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香川レインボー映画祭実行委員会
代表：藤田博美

（第 3回香川レインボー映画祭実行委員長）
〒760-0032　高松市本町 4-12-205　代表電話番号：090-1320-9050

映画祭メールアドレス：info@kagawa-rff.org

１．実施概要
日程 2007年 9月 23日（日）12:00～20:00
会場 e-とぴあ・かがわ　ＢＢスクエア（高松サンポート・シンボルタワー 4階）
料金 前売券：１プログラム券　1,000円、通し券　2,500円

当日券：１プログラム券　1,200円、通し券　2,800円
主催 香川レインボー映画祭実行委員会
後援 香川県、高松市、高松市教育委員会、四国新聞社、西日本放送、FM高松コミ

ュニティ放送、PROUD in 香川
協賛 JEANS FACTORY(高知)、(有)植松工務店　高松営業所(香川)、ウィメンズクリ

ニック・かみむら (岡山）、中田歯科クリニック（東京）、 Ehime Gay 
Walker（愛媛）、 L.s.E（愛媛）、 ESTO（秋田）、 QWRC（大阪）、
pray.committee（岡山）、レインボーマン株式会社（東京）、ダイク♀♀ jam
（香川）、Bar次元（香川）、カフェ＆ライブ Slow Step（香川）、cafe de 
flots（香川）、ファンタジー（香川）、Rough（徳島）、DEN cafe（岡山）、
CARAMEL（岡山）、Kyōrata（岡山）、COVERBOYZ（岡山）、GMJ（岡山）、
oBsession（愛媛）、 BARSEEK（愛媛）、 Funny unlimited（愛知）、 Doez 
Dose（福岡）

協力 SPIRAL、東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭、関西 Queer Film Festival、
ホール･ソレイユ、OWE

助成 四国労働金庫助成金対象事業

２．プログラム内容 

▼12：00～開会式(無料)
OWEファンファーレ、挨拶

▼12：10～インディーズ短編集(無料)
【カムレインボー mix2】
【Talking about Amy】
【A Tulip of Violet】
▼13：20～Aプログラム【ウェディング・バンケット】
▼15：20～Bプログラム【トランスアメリカ】
▼17：20～トーク＆ライブ（無料）
ANNRI、OWE、大木裕之監督、尾辻かな子

▼18：00～Cプログラム【LOVE MY LIFE】
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３．観客動員
インディーズ短編集：120人（座席稼働率 92％）＊座席数は 130席として計算。
Ａプログラム：91人（座席稼働率 70％）
Ｂプログラム：132人（座席稼働率 101％）
Ｃプログラム：103人（座席稼働率 79％）

総入場者：184人（うち招待客 52人）、通し券の再入場込み・延べ 446人

４．チケット売上げ枚数
通し券：前売券 36枚、当日清算券 10枚、当日券 6枚、計 52枚
１プログラム券：前売券 33枚、当日清算券 27枚、当日券 44枚。計 104枚、　合計 156枚

５．広報活動
１）チラシ
・チラシ：5000枚（A4サイズ：両面カラー）
・チラシ簡易版：500枚（A4サイズ：片面白黒）
・フライヤー：14000枚（A6サイズ：片面カラー、裏面白黒広告）
中四国を中心として関連団体、イベント、飲食店、ショップ、公共施設、大学等で配布。
２）ポスター
200枚（A2サイズ：片面カラー）チラシと共に配布。
３）ウェブサイト
公式HP　 http://www. kagawa-rff.org/
４）新聞掲載
朝日新聞、愛媛新聞、四国新聞、毎日新聞、読売新聞、リビングたかまつ
５）雑誌掲載
香川こまち、TJかがわ、ナイスタウン
６）ラジオ
FM香川、FM高松、NHK、西日本放送ラジオ
７）その他
香川県庁内記者室
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６．アンケート結果

第３回香川レインボー映画祭（2007/9/23、高松市サンポートｅ‐とぴあ・かがわ）
来場者アンケート集計結果
回答数　28名

1Q ：この映画祭を何でお知りになりましたか？（複数回答有り）
①雑誌　②新聞　③テレビ･ラジオ　④インターネット　⑤ポスター・チラシ　⑥友人から　⑦その
他
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2Q ：映画祭に来場されたきっかけは何ですか？
1 見たい映画があったから　
2 ジェンダーやセクシャルマイノリティをテーマにしたイベント全般に興味があるから
3 友人に誘われたので
4 東京・関西の映画祭に行っていたから　　⑤その他 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3Q ：プログラムでご覧になったもの
1 開会式
2 インディーズ短編集【カムレインボーmix2】【Talking about Amy】【A Tulip of Violet】
3 Aプログラム【ウェディング・バンケット】
4 Bプログラム【トランスアメリカ】
5 トーク＆ライブ
6 Cプログラム【LOVE MY LIFE】
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＊印象に残ったプログラムのご感想
●「ウエディング･バンケット」も「トランス･アメリカ」共に一応のハッピーエンディングとしてはいても、現
実と向きあうこれからがすごいエネルギーがいると思う。辛い映画だと感じた。
●インディーズは分かりにくかったけど、他の作品は昨年より何倍もよかった。
●「ウエディング･バンケット」：何度見ても感動します。親のことを考えて苦しくなります。申し訳ないとも
思うし、申し訳ないなんて思うのもおかしい気持ちにもなるし・・・。でも親の気持ちも分からないのではな
いのでつらいんです。でも分かってほしい。
 「LOVE MY LIFE」：本当にすてきな映画ですね。俳優も有名どころばかりで、この調子でゲイ版ができない
ものか。まさに“LOVE MY LIFE”自分たちも自分たち自身の人生を愛して生きていこう！とてもエンパワメント
される作品に惚れました。この作品は良い。日本の映画でゲイを描いて“LOVE MY LIFE”つくってくれ～！でも
Total　ゲイ向けにもエンパワメントされる映画だなぁ。見て良かった！見ないで帰った人は損したなぁ。
●「Talking about Amy」絵がかわいくて、もう一回じっくり見たい。
「A Tulip of Violet」相対性理論の感覚が少しわかった気がした。
「ウエディング･バンケット」お父さんが、全てを知っていて知らないふりをするところが感動。
「トランス・アメリカ」いろんな人との人間関係が興味深かった。
トーク＆ライブ　元議員さんの訴えが心に残った。偽りの自分でいることの辛さを思った。
普段あまり考えないことについて考える機会を与えてもらえて良かったです。人を愛することに性がどうとか
関係ないと思えました。好きなものは好き、これが私、そうはっきり言える勇気をもらえました。
自分を確認できて良かったです。
●どれもよかったです。
●「A Tulip of Violet」が面白かった。字幕が見えなかった作品もあったので、レンタルがあれば借りて見てみた
いです。
●目新しい映画でなくて残念。台湾映画とかやってほしかった。
●「A Tulip of Violetはコメディタッチで、多分ゲイ･レズビアンや性同一性障害に関心のない人でも抵抗なく見
られます。こういうテーマを扱うと、語り口によっては関心のない人には見るのに抵抗を感じるものがあるか
もしれません。アン･リー監督の作品もコメディタッチでハートウォーミングなのでとてもいいです。
●とてもいい映画でした。また次回も来たいです。
●初めて来場したのですが、地方でこれだけの人数が集まることに驚きました。今後も開催され、セクシュアル･
マイノリティに対する理解を深めるきっかけを作っていただけたら、と思います。
●トークショーも映画も面白かったです。がっかりしなかった。
●映画のストーリーがすごくよかったです。父親を心配して、周りが話しないのに対し、父親は気づいていて知
らないふりをする。それがお互いを思いやっての行動というのに、なんだか切なくてすごい優しい印象を受け
ました。思いやりって大事ですね。
●尾辻かな子さんの｢望まなければ変わらないんだ」という話を聞き、なんだか胸が熱くなる思いがしました。
●今回は、メジャーの作品も上映したので、内容がしっかりしていたし、伝えるべきことを伝えられる映画祭だ
ったと思います。後味が良かったです。
●映画一つだけしか観てませんが、映画祭自体の雰囲気がよく、楽しんで参加できました。また来年もがんばっ
て下さい。
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4Q ：映画祭の開催方法について
入場料

安い
21%

ちょうどよい
57%

高い
11%

無記入
11%

プログラム数

多い
4%
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少ない
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無記入
11%

作品本数

多い
4%

ちょうどよい
71%

少ない
14%

無記入
11%

開催日数

長い
0%

ちょうどよい
68%

短い
25%

無記入
7%
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5Q ：映画祭へのご意見、ご感想
●やっと３回目で参加できました。実行委員の方々も大変でしょうが次回も楽しみにしています。
●時間の配分を考えて欲しい。途中に 30分程の休憩入れるとか。
●画面をもう少し上に映すと前の人の頭がじゃまになりません。
●３回目とは驚きました。来年もあれば来たいと思います。
●またしてほしい。
●思っていたより内容が濃くて良かったです。
●こういったイベントをセクシュアリティに関わらず、多くの人が参加してくれるといいなと思う。機会があれ
ば、いろんな作品を見たり、イベントに出席したいです大変有意義な時間が過ごせました。
●帰りのバスがあるので最後まで見れない・・・。
●前回は見逃したのですが、前回の方がもう少しプログラム数が多かったように思います。もっとたくさんの作
品を紹介してほしいです。
●通しで 12時～19時40分は長すぎます。食事もできない。13～18時におさめるか、2日間に分けるなど工夫し
てほしい。
●楽しかったです。
●短編集のとき途中で入る人が少し多かった。
●会場はサンメッセではどうでしょう？駐車スペースも広いし、集客に的確だと思いますが。
●今回、第 3回目ですね。第 4回、5回と続いていくと良いですね。
●来年も楽しみにしてます!!
●たくさんの人たちが集まってくれて安心しました。
●これからもっと大きな映画祭に発展していけば良いなと欲が出てきました。願っております。
●今後も回を重ねていってほしいです。がんばってください
●今回、字幕映画が多いのですが、前の人の頭で字幕が見えにくい所がありました。スクリーンを上げるなど考
えて下されば良かったと思います。
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6Q  ：観客について
年齢
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住所とセクシュアリティ
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高松市 香川県 四国内 四国以外 無記入

同性愛者

性同一性障害

異性愛

その他・無記入

以上。
アンケートにご協力いただいた皆様ありがとうございました。
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７．会計報告

第３回香川レインボー映画祭実行委員会 会計決算報告

科目 予算額 決算額

収入 前回繰越 \-23,200 \-23,200

チケット売上：前売券、当日券 \300,000 \244,600

自己資金（会費） \0 \215,000

カンパ収入：個人、団体からのｶﾝﾊﾟ \50,000 \135,959

協賛収入：お店、団体からの協賛 \100,000 \160,000

物品売上：会場での書籍、ｸﾞｯｽﾞ販売等 \50,000 \57,265

助成金：四国ろうきん \200,000 \200,000

その他収入：利息 \0 \129

収入合計 \676,800 \989,753

支出 \60,000 \42,500

作品上映料等：作品料、作品送料、ｹﾞｽﾄ出演料等 \200,000 \195,810

\150,000 \204,672

物品仕入れ：会場での書籍、ｸﾞｯｽﾞ販売等 \20,000 \54,225
展示経費：パネル等展示 \30,000 \0
その他：事務用品、記録費、手数料等、ｻｰﾊﾞ管理 \65,000 \154,954

支出合計 \525,000 \652,161

収支 繰越金：次回の実行委員会へ繰越 \151,800 \337,592

(2007年1月1日～2007年12月31日）

会場費：1日開催、予備日1日、機材

広告宣伝費：HP、ﾁﾗｼ、ﾎﾟｽﾀｰ制作費、配布経費等
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８．総括 

● 開催までの経緯と目標
第３回香川レインボー映画祭は、新たなスタートとも言うべき勝負の回であった。
というのも、第１回は、熱気と勢いで成功したかのように見え、第 2回は、拡大していこうとい
う気持ちと現実の制約、未構築の映画祭作りのシステムの中で様々な課題を抱える結果となり、
また興行的にも赤字転落という憂き目を見たからだ。
その事を踏まえ、今回は、われわれ香川レインボー映画祭実行委員会が、「この地域での継続可
能なレインボー映画祭のあり方」というものを、改めて根底から問い直す機会となり、広く一般
にも受け入れられる「開かれたレインボー映画祭」を目標に掲げた。

● 今回の取り組みと成果
・セクシュアル・マイノリティ(同性愛、性同一性障害等)に関する偏見や誤解を解き、正しい理解
を広める活動として、四国労働金庫から社会貢献活動助成金事業として認められた。

・前回にも増して多方面からの後援および協賛を得られた。
・映画祭を継続していくために、実行委員会組織を見直した結果、意思決定・分担作業がこれま
でよりもスムーズに行われるようになった。

・自分たちでお金を出し合ってでも継続したいという意識の表れから、実行委員会に会費制度を
導入し、資金面の土台を築いた。

・「開かれたレインボー映画祭」というコンセプトで、広く一般に向けたプログラム構成を考え
た。
・長編ドラマ作品をメインにし、インディーズ作品やトーク＆ライブを無料開催にすることも試
みた。

・多方面へのニュースリリース配布など広報活動を拡大し、またチケット購入の利便性の向上を
図った。

・これらの取り組みと様々な好条件から、来場者前年比 200％超という盛況に繋がった。

● アンケートから見えてくるもの、今後の課題
・映画祭を何で知り得たかという問いに対して、「友人から」という回答が突出して多かったこ
とから、口コミによる情報が大きいということが分かる。しかし、マジョリティにも訴えかけ
ていくという観点では、マスコミ等で大々的に宣伝することも、継続し強化していきたい。

・来場者の住所は、県内からが４３％に対し、それ以外からが５７％に上った。前夜に、愛媛で
ゲイイベントと、当日夜にも高松で二つの関連イベントがあり、その客層が流れてきて映画祭
が潤ったとも言える。今後も近隣の地域・団体との連携を密にしていきたい。

・近場での開催は、セクシャル・マイノリティにとって、参加することにもなかなか勇気のいる
ことなのだが、マジョリティ、マイノリティの壁を越え、広く誰もが気軽に参加してもらえる
ような映画祭に育てていきたい。

● 最後に
今回も、各地の映画祭や、映画関係者、映画製作会社の方々から多くの情報を提供いただいた。
全国の同志や協力していただける方々とのネットワークの広がりを実感することが出来、深く感
謝の意を申し上げる。また、苦楽を共にし、健闘したスタッフを称えたい。
香川レインボー映画祭は、観客の暖かい激励や、広がり深まりつつある絆を大切にし、これから
も地域の中に根付いていきたい。
映画という素晴らしい物語を通して、性とライフスタイルの多様性を発信し続ける場であり続け
たいと思う。

(第３回香川レインボー映画祭　実行委員長　藤田博美)


