4月

5月

2017 年

4/8（土）
〜5/5（金）

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

家族の肖像

午後８時の訪問者

追憶

タレンタイム 優しい歌

イップ・マン 継承

わたしは、ダニエル・ブレイク

ルキーノ・ヴィスコンティ 生誕110年没後40年メモリアル

09:35〜11:40

12:10〜14:10
予告なし

サラエヴォの銃声

あるセールスマンの告発

17:55〜19:35

東京ウィンドオーケストラ

19:45〜21:05

灼熱

12:15〜14:05

ラ・ラ・ランド

14:15〜16:25

09:30〜11:35
レオナルド・ダ・ヴィンチ
美と知の迷宮

11:45〜13:15

人魚姫

16:35〜18:10
サクロモンテの丘
ロマの洞窟フラメンコ

18:20〜19:55
予告なし

レオナルド・ダ・ヴィンチ
美と知の迷宮

20:05〜21:30
人類遺産

予告なし

静かな水の物語

①
②

13:25 〜15:15
19:00 〜20:50

サクロモンテの丘
ロマの洞窟フラメンコ

15:25〜17:05

ボヤージュ・オブ・タイム

17:15〜18:50

標的の島 風かたか

09:10〜11:10

ターシャ・テューダー
静かな水の物語

11:20〜13:10

マイビューティフルガーデン

13:25〜15:05

▶ イベント・お知らせ

ラ・ラ・ランド

会員一般…1200円
会員大専…1100円

15:15〜17:30

PARKS パークス

17:40〜19:45

おとなの事情

20:00〜21:35
予告なし

ボヤージュ・オブ・タイム

21:45〜23:15
予告なし

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
4月

5月

2人で ￥2,200

●「ちょき」
イベント
① 4/15
（土）
上映後、初日舞台挨拶あり
金井純一監督、おおはた雄一さん
（音楽）
② 4/16
（日）
日本語字幕＋音声ガイド付
（イヤホンラジオ式）
●「ヴィレッジ・オン・ザ・ヴィレッジ」イベント
① 4/15
（土）
初日舞台挨拶あり
② 4/16
（日）
桜美林大学映画専修OH!birinの学生とのトーク
③ 4/21
（金）
ミニライブ
（予定）
※登壇者未定。別日でもイベント予定。詳細は劇場HPへ。
●「ボヤージュ・オブ・タイム」
4/23
（日）
、5/2
（火）
のみ日本語吹替版。
それ以外は字幕版。

５

５

６

変 更の場 合あり
※

5/6
（土）
〜
「ラビング 愛という名前のふたり」
「ナイスガイズ！」
「ざ・鬼太鼓座」
5/13
（土）
〜
「≒草間彌生 わたし大好き」
「アイ
・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場」
「kapiwとapappo アイヌの姉妹の物語」
「残酷ドラゴン 血斗竜門の宿」
「百日告別」
「ハードコア」
5/20
（土）
〜
「うさぎ追いし 山極勝三郎物語」
「侠女」
「作家、本当のJ.T.リロイ」
「皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ」
「メットガラ ドレスをまとった美術館」
「LION ライオン 25年目のただいま」
「氷の花火 山口小夜子」
「ぼくと魔法の言葉たち」
「夢想の楽園」柳下美恵さんピアノ生演奏付

●「チェブラーシカ 動物園へ行く」
4/30
（日）
、5/2
（火）
のみ字幕版。
それ以外は日本語吹替版。
●「PARKS パークス」※常時UDcast音声ガイド対応
4/30
（日）
、5/2
（火）
のみバリアフリー日本語字幕版上映
●「人生タクシー」イベント
上映期間中、特別短編併映予定あり
（詳細はHPにて）
● ＜家族でミニシアターを楽しもう
！GW＞4/29（土）
〜5/7（日）
お子様連れ優先回や、託児プログラム、
ご家族連れ向けの
「映写室ツアー」
などを予定。詳細は劇場HPや別紙チラシへ。
● ジャック＆ベティサロン 支配人・梶原を囲む月例交流会
日時：5/1（月） 映画の日 15:15 頃より開催
会場：横浜パラダイス会館（劇場１F）※要１ドリンクオーダー

5/27
（土）
〜「0円キッチン」
「アルビノの木」
「ムーンライ
ト」
「台北ストーリー デジタル修復版」
「ミューズ・アカデミー」＋ホセ・ルイス・ゲリン特集
6/3
（土）
〜「僕とカミンスキーの旅」
「ローマ法王になる日まで」
「トンネル 闇に鎖
（とざ）
された男」
「Don't Blink ロバート
・フランクの写した時代」
6/10
（土）
〜
「ハート
・オブ・
ドッグ 犬が教えてくれた〜」
「マン・ダウン 戦士の約束」
「はるねこ」
「ヨーヨー・マと旅するシルクロード」
6/17
（土）
〜「箱入娘面屋人魚」
「はなればなれに」
「ろくでなし」
「モン・ロワ 愛を巡るそれぞれの理由」
「パリが愛した写真家 ロベール・ドアノー 永遠の3秒」
6/24
（土）
〜「セールスマン」
「STOP ストップ」
7/1
（土）
〜「パーソナル・ショッパー」

６月以降

21:40〜23:15

ターシャ・テューダー

予告なし

日以 降の上 映 作 品

19:40〜21:15

午後８時の訪問者

21:50〜23:15

月

人魚姫

09:40〜12:05

「ボヤージュ・オブ〜」字／吹
「チェブラーシカ 〜」字／吹
「PARKS パークス」
日字幕
上映日の詳細はイベント欄

人生タクシー

５月

予告なし

自由の旗をかかげた男

予告なし

月

17:10〜19:30

ニュートン・ナイト

20:55〜23:05

男性 ￥1,100

￥1,100

20:05〜21:40

次週あり

自由の旗をかかげた男

続べらんめえ芸者

人類遺産

︵時間未定︶

ニュートン・ナイト

ラ・ラ・ランド

19:05〜20:45

予告なし

予告なし

次週あり

15:15〜17:00

16（日）17（月） 09:45〜11:10

21:45〜23:15

18:30〜19:55

︵時間未定︶

自由席・整理番号制 １１５席

未来よ こんにちは

グリーンルーム

美を守る宮殿

女性 ￥1,100

次週あり

11:30〜13:05

人生フルーツ

エルミタージュ美術館

︵時間未定︶

人生フルーツ

予告なし

全員 ￥1,100

次週あり

予告なし

17:10〜18:55

20:10〜21:30

16:35〜18:20

︵時間未定︶

09:30 〜11:20
② 13:15 〜15:05
③ 21:25 〜23:10
①

ヴィレッジ・オン・ザ・ヴィレッジ 午後８時の訪問者

イップ・マン 継承

次週あり

午後８時の訪問者

18:15〜20:00

︵時間未定︶

21:15〜23:10
予告なし

15:20〜17:00

15:10〜16:25

次週あり

パリ・オペラ座に挑んだ男

人類遺産

未来よ こんにちは

ちえりとチェリー
チェブラーシカ 動物園へ行く

︵時間未定︶

ミルピエ

予告なし

予告なし

次週あり

島々清しゃ

予告なし

13:20〜15:00

︵時間未定︶

15:30〜17:45

母の残像

16:15〜18:05

13:20 〜15:10
② 21:00 〜22:45
①

予告なし

次週あり

裏切りの街

予告なし

11:15〜13:10

︵時間未定︶

自由席・整理番号制 ９６席

13:45〜15:20

14:20〜16:05

11:50〜13:10

次週あり

汚れたミルク

ちょき

4/16（日）は
日本語字幕版

上映スケジュール

タイムテーブル

︵時間未定︶

12:10〜13:35
予告なし

09:15〜11:05

4/8 - 5/5

次週あり

家族の肖像

︵時間未定︶

３作品日替／詳細はウラ面へ
16（日）17（月）は休映

17.

「なりゆきな魂、」
「はらはらなのか。」
「海辺の生と死」
「カフェ・ソサエティ」
「逆行」
「シチリアの恋」
「光をくれた人」
「エイミー、
エイミー、
エイミー！ こじらせ〜」
「笑う101歳×2 笹本恒子 むのたけじ」
「ト
トとふたりの姉」
「ハロルドとリリアン ハリウッド・ラブストーリー」
「スプリング、
ハズ、
カム」
「真白の恋」
「世界でいちばん美しい村」
セルゲイ
・ポルーニン 世界一〜」
「ダンサー、
「まんが島」
「光と血」
「ジャッキー ファーストレディ 最後の使命」
「タンジェリン」
「スレイブメン」
「At the terrace テラスにて」
「いぬむこいり」
「わすれな草」
「退屈な日々にさようならを」
＜イタリア･ネオ＋クラッシコ映画祭＞

【特集上映】ルキーノ
・ヴィスコンティ

生誕110年没後40年メモリアル
イタリア・ネオレアリズモの軌跡

A『若者のすべて』 B『郵便配達は二度ベルを鳴らす』 C『揺れる大地』
4/8（土）

A

午後8時の訪問者
La ﬁlle inconnue

4/8（土）
-5/5（金）
¥ A

ニュートン・ナイト

自由の旗をかかげた男

4/8（土）
-4/21（金）
¥ A

家族の肖像

デジタル
4/15（土）
完全修復版 -4/28（金）
¥

Gruppo di famiglia in un interno

ちょき

4/15（土）
-4/21（金）
¥ A

A

母の残像

4/15（土）
-4/21（金）
¥ A

Louder Than Bomb

(C)2016「ちょき」
フィルムパートナーズ

9（日） 10（月）11（火）12（水）13（木）14（金）

B

C

A

B

C

A

期間中

09:00 09:45 09:15 09:00 09:45 09:15 09:00

(C)LES FILMS DU FLEUVE - ARCHIPEL 35 - SAVAGE FILM
‒ FRANCE 2 CINEMA - VOO et Be tv - RTBF (Television belge)

〜12:00 〜11:55 〜12:00 〜12:00 〜11:55 〜12:00 〜12:00

ダルデンヌ兄弟が放つヒューマンサスペンス
「サンドラの週末」
ダルデンヌ監督最新作。診
療時間外に少女が鳴らせたドアベルに応じな
かった女性医師ジェニー。翌日、少女の死を知
り、後悔の念から彼女の足取りを探り始める。

15（土）16（日） 17（月）18（火）19（水）20（木）21（金）

C

B

09:15

A

B

C

09:45 09:00 09:45 09:15

〜12:00

[監] ジャン＝ピエール・ダルデンヌ,リュック・ダルデンヌ
オリビエ・ボノー、
ジェレミー・レニエ
[出] アデル・エネル、
[2016年/ベルギー=フランス/106分/ビターズ・エンド/DCP]

〜11:55 〜12:00 〜11:55 〜12:00

ヴィレッジ・オン・
ザ・ヴィレッジ

ラ・ラ・ランド

4/15（土）
-4/21（金）
¥ C

La La Land

期間中、
イベント予定
※詳細は近日決定

(C)STANDARDS OF LOSSTIME

4/15（土）
-5/5（金）
¥ A

サクロモンテの丘

ロマの洞窟フラメンコ

4/15（土）
-4/28（金）
¥ A

(C) Cinemorphic, Sikhya Entertainment & ASAP Films 2014

(C) Margo Cinema, SCCA/pro.ba 2016

(C)2016 STX Financing, LLC. All Rights Reserved.

音声ガイド付
上映あり

(C)Minerva Pictures

イベントあり！
※詳細イベント欄へ

(C)MOTLYS - MEMENTO FILMS PRODUCTION ‒ NIMBUS FILMS - ARTE FRANCE CINEMA 2015 All Rights Reserved

アメリカ史が封印してきた英雄の感動の実話

ヴィスコンティの絢爛たる世界が、今、
ここに甦る

盲目の少女と美容師のおじさんのいとおしい物語

誰も知らないあなた。カンヌを震わせた新たな才能！

マシュー・マコノヒーが、アメリカ南北戦争時代、
リンカーン大統領の奴隷解放宣言よりも早く、白
人と黒人が平等に生きる
「自由州」
を設立した実
在の男性ニュートン・ナイトを演じた実録ドラマ。

イタリアの巨匠ルキノ・ヴィスコンティが1974年
に発表した傑作を、デジタル修復版で上映。全
編が室内で撮影され、主要な登場人物５人と
いう限られた空間でドラマが繰り広げられる。

和歌山で美容室を営む直人のもとに、亡き妻
が開いていた書道教室の生徒であったサキが
現れる。10年前に起きた事件以来、サキと会っ
ていなかった直人は、彼女が全盲だと知り…。

戦争写真家だった母イザベルの死から3年後、
回顧展のために長男ジョナが、父と弟の暮らす
実家に戻る。彼らが母への思いを語るうち、彼女
の知られざる一面が明らかになっていく…。

[監] ゲイリー・ロス
ググ・バサ＝ロー、マハーシャラ・アリ
[出] マシュー・マコノヒー、
[2016年/アメリカ/140分/キノフィルムズ/DCP]

[監] ルキノ・ヴィスコンティ
[出] バート・ランカスター、
シルバーナ・マンガーノ
[1974年/イタリア=フランス/121分/ザジフィルムズ/DCP]

[監] 金井純一
[出] 増田璃子、吉沢悠、藤井武美、和泉ちぬ、広澤草
[2016年/日本/98分/S・D・P/DCP]

[監] ヨアキム・
トリアー
[出] ガブリエル・バーン、ジェシー・アイゼンバーグ、イザベル・ユペール
[2015年/ノルウェー他/109分/ミッドシップ/DCP]

レオナルド・ダ・ヴィンチ
美と知の迷宮

4/15（土）
-4/28（金）
¥ A

(C)Rai Com ‒ Codice Atlantico - Skira Editore 2016

人類遺産

4/15（土）
-5/5（金）
¥ A

Homo sapiens

追憶

4/22（土）
-4/28（金）
¥ A

(C)2015「追憶」製作委員会

(C)2016 Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH

イップ・マン 継承
葉問3 Ip Man 3

4/22（土）
- 終了未定
¥ A

(C)2015 Pegasus Motion Pictures (Hong Kong) Ltd. All Rights Reserved.

観る者を新鮮で懐かしい甘美な時間へと誘う

圧倒的音楽 ×ダンスで贈る極上のエンターテイメント！

人々が伝える伝説のフラメンコ・コミュニティの記録

知られざる人物像と謎を紐解くドキュメンタリー

『いのちの食べかた』ニコラウス・ゲイハルター最新作

海岸線は血に染まり、1 万を超える命を奪った

その拳が伝えるのは、愛。待望のシリーズ第３弾！

不思議な町に迷い込んだバンドマンが、住人た
ちと酩酊して過ごす…。異才・黒川幸則の新作
に、映画に限らず、音楽や現代アートに関わる
個性的なキャスト・スタッフが顔を揃えたドラマ。

「セッション」デイミアン・チャゼル監督が、ライア
ン・ゴズリング＆エマ・ストーン主演で描くミュージ
カル映画。売れない女優とジャズピアニストの恋
を、
ゴージャスでロマンチックな歌とダンスで描く。

スペインのサクロモンテ地区は、かつて迫害さ
れたロマたちが集い、イスラム文化と融合し独
自の文化が形成された。世界的なフラメンコ
アーティストを輩出したその歴史をひも解く。

イタリアのルネサンス期を代表する芸術家で、
絵画、彫刻、建築、数学、物理などあらゆる分野
で功績を残した、天才レオナルド・ダ・ヴィンチの
偉業と謎の多い人物像に迫るドキュメンタリー。

日本を含む世界70カ国以上に及ぶ廃墟の風景
を独特の映像美で切り取ったドキュメンタリー。
一切の説明を排した誰もいない廃墟の風景か
ら、臨場感と不思議な生命力が伝わってくる。

南太平洋に浮かぶペリリュー島。1944年9月、
日米合わせて1万人を超す命が散った過酷な
戦いを、貴重な映像や資料、生き残った兵士
や島民のインタビューなどから検証していく。

ブルース・リーの師匠で、詠春拳の達人として知
られるイップ・マンの半生を描く、
ドニー・イェン主
演作。1959年の香港を舞台に、町の平和と家
族を守るために巨悪に挑む男の戦いを描く。

[監] 黒川幸則
[出] 田中淳一郎、鈴木卓爾、柴田千紘、佐伯美波、宮崎晋太朗
[2016年/日本/76分/Standards of Losstime/DCP]

[監] デイミアン・チャゼル
[出] ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン、キャリー・ヘルナンデス
[2016年/アメリカ/128分/ギャガ他/DCP]

[監] チュス・グティエレス
[出] クーロ・アルバイシン、
ライムンド・エレディアン
[2014年/スペイン/94分/アップリンク/DCP]

[監] ルカ・ルチーニ、
ニコ・マラスピーナ
[出] ピエトロ・マラーニ、マリア・テレサ・フィオリオ
[2015年/イタリア/82分/コムストック・グループ/DCP]

[監] ニコラウス・ゲイハルター
[2016年/オーストリア他/94分/エスパース・サロウ/DCP]

[監] 小栗謙一
[出] 土田喜代一、升本喜年
[2015年/日本/76分/太秦/DCP]

[監] ウィルソン・イップ
リン・ホン、マイク・タイソン
[出] ドニー・イェン、マックス・チャン、
[2015年/中国=香港/105分/ギャガ・プラス/DCP]

グリーンルーム
Green Room

4/22（土）
-4/28（金）
¥ A

灼熱
Zvizdan

4/22（土）
-4/28（金）
¥ A

ターシャ・テューダー
静かな水の物語

4/22（土）
- 終了未定
¥ A

ボヤージュ・オブ・タイム
Voyage of Time: Life's Journey

4/22（土）
-5/5（金）
¥ A

タレンタイム〜優しい歌
Talentim

4/29（土）
- 終了未定
¥ A

(C)Kinorama, Gustav ﬁlm, SEE Film Pro

(C)2017 映画「ターシャ・テューダー」製作委員会

(C) 2016 The Star Overseas Limited

※詳細イベント欄へ

4/29（土）
- 終了未定
¥ A

ちえりとチェリー

/チェブラーシカ 動物園へ行く

4/29（土）
-5/5（金）
¥ C

チェブラーシカ

字幕/吹替あり
(C)2015 Green Room Productions, LLC. All Rights Reserved.

わたしは、
ダニエル・ブレイク

(C)Sixteen Tyne Limited, Why Not Productions, Wild Bunch, Les Films du Fleuve,
British Broadcasting Corporation, France 2 Cinéma and The British Film Institute 2016

(C)Primeworks Studios Sdn Bhd

(C)「ちえりとチェリー」製作委員会

※詳細イベント欄へ

扉を開ければ、死が待っている。新世代バイオレンス・スリラー！

なぜ人は愛し合うのか なぜ人は憎み合うのか

絵本作家で、＜スローライフの母＞の魅力とは

偉才テレンス・マリック、
ライフワークの集大成！

名匠ケン・ローチが世界に伝えたいメッセージ

心の成長を描く冒険ファンタジー２本立て上映

売れないバンドが出演の機会を得たライブハウ
スは、ネオナチ集団の巣窟だった。殺人現場を
目撃した一行は集団から命を狙われ…。2016年
に事故で亡くなったアントン・イェルチン主演作。

ユーゴスラビアからの独立をめぐり、
クロアチア
人とセルビア人との間で起こった民族紛争を背
景に、3つの時代の3つの恋愛を描く。カンヌ映
画祭「ある視点」部門で審査員賞を受賞した。

アメリカの絵本作家で、 スローライフの母 とし
て知られるターシャ・テューダー。自然に寄り添っ
た生活を送り、2008年に他界した彼女の生き方
を通し、 人生を存分に楽しむヒント を探る。

テレンス・マリック監督が、宇宙のはじまりと生命
の歩みを圧倒的な映像美で描くドキュメンタ
リー。ビッグバンから生命の誕生、現在までの歩
みを辿り、生命の本質と人類の未来を探求する。

2009年に亡くなったマレーシアのヤスミン・アフマ
ド監督の遺作長編が劇場公開。高校生たちが、
宗教や民族の違いによる葛藤を抱えながら、音楽
コンクール タレンタイム を目指す姿を描く。

ケン・ローチが『麦の穂をゆらす風』以来、二度
目のカンヌ映画祭パルムドールを獲得したドラ
マ。貧困の中でも制度に振り回され支援を得ら
れない人々が、助け合って生きる姿が描かれる。

幼い頃に父を亡くし、母と暮らす小学6年生の
女の子ちえり。彼女にとっては父の葬儀の時に
見つけたぬいぐるみのチェリーだけが親友で…。
チェブラーシカ待望の新作と２本立て上映。

[監] ジェレミー・ソルニエ
[出] アントン・イェルチン、
イモージェン・プーツ
[2015年/アメリカ/95分/トランスフォーマー/DCP]

[監] ダリボル・マタニッチ
ゴーラン・マルコビッチ
[出] ティハナ・ラゾビッチ、
[2015年/クロアチア他/123分/マジックアワー/DCP]

[監] 松谷光絵
[出] ターシャ・テューダー、
セス・テューダー,
[2017年/日本/105分/KADOKAWA/DCP]

[監] テレンス・マリック
[2016年/フランス=ドイツ他/90分/ギャガ/DCP]

[監] ヤスミン・アフマド
[出] パメラ・チョン,マヘシュ・ジュガル・キショール
[2009年/マレーシア/115分/ムヴィオラ/DCP]

[監] ケン・ローチ
[出] デイブ・ジョーンズ、ヘイリー・スクワイアーズ
[2016年/イギリス/100分/ロングライド/DCP]

[監] 中村誠
[出] 高森奈津美、星野源、尾野真千子、栗田貫一、田中敦子
[2015年/日本/54分＋18分/ジャパン・スローシネマ・ネットワーク/DCP]

エルミタージュ美術館
美を守る宮殿

4/29（土）
- 終了未定
¥ A

人生タクシー
Taxi

4/29（土）
- 終了未定
¥ A

標的の島 風かたか

4/29（土）
- 終了未定
¥ B

マイビューティフルガーデン
This Beautiful Fantastic

4/29（土）
- 終了未定
¥ A

不寛容の時代 に届けたい、
伝説の映画

字幕/吹替あり

PARKS パークス

4/29（土）
- 終了未定
¥ A

おとなの事情
Perfetti sconosciuti

¥ 料金 （）内は会員料金

4/29（土）
- 終了未定
¥ A

一般

(C)2015 Jafar Panahi Productions

(C)Copyright 2014 by Foxtrot Films

期間中、
短編併映予定
※詳細は近日決定

日本語字幕
上映あり

(C)「標的の島

風かたか」製作委員会

※詳細イベント欄へ

(C)This Beautiful Fantastic UK Ltd 2016

音声ガイド
UDCAST 対応
(C)2017本田プロモーションBAUS

X

世界最大級の美術館、250年のドキュメンタリー

ベルリン映画祭金熊賞！イランの名匠による最新作

「標的の島」
とは、今あなたが暮らす日本列島のこと

美しい庭から生まれた現代のシンデレラストーリー

100 年目の公園、僕らの物語がここから始まる−

世界中で絶賛され、
イタリアで空前の大ヒット！

世界三大美術館のなかで最も古いロシアのエ
ルミタージュ美術館のドキュメンタリー。レオナ
ルド・ダ・ヴィンチ、
ミケランジェロなどの作品を
高画質で撮影し、
その背景や歴史も紹介する。

映画製作や出国を禁じられているジャファル・パ
ナヒ監督がタクシー運転手に扮し、様々な乗客
たちを乗せる。乗客とのやりとりから、テヘランに
生きる人々の姿やイラン社会が浮き上がる。

「標的の村」の三上智恵監督によるドキュメンタ
リー。新基地、ヘリパッド、
ミサイル基地建設や自
衛隊配備など沖縄の様々な現実と反対派の抵抗
を、島々の自然と歴史が育んだ文化を交え映す。

植物嫌いな女性が、植物好きな初老の男性との
交流を通して、人生を輝かせていく様を描くドラ
マ。ベラは荒れ放題の庭のためにアパートを退
去させると告げられ、隣人に助けを求めるが…。

東京の井の頭恩賜公園の開園100周年記念作
品。同公園と吉祥寺の街を舞台に、50年前に作
られた曲に込められた恋人たちの記憶が、現代
の若者たちの夢につながっていく様子を描く。

スマートフォンの通話やメールの履歴をさらけ出す
ゲームをきっかけに、夫婦や友人間に様々な疑惑
が巻き起こる様を描いたイタリア製コメディ。イタリ
アのアカデミー賞で作品賞・脚本賞を受賞した。

[監] マージー・キンモンス
レム・コールハース
[出] ミハイル・ピオトロフスキー、
[2014年/イギリス/83分/ファインフィルムズ/DCP]

[監] ジャファル・パナヒ
[出] ジャファル・パナヒ
[2015年/イラン/82分/シンカ/DCP]

[監] サイモン・アバウド
トム・ウィルキンソン
[出] ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ、
[2016年/イギリス/92分/ココロヲ・動かす・映画社○/DCP]

[監] 瀬田なつき
[出] 橋本愛、永野芽郁、染谷将太、石橋静河、森岡龍
[2016年/日本/118分/boid/DCP]

[監] パオロ・ジェノベーゼ
[出] ジュゼッペ・バッティストン、
アンナ・フォッリエッタ
[2016年/イタリア/96分/アンプラグド/DCP]

近隣劇場
LINE UP

●

『愚行録』
横浜ニューテアトル ▼上映中〜『この世界の片隅に』

中区伊勢佐木町 2-8-1
(045-261-2995）

『ウィーナー 懲りない男の〜』他
▼4/15（土）〜『アサシン クリード』他

[監] 三上智恵
[2017年/日本/119分/東風/DCP]

『スノーデン』
● 横浜シネマリン ▼上映中〜『太陽の下で』

『牯嶺街 ( クーリンチェ ) 少年殺人事件』
『眠り姫』
中区長者町 6-95
『惑う
AFTER
THE
RAIN』
他
▼4/15
（土）
〜
(045-341-3180）

音声ガイド付き上映

大学生
シニア
専門学生 （60歳以上）

A

1800
1500
（1500）（1200）

B

1700
1400
（1400）（1100） 1100

C

1500
1200
（1200）（1100）

・高校生以下・障害者は 1000 円
・メンバーズクラブ（年会費 2000 円）
は、
当日より会員価格が適用されます。
ぜひご入会ください。

・ 4/16（日）09:45 回ひばりチャンネル「続べらんめえ芸者」料金 : 900 円（しょうがい者＋付添１名）

「ちょき」14:20 回 ・ 5/5（金祝）
「「ラ・ラ・ランド」15:15 回
目の不自由な方も、映画を一緒に楽める音声 ・ 4/16（日）
ガイド付き上映を定期的に開催しています。 ・「島々清しゃ」
「PARKS パークス」はアプリ「UDCast」利用でどの回でも音声ガイドが再生できます。

