アンケート集計 9 月 13 日（日）（有効回答数 409 名）
1、性別・年代
人数
男

90

女

144

未回答

175

人数
10 代未満

2

10 代

62

20 代

34

30 代

71

40 代

70

50 代

67

60 代

67

70 代以上

36

2、住まい

桐生市

217

みどり市

68

他県内

64

栃木県

14

千葉県

2

埼玉県

7

茨城県

2

東京都

13

福井県

1

愛知県

1

神奈川県

6

長野県

1

新潟県

2

他県外

11

3、媒体
人数

備考

新聞

26 桐生タイムス、上毛新聞、読売新
聞

JCHP

30

Facebook

18

チラシ

62

ポスター

70

ラジオ
のぼり旗
友人・知人
フリーペーパー
その他

6
45
156
4 ふりぺっこ、VIVA アミーゴ
88 出演者のブログ・Twitter・メール
マガジン、エキストラ、桐生市・
みどり市広報、協賛、撮影場所、
飲食ブース、JC 関係者、撮影見
学

4、これまでの来場
人数

割合

2011 年来場

36

2012 年来場

54

2013 年来場

86

2014 年来場

101

過去来場経験 1 回以上

151

36.9%

初めての来場

245

59.9%

13

4.2%

未回答

5、撮影希望場所
コノドント館、お祭り（桐生八木節祭り、大間々祇園祭りなど）、駅（大間々駅、上神梅駅、水沼駅、本
宿駅など）、学校（市内高校・中学校・小学校、廃校）、川（桐生川、渡良瀬川など）、はねたき橋、ト
ンネル（梅田など）、ダム（梅田ダム、桐生川ダムなど）、梅原薬師堂、桐生が岡遊園地・動物園、ノコ
ギリ屋根、水道山公園、陸上競技場、桐生信用金庫本町支店、あおば台、桐陽台、わたらせ渓谷鐵道、桐
生球場、桐生倶楽部、桐生市市民文化会館、ユーユー広場、ながめ余興場、銭湯（いちの湯、千代の湯な
ど）、桐生競艇場、仲町、ふれあいの絵画、茶臼山、郷土料理、前橋市ベイシアホール、ヤマダ電機グリ
ーンドーム、小平の里、大滝、堀マラソン、桜並木、絹撚記念館、あざみ住建、ヤオコー、りゅうえん、
ともやっこ、図書館、象のいずみちゃん、中央公園、彦部家屋敷、桐生城跡、路地、桐生修学院、吾妻
山、鹿の川沼、有鄰館、高津戸峡

6、感想について
5
とても良い

4
良い

3
普通

未回答

1
とても悪い

1

125

191

46

1

0

46

2

146

180

64

6

0

13

3

136

178

69

0

0

26

4

98

176

108

3

0

24

5

98

190

93

10

1

17

6

142

203

50

3

0

11

7

139

174

66

4

1

25

8

126

185

63

5

1

29

9

125

206

45

8

0

25

10 ちょうどいい

-

319

1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、

2
悪い

高い
34

-

きりゅう映画祭について
スタッフの対応について
司会について
飲食ブースについて
チラシ・ポスター・パンフレットについて
開催場所について
きりゅうアワード２０１５観客賞作品について
きりゅうアワード２０１５グランプリ作品について
映画祭からの桐生市、みどり市の魅力の発信について
チケットの値段について

＊チケットの値段が高いと言った人の平均
＊チケットの値段が安いと言った人の平均

350 円
584 円

安い
48

8

今年、初めて「わたしのまち」の映画にエキストラとして、でました。また桐生映画祭をみにいきたいで
す。ありがとうございました。
好きな俳優さんが地元で見れてとても良かったです！観客賞やグランプリの作品も見れて沢山の映画を一
度に見れて良かったです。その年の制作作品を先に上映して欲しかったです。生白洲君とてもカッコよか
ったです！
SKE48 の松井珠理奈ちゃんを出してほしいです！
白洲さんがかっこよかった
HERO SHOW がとてもおもしろくていっぱい笑ってしまって来てよかったと思った。
すごくおもしろかった。自分の中学校が撮影現場になってうれしかった。またきてほしいと思いました。
いい映画で良かったと思います。
初めて映画祭に来たが、楽しかった。もう一度来たいと思った。
桐生映画祭ははじめて来てとてもたのしかったなと思いました。
おもしろかったです。
今回の作品は、演技が上手で、内容もわかりやすくておもしろかった。リストバンドは、すごく便利でし
た。ヒーロのところがおもしろかったです。ご当地ヒーローでどんどん売り出してほしい。
飲食ブースにもっとご飯物をもってきてもらいたい。今回の作品の HERO SHOW がとても面白かったで
す。マギー司郎さんが面白かった。HERO SHOW の続編がみたい。
とても面白かったです。ww
自分の学校が出ていて、すごく嬉しかったです。とても、面白かったです。
全ての映画がよかったです。また来たいです。
自分の住んでいる町が映画に出ていて不思議な感じでした。4 作品すべてが違っていて、とてもおもしろ
かったです。改めて、この町は良い所なんだと実感できました。
町の良さが出ていて楽しめた。笑いもあってとてもおもしろかった。普段見ている景色が映画の中に出て
いて新鮮だった。
よかったです。とてもおもしろかったです。
facebook よりも twitter の方が学生系がもっと来るのでは。
松井珠理奈ちゃんを出してほしいです。
桐生を愛してくれて、ありがとう
来年もやってちょ。
HERO SHOW を観ようと映画祭に来たのですが、ノミネート作品、受賞作品がとてもおもしろかったで
す。エンドロールを撮りには涙を流しながら見ていました。B 級グルメの屋台も多く、とても堪能させて
いただきました！おいしかった！！安く、おいしく、楽しく、と他県からの初参加で、肩身が狭いか
も・・・と思いつつ充実して楽しませていただきました！私の地元でもやらないかなぁ・・・！と思うく
らいフェスが和やかで楽しかったです！遠方でなければ来年も来たかった・・・ありがとうございまし
た。（ロケ地が載ってるのもいいですね。桐生の風景に目がいく、とおっしゃっていたのがとてもよくわ
かりました）
出演者がよかった。
休憩時間をその場に応じて、開始時間の調整などを行なうべきだと思う。

このようなイベントがあるのは良い事だと思うので今後も続けていってほしいです。
桐生、みどりの魅力がとても伝わってきました。
Q’ulle のまなこさん目当てで来たのですが、まなこさん抜きで考えても HERO SHOW が一番おもしろかっ
たです。遊園地行きたい!!Q’ulle の歌も最高でした。
海老の食べっぷりが豪勢で生き方への決意というか潔さを感じた。こじつけてしまいました。あの女優さ
んが絵になる方だった。それが印象。
すごく楽しく観させていただきました。
とても素敵な時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
わたしのまちも HERO SHOW もとってもおもしろかったです！一万円に着眼点をおいているのもユニー
クでよかったです！私もエンドロールのビデオをとっておきたいと思いました。
次こそは Q’ulle まぁむをよろしくおねがいします。カントクさま!!なにとぞ!!なにとぞ〜!!
DVD 買いたい。出す予定はありませんか？映画祭制作作品をもっと何回でも見たい。見てない人に広め
たいです。
監督によって、それぞれ表現が違っていて面白くて良かったです。桐生市、みどり市の魅力が撮る人によ
って本当にさまざまで見ていて不思議でした。でも何度か桐生映画祭を見ていると同じ場所（ロケーショ
ン）ばかりで少し違う場所の物語も見てみたい気がします。わたしのまちは自然がとてもキレイであたた
かい映画でした。行ったことのない街もあったので行ってみたくなりました。HERO SHOW の方は監督が
楽しんで撮ったんじゃないかなって思いました。見ている方も楽しかったです。これからも素晴らしい作
品ができることを期待しています。
とても良かったです。
丸山隆監督の今後、期待します！
ジュバンの名前は何故つけたのですか？
前売り券と整理券の違いがよく分からなかった。整理券に番号があると良い。
まなこさんに来てもらいたかったです。
遠方から来ると交通費がかかるので、この値段はありがたい。上映作品の DVD 化を希望します。HERO
SHOW、すごく面白かった！！
桐生の魅力にふれることができました。
桐生市黒保根地区での撮影期待しています。
白洲くんのファンです。この度は「HERO SHOW」の主演に白洲くんを選んで頂きありがとうございま
す。わざわざ観に来た甲斐がありました。エキストラ（8 月 1 日）にもお邪魔させて頂いたのですが、皆
様が協力し１つの作品を作り上げる姿に感動しました。また撮影時も本日も心優しいスタッフさんの対応
がとても気持ち良かったです。様々な質問でも快く答えて頂きありがとうございました。今後益々のきり
ゅう映画祭、そして皆様のご活躍とご発展をお祈り申し上げます。
本数をもっと増やしてほしいです。初日くらいの本数が見れると良いですね。
写真撮影は嫌でした
HERO SHOW は、笑えるシーンがたくさんあって、楽しく鑑賞できました。その他の作品も、すごく良か
ったのですが、最後の HEROSHOW のインパクトが強すぎて、ちょっと印象がうすれてしまいました。
介護士なのでエンドロールはすごく良かった。仲間にも見せたい。HERO SHOW では、久しぶりに映画で
笑った。
地域愛をたくさん感じる 2 作品でした。来年も期待しております。

中静さん

おつかれさまでした！

HERO SHOW がすごくおもしろくて気に入りました。エンドロールも感動しました。来年楽しみにしてい
ます。
おつかれっした
とても面白かったです。映画祭委員会の皆様お疲れ様です！！
HERO SHOW のネーミングがどうして、ジュバンなのか教えてほしい。
ただただ、まなこの HERO SHOW を観に来ただけなのに、エンドロールを撮りには泣いた。
途中から依頼主の息子は居ないんだろうと思い、認知症患者の相手をさせられに行っているの！？かと思
っていたが、自分への私信というか見透かされているところが映像にマッチして感慨深い作品でした。
HERO SHOW 楽しかった!!まさかのオチ!!まなこにたぶん勝てると思うけど、見ていてくれって言ったの
に（笑）一連の流れにチョイチョイ笑いとおどろきが挟まってずっとドキドキが止まらない作品でした！
桐生市民ならではのつっこみ所があったみたいで周りがザワついていたので、そこはうらやましかったで
す。また見たいと思う。ぜひ DVD 化して、今日来れなかったみんなにも見てほしいです。来て良かっ
た！
制作映画がとても良かった。「わたしのまち」キレイでみどり市の良さがよく表現されてました。
チケットぴあ、安いけど手間と手数料が高い。審査員長の方が上映作品のネタバレをだいぶ話してしまっ
てがっかり・・・これから観る作品だったのに。
ホールの湿度が高かったり低かったり。グルメブースの拡大、倍にしてほしい
飲食ブースの売り切れが多くて残念でした。
楽しくすごせました。飲食ブースもいろいろあってまよったけど。楽しかったです。ポスター、かっこよ
かったです。
休憩時間が今日、40 分ほどありました。かき氷と焼きまんじゅうを食べました。20 分より、40 分あった
方がいいと思います。45 分でもいいです。
桐生、みどり市のあたたかさを感じるイベントだと思う。楽しかったです。来年もまたみにきたいです。
昨年同様、2 日目のみの鑑賞だったので、来年は 1 日目ノミネート作品全てを鑑賞したいと思いました。
良い時間をおくれました。
小さい子どもがいても、親子席などがあり、安心して作品を観ることができました。短編の映画をはじめ
て観ましたが、意外に面白くて来て良かったです。
飲食ブースにおしぼりがほしい。
「わたしのまち」は理解しにくかった。
キャストにインタビューする時に、スクリーンにキャストのアップを映すともっといい気がします。
年々来場人数が増えてきて、素晴らしいイベントになってきたと感じられます。映画に集中しやすいよう
に幼児連れの方々と区切りがあるとよいなと思いました。皆様お疲れ様でした。楽しめました。
オープニングアクトで生のプロジェクションライブが観れたことに感動した。
飲食がメインではないのだろうけど、食事をするスペースが少なかった。次回も参加させていただきま
す。
今年もとっても楽しませていただきました。委員会のみなさま、大変なことも多かったと思いますが、と
っても、とっても、すてきな映画祭でした！！
大変楽しい時間を過ごさせていただきました。来年も楽しみにしております。飲食ブースの充実もはかっ
てください。お疲れ様でした。
初めて参加したけど、とても楽しい時間が過ごせました。

見慣れた桐生の町を映画で見ると、新しい発見がありました。ステキな町だなぁと。また来年、参加しま
す。
この度は、Q’ulle さん、まなこさん、ゆずきさんが、第 5 回きりゅう映画祭制作作品の「HERO SHOW」
に参加させてもらえる事となり、ファンとして、嬉しかったです。俳優として演技する姿をこんなにも早
く観る事ができるとは思いませんでした。素晴らしい会場のスクリーンで観る機会を得られて、大変あり
がたく思います。Q’ulle の曲をフルでかけてくれて嬉しかった。ダンスを観られて、まなこさんとゆずき
さんの魅力を感じられました。
楽しませて頂きました。とても楽しかったです。来年も来たいです。お疲れ様でした。
暑すぎです。
続けてください！
駐車場が少ないのが痛いですね。
初めて参加しましたが、楽しく見られました。ありがとうございます。
ガキがさわがしい。なんとかしろ。無理だと思うが、観客賞の順位が知りたい。
HERO SHOW 子どもと楽しく観させてもらいました。やっぱり楽しくおもしろい方がいいですね。来年も
期待しています。
まじめな映画が多いなか、HERO SHOW などのコメディな映画が新鮮でとても良かった。
マギー司郎さんのいい味がでていました!!HERO SHOW の監督さんが言っていたようにお祭りに参加して
いただいて今度は八木節祭りを!!
楽しい 1 日でした。ずっと続けてください。
きりゅう映画祭作品のニコニコ生放送での配信（有料）とかで）を希望します。その他、DVD 化など限
定枚数制作していただけるとうれしいです。また、どこかで上映されるようなことがあれば情報の公開を
お願いします。
子どもをあずかってもらえるので、夫婦そろって参加できた。良いサービスだと思います。映画も昔はよ
く行っていたけれど、子どもが生まれてからビデオや TV、動画配信ばかりなので久しぶりに映画祭にい
けてうれしかった。地元愛いいですね。篠原涼子のポスター、好き。飲食できるのしらなかったので、よ
そで食べてきた。来ていろいろあったので残念でした。篠原涼子、もっと出して欲しい。ジュバンおもし
ろかった。あればアリでしょう。
今回初めて来たのですが、とても楽しかったです。みなさんの一体感を感じました。
脚本を募集してみるような企画はどうでしょうか（アイデアを募集する程度でもおもしろいし、集客にも
つながると思います）。また我々がこの場で見るだけでなく、他のコンテスト等にも出品できるようにし
たりキャストを市内から募集したりしながら市の象徴となるようなイベントになると良いと思います。市
内の小学生のマーチングや中学の部活の大会、高校の吹奏楽などをリンクして子どもたちがたくさん映る
作品にすると、人を集められると思います。
久しぶりに映画祭見に来ました。やっぱり映画はいい物ですね。オープニングのサカクラカツミさん、か
っこ良かったです。こういったゲストが見られるのも、桐生映画祭の魅力ですね。これからも応援させて
もらいます。第６回も楽しみにしています。
とても良い時間をありがとうございました。
HERO SHOW のジュバン、本当に岡公園でやってほしい。
今年やっと来れました。良い映画祭をありがとう！
今日の HERO SHOW をネットで配信してほしい。YouTube などで見てみたいです。青年会議所の HP でも
いいです。

GIGBAND のページ、文字がピンクで読みづらいです。告知を市外、県外にもっとするべきではないでし
ょうか。来年も楽しみにしています。
会場の観客席なのですが、映画上映の前から小さな子どもたちがさわがしく、それを注意しない親がいま
した。周りの人たちも迷惑そうで、自分たちも含めて席を移る人たちがいました。家族連れや子どもをお
連れのお客様は一般席と離すなどして対策を立てていただけたら幸いです。
普段映画は見ない方で、今日はオープニングアクトのサカクラカツミ氏のパフォーマンス目当てできまし
た。パフォーマンス時間が短くて残念なんて思っていましたが、後の映画が思いの外良くて、特に
「HERO SHOW」は単純に楽しめました。またこういう機会があれば来たいです。ありがとうございまし
た。
今年もお疲れ様でした！
駐車スペースが少なく駐車場内で渋滞になり動かなく大変だった。病院の駐車場や小学校などを借りるこ
とはできなかったのか。映画祭はあるが映画館はない町というのはどうなのか。単館系でもよいので復活
プロジェクトを作り数年かけて復活させて欲しい。
作品のスタッフについて詳しく知りたい。客入っててエライな。仕方ないんだろうけど有鄰館の演劇祭と
バッティングしてるのは残念。
まなこ最高!!HERO 最高!!
HERO SHOW の続編がぜひぜひ見たいです。とっても楽しかったです。
HERO SHOW の白洲迅くんがかっこいい〜
桐生って街は、分裂症的なたたずまいがあるなぁと思ってました。（街並みや人柄に）HERO SHOW は桐
生の分裂的な性質をよくあらわしてました。傑作だー！ゆるキャラ相手にたたかうヒーローって？他のヒ
ーローものの常識をひっくりかえす悪の組織の圧倒的存在!!ツボにはまった。八木節踊りを彷彿とさせる
パワーがあります。
私にはよく分からず。
毎年楽しみにしています。
「一万円札」ホロリとさせられました。
「わたしのまち」大学生の息子 2 人が、東京都横浜暮らし。都会暮らしも一度は経験した方が良いですよ
ね。田舎生まれが都会で上手に生きていくのもいろいろドラマがあるだろうと思いました。
「HERO SHOW」会場の子どもたちからも笑い声が聞かれました。遊園地は桐生の代表だと思います。ず
っと笑みで観させてもらいました。たくさんの方に楽しんでもらい、話題に上げてもらうように。
映画祭そのものは良かったが PR 不足だと思う。もったいない。飲食ブースを利用して欲しいのだろう
が、途中の休憩時間が長すぎ。お客さん帰っちゃいますよ。マギー司郎見ないで。市長の話とかはなくて
良いと思う。私は桐生市民ですがみどり市よかったです。最強なゆるキャラ。桐生にぴったり。みんなで
一の湯の行こう。
短編映画でも心がじんわりして、つたわりました。また次回も期待してます。スタッフの皆様に感謝！
HERO SHOW、DVD になったら必ず買います。
初めて来ました。思っていたよりおもしろかったです。
楽しみました。
休憩は長すぎだと思う。オープニングアクトも良かった。全体的には良かったと思うが以前見たときの方
が良かったかも？
もっと積極的に開催をアピールした方がいい。FM、TV を活用して欲しい。PR・周知が少ないと思いま
す。途中の休憩が長いと思う。
とても楽しく観ることができました。地元でもあったら良いなと思いました。来年も来れたら来たいで
す。

きりゅうアワードノミネート作品はどれも面白かったです。諏訪先生の話、そうだなぁと思うこともあり
ました。来年からもいろいろな作品が・・・どんな作品が出てくるのか楽しみです。また面白い作品にで
あればいいと思います。毎年たいへんですが 10 年 20 年と続いていくことができるといいですね。ご苦労
様です。頑張って下さい。
また来年もきたいです。素敵な時間をありがとうございました。
開幕のサカクラカツミさんのパフォーマンスを拝見できて感動しました。映画の一つ一つが考えさせられ
る作品で観る人のさまざまな感想があるのではと。作品の奥深さを感じました。
飲食ブースのお値段が少し高めだと思います。50 円から 100 円ほど安かったら良かった。
迅くんカッコイイ。がんばって。
チラシだけでは、12 日 13 日の上映内容が良くわからず、とまどってしまった。これからも桐生の良さを
どんどんアピールした映画制作を頑張って下さい。HERO SHOW 楽しかったです。
「わたしのまち」を観て現在の桐生・みどりの消滅の危機を感じてしまいました。いつまでも故郷として
の景観は変わらないでほしい。「HERO SHOW」は今の遊園地の叫びが聞こえてきそうだった。もっとみ
んなでいつまでも大切にしていきたい施設なのに。映画祭制作 3 本にしてほしいな。
大間々中学校で撮影の様子を見ましたが、撮影の大変さがよくわかりました。よい機会になりました。
（大間々中学校教員）
「エンドロールを撮りに」いい。泣けたホントに。介護カメラマンという職業ができるのではないか。
「わたしのまち」いい。プロっぽい。女優いい。3 人とも。
12 日に来ましたが、13 日のチケットを 300 円で販売すると聞いて前売りを買わなければ良かったと思い
ました。せめて、前売りと同じ 500 円にしてはと思いました。
サムイ。あいさつはいらない。
シルクホールに入った時、カビ臭さが気になりました。空気清浄機機能はあるのでしょうか？
「エンドロールと撮りに」がグランプリにしてあげたかった。
初めて参加しましたが楽しかったです。これからも続けていって日本全国に広がっていったら良いと思い
ます。ガンバってください。
チケットの領収証は発行できるようにして欲しい。もしくはチケットに金額を明記して欲しい。
映画は好きで上映されるもののほとんどは観ますが、最近では出演者や CG などでつくられているように
思います。審査員長様のごあいさつの中で言われたとおり、短い作品でも心をうたれるものがありまし
た。とても楽しく、また、感動いたしました。それらをつくられたすばらしい人々の発表の場を与えた桐
生市の企画はとてもいいと思いました。映画の基本の物語を撮ることがいい作品をつくったのだと思いま
す。久しぶりにいい気持ちの映画を観させていただきありがとうございました。2 時間も 3 時間も上映し
ていても意味がわからなかったり、不快感を残す作品も多いこの頃、今日は本当に良かったです。お金を
出して来てくれたより招待席は多すぎです。せめて前 5 列まで！
駐車場が少ない。わかりづらい。休憩が長い。
財政面など、開催には苦労も多いと思うが、継続することで様々な効果も見えてくることはもちろん、ま
ちの主要イベントとして認知されることにつながると思います。補助金だのみにならない運営の工夫がで
きないと、補助の打ち切りとともに映画祭も終わるということになります。市民がささえるイベントに成
長することを祈ります。頑張れ！
思いがけず映画がたくさんみられてよかった。外でお店がたくさん販売していたのでお祭りの雰囲気が味
わえた。子どもと 2 人で間食もできました。
赤ちゃんのむずかる声が気になった。小さすぎる子どもの入場制限があっても良いと思う。
初めて映画祭に来て、また来たいと思いました。B 級グルメと同時に楽しめました。

コーヒーショップがもう少し多くても良いのでは。
1 日目と 2 日目の値段はかえてもいいのでは。1 日目は安くして欲しい。
オープニングアクトとてもよかった。もっと見たかった。
桐生映画祭が永く続くこと願っています。
短くもそれぞれの監督の思いが、大変よく出ていて良かった。これからも楽しみです。
「わたしのまち」はちょっと深刻で人間模様が描かれていたと思う。「HERO SHOW」は笑える作品にな
ったと思う。
休みが長すぎる。
観客賞は投票した作品だった。
第 2 回目以来、2 回目でした。前回よりレベルアップされていて、とても良かったです。今後も良い作品
に期待しています。
HERO SHOW はとても楽しかったです。
司会の方が着物でしたので、良かったです。
頑張って下さい！
全て自由席なのだから、適宜入場させた方が並ばなくても済むと思います。食事とか必要ないと思いま
す。空席が多いのだから考慮を願います。
来場者に整理券を配るのであれば全員にその旨がわかるようにして欲しかった。早くから来ていたのに、
ふらふらしていて整理券をもらえなかったうえ、老人には 30 分以上立って待たされるのは苦痛であっ
た。早くからチケットを購入していたのに老人には優しくない。
スタッフのみなさん大変だったと思います。ごくろうさまでした。また来年も楽しみです。
イイな！と思える作品がいくつもありました。たまたま受賞作が 2 作品とも、しっとりと心に訴えるよう
な作品でしたが、ユーモアに溢れた佳作もあったと思います。ちなみに私は「くさいけど「愛してる」」
に投票しました。グランプリ、キャン確証が似たものになった時、臨機黄変に特別賞などを設けてはいか
がですか？
HERO SHOW の悪役の素顔も見たかった。
エキストラは入場料 0 円でも良いのではないでしょうか。お互い・協力が大切では。
桐生市みどり市をロケ地という条件で公募してはどうでしょうか。
チラシの文字が小さすぎるところがあった。問い合わせ番号。
地元の人の参加がよかった。
飲食ブースは席の数をもう少し増やしてほしいと思います。
「日本の職人ドキュメント」などをつくる人いませんか。汗努力まじめを大切にされない世情だからで
す。TV と雑誌と新聞まで毒をまきちらせています。インタビューは興味津々にきくのでキャストに対し
て力をいれてください。
アニメーション作品がみてみたい。
HERO SHOW がおもしろかったです。子どもも楽しんでいました。
地元撮影で親近感がありとても良かったです。また、来年も来ます。
大人の視点がもっと欲しい。

初めて映画祭に来たのですが、途中、休憩があり、外に出てグルメ出店に出られず残念でした。知ってい
れば食事せずに来たりしたのに。GIG BAND の意味がわかりました。来年機会があれば、また見に来たい
です。
まなことても良かった感激しました。
飲食ブースのテーブルにダスターがあるといいです。年々盛況になってきています。努力の結果ですね。
桐生の文化的イメージが上がり嬉しいです。みどり市の風景がきれい。内面的な 3 人の女性がよかった。
桐生が岡遊園地はコミカルで楽しかった。しっとりした桐生の映画を次に作ってください。2 つの作品は
対照的でした。2 つのネライがよくわかりました。
早くから入場していた人がいて、その方法がわからない。何か不満を感じました。
先行入場が事前にわからなかったので不公平感を感じた。
楽しかったです。ぜひ、続きを作ってください。
チケットの値段は大人、小人が同じはおかしくありませんか。一般の映画館でも小人は半値ですよね。考
えた方が良いと思います。
桐生市に住んでいて色々な事が見えて身近に感じられる事が良かった。
毎年楽しみにしています。75 歳 80 歳夫婦の楽しい１日をありがとう。
良かった。すばらしかった。また来たい。ぜひ続編を。桐生のすばらしさを再認識。
来年の開催が有れば参観したいです。

７、その他

