い継いでいく人々の姿を追った
ドキュメンタリー。

2011年に27歳の若さで死去したイギリス
の歌手エイミー・ワインハウスの知られざる
素顔を丁寧に描き出す。第88回アカデミー
賞 ® 長編ドキュメンタリー賞受賞 !

舞台は1960年代のロンドンと、
ブライトン。
「モッ
ズ」と呼ばれる若者たちの大人や社会への
怒りや疎外感を鮮烈に描いた青春映画。

©Koichi Onishi 2011

2011年／日本 ／104 分／ 提供 : 大西功一
監督・製作・撮影・編集 : 大西功一 ｜ 原案・監修・整音 : 久保田麻琴
出演 : 長崎トヨ、高良マツ、村山キヨ、盛島宏、友利サダ、本村キミ、
ハーニーズ佐良浜、浜川春子、譜久島雄太、宮国ヒデ、狩俣ヒデ、
嵩原清、久保田麻琴

2015年／イギリス・アメリカ ／128 分／ 配給 : KADOKAWA
監督 : アシフ・カパディア ｜ 製作 : ジェームズ・ゲイ=リース
音楽 : アントニオ・ピント ｜ 字幕監修 : ピーター・バラカン
出演 : エイミー・ワインハウス、ミッチ・ワインハウス、
マーク・ロンソン、トニー・ベネット

8／27［土］、31［水］、9／2［金］

あらゆる音楽ジャンルに影響を与えたイン
ディアンミュージックが歴史を辿る秀逸な音
楽ドキュメンタリー。

9／1［木］16:35-17:05
*「スケッチ・オブ・ミャーク」上映後
登壇 : 大西功一（監督）

©1960-2019 The Bert Stern Trust All Rights Reserved.

Photo by Bruce Steinberg, Courtesy of linkwray.com

1958年のアメリカ・ジャズ界最大級の音楽
フェスティバル「ニューポート・ジャズ・フェス
ティバル」が美しい映像で蘇る!
* スクリーンに登壇者を投影いたします

1979年 ／イギリス／ 117分／ 協力 : マーメイド・フィルム
監督 : フランク・ロッダム ｜ 音楽 : ジョン・エントウィッスル、ピート・タウンゼント
出演 : フィル・ダニエルズ、マーク・ウィンゲット、フィリップ・デイビス、
レスリー・アッシュ、ギャリー・クーパー、トーヤ・ウィルコックス、
スティング、トレバー・レアード

ディーバ

Jazz on a Summer's Day

1959年／アメリカ／ 82分／ 配給 : KADOKAWA
監督・製作 : バート・スターン｜音楽 : ジョージ・アバキアン
出演 : ルイ・アームストロング、マヘリア・ジャクソン、ジェリー・マリガン、
ダイナ・ワシントン、ジョージ・シアリング、チコ・ハミルトン、チャック・ベリー、
ビッグ・メイベル

12:30– ｜スケッチ・オブ・ミャーク
14:40– ｜タゴール・ソングス
16:50– ｜ランブル 音楽界を揺るがしたインディアンたち
19:00– ｜黄金のメロディ マッスル・ショールズ

8／31［水］

一般 :

1,300円

any 会員・25 歳以下・65 歳以上
障がい者（介助者1名）:

800円

*

「ブリティッシュ・ロック誕生の地下室」
「ディーバ」
「さらば青春の光」のみ
特別料金

一般 :

1,500円

any 会員・25 歳以下・65 歳以上
障がい者（介助者1名）:

1,200円

*

チケットは当日券のみ。
2 階スタジオC 受付にて
お求めください。

10:30– ｜タゴール・ソングス
12:40– ｜スケッチ・オブ・ミャーク
14:50– ｜真夏の夜のジャズ 4K

9／1［木］

10:30– ｜タゴール・ソングス
12:40– ｜ランブル 音楽界を揺るがしたインディアンたち
14:50– ｜スケッチ・オブ・ミャーク

9／4［日］

真夏の夜のジャズ 4K

12:30– ｜タゴール・ソングス
14:35– ｜真夏の夜のジャズ 4K
16:15– ｜AMY エイミー
18:50– ｜シェイン 世界が愛する厄介者のうた［R18+］

8／28［日］

©2006 Universal Studios. All Rights Reserved. Film
©1979 Who Films, Inc. All Rights Reserved.

スケッチ・オブ・ミャーク

9／3［土］、9／4［日］
さらば青春の光

Amy

RUMBLE: The Indians Who Rocked The World

2017年／カナダ／102分／
配給 :マーメイド・フィルム、コピアポア・フィルム
監督・脚本 : キャサリン・ベインブリッジ
共同監督 : アルフォンソ・マイオラーナ ｜ 音楽 : ブノワ・シャレスト
出演 : リンク・レイ、
クインシー・ジョーンズ、ジミ・ヘンドリックス、
スティーブン・タイラー、マーティン・スコセッシ、イギー・ポップ、
スラッシュ、ジョージ・クリントン

8／26［金］、8／27［土］、9／2［金］

2021年／イギリス／ 88分／配給 : コピアポア・フィルム
監督 : ジョルジオ・グルニエ
出演 : ジンジャー・ベイカー、ジャック・ブルース、エリック・バードン、
ジョン・メイオール、ピート・タウンゼント

©Rex Features

©2012 EAR GOGGLES PRODUCTIONS.LLC.
ALL RIGHTS RESERVED.

ランブル
音楽界を揺るがしたインディアンたち

2020年／アメリカ・イギリス・アイルランド／130 分／配給 : ロングライド／ R18+
製作 : ジョニー・デップ ｜ 監督 : ジュリアン・テンプル
字幕監修 : ピーター・バラカン
出演 : シェイン・マガウアン、ジョニー・デップ、ボビー・ギレスピー、
モーリス・マガウアン、シヴォーン・マガウアン、
ヴィクトリア・メアリー・クラーク、ジェリー・アダムズ、ボノ

AMY エイミー

2013年 ／アメリカ／111分／ 配給 : アンプラグド
監督 : グレッグ・フレディ・キャマリア
音楽 : ドリュー・バイエル、ジル・メイヤーズ、レイ・スミス
出演 : リック・ホール、アレサ・フランクリン、ミック・ジャガー
キース・リチャーズ、ボノ、ジミー・クリフ、スティーブ・ウインウッド、
クレッグ・オールマン、アリシア・キーズ

8／26［金］、28［日］、9／1［木］

オープニングトーク

8／27［土］

上映 後

黄金のメロディ マッスル・ショールズ

11:10– ｜ピーター・バラカン音楽映画祭 2022 in YCAM

16:20– ｜AMY エイミー

*「ランブル 音楽界を揺るがしたインディアンたち」

8／26［金］、28［日］、9／2［金］

8／26［金］

［ 料金］

デジタルリマスター版

Diva

今年死去した
「ベティ・ブルー」
のジャン=ジャッ
ク・ベネックス監督のデビュー作。本国フラ
ンスで 3 年間のロングランを記録。

*上 映 後オンライントークあり

9／2［金］

10:30– ｜タゴール・ソングス
12:40– ｜AMY エイミー
15:15– ｜真夏の夜のジャズ 4K
17:05– ｜黄金のメロディ マッスル・ショールズ
19:25– ｜シェイン 世界が愛する厄介者のうた［R18+］

9／3［土］

12:30– ｜ブリティッシュ・ロック誕生の地下室
14:25– ｜さらば青春の光
16:50– ｜シェイン 世界が愛する厄介者のうた［R18+］
19:25– ｜ブリティッシュ・ロック誕生の地下室

9／4［日］
1981年／フランス ／ 118分 ／ 配給 : コピアポア・フィルム
監督 : ジャン=ジャック・ベネックス
製作 : セルジュ・シルベルマン ｜ 原作 :ドラコルタ
出演 : ウィルヘルメニア・フェルナンデス、フレデリック・アンドレイ、
リシャール・ボーランジェ

12:30– ｜ディーバ デジタルリマスター版
14:55– ｜さらば青春の光
17:20– ｜ディーバ デジタルリマスター版

山口情報芸術センター［YCAM］ スタジオC（2F）
〒753-0075 山口県山口市中園町 7-7
TEL: 083-901-2222

FAX: 083-901-2216

information@ycam. jp w w w.ycam. jp

