
ENTERTAINMENT SHOW TIME 
  GRAN CAFÉ YOKOHAMAZA 42th 2017.10 

「グランカフェ ヨコハマザ」 
 

 

Produce 
シネマダッシュ・チームヨコハマ 

 スワロー映画倶楽部 
電話 070-6460-0945 

Mail nda_swallow@yahoo.co.jp 
 

上映作品（映像、スライド、アート） 
出演（落語、演芸、コント、パフォーマなど） 

参加スタッフ募集中 
 

Web CinemaDash  <<< Search/検索> 
http://ndas-c-dash.movie.coocan.jp/ 

<< Café >>CafeMenu 
季節の紅茶 

 
Cafe Movie 

栄養映像 
       「お山日記・第3章」  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・< NDA-SWALLOW * CinemaDashGroup >・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

予約・お問合せ：シネマダッシュ・チームヨコハマ 
 Telephone070-6460-0945  

会場：なか区民活動センター 研修室 
JR京浜東北線・横浜市営地下鉄「関内駅」  徒歩5分 

横浜市中区役所隣 Phone：045-224-8138 

 

 JR京浜東北線・横浜市営地下鉄「関内駅」  徒歩5分 

横浜市中区役所隣 

     from Yokohama KannaiSt 5min 
 1st FL. of Nihon Odori 34（Next to Naka Ward Office）

Phone：045-224-8138 
 

 

9月25日（土）上映イベント 第87回 グランカフェヨコハマザ 
PM 3:00開演予約制開催・前日まで予約がない場合は開催中止の予定 

          ※新型感染症対策のためマスク着用をお願いします 

＜＜祝！横浜開港記念日！カイコウカイコクショートムービー＞＞ 
 

 『 ヨコハマテイル 』20min.DV.2010 
出演 高土新太郎 MIHO いか八朗  篠原有希子 他  
□ ヨコハマ消えた女優のむこうに伝説のプレイヤーの面影をみつけ
る 
 
午後4時より 
<< ヨコハマテイル主演！高土新太郎の独演会開催！>> 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グランカフェヨコハマザは 
有志アーティストによるシネマ、パフォーマンス 
を観ながらお茶を楽しむ公開イベントです 
お気軽にご覧いただけます 
 

□Opning Program 
「CinemaTownYokohama」 (シネマタウンヨコハマ)  

YokohamaroadshowcinemaTraller  
□横浜映画劇場での映画予告上映 
 シネマジャック＆ベティ・横浜シネマリン・他 

『 ヨコハマ ゴースト ヒストリア 』20min.HD．2017 
 出演  水瀬千尋 美姫ヒカル子 竹谷冴香 風月亭花鳥 他 
□横浜史を学ぶ特殊塾を開講した主人公と旅するタイムトラベル序章篇 

オウルマンブロッサム 
『 叙情的エキセントロック 』 

男女ツインボーカルのユニット、ＰＶエントリー 
「横浜映像天国2018」出演 

 

『 お山日記 』 2020.15min HD<<新版>> 
 作 鏑木圭栄 

□山にお熱のたま先生初心の山強行日記 

   

『 たらればたべれば 

  みんなつらいよーかいとせい 』  

40min.HD.Limited Edition 
出演 みどり〇みき 鏑木圭栄 

    野口寅次郎 なべかずお 秋月聖徳太 他  
□浅草で演芸に生きるゆかいな仲間たちに 

群がる怪しい悪魔たちを描く、現代病に効く？お話 
 即興喜劇 

 
 
 

『 恐怖症シンドローム 』 8min.8mmTeleCine.1984 
 監督 鈴木雄司  

出演 和田直也 西田美和子 石渡伸治  
□真夏のある日、友から依頼された手紙を渡しに繰り広げられるお話 

  横浜で自主映画活動するスワロー映画から派生した 
東京スワロー作品 

  8mmフィルム制作、テレシネデジタルで初の再上映 
 

『 カイコクガール meets 』 5min HD.2018 
作 キグロ  出演 鈴木英恵     
□タイムワープ女子がミーツする開国秘話？ 

 

『山に行ってきました #6 「黒部五郎岳」 』  
15min 4K HDR <<新作>> 
作 高橋真之介 
□撮影日：2019年8月15〜18日（3泊4日） 

＜ショートムービー８ミリフィルムから４Ｋ作品まで ＞ 

□ リクエストプログラム 
   

『はまかぜこよみ』 20min.HD.2017 
□浜辺が港になり栄えた、スター、映画工場、劇場など 
昔の話をすすめると必ず出会うあのヒトのエピソードが紐解かれる 
ヨコハマドキュメンタリームービー 
   

演目は都合により 
変更の場合があります 
Ver20210923 

 
 

 『 L. Q  (The Learning Question) 』 5min<1982.8mmTeleCine> 
Cast  S.Ishiwata  K.Nagaharu   etc 
□ ガリ勉の男の子がある日ひろった不思議なモノ 
  1980年代当時、爆発的に流行した「あれ」がわからないまま ある夜、空から現れたものは？ 
  8mmフィルムで制作された不思議ムービー、テレシネデジタルで初の再上映 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

『 まほろがおか さくらさなか 』  4K/VR 2020年作品 5分 
作 斉藤俊之 
 少し季節の早い今年、桜は咲く、愛でるヒトがいなくなっても・・・ 
2020年の桜風情 

『 つたえていきたいこと あれから 』15nin.SDHQ.2016    
 出演 水戸真奈美 他 
□手話歌手として活動する女性シンガーの故郷への想いと決意 
  

<リクエストプログラム> 
『 YOKOHAMA  』45min.Single8．1981. SD.2018 
 出演  吉沢聡子 小金井光市 鈴木慎二郎 倉橋克也 永春敬子 他 
□横浜で生きる孤児の兄妹、妹は近頃行動不審の兄を気遣っていた、 
それを知らない兄は自らの生い立ちに憤りを感じ無力な日々を送っていた 
横浜で自主映画活動するスワロー映画第一回作品 
8mmフィルムで制作、テレシネデジタル上映 
 
 

   

『へいせいさいごのなつまつり  かみさまをさがして 』  
10min 4K <<新作>> 
作 斉藤俊之 
出演 岡谷 瞳  いか八朗  他 
□平成最後の夏のまつりに神様さがしにでかけた  
 作者の映像散歩  
・靖国神社みたままつり   
・サマーフェスタ    
・森浅間神社   
・戦没者追悼式  他  

『 ヨコハマ ゴースト  ヒストリア 』15min.SD．2015 
 出演  鈴木英恵 水瀬千尋 美姫ヒカル子 竹谷冴香 風月亭花鳥 他 
□横浜史を学ぶ特殊塾を開講した主人公と旅する序章篇 

『 陽炎の中の聖女たち  』20min.Single8．1985. SD.2019 
 出演  鈴木祥子 田中紀子 他 
□横浜山手の女子寮に暮らす高校生の旅立ちへの風景 
スワロー映画作品、8mmフィルムで制作、テレシネデジタル初上映 
 
 

   

『 カイコクガール  』  
10min HD.2017 

□歴史上の人物伝は果たして
正確なのか開国秘話？ 

 

新春演奏譚 
「君が代松竹梅」  
〇三代目 鳥羽屋里夕   

『あした世界が終るなら 

  きみは何をしたい・・・  』  
30min .  
□世界の終りが宣言された 
次の日からの教室劇 

『PHOENIX きらめきのおもい』  
40nin.DV.1999  
 監督 斉藤俊之 
出演 畠山 真、五十嵐まり、酒井一生、他 
□この国のヒミツを守る、存在がヒミツの男たち 
 旅立ちたい想い、どこへゆくのか？ 

「長唄三味線の世界」 20min.HD．2020 
□三代目 鳥羽屋里夕さんが語る長唄三味線の世界 
   

◇VR映画 リクエスト鑑賞 
 360度VR映画 

個別にご覧いただけます 
   

『 れいわのはなまち 』 10min .2021年 
 作 斉藤俊之 
□待っていたお祭りにはかなわず 
 ぎわいが遮られる街の風情、撮って出し映像篇 
  

   

◇VR映画 リクエスト鑑賞 360度VR映画 個別にご覧いただけます 
『 まほろがおか さくらさかり 』12min 360VR.2019 
 作 斉藤俊之 
□慰霊の丘に桜が咲くころの会心の想い鮮明な4Kと超広角映像 
 全方位映像（VR)で新たな表現に挑む 

   

Japanese ShortMovie / Live! / TeaTime! 
 ＜＜ ショートシネマ・予告編上映 ＞＞ 

グランカフェヨコハマザ 

ENTERTAINMENT SHOW TIME 
Grand Café Yokohama-za 

Naka-Kumin Katsudo center(An activity center of inhabitants of Naka-ku), 
Annex of Naka-ku of Yokohama government office 
#1 In-service training room Floor 1, #35 Nihon Odori, Naka-ku, Yokohama, 231-0021, Japan  
・To the center; five minutes on foot from the side of Yokohama Stadium,  South Ticket Gate 
of Kannai station, JR Keihin-Tohoku Negishi Line． 

 

Naka-Kumin Katsudo center(An activity center of inhabitants of Naka-ku),  
・To the center; five minutes on foot from the side of Yokohama Stadium,  South Ticket Gate 
of Kannai station, JR Keihin-Tohoku Negishi Line． 

 

2021/9/25 
 

『 ヨコハマ シネマ  ヒストリア /  
                  横浜映画都市 』45min.SD．2015 
 出演  鈴木英恵 水瀬千尋 美姫ヒカル子 竹谷冴香 風月亭花鳥 他 
□横浜史を学ぶ特殊塾を開講した主人公と旅する序章篇 
   『ひとみの休日』5min.2020 

 製作、監督 繁田健治   
□吉住は数十年ぶり高校の同級生のひとみと再会 
彼女の姿は昔のままだった。それは・・・。 

 
 
   

『 ヨコハマテイル 』 25min.． 
 出演 MIHO、高土慎太郎、いか八朗、沢井小次郎 他 
□スキャンダル女優を追ってヨコハマに紛れ込んだパパラッチ。 
 伝説のサックステナーと奇妙な遭遇 そして・・・。 

   

<< Café >>CafeMenu 
お茶各種 

  

  

  

 『まほろまつる』 
出演 いか八朗 他 
靖国神社みたままつり、ヨコスカサマーフェスタ 
鎮魂を込めて上映 
出演俳優の赤土新太郎トークライブも予定 

「秋月聖徳太子の世界」 3曲.歌詞入 
HD．2020 
□NTV「月曜から夜更かし」登場！ 
蒲田のエジソンこと秋月聖徳太子の世界、新ユニット登場！ 
   

『アースカラーソング（プレゼンテーション） 』  
 PeaceMassege Movie Presentation 30min 
□この星のいろ、かわってしまうまえに・・・ 
 命の炎を持ち帰る女 
 待ち受ける故国での想い 

＜＜ライブ配信中継＞＞ 
上映状況をライブ配信します 
URLは前日にブログにて配信します 
    Web CinemaDash  <<< Search/検索>>> 
       http://ndas-c-dash.movie.coocan.jp/ 
 

◇VR映画 リクエスト鑑賞 
 360度VR映画 

個別にご覧いただけます 
『しんばしからはじまる・・・』 

 3min.360VR.4K<<新作>> 
□都会の木立に歩きつくと出発していた駅あとをみつけた 

はじめての駅、そこからはじまっていた旅・・・ 
『 まほろがおか さくらさかり 』 

12min 360VR<<新作>> 
 作 斉藤俊之 

□慰霊の丘に桜が咲くころの会心の想い 
鮮明な4Kと超広角映像に 
 今回は全方位映像（VR) 

で新たな表現に挑む 
   ◇横浜市交通局100年 

『 よみがえる横浜市電 』  
5min .2021年 
1月に開催された催しの 
記録映像 
  

   

『 黒金山 』 10min .2021年 
 作 高橋真之介 
□コロナ渦で登った映像風景詩 
  

   

『 ヨコハマ パブリック トラフック1００ 』 
15min.4K．<新作> 
 出演  ゆうこ 
□横浜市交通局100年を記念して 
  横浜の公共交通の資料、史跡をめぐる 
   

『ひとみの休日』5min.2020 
 製作、監督 繁田健治   
□吉住は数十年ぶり高校の同級生のひとみと再会 
彼女の姿は昔のままだった。それは・・・。 

 
 
   


