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《リリース》	 

この度、黒田原駅前にぎわい商店会及びＮＰＯ法人那須フィルム・コミッションは来る	 １０月

１８日(土)１９日(日)両日那須町黒田原駅前において全国的にも初となる「自転車映画祭〜グルメ

＆サイクリング・フィルム・フェスティバル〜」を開催することとなりましたのでご案内いたしま

す。	 

黒田原駅前にぎわい商店会	 

会長	 金子弘行	 

非特定活動法人	 那須フィルム・コミッション	 

理事長	 五十嵐順一	 

【開催趣旨】	 

那須町の中心である黒田原の商店街は現在、大規模店舗進出、後継者不足などにより店舗数が半減

し苦戦を強いられております。	 

そこで現在那須町において活動が盛んな自転車に焦点をあて、すでに定着している映画祭、サイク

リングそしてグルメ（アスリート向けの食事を含む）をイベントに盛り込み商店街活性化のきっか

けとなるべく開催いたします。	 

那須町においては既に『ブラーゼン』『那須高原ロングライド』来年度に予定される全日本選手権

もあり自転車の町つくりを目指すものです。	 

昭和の香りのする黒田原。今年は自転車に乗って、おいしいものを食べて、映画でも見てみません

か。	 

子供から大人まで楽しめる新しいイベント自転車映画祭	 グルメ＆サイクリング・フェスティバル	 

※ 今回の事業は全国商店会連合会	 地域商店街活性化事業（にぎわい補助金）の採択事業となり

ます。	 

※ 那須ショートフィルムフェスティバル 2014 は 11 月に開催します。	 

	 

【イベント名】	 

自転車映画祭	 グルメ＆サイクリング・フィルム・フェスティバル	 

	 

【開催期間】	 

2014 年 10 月 18 日（土）12：00～20：00	 ／19 日（日）10：00～17：00	 

	 

【イベント開催にあたり】	 

この「自転車映画祭	 グルメ＆サイクリング・フェスティバル」は、黒田原駅前商店街活性化の為、

地元のおいしい食べ物と自転車、映画という新しいコンテンツを活かし、以前の黒田原のにぎわい

を目指す試みです。是非、これからの黒田原を夢見ながら 2 日間楽しんでください。	 

黒田原駅前にぎわい商店会	 会長	 金子弘行	 



《映画》すべて無料上映	 

●「茄子	 アンダルシアの夏」18 日 15:00〜中山ガレージ／19 日 10:00〜中山ガレージ	 

2003 年／47 分／監督：高坂希太郎／アニメーション	 

スタジオジブリの大ヒット作『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』で作画監督を務めた	 

高坂希太郎の監督デビュー作。ロードレースを題材としたアニメーション。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

●「デリーに行こう」18 日 19:00〜藤田倉庫	 

	 2011 年／120 分／監督：ヴィナイ・パタック（Vinay	 Pathak）／ドラマ	 

	 女社長と無責任男が繰り広げるロードムービー。	 

	 マサラ上映（歌って踊れる）で楽しめます。インド映画	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

● 「Ｅ．Ｔ.」18 日 14:30〜藤田倉庫	 

	 1982 年／121 分／監督：スティーヴン・スピルバーグ	 ／ドラマ	 

	 今でも鮮明の思い浮かぶあのシーン。Ｅ．Ｔ．を乗せて走ったあの自転車もやってきます。	 

	 Ｅ．Ｔ．自転車とポスターは自転車文化センターの協力をいただいております。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



●「自転車乗りの少女」18 日 13:30〜藤田倉庫／19 日 16:00〜中山ガレージ	 

	 2013 年／9 分 57 秒／監督：吉開菜央／ドラマ	 

	 那須ショートフィルムフェスティバル受賞作品。	 

	 さわやかな那須高原を走る自転車に乗った少女。那須の空気が味わえる作品。	 

	 

	 

	 

	 

	 

●「那須ゲストハウス DOORz〜人と地域と世界をつなぐ旅〜」18 日 13:00〜藤田倉庫	 

	 2014 年／8 分 20 秒／那須ゲストハウス DOORz／ドキュメンタリー	 

	 那須町芦野にゲストハウスができるまでと開業から半年の間で地域とともに歩んだ時間を少し

紹介。	 

	 

● 「シャカリキ！」18 日 12:30〜中山ガレージ／19 日 11:00〜中山ガレージ	 

2008 年／106 分／監督：大野伸介／ドラマ	 

自転車好きの高校生が、高校自転車チームの仲間とともにレースに挑む姿をみずみずしく描く。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

● 「自転車」18 日 19:30〜中山ガレージ／19 日 13:30〜中山ガレージ	 

2009 年／21 分 19 秒／監督：Dean	 Yamada／ドラマ	 

自転車の部品がなぜかなくなっていくショートフィルム。	 

	 

	 

● 「貴重！日本の自転車映像」18 日 14:00〜・18:30〜中山ガレージ／19 日 15:30〜中山ガレージ	 

ドキュメンタリー（ほか、情報なし）	 

１９３０年代の日本における自転車の映像。	 

	 

	 

	 

	 

	 



《イベント》	 

● 自転車映画祭大抽選会 18 日 12:00〜18:00／19 日 10:00〜16:30 中山ガレージ向い	 

イべント期間中黒田原のお店でお買い物をなさった方が参加できる大抽選会。	 

５００円以上のレシート一枚で１回抽選できます。	 

那須和牛やお菓子などなど豪華景品が当たります。	 

空くじなし。	 

	 

● 昭和の遊び 18 日・19 日 hero’s	 COMMUNITY	 LIBRARY	 

新しくオープンする hero’s	 COMMUNITY	 LIBRARY でこどもが楽しめる’昭和のあそび’をご用

意。	 

メンコや輪投げ一緒に遊びましょう。	 

	 

	 

●大道芸人パフォーマンス 19 日 11:00〜・12:30〜14:30〜黒田原駅前通り	 

元サーカス団員の一輪車パフォーマンスやジャグリングがやってきます。	 

みんなで盛り上がろう。	 

□高足とギターの OSKANTONIO	 

□サーカスパフォーマー	 あんこ	 

	 

● ファイナルフォークダンス 19 日 16:30〜立正佼成会広場	 

映画祭の終わりはみんなで仲良くフォークダンスを踊りましょう。	 

懐かしいマイムマイムやオクラホマミキサー盛り上がり必至です。	 

	 

● 昔の黒田原	 写真展	 

	 懐かしい黒田原の貴重な写真を展示します。	 

	 もしかすると昔の自転車も写っているかも。	 

	 

	 

● キャンドルイルミネーション	 	 

那須のキャンドルハウスシュシュによるキャンドルイルミネーション。	 

ロマンチックな黒田原の夜を映像とともに過ごしましょう。	 

	 

	 

	 

	 

	 



	 

《自転車》	 

●世界一周チャリダートークイベント 18 日 17:00〜中山ガレージ	 

地元栃木から自転車で日本縦断、ユーラシア大陸横断、南米大陸縦断をした遠藤隼さん。	 

彼の貴重な体験をお話しいただきます。	 

	 

	 遠藤	 隼（えんどう	 じゅん）	 経歴	 

	 1984年	 栃木県宇都宮市生	 

	 大学時代、里山保全活動・地元のこどもとの自然体験活動を主催する。	 

	 大学卒業後、ホールアース自然学校勤務。_	 	 

	 富士山麓で年間1000名近い子どもたちへエコツアー・キャンプを実施。	 

	 2012年3月末ホールアース自然学校退職	 

	 2012年4月末より日本縦断開始・7月末よりユーラシア大陸横断開始	 

	 

● 自慢の自転車コーナー	 	 

乗ってきた自転車を勝手に展示してください。	 

どんな自転車でもきっと自慢の自転車のはず。思いっきり自慢してください。	 

	 

	 

	 

《ブラーゼン》新しい那須の風	 ブラーゼンイベント	 	 

● ブラーゼン選手によるトークイベント	 	 

	 

● お子様向け自転車教室	 19 日 14:00〜黒田原駅前通り	 

憧れのブラーゼンの選手に自転車乗りのコツを教わりましょう。	 

	 

● ストライダー競争。19 日 13:30〜黒田原駅前通り	 

	 まだ自転車に乗れないお子様向けのペダルなしの自転車でのレースを開催します。	 

	 

● スロースピードレース 19 日 13:00〜黒田原駅前通り	 

コースをいかに遅く走れるか！！簡単じゃなさそうです。	 

	 

●芦野まで電気自転車でブラリング 19 日 10:00 金子書店壁集合	 

	 電動自転車で楽々、黒田原から芦野までブラーゼンの選手とのんびりサイクリング。	 

	 芦野では着物美人がおもてなし。	 

	 



	 

《音楽》	 

● 19 日オープニング 19 日 10:00〜黒田原駅前通り	 

地元、那須町立黒田原中学校の吹奏楽部の演奏で 19 日のオープニングを飾ります。	 

	 	 	 

	 

● ライブ演奏 1	 	 19 日 12:30〜・13:30〜・15:00〜黒田原駅前通り	 

	 地元のアコースティクグループ「inaho」によるライブ。	 

	 ジャンベで遊ぼうコーナーあり！	 

inaho プロフィール	 

井ノ浦	 英雄＋小川奈穂	 

地元在住のドラマー「イノさん」と、町の ALT（英語助手）の「とらさん」によるユニット。洋

楽やイノさんオリジナル曲をギターやジャンベと共にお送りします。	 

	 

	 

● ライブ演奏 2	 	 19 日 11:00〜黒田原駅前通り	 

栃木県立那須高等学校音楽部による演奏	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



《食》	 

● おいしい映画祭 18 日藤田倉庫／19 日黒田原駅前通り	 

黒田原はもちろん那須町のおいしいお店が出店します。はじめて出店するお店やなじみのお店、

那須を味わいましょう。	 

なんとイベント会場に黒田原の飲食店が出前もしてくれます。こんなイベント初めてですね。	 

※出店予定別紙参照	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

● バーロイヤル	 by 殻々工房 18 日・19 日中山ガレージ	 

那須ショートフィルムフェスティバルではおなじみの「バーロイヤル	 by 殻々工房」が 2 日間

限定でＯＰＥＮ。	 

しっとりと大人の時間を映画とともにいかがですか。	 

開催期間中昼夜を問わず営業しています。	 

	 

※雨天決行（ただし状況によりイベントの一部が中止となる場合があります。）	 

※このイベントは	 地域商店街活性化事業助成金「にぎわい補助金」の採択事業です。	 


