
Place M Film Festival 2021
Crossing the boundary between Photography and Film

写真と映像の境界を超えて！

Collaboration with Vidéographe, Montreal Canada

ONLINE
https://www.placemfilmfestival.tokyo

3/19(Fri)-22(Mon)

写真ギャラリーPlace Mは、1987年オープン以来、写真表現・実験
の発表の場として東京、新宿で30余年活動してきました。
2019年、新たに映像部門を開設し、初の映画祭を開催するなど、写
真と映像の可能性を探求し、境界を超えた新たな表現に挑戦しています。
2021年、第2回Place M Film Festival は、昨今の状況を鑑み、オ
ンラインでの映画祭となります。さらに、カナダ、モントリオールの映像
配給会社Vidéographeとのコラボレーションが実現しました。
オンラインならではの環境で、多様な文化やバックグラウンドが窺える
映像の数々、そしてアーティストたちの個性溢れるトークを是非ともお楽し
み下さい。

Place�M�Film�Festival　総合ディレクター、プログラマー�佐藤優香

Since its establishment in 1987, Place M, a photography gallery located  in Shin-
juku, Tokyo, has served as a venue for the experience of photographic expression 
and experimentation.

With the establishment of the fi lm department and the fi rst Place M Film Festival 
in 2019, we continue to support the exploration of possibilities in both photogra-
phy and fi lm, encouraging the creation of boundary-pushing expression.

This year, due to the current pandemic, the second Place M Film Festival will 
be held online. In addition, we are excited to collaborate with the fi lm distribution 
company Vidéographe, based in Montreal, Canada. 

Through this unique online environment we hope you enjoy our fi lms created 
from diverse cultures and backgrounds as well as enlightening videos of the par-
ticipating fi lmmakers as they discuss their work. 

Place M Film Festival   Director, Programmer Yuka Sato

Lumen　Sarah SeenéThe Guests　Arshia ShakibaThe Coldest Day of the Year　Kim Kielhofner

Lèvres bleues
Philippe HamelinTooi and Masato　Kisei Kobayashi

Fever Freaks
Frédéric Moff et

Yusuke Hishida　123rd month, 2011Cine Dance　Takahiko IimuraShinya Isobe　For rest



シネ・ダンス：土方巽暗黒舞踏
Cine Dance: The Butoh of Tatsumi Hijikata 

31 min / 1963-2007

あんまAnma (The Masseur)
20 min 

バラ色ダンス Rose Color Dance
11 min

舞踏家の土方巽と大野一夫による公演を飯村が記録。 飯村自
身もカメラを持って舞台に上がり、「シネ・ダンス」（フィルム
によるコレオグラフィ―）が実現した。
Iimura documented performances by the Butoh artists Tatsumi Hijikata and Ka-
zuo Ohno. Iimura himself stood on the stage with his camera and Butoh was 
realised as “Cine Dance”, a choreography involving a camera.

フルクサス・リプレイド Fluxus Replayed
30 min / 1991
バイオリンをたたき壊すナム・ジュン・パイク、 楽団員を全
身包帯巻きにするオノ・ヨーコのコンサートなど、 ラジカルな
アクションで、 アートの世界だけでなく、 社会にもショックを
与えたフルクサスのパフォーマンスの記録。
Documentation of a performance by Fluxus, 
one that shocked not only the art world but 
also society with its radical actions, such as 
Nam June Paik’s destruction of a violin and 
Yoko Ono's concert for the bandaging of the band members.

飯村隆彦 特集
Filmmaker in Focus - Takahiko Iimura

ジョン・ケージ、 ジェームス・ジョイスをパフォーマンス
John Cage Performs James Joyce

15 min / 1985
ジョン・ケージが飯村隆彦の1台の
ビデオカメラのために行なったボイ
ス・パフォーマンスの記録。 ジョイスの
『フィネガンス・ウェイク』 を、 易の
チャンス・オペレーション（隅然性）に
よって組み合わせ、 その人工語の文を
<読み><歌い><囁く>。
A recording of John Cage's vo-
cal performance for Takahiko 
Iimura's single video camera. Combining Joyce's Writing For The Fifth 
Time Through Finnegans Wake with the serendipity of the I Ching, he 
<reads>, <sings> and <whispers> the sentences of artifi cial words.

飯村隆彦 Takahiko Iimura
1960年代に8ミリや16ミリの映画の制作を開始。 1964年実験映画集団「フィルム・アンデパン
ダン」を結成する。 1974年にはパリのポンピドウ・センタ－、 74年ニューヨーク近代美術館、 79
年ホイットニ－美術館で個展を開催。2015年文化庁メディア芸術祭功労賞受賞。 世界各地で上映やパ
フォーマンスをおこなう。
Iimura began making 8mm and 16mm fi lms in the 60s. He formed the experi-
mental fi lm collective “Film Independants” in 1964. He had solo exhibitions at 
the Centre Georges Pompidou, Paris in 1974: the Museum of Modern Art, New 
York in 1974: the Whitney Museum of American Art in 1979. He received A 
Special Achievement Award at Japan Media Arts festival in 2015. He has had 
international showings of his fi lm and video works and performances.

3/20 Sat. 14:00〜
3 fi lms  76 min ¥500

Artist Talk
Program B

ロ・パゾリーニ、1974年）の個々の静止画を用いて、 小説 『シティーズ・オブ・ザ・レッ
ド・ナイト』（ウィリアム・S・バロウズ、 1981年）の一節を描き出す。
A detective is hired to fi nd the original copy of a lost ancient book 
that recounts the tale of a plague. Fever Freaks uses individual frames 
from Pasolini’s 1974 fi lm Arabian Nights to illustrate a passage of Bur-
roughs’ 1981 book Cities of the Red Night.

Leave me, donʼt leave me 
Jinyoung Kim / 17 min / 2019
ひとり、どこかへ向かいつつ、廃材を集める人物。 夜になり、それらが積み重ねられ、次第
にセンチメンタルな儀式の場となっていく。
An elusive fi gure collects and 
accumulates a pile of objects at 
night, that becomes a site of sen-
timental ritual.

BLUE LIPS
Lèvres bleues 

Philippe Hamelin / 9 min / 2020
CGI アニメーションにより、 恋人との思い出の再現を試みた作品。 その記憶は、 出来事、
物体、 動き、 そして五感を通して画面に現れる。
In making Lèvres bleues, Philippe 
Hamelin was interested in using 
computer-generated imagery as a 
reconstructive tool - in this case 
using it to reconstruct a lover's 
memory. The memory takes form 
through matter, objects, move-
ment and the senses.

 日本語字幕について 
キュレータートーク：有
プログラム作品：無（英語字幕のみ）

Instructions for Robots 
Mike Hoolboom / 7 min / 2019
感情を持った第一世代のAIロボットたち。 彼らが、 自ら
の身体についての危うさを問い直す。 コンピューターの反抗と抵抗の物語。
A tender re-examination of bodies from the fi rst generation of Artifi cial Intelli-
gence robots programmed with a full range of emotions. Electronic revolt and 
resistance.

The Coldest Day of the Year 
Kim Kielhofner / 9 min / 2020
ある大変動が起こった未来。 語り手は、 荒廃した景色の中
で自分の分身を見たと信じ、その姿を見つけだそうとする。
The Coldest Day of the Year takes place in 
a future where there has been a cataclysmic 
event. The narrator believes she has seen 
another being in this destroyed landscape 
and attempts to fi nd this fi gure.

フィーバー・フリークス
Fever Freaks 

Frédéric Moff et / 8 min / 2017
探偵は、 疫病の物語が記された古書の原本を見つけ出すた
めに雇われる。 映画 『アラビアンナイト』（ピエル・パオ

Vidéographe Shorts - 1
3/19 Fri. 19:00〜
5 fi lms  50 min ¥500

Curator Talk
Program A

※日本標準時間JSTで表示してあります  ※All times are in Japanese Standard Time (JST). 



3/20 Sat. 17:00〜
4 fi lms  47 min ¥500

Artist Talk
Program C

dance
6 min / 2010
一人の女性と、 彼女が住む部屋を
題材にした作品。 部屋に宿る人物
の記憶、 堆積した時間を視覚化す
る事を試みた。 8mmフィルムの長時間露光で捉えられた人物は、
実存と虚像の中間的存在となり踊っている。
The fi lm centers on a woman and her room. I tried 
to visualise the memories and the time accumulat-
ed in the room. The dancing fi gure that was cap-
tured using long exposures is an entity between 
the existential and imaginary.

EDEN
15 min / 2011
岩手県八幡平市にある巨大廃墟、
旧松尾鉱山跡。 その場所には無常
と永遠という相反する時間が感じ
られた。 具体的な「過去」 では
なく、 抽象的な「記憶」をファイ
ンダー越しに探し求め、 物語とし
て蘇らせようとした。

Matsuo Mine is a large abandonded complex in 
Hachimantai city, Iwate prefecture. I felt it pos-
seses two confl icting natures- those of imperma-
nence and eternity. Instead of the concrete “past” 
I tried to look for abstract “memories” through the 
viewfi nder and resurrect them as a narrative.

For rest
16 min / 2017
森の中に設置した食
卓をひたすら取り続け
た作品。 年月と共に
変化する卓上の光景
は観客の想像力を喚
起させ、 被写体から
は意味が立ち上がり雄弁に物語を語る。 人間と自然、 双方の死
の対比から生まれたドラマ。
The fi lm captures the dishes on a table in a forest 
over a long period of time. The audience’s imagi-
nation is stimulated as time passes and the scen-
ery. An eloquent story is told as meaning emerges 
from the subject. A drama is born out of the con-
trast between- and the death of- man and nature.

13
10 min / 2020
夕日を同ポジション同アングルか
ら、16mmフィルムによるタイム
ラプスと多重露光撮影を五年間に
渡り行い続けた。 繰り返しの日々の中に一つとして同じ空はなく、
失われた時間はもう戻らない。しかしまた、 日は昇る。
I fi lmed sunsets with the techniques of time-lapse 
and multiple exposures on 16mm fi lm from the same 
position and angle for 5 years. While the days re-
peat, there is never the same sky. Time that has 
passed will not return. But, the sun will rise again.

磯部真也  Shinya Isobe
1982年横浜市出身。 東京造形大学大学院卒業。 イメージフォーラム
映像研究所卒業。 卒業制作の 『EDEN』 が国内外のいくつかの映画祭
で受賞。 その後、 自らの追求する映像表現を模索し続けながら作品を
制作している。
Born in 1982, Yokohama city. Graduate of Tokyo Zokei Uni-
versity Graduate School and Image Forum Film Research 
Laboratory. His degree fi lm EDEN received several awards 
at national and international fi lm festivals. His work is a 
continual search for his own visual expression.

磯部真也 特集
Filmmaker in Focus - Shinya Isobe

3/21 Sun. 14:00〜
1 fi lm  153 min ¥500

Program E

 No English Subtitles 
153 min / 2018
ハッピーでピースな時間たちをスロー再生したり一時停止したり。
The slow playback and pauses of happy and 
peaceful moments.

栗原みえ  Mie Kurihara
1971年生まれ。 イメージフォーラム付属映像研究所第17期卒。 これ
までに8ミリフィルムによる作品を9作品発表。 初めてのデジタル映像
作品が 『スローモーション、 ストップモーション』。
Born in 1971. Graduate of the 17th Image Forum Film 
Research Laboratory. She has completed 9 works on 
8mm fi lm. Slow Motion, Stop Motion is her fi rst fi lm shot 
digitally.

スローモーション、ストップモーション
Slow Motion, Stop Motion

3/20 Sat. 19:00〜
1 fi lm  63 min ¥500

Artist Talk
Bonus TalkProgram D

映画「トオイと正人」
Tooi and Masato
 No English Subtitles 
63 min / 2021
監督、 脚本：小林紀晴／原作：瀬戸正人／ナレーション：鶴田真由／
出演：瀬戸正人、 尾方聖夜／音楽：いろのみ／編集：上野一郎／
撮影：小林紀晴、 今井知佑、 尾崎聖也
旧残留日本兵の父とベトナム系タイ人の母との間にタイに生まれた

「トオイ」 は、 8歳の時に日本に渡り「正人」と呼ばれるように
なった。 その後、28歳の「正人」は、 生まれ故郷のタイへ旅に
出る。 写真家・小林紀晴による第一回監督作品。
Director, Screenplay: Kisei Kobayashi / Original Story: 
Masato Seto / Narration: Mayu Tsuruta / Casts: Masato 
Seto, Ogata Seiya / Music: Ironomi / Editor: Ichiro Ueno 
/ Cinematographers : Kisei Kobayashi, Tomosuke Imai, 
Seiya Ozaki
“Tooi” was born in Thailand, the son of a Thai wom-
an of Vietnamese descent and a former Japanese 

soldier who remained there after the war. “Tooi” 
became “Masato” after he moved to Japan at the 
age of 8. When “Masato” was 28, he travelled back 
to Thailand where he was born. This is the fi rst fi lm 
directed by photographer Kisei Kobayashi.

小林紀晴  Kisei Kobayashi
1968年長野県生まれ。 東京工芸大学短期大学部写真科卒業。 新聞社
にカメラマンとして入社。1991年独立。20代よりアジアを旅して多く
の作品を制作。 著書に 『ASIAN JAPANESE』『見知らぬ記憶』『愛の
かたち』 など多数。 日本写真協会新人賞、 林忠彦賞受賞。
Born in 1968, Nagano. Graduate of the photography 
course at Tokyo Polytechnic University, Junior College 
Department. He joined a newspaper as a photographer 
and began working independently in 1991. Since his 
20s, he has travelled in Asia and made many works. 
Writings include ASIAN JAPANESE, Unfamiliar Memo-
ries, Shape of Love and more. He received the Best 
New Photographer Award from the Photographic Soci-
ety of Japan and Tadahiko Hayashi award.

写真家　瀬戸正人
Photographer Masato Seto

11 min / 2021
監督、 撮影：小野良昌
新作の 『Silent Mode 2020』 を取り上げ、 写真の古典的
なテーマである「ポートレート」について考察しながら、 瀬戸正
人が自身の写真作品を交えて語る。 写真はいったい誰のモノなの
か？　撮られた人のモノか？　撮影者のモノか？　それとも！
Director, Cinematographer: Yoshimasa Ono
Featuring his new work Silent Mode 2020, Masato 
Seto discusses the classic theme of photography 
“portrait”, with his own photographic work. Who 
does a photograph belong to? The subject who is 
pictured? The photographer? Or is it perhaps…?

瀬戸正人  Masato Seto
写真家。 1987年、 ギャラリー 「Place M」 開設。 写真集に 『バンコク・
ハノイ』『部屋』『binran』『Silent Mode』『picnic』 など。 エッセイ集
『トオイと正人』 で第12回新潮学芸賞受賞。 写真集 『部屋』 で木村伊兵衛賞
受賞。 2020年12月　東京都写真美術館にて個展 『記憶の地図』 を開催。
Photographer. Founded the ʻPlace M’ gallery in 1987. 
His photobooks include Bangkok / Hanoi, Living Room, 
binran, Silent Mode, picnic among others. Received the 
12th Shincho Gakugei Award, for his essay Tooi and Ma-
sato and the 21st Kimura Ihei Award for Silent Mode
and Living Room, Tokyo. His retrospective Seto Masa-
to: Maps of Memory was exhibited at the Tokyo Photo-
graphic Art Museum in December 2020.

Bonus Talk

※日本標準時間JSTで表示してあります  ※All times are in Japanese Standard Time (JST). 



3/21 Sun. 17:00〜
1 film  90 min（予定 subject to change） ¥500

 Artist Talk 
 Photo Exhibition Program F

海辺の馬
Horses by the Sea

90 min（予定 subject to change） / 2021
監督：ヘイミッシュ・キャンベル／原作：高杉記子 『Fukushima 
Samurai』／プロデューサー：高杉記子／撮影： ジョン・ドニカ、
ヘイミッシュ・キャンベル／ドローン撮影：ヘイミッシュ・キャン
ベル／翻訳：岡本美奈子、 鈴木彩文／字幕：岡本美奈子／音楽：
Hakobune
福島の海沿いの地域で
1000年続く祭礼が行わ
れている。 東日本大震
災後、 写真家の高杉記
子は10年をかけてこの地域の人々と触れ合ってきた。 相馬野
馬追はどんな時も人々の人生と共にある。
Director: Hamish Campbell / Original story: Noriko 
Takasugi Fukushima Samurai / Producer: Noriko 
Takasugi / Cinematographers: John Donica, Hamish 
Campbell / Aerial Cinematographer: Hamish Campbell  
/ Translators: Minako Okamoto, Ayami Suzuki /  
Subtitles: Minako Okamoto / Music: Hakobune
After the great Tohoku earthquake and Tsunami, 
photographer Noriko Takasugi spent ten years 
getting to know the people in the coast area of 
Fukushima, where a centuries old samurai festi-
val governs daily life.

ヘイミッシュ・キャンベル   
Hamish Campbell
ヘイミッシュ・キャンベルは芸術写真と映像作品を手掛ける
オーストラリア出身のアーティスト。 10年以上日本に住みなが
ら、 孤独をテーマに様々な題材を取り上げている。
Hamish Campbell is a fine art photographer and 
cinematographer from Australia who has been 
based in Japan for over ten years. His work fre-
quently focuses on varied subject matter tied 
together with the theme of isolation.

高杉記子  Noriko Takasugi
アイデンティティ、土地などをテーマに写真作品を制作。 東日
本大震災後、 福島に通い続ける。Photoquaiビエンナーレ 
2015招待作家（国立ケ・ブランリー美術館／パリ）。Taylor 
Wessing Photographic Portrait Prize 2015展示作家

（ナショナル・ポートレートギャラリー／ロンドン）。
Takasugi’s photographic work looks at identities 
and land with a particular emphasis on portraits. 
She has been working on her project with many 
people in Fukushima since 2011. Photoquai Biennale 
2015 Invited Artist (Musée du quai Branly / Paris), 
Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2015 
exhibitor (National Portrait Gallery / London) etc.

ヘイミッシュ・キャンベル ＆ 高杉記子 
Hamish Campbell & Noriko Takasugi 

『Fukushima Samurai』Project

※日本標準時間JSTで表示してあります  ※All times are in Japanese Standard Time (JST). 

3/21 Sun.  19:00〜
6 films  35 min ¥500

 Curator Talk 
Program G

 日本語字幕について 
キュレータートーク：有
プログラム作品：無（英語字幕のみ）

ブーメラン
Boomerang

Nayla Dabaji / 7 min / 2019
海をじっと見ている
と、 夜明けに山で交
わした友人との会話
を思い出す。 ニュー
ス報道の裏に隠され、
遅れて知らされる映
像や出来事が、 自分をその記憶に立ち返らせる。
Contemplating the sea brings back a memory of 
a conversation with a friend in the mountains, at 
dawn. Images and events come back to me, de-
layed and trapped behind the screen of a news 
broadcast.

生け捕って帰れ
Bring Them Back Alive

Bryony Dunne / 8 min / 2016
1869年のスエズ運
河の開通によって、
動植物や人間は複数
の大陸へ移動させら
れることとなった。『生
け捕って帰れ 』 は、
その植民地計画の進展について掘り下げながら、 邪悪かつ、 非

現実的とさえ言える、 支配のパターンを浮き彫りにする。
Bring Them Back Alive explores the advance-
ment of the colonial project with the opening of 
the Suez Canal in 1869 - wherein flora, fauna and 
human beings were uprooted and transferred 
across multiple continents - and highlights a sin-
ister, even surreal, pattern of domination.

ルーメン
Lumen

Sarah Seené / 
2 min / 2019

『ルーメン（ラテン語
で光）』では、 アルビニズムの少女の姿がスーパー 8の映像で
描かれる。 この遺伝性の疾患がもたらす過敏症と、 肌や目の色
素欠乏は、 彼女に並々ならぬオーラをまとわせる。
Lumen (light in Latin) is a sensorial film shot in 
Super 8 that paints a portrait of an adolescent 
with albinism. The hypersensitivity that this 
genetic condition engenders and the lack of  
pigmentation in her skin and eyes lend her an 
extraordinary aura. 

ディスプレースメント
Displacement

Maxime Corbeil-Perron / 9 min / 2019 
幻影、恐怖、驚きに焦
点を当てた、表現主
義的作品。 明滅する
ストップモーション・
アニメーション、電子
音楽、アナログ映像を
合成して制作された。

An expressionist composition exploring illusion, 
fear and wonder, through flickering stop-motion an-
imation, electroacoustic music and analogue video 
synthesis.

AM/FM Movie – EP
Eric Gaucher / 3 min / 2019
3つの短編からなる
音楽作品（２つには
タイトルがあり、１つ
はない）。 作家とビ
ジュアル・ミュージッ
クとのつながりを垣
間見ることができる。
AM/FM Movie - EP is a musical work in pieces. It 
contains three very short films (two with a title, 
one without a title) which explore the artist’s link 
with visual music. 

ゲスト
The Guests

Arshia Shakiba / 6 min / 2018
資源の乏しいシリア
の難民キャンプ。 住
み慣れた生活のリズ
ムを取り戻そうとする
住人たちの姿を描く。
The Guests takes 
us into a poorly resourced Syrian refugee camp, 
as the inhabitants try to regain the familiar 
rhythms of their lives.

Vidéographe Shorts - 2

高杉記子 写真展
Noriko Takasugi  
Photo Exhibition

写真展詳細：
For more information: https://www.placem.com
 3/8 〜 21   at Gallery Place M 

むすひ musuhi
祈り、 集まり、 時空を超えて星となる。 つながり途切れ、
作り壊し、 ねじれ絡まる。 人々が安寧を祈り続けてきた、
土地の記憶の物語。
Play, gather, transcend time and space to 
become a star. connect, disconnect, create, 
break, twist, entwine. The story of the memory 
of the land where people have been praying 
for peace.

 Photo Exhibition 



3/22 Mon.  19:00〜
6 films  72 min ¥500

 Artist Talk 
 Photo Exhibition Program H

Place M Shorts
カマキリの夜
The Mantis Night

中川究矢  Kyuya Nakagawa / 22 min / 2018
反戦二部作東京編。 戦時中
の不発弾を隠し持っている男

（西） は区の職員から道路拡
張工事の為に家の強制退去を
命じられている。 祖父を戦争
で亡くしている西は戦争へ導
くものへの怒りと区の職員への怒りが同化して…。 驚愕のラス
トを見逃すな！
Place M Film Festival 2019 大賞受賞作品。
A Tokyo-edition anti-war diptych. Nishi, a man 
who hides an unexploded ordnance from the 
war is forced to move out of his house by gov-
ernment officials to make way for a road exten-
sion. He lost his grandfather from the war and 
conflates anger towards things that both lead to 
war and the government. Do not miss the shock-
ing ending!
Grand Prize work from Place M Film Festival 2019

ホームムービーの彼方  
〜デジタル憑依版〜
Distant home movies 
-Digitally possessed version-

宮川真一  Shinich Miyakawa / 
15 min（予定 subject to change）/ 2021
風の中を泳ぐ鯉幟を見上げて
いる子供逹。 誰が撮影した
のかも分からないそんな記録
は、 いつの間にかに捏造さ
れ、 私自身の記憶となった。
そして大人になった私は8ミリカメラを持ち、 あの日のように
鯉幟を見上げる。
前作『さよならは私が覗く』（2018）が、Place M Film Festival 
2019 特別賞を受賞。
Children look up at a carp banner blowing in the 
wind. This footage was shot by an anonymous 
person and yet it has become my own memory. 
Grown up, holding an 8mm camera, I look up at 
a carp banner just like that day.
Received Special Mention for his prior work Goodbye 
Gaze (2018) at the 2019 Place M Film Festival.

Entanglement of 
Consciousness

島田千絵美  Chiemi Shimada / 4 min / 2017-19
眠る女、 LINEの会話、 シュレーディ
ンガーの猫 - 『Entanglement of  
Consciousness』は、迫り来る危機
への恐怖感がどのくらい持続するのか、
遊び心を交えて問いかける。 2017年
の北朝鮮によるミサイル発射実験をめぐる危機から着想を得た。
Entanglement of Consciousness playfully ques-
tions how long fear towards an impending dan-
ger can persist contrasting a sleeping woman, 
messages on LINE app, and Schrödinger's cat. 
The idea was conceived from the crisis sur-
rounding the North Korean missile threats to 
Japan during 2017.

Camouflage
佐藤優香  Yuka Sato / 7 min / 2018
写真を極限まで拡大すると、 その
粒子によってつくり出された別の世
界が見えてきた。 これは、 都市に
住む一人の女性の物語である。
Enlarging a photo to its 
maximum size reveals another world created 
by the grain. It's like numerous people moving 
around in a crowd. This is a story of a woman 
who lives in such a city.

GMX 041231 - 200507
小松透  Toru Komatsu / 9 min / 2020 / silent
今まで長く住んだ団地のベランダから見
える給水塔をほぼ毎日、 起床してすぐに
携帯のカメラで撮影した2004年12月
31日から団地の建て壊しとなり引っ越し
当日の2020年5月7日までの記録。
Almost every day after waking 
up I have used my phone’s camera to shoot a 
water tower from the balcony of the apartment 
complex where I have lived for a long time. From 
December 31st, 2004, the apartment complex 
started to be demolished. This is the documen-
tation of the place between then and May 7th, 
2020, the day I moved out.

2011年123月
123rd month, 2011

菱田雄介  Yusuke Hishida / 
15 min（予定 subject to change）/ 2021
2011年3月の東北。 瓦礫の中の感覚を映像に込めようと思い
ながらビデオを回した。 全てを流された人々の横で撮影を続け
る資格が自分にあるのか。 やがて記憶は遠ざかり、 非日常は日
常へと戻っていく。 2011年は終わらない。 14月、15月と月
日を重ね、 東北はあれから10年。2011年123月を迎えよう
としている。

Tōhoku in March 2011. I 
tried to capture the feel-
ings inside the rubble 
while filming. Do I have 
the right to continue 
shooting there next to people who have lost ev-
erything? The memory has started to fade, and 
daily life is coming back. 2011 never ends. 2011 
continued on past 12 months to 14 months, 15 
months and now, it’s been 10 years since the 
disaster. It’s almost as if it is the 123rd month 
of 2011.

菱田雄介  Yusuke Hishida
写真家、 映像ディレクター。1972年東京生まれ。NY同時多発テロ
以降、 歩みを早めた歴史と、 その流れの中に存在する人々の営みを
テーマに写真家として活動。 写真集 『border | korea』（2017）
で第３０回写真の会賞受賞。 2020年東京都写真美術館「日本の新進
作家vol.17」選出。
Photographer and Video Director. Born in 1972, To-
kyo. Works as a photographer with the themes of 
the history of accelerated progress after the Sep-
tember 11 attacks and the lives of people affected 
after this event. His photobook border | korea (2017) 
received the 30th Photo Association Award. Selected 
for “Contemporary Japanese Photography vol.17” at 
Tokyo Photographic Art Museum in 2020.

 Artist Talk 

 Artist Talk 

 Artist Talk 

Established in 1971 in Montréal, Canada, Vidéographe is an artist-run 
centre dedicated to the research and the dissemination of moving im-
age practices. This includes experimentation in video art, animation, 
digital arts, documentary, essay, fiction and dance video.

ビデオグラフ
1971年、 カナダ・モントリオールで設立。 映像の研究と普及を目的とし、 アーティスト自
らが運営する機関である。 活動対象はビデオアート、 アニメーション、 デジタルアート、ド
キュメンタリー、 エッセイ、フィクション、 ダンスビデオなど多岐に渡る。
https://www.videographe.org/en/

Guillaume Vallée 
Curator of Vidéographe shorts 1 & 2
Experimental filmmaker, video artist and independent curator, 
Guillaume Vallée graduated from Concordia University with 
a Major in Film Animation and MFA in Studio Arts - Film Pro-
duction option. He works mainly on Super 8, 16mm and VHS.

ギヨーム・バレー 
Vidéographe shorts 1 & 2 キュレーター
実験映像作家、 ビデオアーティスト、 インディペンデント・キュレーター。 コンコルディア大学にて
フィルムアニメーションを専攻し、 スタジオアートの修士号（映画制作オプション）を取得。 主にスー
パー 8（8ミリカメラ）、 16ミリ、 VHSを用いて作品を制作している。
https://www.gvallee.com

菱田雄介 写真展
Yusuke Hishida  
Photo Exhibition

写真展詳細：
For more information: https://www.placem.com
 3/22 〜 28   at Gallery Place M 

2011年123月
123rd month, 2011
東日本大震災は、 私たちの
価値観を大きく揺さぶった。
日常はあっさりと失われてし
まうこと、 何気ない生活の大
切さ。 あれほど大きかった
2011年の衝撃すらもやが
て薄れ、 それすらも内包した日常がやってくる。 被災地と
東京、 その10年の記録。
The 2011 Tōhoku earthquake and tsunami 
substantially shocked our concept of val-
ue. We learned that daily life can be easily 
swept away and so realized the importance 
of those mundane moments we have. Even 
though the 2011 event shocked us so much, 
it has been fading and the daily life that con-
tains memories are coming back. This is a 
documentation of the past 10 years in both 
the disaster-stricken area and Tokyo.

 Photo Exhibition 

※日本標準時間JSTで表示してあります  ※All times are in Japanese Standard Time (JST). 
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視聴料金：500円／ 1プログラム
3月上旬予約販売開始

動画共有サイトVimeoにてオンライン上映します。
視聴にはVimeoへの会員登録（無料）および、クレジットカードまたは
PayPalでのお支払いが必要となります。
詳細は上記、映画祭専用サイトよりご確認ください。

プログラムに記載されているスケジュールにそって公開いたします。
公開後、一定期間見逃し配信をいたします。
プログラム公開から以下の期間視聴が可能です。
A、 Gプログラム……48時間
上記以外……１週間

※ 公開時間に多少のずれが生じる場合がございます。

※  上記の期間で公開終了となるため、購入されるタイミングによっては、視聴期間が短くなる 
可能性がございます。

オンラインシステム：プレクサス株式会社 
Technical Support: 

パンフレット：但馬園子 
Pamphlet: Sonoko Tajima

翻訳：島田千絵美、 ジョン・サイパル、 佐藤優香 
Translation:   Chiemi Shimada,  

John Sypal,  
Yuka Sato

トレーラー音楽：門脇悠 
Trailer Music: Yu Kadowaki

3/19(Fri) 3/20(Sat) 3/21(Sun) 3/22(Mon)

14:00 ─  
Takahiko Iimura

3 films  76 min

Slow Motion,  
Stop Motion

1 film  153 min

─

17:00 ─  
Shinya Isobe
4 fimls  46 min

Fukushima Samurai  
Project
1 film  

90 min （予定 subject to change）

─

19:00  
Vidéographe - 1

5 films  50 min

 
Tooi and Masato

1 film  63 min

 
Vidéographe - 2

6 films  35 min

 
Place M Shorts
6 films  72 min

B E

C F

A D G H

※日本標準時間JSTで表示してあります  ※All times are in Japanese Standard Time (JST). 

Pricing: 500 JPY per program
Ticket sales start from early March.

The films featured in the Place M Film Festival will be streamed on Vimeo.

A Vimeo account is necessary and admission payment can be made with a 
credit card or Paypal. Creating a Vimeo account is free.

Further details can be found on the Place M Film Festival page.

https://www.placemfilmfestival.tokyo

The films will be available for viewing according to the program schedule.

After each film’s screening, you will have limited time to access these films:

A & G programs - 48 hours from the screening time

Other programs - 1 week from the screening time

※ There may be slight differences in the release time indicated.

※  As films will no longer be available after the periods stated above, your streaming period may be 
shorter depending on the timing of the ticket purchase.

Place M


