該当地域（六本松・草香江・谷・梅光園）居住ま
たは勤務が確認できる身分証、名刺等を受付
窓口で提示ください。 地域招待プログラム
を無料観覧いただけます。

福岡

対象者 以下をご持参の上ご提示ください。

映画祭

࠾རഉȨȾȁȺȱǈ
ƮዝӋ

第14回

11 月 5 日（土） 地域招待プログラム①
FUKUOKA

10：20〜12：00 傑作短編アニメーション特集
古代戦殻ジェノサイダー
第22話 OP・ED・CM集(6)
軟膏母さん(12)
愚問のぐぅもん(11)

MARE(8)

Independent

おやすみ〜Lullaby of Flame〜(7)
ガラッパどんと暮らす村 (17)
ミラクルトイズ リカバー ザ ドクター(25)

Film Festival

「オモシロイ」も「コワイ」も「楽しい」も
味わえる多彩なアニメーション体験

11 月 6 日（日）

無料招待プログラム

16：35〜17：25

科学映画セレクション

チャンネル4「カネのない宇宙人
【観賞無料】
閉鎖危機に揺れる野辺山観測所」(46)

2022

さあ、
映画を
楽しもう。

※すべてのお客様に無料でご覧いただけます。

11 月 6 日（日） 地域招待プログラム②
17：35〜20：05

名付けようのない踊り

名付けようのない踊り（114) & ゲストトーク

11.3 11.6
祝
木

日

福岡市科学館６階 サイエンスホール
住所：福岡市中央区六本松4-2-1（地下鉄六本松駅すぐ）
会期中福岡市科学館は18時で閉館となります。閉館後ご来場
の方は館内エレベーターで6階会場受付へお越しください。

︻税込︼

77歳のダンサー田中泯。
その生き様をたどる映像の旅。

※学生半額 / 高校生以下無料 / 障がい者・付添1名半額

お問い合わせ ： 092-741-4505（映画祭事務局）
詳細はホームページへ

注 意事項

6日（日）17:35〜「名付けようのない

踊り」は当日10時より整理券を配布いたします。
入場には整理券が必要となりますので、ご注意く
ださい。入場制限人数を越えた場合は入場できま
せん。ご了承ください。

主催：福岡インディペンデント映画祭実行委員会
協力：福岡市科学館 / 助成：公益財団法人 福岡文化財団
後援：福岡市、六本松商店連合会

︻税込︼

︻税込︼

【特別招待ゲスト】監督 犬童一心 × ダンサー 田中 泯

1プログラム：1000円 /1日フリーパス：2000円
全日程フリーパス：4000円

FIDFF2022 Timetable タイムテーブル
11.

3

11.

木 曜 日（ 祝 日 ）

4

11.

金曜日

5

11.

土曜日

6

日曜日

10：20〜12：15

10：20〜12：05

10：20〜12：00

10：20〜12：00

文化の日スペシャル
ドキュメンタリー特集

秋の朝の個性派短編特集

傑作短編
アニメーション特集

若者のすがた、
社会のすがた
優秀中短編特集
名無し草たち(50)

化猫ヤス(6)

こんなのどうせ初恋
なんかじゃない(20)

潜在 美術家石橋英之の記録(17)

誰のための日(17)

古代戦殻ジェノサイダー第22話
OP・ED・CM集(6)

ビジネスホテルファミリー(80)

はじまりの日(25)

軟膏母さん(12)

親のスネの味(33)

愚問のぐぅもん(11)

12：15〜14：00

MARE(8)

15分

12：30〜14：30

インドネシア人技能実習生、
河童の狩猟技術を学ぶ(25)

12：20〜14：20

おやすみ〜Lullaby of Flame〜(7)

ファンタスティック
優秀作品特集②

ガラッパどんと暮らす村 (17)

コーンフレーク(95)

オトギネマ(42)

15分

15分

Vtuber渚(30)

14：35〜16：10

めぐる(30)

日常？非日常？
オフビート系短編特集

15分

14：45〜16：10
文化の日スペシャル
アニメーション特集

ラの♯に恋をして(16)

メモリメモ(3)

街の声が聞きたい(15)

シンセリアリティ(4)

腰の痛さを知る人よ(31)

今、ここで(23)

痴話戦争(9)

15分

16：25〜18：30

ねこちゃんおまんじゅうまつり(8)

ゆる＆笑撃の
コメディー特集

Parallax(34)

お願いだから、唱えてよ(17)

15分

16：25〜18：25

ライフライナーズ(39)

文化の日スペシャル
”本と映画”特集

マンチの犬〜アンパンとカツ丼〜(28)
捨てといて 捨てないで(31)
15分

ただの夏の日の話(25)
俺たちライターズ、はい!(85)
15分

18：40〜20：30
秋の夜長の個性派
短編特集

18：45〜20：20
18：45〜20：20

フライデーナイト
フライデーナイト
超強力短編特集
超強力短編特集
うなぎのジョニー (7)(7)
うなぎのジョニー
あの娘の雫(17)
あの娘の雫(17)

卓上フェス(1)

うまれる (34)
うまれる
(34)

Girl(30)

cord (25)

14：15〜16：20
自主映画のトップランナー②
谷口雄一郎監督、
野本梢監督
あのこを忘れて(58)
彼女たちの話(55)

標的(100)

15分

15分

14：20〜15：55
40・60分部門最優秀作品上映
いろとりどりの(34)

16：35〜17：25
招待枠A

科学映画セレクション

もうひとつのことば(50)

16：10〜17：55
10・20・100分部門最優秀作品上映

17：35〜20：05

マンガガールズ(10)

招待枠B

果ての一閃 EPISODE ZERO(17）

名付けようのない踊り

親子の河(68)

名付けようのない踊り（114)
犬童一心監督ゲストトーク

15分

10分

18：10〜18：55

授賞・表彰式
5分

19：00〜20：10
グランプリ作品上映
ストレージマン(40)
( )

児童 ( 小学 1 年〜 6 年生 ) 向けワークショップ

宇宙人を作ってお話しよう！

死体と生きる(29)
アキレスは亀(37)

グランプリ

部門賞

各 賞

優秀賞

入 選

招 待

作品詳細はホームページへ

12：15〜14：05
最優秀ドキュメンタリー作品上映

15分

15分

風凪く火葬場(13)

マークの見方

ミラクルトイズ
リカバー ザ ドクター(25)

アップデート(69)

AIM（エイム）(22)

15分

自主映画のトップランナー①
磯部鉄平監督

15分

ファンタスティック
優秀作品特集①

ふたり〜あなたという光〜（40）

【開催
【開催日時】
※事前要予約
11 月 5 日 ( 土 ) ・6 日 ( 日 )
【午前
【午前】10：30 〜 13：00
【午後
【午後】14：30 〜 17：00
※各
※各回定員先着 6 名まで

FIDFFホームページ内応募
フォームよりお申込み下さい。

【開催場所】
福岡市科学館 ４Ｆ実験室３
【参加費】3000 円

お問合せTEL 080-1710-1254

