
  

 
  

 

  

 

      

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、11月 14日（土）、15日（日）に秩父市内 2

会場を中心に、一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社の協賛のもと、今年で第 3回を迎える「ちちぶ映画祭

2015」を開催します。 

昨年までのメイン・テーマである「秩父で撮って、秩父で観る」を継承しつつ、大胆なイメージチェンジと新

たなコンセプトを掲げ、秩父が紅葉シーズンのピークを迎える時期に実施が決定しました。 

詳細は、以下および別紙のとおりです。 

 

■「ちちぶ映画祭 2015」のポイント 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15-054 号 
 2015 年 10 月 8 日 

紅葉シーズンのピークを迎える秩父にて 

11月 14日（土）、15日（日） 「ちちぶ映画祭 2015」を開催！ 

林家たい平さん・永瀬正敏さん・つるの剛士さんほか、豪華ゲストも多数登壇予定！ 

◆秩父が紅葉シーズンのピークを迎える 2日間、全作品上映入場無料で開催！ 

・自然の恵みに溢れた秩父地域の魅力と、ハイクオリティな映画をご堪能ください。 

◆『笑点』でお馴染みの落語家・林家たい平さんが舞台挨拶＆オープニング・セレモニーに登壇！ 

 ・秩父市出身の林家たい平さんが初主演作品『もういちど』とともに今年度ちちぶ映画祭に凱旋決定。 

◆オープニング上映：台湾映画『KANO 1931 海の向こうの甲子園』主演 永瀬正敏さんが登壇！ 

 ・日本統治下の 1931年、台湾代表として甲子園で準優勝を果たした嘉義農林学校野球部を描いた奇跡の実話。 

◆クロージング上映：2016 年 1月全国公開『猫なんかよんでもこない。』つるの剛士さんが登壇！ 

・「大人が泣ける漫画」として有名な同名原作を映画化。全国公開に先駆けたプレミア上映。 

◆新コンセプト“Via ChiChibu,Viva ChiChibu！” 

・風光明媚な秩父の自然と映画の高い芸術性が融合している映画祭に向かう旅路の高揚感を表現。 

▲『ちちぶ映画祭 2015』ポスター 

 

※イメージ 

▲『KANO 1931 海の向こうの甲子園』 

▲『猫なんかよんでもこない。』 

▲つるの剛士さん 
クロージング・セレモニー
登壇予定 

▲永瀬正敏さん 
オープニング・セレモニー
登壇予定 

▲『もういちど』林家たい平さん（左） 
オープニング・セレモニー登壇予定 
 



【別紙】 

「ちちぶ映画祭 2015」について 

 

１．日  程  11月 14 日（土）・15日（日） 

２．会  場  秩父歴史文化伝承館（秩父市役所）2F （埼玉県秩父市熊木町 8-15） 

秩父神社 斎館（埼玉県秩父市番場町 1-3） 

３．内  容  秩父に縁のある一般公開作品等の特別招待上映 

過去 2回の「ちちぶ映画祭」での短編受賞作品の上映 

※今年度は短編映画企画の募集はありません。 

４．主  催  西武鉄道株式会社 

５．鑑賞方法  全上映作品入場無料、各回入替制 

【秩父歴史文化伝承館】 

 大スクリーンと良質な音響空間で鑑賞する上映会場です。（定員 314名） 

※上映当日 9:30より秩父歴史文化伝承館 2階ロビーにて、当日上映する作品の 

座席指定券を先着で配布します。 

※15日（日）『猫なんかよんでもこない。』のみ事前応募・招待制となります。 

・ちちぶ映画祭 Webサイトにて応募を受け付けます。 

・応募締切：11月 4日（水）23:59  

・当日の座席指定券配布は行いません。 

         【秩父神社 斎館】 

和室で座布団に座って鑑賞する上映会場です。（定員 70名） 

※先着入場（定員になり次第、入場締切） 

６．Web サイト：http://www.chichibufilmfestival.com 

       ※各会場上映作品、上映スケジュール等の最新情報を公開します。 

７．上映作品：『KANO 1931海の向こうの甲子園』 

『心が叫びたがってるんだ。』 

『コバトン THE ムービー 秩父セレクション』 

『スイートハート・チョコレート』 

『ちちぶ映画祭 2013短編授賞作品』 

『ちちぶ映画祭 2014短編授賞作品』 

『トワイライト ささらさや』 

『猫なんかよんでもこない。』 

『４／猫 –ねこぶんのよん-』 

『もういちど』              （五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chichibufilmfestival.com/


〈参考〉上映作品情報（ゲスト登壇作品） 

 

『KANO 1931海の向こうの甲子園』 【オープニング作品】 (配給：ショウゲート) 

■上映日：１１月１４日(土) １３：３０ ※当日は映画上映前にオープニング･セレモニー及び作品ゲスト登壇による舞台挨拶を予定。 

■オープニング・セレモニー登壇ゲスト：永瀬正敏さん（主演）/マー･ジーシアン監督/ウェイ･ダーションさん（製作総指揮） 
 

甲子園に、台湾代表が出場したことを知っていますか？弱小チームが起こした奇跡の実話！ 
1929 年、日本統治下にあった台湾で、高校野球の名門・松山商業で監督経験のある近藤兵太郎(永瀬正敏）は、弱小チーム嘉義農林

野球部の新監督に就任する。近藤は鬼監督と呼ばれながらも打撃力のある台湾育ちの漢人、俊足の台湾原住民、守備に長けている日

本人と 、3 民族のそれぞれの強みを生かし、選手達を分け隔てなく独自の方法で特訓した。近藤の猛特訓によりチームの絆は深まり、

それまで連敗続きだったチームは少しずつ成長を遂げ、部員たちは甲子園を夢見るようになる。『海角七号 君想う、国境の南』(09)、『セ

デック･バレ』(13)を監督したウェイ･ダーションが歴史に埋もれていた感動の史実を発掘、長編映画初監督となるマー･ジーシアンにメガ

ホンを託した、台湾空前の大ヒット作品。                                【2014年／台湾／上映時間 3時間 5分】 
 

■製作総指揮：ウェイ・ダーション 

■監督：マー・ジーシアン 

■出演：永瀬正敏、坂井真紀、ツァオ・ヨウニン、大沢たかお                                       Ⓒ果子電影 
 

 

『猫なんかよんでもこない。』 【クロージング作品】 (配給：東京テアトル) 

■上映日：１１月１５日(日) １８：３０ ※当日は映画上映前にクロージング･セレモニー及び作品ゲスト登壇による舞台挨拶を予定。 

■クロージング・セレモニー登壇ゲスト： つるの剛士さん（出演）／杉作先生（原作）／山本透監督 
 

３０万人が泣いた！猫 2匹とダメボクサー、感動の実話コミックスが奇跡の映像化!! 
“犬派”の崖っぷちボクサー ミツオ(風間俊介)は、兄貴(つるの剛士)が拾ってきた 2 匹の猫、チンとクロの世話を押しつけられ、不本意な

がらも共同生活をはじめる。よんでも“まったく”こない＆自由奔放すぎる 2 匹の猫に苛立ちながらも、彼らとのかけがえの無い日々が、や

がてミツオの人生に大きな変化を・・・起こすのか？「大人が泣ける猫漫画」として注目を集める元ボクサーの漫画家、杉作著「猫なんか

よんでもこない。」が、『グッモーエビアン！』の山本透監督により実写映画化。主演を風間俊介、主人公の兄貴役をつるの剛士、ヒロイン

役を松岡茉優が演じる。                                        【2015年／日本／上映時間 1時間 43分】  
 

■監督・脚本：山本透  ■共同脚本：林民夫 

■出演：風間俊介、つるの剛士、松岡茉優 ■原作：杉作著「猫なんかよんでもこない。」(実業之日本社刊)  

■２０１６年１月 30日（土）TOHOシネマズ新宿ほか全国公開  Ⓒ2015 杉作・実業之日本社／「猫なんかよんでもこない。」製作委員会 
 

 

『もういちど』 （配給：マイシアター） 

■上映日： １１月１４日(土) １０：３０ ※当日は映画上映後に作品ゲスト登壇による舞台挨拶を予定。 

■舞台挨拶登壇ゲスト：林家たい平さん（主演）／板屋宏幸監督 
 

秩父出身の林家たい平 初主演作！異色のコラボレーションで紡ぐ人情ドラマの傑作！ 
江戸時代末期。ある事情で落語の修業をあきらめたたい平は、深川の長屋に流れ着く。そこで少年の貞吉と出会い、ひょんなことから落

語を教えることになる。必死に落語を学ぶ貞吉の姿を見たたい平も、次第に気持ちに変化が訪れる。「笑点」でもお馴染みの落語家・林

家たい平の初主演作にして、監督は、浜田省吾／奥田民生等の映像作品を手掛け邦楽ミュージックビデオの先駆者と称される板屋宏

幸、美術監修にクエンティン・タランティーノ／三谷幸喜等国内外の超一流監督から絶大な信頼を得る種田陽平、そして主題歌は浜田

省吾と＜異色のコラボレーションで紡ぐ人情ドラマの傑作！＞                  【2014年／日本／上映時間 1時間 35分】 
 

■監督：板屋宏幸 

■出演：林家たい平、福崎那由他、富田靖子                                    Ⓒ2014『もういちど』製作委員会 
 

  

『４／猫 -ねこぶんのよん-』 (配給：東京テアトル) 

■上映日： １１月１５日(日) １２：５０ ※当日は映画上映後に作品ゲスト登壇による舞台挨拶を予定。 

■舞台挨拶登壇ゲスト：４作品の監督【上田慎一郎監督／早坂亮輔監督／浅沼直也監督／中泉裕矢監督】と出演者 

舞台は西武秩父駅。テーマは猫。 監督が描く、駅猫が幸せを運ぶ 4編の物語。 【2015年／日本／上映時間 1時間 34分】 

■2015年 12月 12日(土) テアトル新宿他 全国順次公開 
 

『猫まんま』                『ひかりと嘘のはなし』               『一円の神様』              『ホテル菜の花』 

 

 

 

 

 

 

■監督：上田慎一郎          ■監督：早坂亮輔            ■監督：浅沼直也               ■監督：中泉裕矢   

■出演：三浦誠己、木南晴夏      ■出演：柴田杏花、長谷川朝晴   ■出演：山田キヌヲ、栞那、朝倉あき   ■出演：山中崇、熊澤枝里子 

Ⓒ2015 埼玉県／SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ 



〈参考〉上映作品情報（その他主な上映作品情報） 
 

『スイートハート･チョコレート』(配給：アークエンタテインメント) 

■上映日： １１月１４日(土) １８：００  
 

日本･中国合作のラブストーリー 
上海から来たリンユエは、夕張で出会った守と恋に落ちる。やがて守が命を落としたことから、 

リンユエは彼の遺志を継いで上海でチョコレート店を開くことに。リンユエに思いを寄せていた守 

の友人・総一郎は、共に上海に渡りリンユエのことを見守り続ける……。        

【2012年／中国･日本合作／上映時間 1時間 46分】   
 

■監督：篠原哲雄 

■出演：リン・チーリン、池内博之、福地祐介 

■２０１６年公開                                                            Ⓒ2012 MZ Pictures 

 
 

『心が叫びたがってるんだ。』(配給：アニプレックス) 

■上映日： １１月１５日(日) １０:１０ 
 

秩父を舞台にした青春群像劇！ 
幼い頃、ある事をうっかり話したことで、家族がバラバラになってしまった少女・成瀬順。そして突然現 

れた玉子の妖精に、二度と人を傷つけないよう、おしゃべりを封印されてしまう。そんな順が「地域ふれ  

あい交流会」の実行委員に任命され、さらにそこで上演されるミュージカルの主役を演じる事に……。  

【2015年／日本／上映時間 1時間 59分】 
 

■監督：長井龍雪 

■声の出演：水瀬いのり、内山昂輝、雨宮天、細谷佳正                                Ⓒ KOKOSAKE PROJECT 

 
  

『トワイライト ささらさや (配給：ワーナー・ブラザース映画) 
■上映日：１１月１５日(日)  １５：２０ 
 

秩父で撮影された、切なくも温かい、涙あふれる感動の物語。 
不思議な町“ささら”に暮らすサヤ(新垣結衣)は、突然の事故で夫ユウタロウ(大泉洋)を亡くしてし  

まう。生まれたばかりの息子を守ると誓うサヤだが、身寄りもなく苦労の連続。そんな 2人が心配 

であの世に行けないユウタロウは、さまざまな人の体に乗り移ってサヤの手助けをしていく。 

【2014年／日本／上映時間 1時間 54分】 
 

■監督：深川栄洋 

■出演：新垣結衣、大泉洋、中村蒼 

Ⓒ2014『トワイライト ささらさや』製作委員会 
 

 

 

◇お客さまのお問合せ先 

   「ちちぶ映画祭 2015」事務局 

【～11/13(金)】 050-5541-8600／ ハローダイヤル (全日 8:00～22:00) 

【会期中のみ】 0494-22-3513 

 

西武鉄道お客さまセンター TEL.(04)2996-2888 

音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。 

［営業時間：平日 9 時～19 時 土休日 9 時～17 時］ 

以 上 

 


