
お待たせいたしました！ 

【TVF2016 フォーラム】 

の開催概要が決まりました！ 

2016 年2 月 27 日（土）・28 日（日） 

法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎 

応募者全員の参加を目指します！ 
 

大変お待たせいたしました。発表が遅れ、大変申し訳ありませんでした。【TVF2016 フォーラム】の開催

概要が決まりましたので発表します。 

 

【TVF2016 フォーラム】は、映像作品について、みんなで語り合う「映像コミュニケーション」の場 

を実現します。 

TVF 審査委員や映像のプロフェッショナルな人たちも、映像を愛する一般の人たちも、同じ目線で、真剣

に映像と向き合い、そして楽しみ、熱く語り合う 2 日間。単に「授賞セレモニー」や「入賞者の集い」で

はありません。 

他にはない「参加できる」映像祭。どうぞご期待ください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



開会宣言  主催者挨拶  プログラム説明 

昼食休憩 

記念写真  休憩・移動 

主催者挨拶  プログラム説明  1 日目の報告 

昼食休憩 

記念写真  主催者挨拶  閉会宣言 

 プログラム構成 ※プログラムの構成、時間配分、各セッションのテーマなどは、応募作品及び出演者の

      動向によって再検討し変わることがあります。 
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Ses.1 ■人を見つめる 
 映像作家／コメンテーター／ナビゲーター（佐藤博昭・下村健一） 

  1、作品上映（短縮編） 

  2、映像作家・コメンテーター・ナビゲーターによる討論 

  3、アワード各賞の発表・表彰 

Ses.2 ■地域と環境を見つめ、文化を伝える 
 映像作家／コメンテーター／ナビゲーター（小林はくどう・下村健一） 

  1、作品上映（短縮編） 

  2、映像作家・コメンテーター・ナビゲーターによる討論 

  3、アワード各賞の発表・表彰 

 
TVF2016 公開審査会 
■TVF 審査委員による【TVF2016 ビデオ大賞】選考 

   ●審査委員： 大林宜彦  小林はくどう  佐藤博昭 

  椎名 誠  髙畑 勲  村山匡一郎 （五十音順） 

   ●司会進行： 下村健一 

■【TVF2016 ビデオ大賞】表彰 

TVF2016 交流会 
TVF 審査委員と、映像仲間と、メディアや運営関係者と、会食をしながら

楽しく歓談し交流を深めます。（立食パーティ、料理・飲物フリー） 

初めての方や未成年の方でも、遠慮なくお気軽にご参加頂けます。（※有料） 

Ses.3 ■戦争の記憶と平和の心をつなぐ 

 映像作家／コメンテーター／ナビゲーター（小林はくどう・佐藤博昭） 

  1、作品上映（短縮編） 

  2、映像作家・コメンテーター・ナビゲーターによる討論 

  3、アワード各賞の発表・表彰 

Ses.4 ■映像で伝える、楽しむ、つながる 

 映像活動団体／TVF2016 実行委員会／ナビゲーター（小林・佐藤・下村） 

  1、各地の映像活動団体絵を紹介・対談・表彰 

  2、TVF2016 実行委員会による推薦作品の上映、討論・表彰 

 

賞品授与セレモニー  ■【TVF2016 サポーター賞】発表 



■4 つのテーマのセッション 
 

4 つのテーマごとに【セッション】（Ses.1～4）を開催し、それぞれのセッションの中で、 

  ●作品上映（短縮編） 

  ●作家、コメンテーター、ナビゲーター、そして来場者による討論 

  ●アワード各賞の発表及び表彰 

を行います。 

 

【TVF2016 アワード】各賞、【サポーター賞】は当日会場で発表します！！ 

（【アワード】は各セッションで発表、【ビデオ大賞】は公開審査会で選考・発表します） 

 

 

 4 つのテーマ 

 ■Ses.1 人を見つめる 

   自分、家族、人間関係、暮らし、コミュニケーション、福祉、教育 

 ■Ses.2 地域と環境を見つめ、文化を伝える 

   地域の話題、コミュニティ、伝統文化、歴史、各種の地域活動、環境、自然 

 ■Ses.3 戦争の記憶と平和の心をつなぐ 

   戦争、紛争、原爆、難民、憲法、沖縄、基地、安保 

 ■Ses.4 映像で伝える、楽しむ、つながる 

   各地で活動する市民映像団体を招いて活動紹介・対談・表彰 

   TVF2016 実行委員会による推薦作品の上映・討論・表彰 

 

 ※各セッションのテーマは、応募作品及び出演者の動向によって再検討し変わることがあります。 

 

■【公開審査会】で【ビデオ大賞】決定！ 

今や TVF の名物となっている【公開審査会】。著名な TVF 審査委員たちが、会場の皆さんの目の前で白熱

した討論を繰り広げ、今年を象徴する 1 本【ビデオ大賞】を決定します。 

その審査選考の過程を、来場者全員が固唾を飲んで見守ります。どうぞご期待ください！！ 

 

 

■【交流会】でつながろう！ 

年に一度、全国の映像ファンが集まる TVF で、TVF 審査委員と、映像仲間と、メディアや運営関係者と、

会食をしながら楽しく歓談し交流を深めます。（立食パーティ、料理・飲物フリー） 

初めての方や未成年の方でも、遠慮なくお気軽にご参加頂けます。（※有料） 



■【TVF2016 フォーラム】開催概要 
 

 開催日： 2016（平成 28）年 2 月 27 日（土）・28 日（日）の 2 日間 

 

 会 場： 法政大学 市ヶ谷キャンパス 外濠校舎 4F S405 教室 

    （JR 飯田橋駅から徒歩 7 分、JR 市ヶ谷駅から徒歩 9 分） 

  ※教室内は飲食禁止です。昼食は各自持参して所定の場所で、または近隣飲食店利用。（土曜は学食利用可） 

  ※ゴミは必ず各自お持ち帰りください。※1 階にセブンイレブンがあります。※他の階は利用できません。 
 

 参加費： 【TVF2016 フォーラム】（※2 日間有効、1 日だけ参加でも同額） 

     一般：  1,000 円（前売り） （当日 2,000 円） 

    学生：    500 円（前売り） （当日 1,000 円） 
 

   【交流会】（料理・飲物フリー） 一般：  3,000 円 （当日 3,500 円） 

       学生：  1,000 円 （当日 1,500 円） 
 

 申込方法： 完全予約制ではありませんので、当日会場にお越し頂ければどなたでも参加いた

   だけますが、人数分のご用意の関係上、出来るだけ前もってお申込みください。 

   TVF2016 作品応募者は、必ず［出欠席］をお知らせください。出来るだけ全員 

   の参加を期待しております！！ 
 

  連絡方法： ➡ TVF2016 参加者専用アドレス: tvf2016sanka＠gmail.com 

    または FAX： 03-6404-6614 
 

  申込内容： 表題に必ず【TVF2016 フォーラム参加希望】とお書きください。 

    ※作品応募者で欠席される方は【欠席します】とお書きください。 
 

    ➀ 参加者のお名前（団体・学校の場合、団体・学校名も） 

    ② 作品応募者／応募者の同伴者／一般／マスコミ／関係者の別 

    ③ メールアドレス 

    ④ 一番連絡がつく電話番号 

    ⑤ 【TVF2016 フォーラム】1 日目／2 日目の参加希望 

    ⑥ 【TVF2016 交流会】の参加希望 

    ⑦ 合計金額（TVF2016 フォーラム＋交流会） 

    ⑧ お支払い（お振込み）予定日 
 

  お振込先： ゆうちょ銀行 ０一九（ゼロイチキュウ）店 

    当座 ０４４８９１６  市民がつくる TVF 

    （郵便局から振替の場合： ００１５０―６－４４８９１６） 

 

 

※団体・学校の方でご希望の方には、団体長・学校長宛てに「参加要請書」をお送りします。事務局にご相談ください。 

※TVF2016 作品応募者は、必ず［出欠席］をお知らせください。 

※入賞賞品（賞状・トロフィーなど）の配送をご希望の方は、送料として全国一律 2,000 円で承ります。（海外は別途） 

※いかなる事情でも参加料（前売り）のキャンセル返金は致しません。 

 

 ■お問い合せ ➡ ホームページの「お問い合せ」から、または 

   TVF2016 参加者専用アドレス: tvf2016sanka＠gmail.com 

   その他一般の方用アドレス:  tvf2015＠gmail.com 



■ご宿泊について 

【TVF2016 フォーラム】の参加者（同伴者・関係者）の皆さまのご宿泊についてご案内致します。開催日は大学受験

の時期と重なり、都内のホテルは取りにくい状況が予想されます。早めにお手配されますことをお薦めします。 

尚、会場からアクセス良く比較的安価なホテルを 31 室（シングル）確保しご用意致ししましたので、ご希望の方は事

務局までお申込みください。（先着順） 

 

●ホテル選びのポイント 

1、宿泊日は、2 月 26 日（金曜）夕方～2 月 28 日（日）朝の 2 泊。 

2、会場の最寄り駅は、JR 総武線（中央線）「飯田橋」「市ヶ谷」 地下鉄半蔵門線・都営新宿線「九段下」なので、 

 総武線（中央線）、地下鉄半蔵門線、地下鉄都営新宿線の沿線ですと便利です。 

3、会場の近くの飯田橋・市ヶ谷・九段下・四谷・御茶ノ水周辺にもホテルは多数あります。但し、調べた限りでは、 

 2 泊で 2 万円を超すところばかりでした。 

4、カプセルホテルなら、2 泊で 6,000～12,000 円程度で、秋葉原、神田、茅場町、日本橋、新橋、新宿周辺に多数 

 あります。慣れないとくつろげませんので、体力に自信のある方はどうぞ。 

5、両日とも 10 時からの開催なので、早めにいらして、近くの「靖国神社」「北の丸公園（日本武道館）」「千鳥ヶ淵 

 （戦没者墓苑）」など散策されては如何でしょう！ 

 

 

●ホテルをご用意しました！（31 室、先着順） 

◇宿泊日： 2 月 26 日（金曜）18 時～2 月 28 日（日）9 時  26 日・27 日の 2 泊。 

◇ホテル： ダイヤモンドホテル 〒102-0083 東京都 千代田区麹町 1 丁目 10－3 03-3263-2211 

   地下鉄半蔵門線「半蔵門」（会場から 1 駅）徒歩 3 分、会場から徒歩 30 分 

   夕食：なし 朝食：なし 禁煙 シングル 16,700 円（15,462 円＋消費税） 

  東横イン東京日本橋 〒103-0011 東京都 中央区日本橋大伝馬町 14-16 03-3661-1045 

   地下鉄都営新宿線「馬喰横山」（会場から 4 駅）・地下鉄日比谷線「小伝馬町」線徒歩 3 分、 

   夕食：なし 朝食：パン・コーヒー 禁煙 シングル 16,308 円（15,100 円＋消費税） 

 

お申込み方法 

下記事項を、必ず宿泊専用メールアドレスにお送りください。後ほど折り返しご連絡致します。数に限りがございま

すので、ご希望に添えない場合がありますことを予めご了承ください。 

 1、ご予約氏名（団体・学校の場合、団体・学校名も） 

 2、ご連絡先（一番連絡につく電話番号） 

 3、作品応募者／応募者の同伴者／一般／マスコミ／関係者の別 

 4、ご宿泊者氏名（複数の場合、全員） 

 5、その他連絡事項 

 

 ➡ 宿泊希望者専用アドレス: tvf2016hotel＠gmail.com 

     または FAX： 03-6404-6614 


