
●主催 TAMA映画フォーラム実行委員会

●共催 公益財団法人多摩市文化振興財団

●後援 多摩市
多摩市教育委員会
府中市

京王線「東府中駅」より徒歩7分

府中の森芸術劇場 どりーむホール ヴィータホール

京王線聖蹟桜ヶ丘駅徒歩 2分
ヴィータコミューネ 8F

ベルブホール

小田急多摩線、京王相模原線永山駅
徒歩 2分　ベルブ永山 5F
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私たちは
第31回 映画祭 TAMA CINEMA FORUM

を応援しています

第31回 映画祭 TAMA CINEMA FORUM
11.13 [SAT.] – 11.21 [SUN.]
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－多摩市市制施行50周年－
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国内映画賞のトップバッター！活力溢れる作品・監督・俳優をいち早く紹介 !

第13回TAMA映画賞
TAMA映画賞は、明日への元気を与えてくれる・夢をみせてくれる活力溢れる＜いきのいい＞作品・監督・俳優を、映画ファンの立場から感謝
をこめて表彰します。

選考対象：2020 年 10 月から 2021 年 9月に一般劇場で公開された作品及び監督・キャスト・スタッフ
選考方法：TAMA映画フォーラム実行委員（市民ボランティア）の合議により選考

濱口竜介 監督及びスタッフ・キャスト一同

土井裕泰 監督・坂元裕二氏
及びスタッフ・キャスト一同

藤元明緒 監督

横浜聡子 監督及びスタッフ・
キャスト一同

松本壮史 監督

本年度最も活力溢れる作
品の監督及びスタッフ・
キャストに対し表彰

[12:15 開場]
13:05－ 第13回TAMA映画賞受賞関連作品

16:30－19:00 授賞式

©佐木隆三 /2021「すばらしき世界」
製作委員会 ©2021『花束みたいな恋をした』

製作委員会

©2020 E.x.N K.K. / ever rolling films©2021『茜色に焼かれる』フィルム
パートナーズ

©北白川派 ©2021『ドライブ・マイ・カー』
製作委員会

©2021『花束みたいな恋をした』
製作委員会 ©2021「いとみち」製作委員会

©2021「サマーフィルムにのって」
製作委員会

©2021『花束みたいな恋をした』
製作委員会

©2021「サマーフィルムにのって」
製作委員会

©2021「サマーフィルムにのって」
製作委員会

チケット詳細は⇒ https://www.tamaeiga.org/2021/ticket/ 

11月21日日 府中芸術の森 どりーむホール
前売のみ　2,800円　子ども（４歳～小学生）　1,400円

上映作品及びご登壇状況は https://www.tamaeiga.org/2021/award/ でご確認ください。

私たちは第31回 映画祭 TAMA CINEMA FORUMを応援しています

©山内マリコ／集英社・『あのこは貴族』製作委員会

『ドライブ・マイ・カー』

最優秀作品賞
岨手由貴子 監督及びスタッフ・キャスト一同

『あのこは貴族』

最優秀男優賞 特別賞

最優秀女優賞

最優秀
新進男優賞

最優秀
新進女優賞

最優秀
新進監督賞

役所広司

尾野真千子

藤原季節 三浦透子

菅田将暉

有村架純

金子大地 伊藤万理華

本年度最も心に
残った男優を表彰

映画ファンを
魅了した事象に
対し表彰

本年度最も飛躍し
た監督、もしくは
顕著な活躍をした
新人監督を表彰

本年度最も心に
残った女優を表彰

本年度最も飛躍し
た男優、もしくは
顕著な活躍をした
新人男優を表彰

本年度最も飛躍し
た女優、もしくは
顕著な活躍をした
新人女優を表彰

©2021『ドライブ・マイ・カー』製作委員会
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多摩センター店
ココリア店
北口店
堀之内店
心休マッサージ院

042-373-5552
042-339-2500
042-337-7217
042-675-6500
042-689-6066

漢方相談、処方箋調剤・鍼灸マッサージはコサカ薬局へ

漢方薬・レバコール（体質強化に）・キヨーレオピン
多
摩
市

コサカ
薬局

エヌビーホーム株式
会社

https://www.e-house.co.jp/nb-home

〒206-0041 多摩市愛宕4-22-11
TEL.042-374-3555 FAX.042-374-1469 

安心・納得の家づくり
不動産から建物まで一貫施行
安心・納得の家づくり
不動産から建物まで一貫施行

®® ®

「 生涯就業力 」 を磨く

http://www.keisen.ac.jp/

多摩市豊ヶ丘1-51-2（電話）042(374)2871

吉祥院

多摩八十八カ所十四番霊場
多摩十三仏霊場

真言宗智山派
多摩不動尊

東国花の寺百カ寺第六番札所
多摩和田店

FAX、ATM
ローソンチケット、コピー

042-356-2550
多摩市和田2005-7

あなたのマチが、
どこでも、カフェになる。

多摩市豊ヶ丘1-58 ライフステージ豊ケ丘２-105 

Hair make studio ＡＲＳ
ヘアメイクスタジオアルス

水～日　9：00～19：00 

定休日　毎週　月曜、火曜  

落ち着いた雰囲気の中で、きめ細かい技術・サービスを
心掛けているサロンです 

ご来店はネット予約が便利です 
http://b.hpr.jp/cd/H000176193/

おまかせ下さい !!

サービスエース
東京都多摩市愛宕4-19-5 SAセンタービル2F

株式
会社

総 合 建 物 管 理
マ ン シ ョ ン 管 理
木材・石材の補修（リペア）

TEL 042-372-7325  FAX 042-338-1980

（管理組合運営補助）
（清掃・設備・警備）

http://www.service-ace.com

電話・FAX  042-374-7020

弓、毛替え致します。使用しないピアノお引取します。
ピアノ調律・管・弦・和楽器修理

サウンドプラザ

〒206-0033  東京都落合 3‐8‐13‐101

グローカル人材育成

https://www.tama.ac.jp

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 下記のとおり来場者の皆様の安全や利便性に配慮する方針です。ご理解とご協力を
お願いいたします（主な新型コロナウイルス感染対策の詳細は映画祭公式サイトをご参照ください）。
● 来場者にはマスク着用、手指消毒、検温にご協力いただきます（37.5 度以上の方は入館をお断りしますのでご了承ください）。
● 体調のすぐれない方のご参加はご遠慮ください。
● 館内では不織布マスク着用と咳エチケットにご協力ください。
● 場内での飲食はご遠慮ください（水分補給はロビーもしくは館外でお願いします）。

ご来場のお客様へ《新型コロナウイルス感染拡大防止対策と協力のお願い〉

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM
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̶ 骨のある人求む！来たれ！本格派映像作家！̶ ノミネート 5作品一挙上映&グランプリ発表 !!

第22回 TAMA NEW WAVE コンペティション

前田弘二 監督

森直人 氏（映画評論家）

（多摩市立関戸公民館）

©TAMA CINEMA FORUM

第 21回授賞式（2020年）

私たちは第31回 映画祭 TAMA CINEMA FORUMを応援しています

1プログラム通し券 前売のみ　1,200円  
　TAMA NEW WAVEは映画祭TAMA CINEMA FORUM内のプログラムとして2000年よりスター
トした“日本映画界に新風を送り込む新しい才能の発見”を目的とする中・長編コンペティションです。
　第22回目の本年度は、全国から集まった応募作品175作品のなかから実行委員の1次審査、2次
審査の結果、コンペティションノミネート5作品が決定いたしました。コンペティション当日はノミ
ネート作品を一挙上映し、実行委員票と一般観客（＝事前応募の “一般審査員”）投票の合計点が最も
高かったものをグランプリ、ゲストコメンテーターが選定した作品を特別賞として表彰します。上映
後に行われるゲストコメンテーターを迎えてのノミネート監督とのトークも必見です。

【B-1】

11月13日（土）  ヴィータホール

10:00－ 11:28　距ててて［78分／監督：加藤紗希］

11:40－ 12:36　優しさのすべて［51分／監督：安達勇貴］

12:50－ 13:27　Funny［32分／監督：佐久間啓輔］

14:25－ 16:07　とら男［97分／監督：村山和也］

16:20－ 17:47　ミューズは溺れない［82分／監督：淺雄望］

18:05－ 18:40　ゲストコメンテーター VS監督
18:55－ 19:10　授賞式

チケット詳細はこちら↓
 https://www.tamaeiga.org/2021/ticket/

距ててて

Funny

優しさのすべて 

とら男 

ミューズは溺れない 

ゲストコメンテーター

TAMA NEW WAVE 上映
作品の情報・予告編などは、
映画祭公式サイトでご確認
ください。
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http://www.kobori-dc.jp/

歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

※土曜午後は18:00まで 

多摩市関戸3-14-8 シェモア桜が丘101

あんしん、あったか、あかるく、元気。

診  療  時  間 15:00～ 19:00

Tel: 042-400-7223

9:30～ 13:30 /
休診日：日曜・祝日

新大栗橋交差点 レクサス多摩店目の前

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

発行しています！

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

tel: 042-337-6603
http://www.akaeda-clinic.com

多摩市関戸2丁目69-3

産科 婦人科

〒206-0013  東京都多摩市桜ヶ丘 4-40-1
042-371-3580 042-371-3619

東京都多摩市関戸4-23-1-505

公益社団法人
 東京都宅地建物取引業協会 南多摩支部 

https://tokyotakken-menkyo.com/minamitama/　
Fax 042-372-8623Tel 042-372-8620

〒206-0011

不動産のことなら、
お近くのハトマークのお店に！

多摩市関戸4-72聖蹟桜ヶ丘駅徒歩１分

聖蹟桜ヶ丘クリニック 
 Seiseki Sakuragaoka Clinic 

診療日:   休診日:  火 ・ 木 ・ 日 ・ 祝日  午前  9：00～12：30 
 （8：50～受付） 第2・4㊏のみ診療 

院長  田中園子

月 水 金 土

  午後 14：30～16：30 水 金 （14：20～受付）

○京王グループ共通ポイントサービス実施店

桜ヶ丘店

せいせきSC A館1F2F

10：00 ～ 23：00
（2Fは21：00）

10：00 ～ 23：00
（2Fは21：00）

10：00 ～ 23：00 10：00 ～ 23：00
（土・日・祝は22：00）

京王線聖蹟桜ヶ丘駅

高幡店

京王高幡SC 1F2F
京王線高幡不動駅

稲城店

リトナード稲城 4F
京王相模原線稲城駅

多摩センター店

東側 1F
京王多摩センターSC

毎日のお買物応援します！

京王ストア

〒206-0011 東京都多摩市関戸 2-69-3  
TEL: 042-357-3030  FAX: 042-357-3032

私達はお子様の健康と
健やかな成長を願うご家族を応援します。

多摩市桜ケ丘 2-33-2 　TEL 042-376-8548

休診日：木・日・祝

コロナ禍で予防医療の重要性が再認識されました

健康寿命を延ばすためにも歯科医院で

定期的なクリーニングと健診を受けましょう

休診日：木・日・祝休診日：木・日・祝

カラダだけでなく、ココロも明るく元気に。

多摩市諏訪 2-12 アクロスビル 4F

小田急線・京王相模原線永山駅徒歩3分
042-371-4111

多摩市関戸1-7-5 京王聖蹟桜ヶ丘SC C館3F

聖蹟桜ヶ丘
042-337-2700
聖蹟桜ヶ丘駅徒歩1分

永山

多摩市関戸2-40-27 SAラッシュビル2F 

林歯科医院

https://www.hayashi-dent.net/

HAYASHI DENTAL CLINIC

【診療】月火水金土　9：00～18：00 
（※土曜日は17：00まで）  

042-337-5454

TAMA映画フォーラム実行委員会では不定期
に「たまシネマ通信」を発行しています。実
行委員セレクトの映画やお知らせなど掲載し
ています。紙での配布以外に公式サイトから
もご覧になれます。
https://www.tamaeiga.org/journal/

www.room-i.co.jp
info@room-i.co.jp

多摩市関戸1-11-8

株式
会社

 042-373-7539
9:30～ 18:30 （定休日：水曜日）
京王線聖蹟桜ヶ丘駅徒歩1分

営業時間

飯島不動産
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ヴィータホール（多摩市立関戸公民館）

11. 14日
（日）

【B-2】  『花束みたいな恋をした』
～スクリーンを超越する恋愛と生活の輝き～ 

▶ 10:00－12:04   花束みたいな恋をした
［124分／ 2021年／監督：土井裕泰 主演：菅田将暉、
有村架純］

▶ 12:20－13:00  
トークG 土井裕泰監督、聞き手：那須千里氏（映画評論家）

【B-3】プレヴュー「“L/R15” 城定秀夫×今泉力哉」『愛なのに』
▶ 14:00－15:47   愛なのに ［R15+］

［107分／ 2021年／監督：城定秀夫 主演：瀬戸康史］

▶ 15:47－16:17 
トーク＆ミニライブ G  城定秀夫監督、今泉力哉監督、

みらん氏（ミュージシャン）
聞き手：森直人氏（映画評論家）

【B-4】プレヴュー「“L/R15” 今泉力哉×城定秀夫」『猫は逃げた』
▶ 16:45－18:35   猫は逃げた  ［R15+］

［110分（予定）／ 2021年／監督：今泉力哉 
主演：山本奈衣瑠］

▶ 18:35－19:05
トーク＆ミニライブ G  今泉力哉監督、城定秀夫監督、

LIGHTERS（ミュージシャン）
聞き手：森直人氏（映画評論家）

G ゲストあり

©2021『花束みたいな恋をした』製作委員会

©2021『愛なのに』フィルムパートナーズ

©2021『猫は逃げた』フィルムパートナーズ

イベント情報

［R15+］15 歳未満の方のご鑑賞はできません

1,500円

1,800円

1,800円

オリジナルオンライン配信企画

11. 19日
（金）

【O-1】 団地団、オンラインで再び参上！
『あのこは貴族』TAMA映画賞受賞祝いと至高の団地アニメ『耳をすませば』
を語る！
―「耳をすませば論」話したいことができました ―

▶ 19:00－24:00 
トークG  団地団

（大山顕氏、佐藤大氏、稲田豊史氏、速水健朗氏、妹尾朝子氏、山内マリコ氏）

  事前に『耳をすませば』を自主的に配信、DVD等で鑑賞しておくとト―クが
より一層楽しめます  ※詳細は映画祭公式サイトをご覧ください ©妹尾朝子（うめ）

前売は、PassMarket（パスマーケット）で10月31日（日）より販売
チケット詳細は ⇒ https://www.tamaeiga.org/2021/ticket/

私たちは第31回 映画祭 TAMA CINEMA FORUMを応援しています
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京王堀之内駅から徒歩 3 分

玄米菜食とグリーンカレーが
人気のお店です。

1-9-6. Bessho. Hachioji.

phone: 090-6927-7977

instagram @ouchicafewako
https://ouchicafe.owst.jp/

OPEN
11:00 - 19:00
Fri/Sat - 21:00

府中店

〒183-0023 府中市宮町1-100 ル・シーニュ4Ｆ

フリーダイヤル：0120-918-060

営業時間　10：00～19：00

よくわかる！ほけん案内

（定休日：火曜日 ※臨時）

https://blog.benesse.ne.jp/stardome/

“初めてのプラネタリウム”
多摩市落合1-34  株式会社ベネッセコーポレーション 21F

My First Planetarium

ニュータウンライフのトータルアシスタント

株式会社 多摩ニュータウンサービス

東京都多摩市落合6-15-6
電話 042-371-1831（代） FAX 042-376-7441
http: //www.tamanew.com/

診療時間 月火木金 10：００～１３：００／１５：００～１９：３０
水 10：００～１３：００
土 ９：００～１３：００

休診日 日・祝日 ＊予約優先制

八王子市別所1-3-15 A.Iビル 1F

歯科

京王堀之内駅徒歩3分 駐車場完備

・一般治療・審美相談・ホワイトニング・精密義歯・スポーツマウスガード
・インプラント・口腔がん検診 等 ＊＊＊お気軽にご相談ください＊＊＊

☎

（不定休あり）

https://www.ai-d-c.com

新型コロナウイルス感染症対策強化　口腔外バキューム（エアロゾル対策機器）設置済

多摩市豊ヶ丘４-６ 042-338-7200☎

快適な住まいづくりのおてつだい
お住まいのリフォームお任せください。

有限会社イワオ企画

http://www.iwaokikaku.com

人にやさしい

トリエ京王調布トリエ京王調布
調布店

４FA館
京王聖蹟SC
桜ヶ丘店

7FA館
グリナード永山
永山店

3F

暮らしをつなぐ暮らしをつなぐ
ココロをつなぐココロをつなぐ

全館年中無休

京王・小田急・多摩モノレール「多摩センター」駅前

http://www.okanoueplaza.com

多摩市豊ヶ丘 1-60-17

土日祝営業・水曜定休

家のリフォーム・修理の事ならお任せください！
有限会社ミサトホームサービス

9時～18時

0120-357-823

（ピューロランドそば）
多摩市豊ヶ丘 1-60-17

土日祝営業・水曜定休

家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！家のリフォーム・修理の事ならお任せください！

☎042-316-8570

糖尿病・高血圧・
脂質異常症・
一般内科ほか

糖尿病・高血圧・
脂質異常症・
一般内科ほか

多摩センター駅徒歩３分
多摩市落合1-38  マグレブパーキングビル1F

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

映画祭 TAMA CINEMA FORUM は多摩市市制 20
周年記念事業としてスタートして以来、多摩市内
を中心に毎年 11 月に開催してきました。TAMA 
CINEMA FORUMのコンセプトは「日本映画の活性
化をめざしてー映画ファンのネットワーク作りをめ
ざす TAMA からの発信」「21 世紀のまちづくりを
めざしてー映画を通した新た
なコミュニティー作りをめざす
TAMAからの発信」の 2つです。
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G ゲストあり

ベルブホール（多摩市立永山公民館）

11. 13日
（土）

【C-1】 TAMA爆音上映～デイヴィッド・バーンの描くユートピア～ ―Vol.1― 
▶ 10:00－11:47   アメリカン・ユートピア［107分／ 2020年／監督：スパイク・リー 

出演：デイヴィッド・バーン］

 【C-2】 TAMA爆音上映～デイヴィッド・バーンの描くユートピア～ ―Vol.2― 
▶ 13:00－14:28   ストップ・メイキング・センス［88分／ 1984年／監督：ジョナサン・デミ 

出演：トーキング・ヘッズ］

 【C-3】怪獣とヒーローと多摩の 50 年
▶ 16:00－16:26   ウルトラQ第 15話「カネゴンの繭」

［26分／ 1966年／監督：中川晴之助 出演：辻沢敏］
▶ 16:35－17:57   仮面ライダー対ショッカー

［32分／ 1972年／監督：山田稔 出演：佐々木剛、藤岡弘、］
ウルトラマン 80第 5話「まぼろしの街」
［24分／ 1980年／監督：湯浅憲明 出演：長谷川初範］
ウルトラファイト傑作選［26分／ 1970,71年］

▶ 18:10－18:50  トークG   切通理作氏（文筆家）、橋場万里子氏（多摩市文化振興財団学芸員）、
鳥居俊平太氏（たまロケーションサービス副代表）

11. 14日
（日）

【C-4】『サマーフィルムにのって』 映画×青春×〇〇
▶ 11:00－12:37   サマーフィルムにのって

［97分／ 2020年／監督：松本壮史 主演：伊藤万理華］
▶ 12:50－13:30  トークG松本壮史監督、祷キララ氏

【C-5】TAMAのブックセラーズ
▶ 15:00－16:39   ブックセラーズ［99分／ 2019年／監督：D・W・ヤング 

出演：デイヴ・バーグマンほか］
▶ 16:50－17:30  トーク G 小林えみ氏（マルジナリア書店、よはく舎代表）、

 落合加依子氏（小鳥書房 店主 /代表）

11. 15日
（月）

【C-6】 90 年代以降の新潮流 ――女優・男優の輝き――
▶ 10:00－12:15  愛を乞うひと［135分／ 1998年／監督：平山秀幸 主演：原田美枝子］
▶ 12:55－14:58  GO［123分／ 2001年／監督：行定勲 主演：窪塚洋介］

【C-7】TAMA NEW WAVE ある視点 ――Vol.1――
▶ 15:30－16:21   明けない夜とリバーサイド［46分／監督：夏衣麻彩子］
▶ 16:35－17:12  四人姉妹［32分／監督：菊池真琴］
▶ 17:30－18:24  もうひとつのことば［49分／監督：堤真矢］
▶ 18:40－19:23  さつきのマドリ［38分／監督：葛里華］

イベント情報

©2020 PM AU FILM, LLC AND RIVER ROAD 
ENTERTAINMENT, LLC ALL RIGHTS RESERVED

©石森プロ・東映

©2021「サマーフィルムにのって」製作委員会

『GO』文化庁／国立映画アーカイブ　
令和 3 年度優秀映画鑑賞推進事業

『明けない夜とリバーサイド』

©Copyright 2019 Blackletter Films LLC All 
Rights Reserved

1,500円

1,200円

1,500円

1,200円

1,000円

当日券のみ  
800円

前売は、PassMarket（パスマーケット）で10月31日（日）より販売
チケット詳細は ⇒ https://www.tamaeiga.org/2021/ticket/

私たちは第31回 映画祭 TAMA CINEMA FORUMを応援しています
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多摩市関戸4-72 (電話) 042(355)0002

創業50余年、地域に根ざした不動産会社です。

http://ishizaka-cc.co.jp

石坂商事(株)

土地と住まいの

ヴィータ・コミューネ1F

FreeDial 0120-48-1009

不 動 産 の 売 却 ・ 購 入 の ご 相 談 承 り ま す

町田支店

株式会社 小磯組
多摩市乞田 1197

042(374)1859TEL
〒206-0014

一般土木・舗装工事

● 西友永山店 10:00 ～ 22:00

〒206-0025 東京都多摩市永山1-4

● 専門店 10:00 ～ 20:00    

http://www.greenade.com/

グリナード永山会
● 飲食店 11:00 ～ 21:00（一部店舗は除きます）

［営業時間］

「あなたの街のとっても元気な生活館」

多摩市永山 6-9-3 ハイム永山105

定休日   日曜日、月曜日
営業時間  10時～18時　

自然の素材を生かしたケーキ

ナチュランド
手作りのケーキと焼菓子を
ご指定の時間にお届けします

材料はすべて本物
添加物は一切使用して

おりません

http://www.natuland.jp/ natuland@natuland.jpe-mail

TEL 042-337-1020 
FAX 042-337-1026

多摩市諏訪 5-10-1

042-375-7753
休診日: 木・日・祝

内科・皮膚科

多摩クリニック
地域のかかりつけ医として
貢献したいと願っております。

☎
042-400-7138

地域に根ざした医療を目指します

多摩市諏訪5-9-10

処方せん調剤　在宅医療

永山店

モカジャバ
世界のスペシャルコーヒー豆

多摩焙煎アトリエ店

http://www.mokajava.co.jp/

【営業時間】 AM11：00 ～ PM18：00
【定 休 日】 月曜日・年末年始（カレンダーをご参照ください）

多摩市馬引沢1-18-8
TEL 0422-01-3759（多摩専用）

電気工事・空調工事・設計施工
東京都知事許可（般-2）第80514号

デジタル産業株式会社
多摩市永山 6-2-9  エミナン永井106
TEL 042-376-8881(代表) FAX 042-375-0012
http://d-sangyo.com/  E-mail: akiyama-m@d-sangyo.com

電気工事の未来を拓く

相模原市南区文京2-7-2 

marimo助産院

TEL＆FAX 042-766-4381

一般社団法人 子育てサポートハウス

marimo助産院は妊娠・出産・
子育てがあなたらしく健康的に
経過できるよう寄り添います

https://www.marimo-josanin.com

TEL 042-622-7125

JR西八王子駅南口から徒歩約8分
住宅街の中にある京風町屋の店

八王子市台町4-30-7

中華そば専門店　

麺楽

� � � � � � �� � �� � �

042-401-9464
http://www.sakura-dentaloffice.com

インプラント・矯正相談対応

多摩市関戸4-6-5-1F

診療時間／ 9:00～ 11:30 13:30～ 17:00
休診日／日曜・祝日・火曜・土曜午後

親切・丁寧な治療で歯を守る

さくら歯科さくら歯科
SAKURA Dental Office YouTube

映画祭 TAMA CINEMA FORUM：
公式チャンネル
第 13 回 TAMA 映画賞授賞式をはじめ、
トークや舞台挨拶をLIVE及びアーカイブ
で配信します。ぜひチャンネル登録を！
詳細は映画祭公式サイトをご覧ください。 こちらから!

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM
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G ゲストあり

ベルブホール（多摩市立永山公民館）

11. 16日
（火）

【C-8】 90 年代以降の新潮流 ――是枝裕和監督・西川美和監督――
▶ 10:00－11:49  幻の光［109分／ 1995年／監督：是枝裕和 主演：江角マキコ］
▶ 12:30－14:29  ゆれる［119分／ 2006年／監督：西川美和 主演：オダギリジョー］

【C-9】TAMA NEW WAVE ある視点 ――Vol.2――
▶ 15:00－16:21   、に満たない。から［76分／監督：中田森也］
▶ 16:40－17:25  私が神んなる前の話［40分／監督：野呂悠輔］
▶ 17:40－19:10  浮かぶ［85分／監督：吉田奈津美］

11. 17日
（水）

【C-10】知ってほしい！日本に暮らす “難民” の現実を
▶ 10:15－11:58   東京クルド［103分／ 2021年／監督：日向史有］
▶ 12:10－12:50  トークG日向史有監督

【C-11】TAMA NEW WAVE ある視点 ――Vol.3――
▶ 14:00－15:32   愛ちゃん物語♡［87分／監督：大野キャンディス真奈］
▶ 15:55－17:10  獰猛［70分／監督：渡邉安悟］
▶ 17:25－18:56  青春の切れっ端たち・序［86分／監督：森田和樹］

11. 19日
（金）

【C-12】TAMA NEW WAVE ある視点 ――Vol.4――
▶ 10:30－12:07   県民投票［92分／監督：大場丈夫］
▶ 12:50－14:30  動く都会［95分／監督：オストマン ラース］
▶ 14:45－16:30  未曾有［100分／監督：工藤将亮］

【C-13】プレヴュー「大野大輔監督『辻占恋慕』」
▶ 17:00－18:51   辻占恋慕［111分／ 2021年／監督・主演：大野大輔］
▶ 18:51－19:20  トークG大野大輔監督、早織氏、川上なな実氏

11. 20日
（土）

【C-14】『あのこは貴族』の世界を読み解く
▶ 10:00－12:04   あのこは貴族［124分／ 2021年／監督：岨手由貴子 

主演：門脇麦］
▶ 12:15－12:55  トークG岨手由貴子監督、山内マリコ氏（作家）

【C-15】Dating Amber
▶ 14:00－15:32   恋人はアンバー［92分／ 2020年／監督：デヴィッド・フライン  

主演：フィオン・オシェイ］
▶ 15:40－   トークG（予定）

イベント情報

『ゆれる』文化庁／国立映画アーカイブ　
令和 3 年度優秀映画鑑賞推進事業

  『、に満たない。から』

 『愛ちゃん物語♡』

 『県民投票』

©2021 DOCUMENTARY JAPAN INC

©2021 E&E

©山内マリコ／集英社・『あのこは貴族』製作委員会

1,000円

1,000円

1,000円

1,800円

1,200円

1,200円

1,200円

当日券のみ  
800円

前売は、PassMarket（パスマーケット）で10月31日（日）より販売
チケット詳細は ⇒ https://www.tamaeiga.org/2021/ticket/

私たちは第31回 映画祭 TAMA CINEMA FORUMを応援しています
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TEl: 042-372-6463
Eメール tokyotamagrc@gmail.com

国際ロータリー第 2750地区
東京多摩グリーンロータリークラブ

地域とつながるロータリークラブ

お問い合せ

地元で活躍する各業界・企業のトップが加盟する奉仕団体です。
会員募集中！一緒に活動しませんか？

多摩市関戸6-25-24

代表 大松 誠二

042(338)6454

（有）ポイント・フォー企画

(電話)

土地・家屋の運営・管理

多摩市連光寺1-8-3 042(372)4853

医療法人社団 みゆき会

みゆきクリニック

内科・消化器内科・内視鏡内科

地域の「ホームドクター」として貢献します。

春日神社バス停前
(電話)

多摩市桜ケ丘 4-2-5 
(桜ヶ丘4丁目ロータリー)

休診日：日曜、祭日、土曜午後

由井歯科医院
東京都多摩市桜ヶ丘の歯医者さん

TEL 042-375-6443

〇
〇

〇
〇 〇

〇
〇
〇

〇
〇9:00 ～ 13:00

14:30 ～ 18:00

日月 火 水 木 金 土診 療 時 間 今治建設株式会社
多摩市関戸1-5-1　電話 042-373-7471

http://www.imabari-kensetsu.co.jp
e-mail imabari@imabari-kensetsu.co.jp

相続や遺言、不動産や会社の登記、
許認可のご相談、承ります！

東京多摩グリーンロータリークラブ会員

多摩市東寺方1-3-15 042-374-3570

観藏院
多摩十三仏霊場

瑠璃光山

曹洞宗

☎

地酒の小山商店

日本全国の幻の地酒･手造り甕壺仕込み焼酎･無添加ワイン･無添加食品

大吟醸・生酒　全て低温貯蔵管理 !!

創業大正三年

雑貨･灯油･タバコ･塩･宅配便・配達OK (多摩市内）
（毎月第三日曜日定休日）

多摩市関戸5-15-17 (電話) (代)042(375)7026

まえはら小児科
〒206-0011 多摩市関戸 4 丁目 72

聖蹟桜ヶ丘オーパ 5F
TEL 042-374-5028
FAX 042-374-5024

文具の
一般事務用品・事務機OA用品・印刷・法令様式

多摩市関戸2－39－9  〒206－0011

TEL
FAX
E-mail:info@ti5.co.jp
http://www.bungu-taiko.com

（042）375-6750
（042）374-2411

https://www.tamaeiga.org/2021/

@tamaeiga TAMA CINEMA FORUM

@tama_cinema_forum

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM



支援会員とは

支援会費

支援会員特典

支援会員申込方法

個人の方に TAMA 映画フォーラム実行委員会の活動をご支援いただくための制度です
居住地は問いません
支援会員資格の有効期間は � 年間（登録月・更新月から起算して �� か月間）です

� 口 �,��� 円～（できましたら複数口のご支援をお願いします）
 � 口以上の新規・更新・増額お申込みいただいた方に、ただいま TCF オリジナル
 グッズを進呈しています（数量限定、先着）

PassMarketにて
お申込み

申込確認確認後、会員証を発送いたします
※会員証の発送まで１週間程度かかります

支援会員を募集しています
11
�
�
�

�
2
�
�

�
�
3
�

�
�
�
4

➀ 年数回、TAMA映画フォーラム実行委員会の活動状況をおしらせいたします
➁ 年数回開催のTAMA映画フォーラム特別上映会の当日チケットを、支援会員
 特別価格にてお求めいただけます
➂ 映画祭 TAMA CINEMA FORUMご来場時にパンフレットを贈呈いたします
 （予定数終了などによる当日チケット販売停止時を除く）
➃ � 口（�,��� 円）以上ご協力の方は「第 �� 回 TAMA 映画賞授賞式」の優先特典※
 をご利用いただけます。
 ※「支援会員チケット優先申込（抽選）」にご参加いただけます
 （今年度の受付期間は終了しました）

クレジットカード決済または PayPay 残高にてお支払い
※「更新」「増額」も可能です

《 特典を受けるには会員証の提示などが必要です 》

TAMA 映画フォーラム実行委員会の活動をご支援いただくための会費です。いかなる場合
においても会費の返還などはできかねる点をご理解ください

お申込・詳細はこちらから ⇒


