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一年前イベント「街なか一日アニメーション」コンテスト受賞作品上映で盛り上がるアリスガーデン

第 14 回（前回）大会宣伝部長 広島よしもと芸人「フリータイム」（左２人）、
ラッピーも頑張る！
このたび第 15 回大会宣伝課長に就任した「メンバー」（右２人） 来年のフェスティバルを盛り上げて行きます！

「街なか一日アニメーション 2013」
開催！
【日時】8 月 17 日(土)
第一会場 15:30／第二会場 19:25
【会場】広島市まちづくり市民交流プラザ、
アリスガーデン

小学生の発想に驚かされる楽しい作品、
映像を学ぶ学生さんのみずみずしい感性

●どんなプログラムがあるの？

あふれる作品をみんなで楽しみました。
文化庁メディア芸術祭アニメーション
作品や広島大会の受賞作品も上映し、その
素晴らしさに感動。

2014 年 8 月 21 日～25 日、開催決定！

第 15 回大会の日程も決まり、宣伝課長

広島国際アニメーションフェスティバル

に広島よしもと芸人「メンバー」も就任！

一年前を記念して、広島の一般市民よりア
ニメーション映像を公募。まちづくり市民
交流プラザで公開審査を行い、受賞作をア

広島は、来年夏に向けて始動しました！

リスガーデンで野外上映しました。

アニメーションフェスティバル
豆 知 識 (その 1)
グランプリやヒロシマ賞などを競うコンペ
ティション、テレビではなかなか見れない
世界のアニメーション上映、アニメーショ
ンに関する講演会など盛りだくさん！
●コンペティションには誰が応募できる？
応募条件に適した作品を制作できれば、
誰でも応募できます。
●「ラッピー」って？
広島国際アニメーションフェスティバル
マスコットキャラクター。テーマソングもあ
るよ！

第 15 回広島国際アニメーションフェスティバル
2014 年 8 月 21 日(木) ～ 8 月 25 日(月) 開催！ 会場：アステールプラザ

http://hiroanim.org/
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応援イベント・関連イベントに参加しよう！
広島国際アニメーションフェスティバルは、アニメーション作家、アニメーション制作を志す人、アニメーションファン、市民、誰でもが
参加できるアニメーション映画のお祭り。この映画祭を盛り上げるため、今年の夏から多くのプレイベント（応援イベント、関連イベ
ント）が開催されています！

あなたはいくつ参加しましたか？ これからもぞくぞく開催されますよ！

市 民 団 体 や民 間 イベントで
フェスティバルを盛 り上 げます！

応 援 イベント

▼ポップラ劇場 2013「セロ弾きの
ゴーシュ」野外上映会
市民団体ポップラ・ペアレンツ・クラブ

完成作品は第 15 回大会で紹介されます。
【日時】7 月 23 日(火)～26 日(金)

により長く続く夏の夜の川辺の野外上映

【会場】アステールプラザ

会。音楽会や東北応援物産販売も行われ、

50 年続く由緒ある SF コンベンション

アニメファンや家族連れがアニメーショ

【主催】広島国際アニメーションフェステ
ィバル実行委員会

が今年は広島で開催されました。小説、評

ンを楽しみました。ラッピーも登場しフェ

【講師】木下小夜子 FD

論、漫画、アニメなど幅広いジャンルの

スティバルを PR♪

SF のプロとアマ、ファンが日本中から集

【日時】8 月 3 日(土) 17:30～21:00

まり、交流する大会です。 アニメーショ

【会場】基町親水護岸

ンフェスティバル実行委員会と広島アニ

【主催】ポップラ・ペアレンツ・クラブ、
映像文化ライブラリー

▼第 52 回日本 SF 大会こいこん

メーションシティ共同でブース出展し、フ
ェスティバル PR などを行いました。
【日時】7 月 20 日(土)、21 日(日)
【会場】アステールプラザ
【主催】こいこん実行委員会
http://www.koicon.com/ja/top.html

▼ピース・アーチ
平和アニメーション映画祭
世界平和の実現を目指すプロジェクト
と多くのイベント。この中で、平和に関す

http://poplaparentsclub.web.fc2.com/rep
ort/130803.html

アニメーションフェスティバル
実行委員会主催

関 連 イベント

訴えるイベントの中で、平和をテーマにし
たアニメーション（
『ピカドン』
、市内中学
校・高校・大学で制作された作品）上映、
光のアニメーションワークショップなど
が実施されました。
【日時】8 月 6 日(火) 13:30～17:00
【会場】国際会議場地下ダリア

将来、美術大学を目指す生徒を対象に、

プが開催されました

授業が実施されました。

【日時】7 月 31 日(水)、8 月 1 日(木) 10:00
～17:00

【日時】7 月 11 日(木) 15:45～18:00

【会場】基町クレドホール

【主催】基町高校、広島国際アニメーショ
ンフェスティバル実行委員会

【ワークショップ講師】木下小夜子 FD

原爆の日に、広島の若者が世界へ平和を

▼アニメーション・アウトリーチ
（出前授業）
アニメーション制作などについての特別

【協力】広島国際アニメーションフェステ
ィバル実行委員会

▼青少年平和文化イベント
「ヒロシマの心を世界に 2013」

【主催】広島市

るアニメーション上映会とワークショッ

【主催】ピース・アーチ実行委員会

【会場】基町高校

【講師】木下小夜子 FD

▼美鈴が丘高校ワークショップ
美鈴が丘高校の美術部生徒のみなさん
を対象に、講習が実施されました。
【日時】7 月 18 日(木) 16:00～18:00
【会場】美鈴が丘高校
【主催】美鈴が丘高校、広島国際アニメー
ションフェスティバル実行委員会
【講師】比治山大学短期大学部 宮崎助教

▼アニメーション・ワークショップ
2013
小中学生を対象に、アニメーションワー
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クショップが実施されました。

▼フェスティバル一年前イベント
「街なか一日アニメーション 2013」
広島国際アニメーションフェスティバル
一年前を記念して開催されました。
【日時】8 月 17 日(土) 15:30～21:00
【会場】まちづくり市民交流プラザ、アリ
スガーデン
【主催】広島アニメーションシティ（Haby
クラブ）、広島市、財団法人広島市未来都
市創造財団、広島国際アニメーションフェ
スティバル実行委員会
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これからもぞくぞく開 催 !

関 連 ＆応 援 イベン ト

広島国際アニメーションフェスティバ
ルでは、2014 年 8 月に 30 周年を迎える大
会をサポートしてくれるボランティアを

広島メディア芸術の動向

募集しています。

【関連】国際アニメーション・デー
2013 in 広島

国際的な映画祭にあなたも参加しません

1892 年 10 月 28 日、フランスのエミー

か！ 本大会だけでなく、事前に開催する

世界のトップクリエイターが集結する

ル・レイノーが世界で初めてアニメーショ

PR イベントなど、あなたの力で盛り上げ

ンを一般公開したと言われています。

てください。

国際アニメーションフィルム協会

〔第 1 回ボランティア説明会〕

（ASIFA）は、この日を国際アニメーショ

【日時】10 月 12 日(土)10 時～12 時

ン・デーと定め、世界中でアニメーション

【会場】アステールプラザ 7 階研修室

の催しを開催しています。

説明会は以降数回開催する予定です。
広島国際アニメーションフェスティバ
ル実行委員会までお問い合わせくださ
い。

広島では、次の日程で広島国際アニメー
ションフェスティバル受賞作品の上映、小
中学生を対象に「パラパラアニメーション
教室」
（一部会場のぞく）を行います。

【お問合せ】広島国際アニメーションフェ
スティバル実行委員会
※「国際アニメーション・デー2013 in
広島」の問い合わせ先と同じです。
〔ボランティアフェスティバル〕
【日時】10 月 26 日(土) 9 時半～16 時
【会場】ハノーバー庭園
（中区基町 こども文化科学館前）

上映作品「ジハルカ」

10／5(土)

可部公民館（安佐北区）

10／6(日)

八幡東公民館（佐伯区）

10／12(土)

中央公民館（中区）

10／13(日)

古市公民館（安佐南区）

10／19(土)

温品児童館（東区）

10／27(日)

己斐公民館（西区）

11／2(土)

青崎公民館（南区）

11／2(土)

矢野小学校（安芸区）

広島の文化施設・文化イベントで活躍して
いるボランティアが集合するイベントで
す。アニメーションフェスティバルも参加
します。
●チラシはこちらからダウンロード⇒
http://www.mogurin.or.jp/museum/info/e
vent/h25/volufes/volufes.pdf

ボランティア応募
待ってるよ！

がいくつもあり、映像制作を目指す人には
刺激的な街です。
今年、アニメーション作品発表やチャレン
ジの場がますます広がりました！

◎広島県美展に映像系部門新設
今回で 65 回目を迎える歴史ある広島県
美展は、県民の創作活動の奨励と鑑賞の機
会を提供するための公募展です。
今年から映像系部門を新設し、絵画系や
写真系の作品規格の見直しを行うなど、参
加しやすい県美展に刷新、
「第 1 回新県美
展」としてリニューアルされました。
映像系はアニメーション作品に限りま
せんが、アニメーション制作を志すみなさ
んの作品発表やチャレンジの場が広がり
ました。
【日時】6 月 15 日(土)～6 月 30 日(日)
【会場】広島県立美術館
http://www1.hpam-unet.ocn.ne.jp/specia
l/index.php?mode=detail&id=88

◎ひろしま映像ショーケース

に開催されました。
【日時】2013 年 3 月 30 日(土)、31 日(日)
両日とも 13 時～ 入場無料。
【会場】広島市映像文化ライブラリー

【応援】サブカルチャーイベント
「広島あにこむ 2013」
するサブカルチャーイベント。作品展示や

TEL:082-245-0245

上映、アニソン音楽演奏など盛りだくさん。

広島市内の大学生が中心になって企画

E-Mail: hiroanim@hiroanim.org

フェスティバル PR も行います。

http://hiroanim.org/

【日時】11 月 30 日(土)、12 月 1 日(日)
【会場】南区民文化センター

【関連】アニメーションフェスティバ
ルボランティア募集！ボランティア
フェスティバルに参加しよう！

して映画祭や自主制作コンペティション

広島で映像を学ぶ学生さんたちの自主

【お問合せ】広島国際アニメーションフェ
スティバル実行委員会
FAX:082-245-0246

ニメーションフェスティバルをはじめと

映像作品上映会です。昨年度は年度末 3 月

10／27(日)
11／3(日・祝)
映像文化ライブラリー（中区）
入場無料
※10/27 映像文化ライブラリーのみ、大人
370 円、シニア(65 歳以上)・小人 180 円

広島は独立系の映画館が多く、広島国際ア

【主催】広島あにこむ実行委員会
http://hiroani.com/

http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/3ca
lendar.html

●広島出身・山本蒼美さん
TV アニメ初監督作品「メガネブ！」
基町高校・比治山大学短期大学部出身の
若手アニメーション作家・山本蒼美さんの
TV アニメ初監督作品が 10 月放映開始！
地上波の在広島局での放映が待たれま
す。BS11，AT-X，ニコニコ生放送で視聴
可能。

http://mgnb.tv/
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■広島映画祭情報
広島国際アニメーションフェスティバル
http://hiroanim.org/
アヌシー、ザグレブ、オタワとならび、
世界四大アニメーション映画祭のひとつ
に数えられる、広島が誇る大会。1985 年、
被爆 40 周年記念として始まり、来年 2014
年の第 15 回大会で 30 周年を迎える。
【開催時期】2 年に一度 8 月下旬の 5 日間
2014 年は 8 月 21 日(木)～25 日(月)
【会場】アステールプラザ

オープンキャンパスの一環として、一般公

伊藤有壱（いとうゆういち）

開（無料）でアニメーション作家・監督、

1998 年 I.TOON（http://www.i-toon.org/）
設立、同代表。クレイを中心にあらゆる技
法を駆使し、ジャンルを横断して幅広く活
動するアニメーションディレクター。
日本アニメーション協会理事、東京藝術大
学大学院映像研究科アニメーション専攻
教授。

漫画家の講演会を開催されています。
http://www.hijiyama-u.ac.jp/department
/bijutsu/

▼山村浩二 講演会
広島国際アニメーションフェスティバ
ルで何度も受賞され、広島に縁の深いアニ
メーション作家山村浩二さんの講演会。
山村さんは、今年度、比治山大学・比治
山大学短期大学部 客員教授に就任されま

ダマー映画祭 in ヒロシマ

した。

http://www.damah.jp/

【日時】7 月 7 日(日) 13:30～15:00
「 Spiritual Experiences 」 を テ ー マ に
【会場】比治山大学
2001 年からアメリカ・シアトルで始まっ
た国際映画祭。2009 年より広島でも開催。
代表は広島出身の美術監督・部谷京子さん。 ▼片渕須直 講演会
【開催時期】毎年 11 月下旬頃の 3 日間
2013 年は 11 月 22 日(金)～24 日(日)

学・比治山大学短期大学部 客員教授）原

【会場】NTT クレドホール他

作の戦時中の広島・呉を舞台にした漫画

こうの史代さん（昨年度から比治山大

伊藤有壱さんより
「広島市民の方々へのメッセージ」
国際アニメーション映画祭のある
広島は私にとって第２の故郷。
お会いできる事楽しみにしてます。

『この世界の片隅に』アニメーション映画

お蔵出し映画祭

化に取り組む片渕須直監督の講演会。

http://www.okuradashi.com/
劇場未公開作品や DVD 化されていない
作品、劇場でなかなか上映されない日本映
画を発掘して上映するという個性的な映
画祭。尾道・福山で開催。
【開催時期】9 月頃
2013 年は 9 月 21 日(土)～23 日(祝)
【会場】尾道市・福山市の映画館ほか

「片渕須直 WORKS」展を講演会場ホール
ロビーで併せて開催。
【日時】9 月 1 日(日) 13:30～15:00
【会場】比治山大学

■市民公開講座
伊藤有壱 講演会
『ニャッキ』『ハーバーテイル』などで
知られるアニメーションディレクター・伊
藤有壱さんをお招きしての市民向け公開
講座（講演会）が 11 月に比治山大学で開
催されます。

比 治 山 大 学 presents

一般公開講演会

*************************************

「広島アニメーションだより」
リニューアル！
これまで「アニフェス便り」として広島
国際アニメーションフェスティバル情報、
プレイベント情報などをお知らせしてき
たニュースレターが、今年度は、
「広島ア
ニメーションだより～Hiroshima
Animation Letter」にリニューアル！
広島のアニメーション、メディア芸術の
動向を幅広くお知らせます。発行は、NPO
法人広島アニメーションシティが担当し
ます。次号 12 月頃発行予定。お楽しみに。
*************************************

比治山大学短期大学部美術科に、昨年度、 【日時】11 月 24 日(日) 13:30～15:00
「映像・アニメーションコース」
「マンガ・
【会場】比治山大学
キャラクターコース」が新設されました。

発 行 ：広 島 市 市 民 局 文 化 振 興 課
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編 集 ：NPO 法 人 広 島 アニメーションシティ

【お問 合 せ】NPO 法 人 広 島 アニメーションシティ事 務 局
〒739-0321 広 島 市 安 芸 区 中 野 6-20-1
広島国際学院大学 情報文化学部 谷口研究室内
E-mail：hac-jimu@hac.or.jp TEL：082-820-2710
FAX：082-820-2723

