5月

6月

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

ざ・鬼太鼓座（おんでこざ） 残酷ドラゴン 血斗竜門の宿

09:40〜11:25
予告なし

09:00〜10:55

15（月）以降は予告なし

人生タクシー
自由席・整理番号制 ９６席

おとなの事情

15:10〜16:50

うさぎ追いし 山極勝三郎物語 台北ストーリー

標的の島 風かたか

11:00〜

15（月）
〜19（金）

百日告別

13:10〜14:45
予告なし

マイビューティフルガーデン

14:55〜16:30

標的の島 風かたか ≒草間彌生 わたし大好き

17:00〜19:00

イップ・マン 継承

19:10〜21:00

ナイスガイズ！

愛という名前のふたり

09:30〜11:35
予告なし

ターシャ・テューダー
エルミタージュ美術館
美を守る宮殿

①
②

15:15 〜16:55
21:20 〜22:55

21:40〜23:15
予告なし

アイヌの姉妹の物語

09:05〜10:55
予告なし

アイ・イン・ザ・スカイ

世界一
安全な戦場

11:05〜12:50

ターシャ・テューダー
静かな水の物語

13:05〜14:50
予告なし

21:25〜23:00
予告なし

静かな水の物語

09:20〜11:10

注 21（日）22（月）は休映

11:20〜12:55

わたしは、ダニエル・ブレイク

13:05〜14:50

THE PIANO & CINEMA vol.5

夢想の楽園

15:00〜16:35
予告なし

ナイスガイズ！

19:25〜21:05
予告なし

作家、本当のJ.T.リロイ

19:00〜20:50
予告なし

LION ２５年目のただいま

21:00〜23:00
予告なし

21（日）22（月） 09:45〜11:10

ライオン

LION ２５年目のただいま

10:50〜12:50

ムーンライト

13:00〜14:55

2人で ￥2,200

皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ
①
②

15:05 〜17:05
21:15 〜23:15
予告なし

作家、本当のJ.T.リロイ

17:15〜19:05

会員一般…1200円
会員大専…1100円

●「PARKS パークス」※常時、UDcast音声ガイド対応
5/14
（日）
のみバリアフリー日本語字幕版を上映

●「THE PIANO&CINEMA VOL.5 夢想の楽園」イベント
・5/20
（土）
・5/24
（水）
は上映後、柳下さんを囲むお茶会あり。
※5/20
（土）
は宇田川幸洋さん
（映画評論家）
参加予定
・5/21
（日）
は映写室見学ツアーあり

●「人生タクシー」関連短編上映
本編前に、森達也監督、松江哲明監督の短編
（３分）
を
日替わりで上映します
（日程の詳細は劇場HPへ）

● ＜ひばりチャンネル＞「ひばりの森の石松」
5/21
（日）
・22
（月）
、ひばりさんご親戚「魚増」お魚販売あり

●「≒草間彌生 わたし大好き」
5/13
（土）
上映後、松本貴子監督の初日舞台挨拶あり

●「アルビノの木」
上映期間中、
イベント予定あり
（近日決定）

●「氷の花火 山口小夜子」
5/20
（土）
上映後、松本貴子監督の初日舞台挨拶あり

● 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：6/1（木） 映画の日 15:00 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

予告なし

ミューズ・アカデミー

19:15〜20:50
予告なし

ミューズ+ゲリン

21:00〜

予告なし

日替り上映／詳細はウラ面へ

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
5月

▶ イベント・お知らせ

6月

６

６

３

変 更の場 合あり
※

6/3
（土）
〜
「僕とカミンスキーの旅」
「オリーブの樹は呼んでいる」
「ローマ法王になる日まで」
「At the terrace テラスにて」
「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」
「真白の恋」
「スレイブメン」

6/17
（土）
〜
「カフェ・ソサエティ」
「箱入娘面屋人魚」
「退屈な日々にさようならを」
「はなればなれに」
「ろくでなし」
「まんが島」
「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」
「SUPER FOLK SONG ピアノが愛した女。」
「STOP ストップ」
「イイネ！イイネ！イイネ！」
「なりゆきな魂、」
〜
7/1
（土）
「パーソナル・ショッパー」
「ふたりの旅路」
7/8
（土）
〜
「ありがとう、
トニ・エルドマン」
「光と血」
7/15
（土）
〜
「彼女の人生は間違いじゃない」
「ダンサー、
セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣」
「ザ・ダンサー」
「光をくれた人」
7/29
（土）
〜
「海辺の生と死」
「スプリング、
ハズ、
カム」
8/5
（土）
〜
「ヒトラーへの285枚の葉書」

７月以降

ひばりの森の石松

09:00〜10:40

月

ライオン

ジャッキー

ファーストレディ 最後の使命

￥1,100

日 以 降の上 映 作 品

予告なし

わたしは、ダニエル・ブレイク

次週あり

21:35〜23:15

17:45〜19:15

︵時間未定︶

19:20〜21:25

アルビノの木

月

ラビング

愛という
名前のふたり

16:15〜17:35
予告なし

６月︵続き︶

17:10〜19:10

16:45〜18:50

女性 ￥1,100
男性 ￥1,100

０円キッチン

ターシャ・テューダー

PARKS パークス 皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ

15:00〜17:00

14:35〜16:05
予告なし

ハードコア

kapiw（カピウ）とapappo（アパッポ） ぼくと魔法の言葉たち

タレンタイム 優しい歌 わたしは、ダニエル・ブレイク
予告なし

19:15〜21:10

19:40〜21:15
予告なし

ぼくと魔法の言葉たち

次週あり

17:05〜19:05

ハードコア

百日告別

12:55〜14:25

︵時間未定︶

PARKS パークス

20:05〜21:30
予告なし

17:55〜19:30

上映スケジュール

全員 ￥1,100

次週あり

自由席・整理番号制 １１５席

マイビューティフル
ガーデン

人生タクシー

メットガラ ドレスをまとった
美術館

5/6 - 6/2

予告なし

︵時間未定︶

13:40〜15:05

予告なし

16:00〜17:45

メットガラ

ドレスをまとった美術館

次週あり

11:45〜13:30
予告なし

18:35〜20:00

氷の花火 山口小夜子

予告なし

︵時間未定︶

静かな水の物語

エルミタージュ美術館 美を守る
宮殿

娘よ

14:15〜15:50

10:45〜12:45

次週あり

ラビング

16:40〜18:25

12:10〜14:05

17.

タイムテーブル

︵時間未定︶

21:10〜23:05
予告なし

09:00〜10:35

続くか未定

13:35〜15:00
予告なし

09:00〜12:00

5/6（土）
〜6/2（金）

次週あり

11:40〜13:25

娘よ

予告なし

︵時間未定︶

イップ・マン 継承
わたしは、
13（土）
ダニエル・ブレイク 14（日）11:10〜

俠女

2017 年

「はらはらなのか。」
「逆行」
「シチリアの恋」
「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」
「世界でいちばん美しい村」
「20センチュリー・ウーマン」
「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」
「海辺のリア」
「武曲 MUKOKU」
「光
（河瀬直美監督）」
「いぬむこいり」
「タンジェリン」
「わすれな草」
「ハイヒール こだわりが生んだおとぎ話」
「地獄愛」
「ハネムーン・キラーズ」
「ポエトリーエンジェル」
「ハローグッバイ」
「ハイ
ドリヒを撃て！
『ナチの野獣』暗殺作戦」
「ハロルドとリリアン ハリウッド・ラブストーリー」
＜イタリア･ネオ＋クラッシコ映画祭＞
＜Viva! イタリア VOL.3＞

ざ・鬼太鼓座

5/6（土）
-5/12（金）
¥ C

デジタルリマスター

ナイスガイズ！

5/6（土）
-5/19（金）
¥ A

The Nice Guys

(C)2016 NICE GUYS, LLC

(C)1989「ざ・鬼太鼓座」製作委員会

ラビング

愛という名前のふたり

5/6（土）
-5/19（金）
¥ A

わたしは、
ダニエル・ブレイク

4/29（土）
-6/2（金）
¥ A

(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)2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

5/13
kapiw（カピウ）とapappo（アパッポ） -5/19

（土）
（金）

アイヌの姉妹の物語

¥

B

X

残酷ドラゴン

血斗竜門の宿 デジタル修復版

アイ・イン・ザ・スカイ

5/13（土）
-5/19（金）
¥ A

(C)1967 Union Film Co., Ltd./ (C)2014 Taiwan Film institute All rights reserved (for Dragon Inn)

世界一安全な戦場

5/13（土）
-5/19（金）
¥ A

(C)eOne Films (EITS) Limited

ドキュメンタリーもフィクションも超える映画の臨界点！

凸凹コンビと 幼カワ ヒロインが、巨悪を暴く!?

肌の色が違うだけで逮捕された夫婦の物語

名匠ケン・ローチが世界に伝えたいメッセージ

生きること、
歌うこと。
アイヌの姉妹の物語。

ジャッキー・チェンも影響を受けた武侠アクション超大作

ドローン戦争の実態を描く、衝撃の軍事サスペンス

「瞼の母」などの映画を世に送り出し、85年に
他界した加藤泰監督の遺作。新潟・佐渡島の
芸能集団「鬼太鼓座
（おんでこざ）」の若者たち
を撮影し、約2年の歳月をかけて製作された。

私立探偵マーチ
（ライアン・ゴズリング）
と、示談
屋ヒーリー
（ラッセル・クロウ）の凸凹コンビが、
少女失踪事件の捜査を機に巨大な陰謀に巻き
込まれていく様を描くサスペンス・アクション。

アメリカで異人種間の結婚を禁じる法律を変え
るきっかけとなった夫婦の実話を映画化。1958
年、
リチャードとミルドレッドの夫婦は、異人種間
の結婚を禁じた法律を犯したと逮捕され…。

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。

アイヌの伝統歌ユニットのドキュメンタリー。東
京で暮らす姉・絵美と、阿寒湖アイヌコタンで暮
らす妹・富貴子。2011年、震災の影響で絵美が
里帰りし、二人のライブの企画が立ちあがる…。

巨匠キン・フーが台湾で手がけ、当時のアジア各
地で大ヒットし、武侠アクション映画ブームを巻
き起こした記念碑的作品。監督自身が考案した
とされるワイヤーによる飛翔アクションも見所。

人間が直接、戦場で戦わない、無人偵察機によ
る攻撃という新たな戦争の形を描くサスペンス。
危険なテロリストの排除を巡り、人々の思惑が
交錯し、戦場でのモラルが問われていく…。

[監] シェーン・ブラック
[出] ラッセル・クロウ,ライアン・ゴズリング,アンガーリー・ライス
[2016年/アメリカ/116分/クロックワークス/DCP]

[監] ジェフ・ニコルズ
[出] ジョエル・エドガートン、ルース・ネッガ
[2016年/イギリス、
アメリカ/122分/ギャガ/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] 佐藤隆之
[出] 床絵美、郷右近富貴子、海沼武史
[2016年/日本/112分/オリオフィルムズ/DCP]

[監] キン・フー
[出] シャンカン・リンホー、
シー・チュン、パイ・イン
[1967年/台湾/111分/松竹メディア事業部/DCP]

[監] ギャビン・フッド
[出] ヘレン・ミレン、アーロン・ポール、アラン・リックマン
[2015年/イギリス/102分/ファントム・フィルム/DCP]

[監] 加藤泰
[出] 河内敏夫、林英哲、大井良明、藤本吉利、高野巧
[1981年/日本/105分/松竹メディア事業部/DCP]

≒草間彌生 わたし大好き

5/13（土）
-5/19（金）
¥ C

ハードコア【R15＋】
Hardcore Henry

5/13（土）
-5/26（金）
¥ A

百日告別
百日告別 Zinnia Flower

5/13（土）
-5/26（金）
¥ A

俠女 デジタル修復版
侠女

5/20（土）
-5/26（金）
¥ A

うさぎ追いし
山極勝三郎物語

5/20（土）
-5/26（金）
¥ A

ぼくと魔法の言葉たち
Life, Animated

5/20（土）
- 終了未定
¥ A

娘よ

5/20（土）
-6/2（金）
¥ A

Dukhtar

(C)YAYOI KUSAMA

音声ガイド
UDCAST 対応

5/13（土）

舞台挨拶あり！
※詳細イベント欄へ

(C)2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2015 Atom Cinema Taipei Postproduction Corp. B'in Music International Ltd. All Rights Reserved

(C)1971 Union Film Co., Ltd./
（C)2015 Taiwan Film institute All rights reserved (for A Touch of Zen)

(C)2016「うさぎ追いし 山極勝三郎物語」製作委員会

X

(C)2016 A&E Television Networks, LLC. All Rights Reserved.

美術界を疾走する草間を追う渾身のドキュメンタリー！

映画は 観る から 同期（シンクロ）する時代へ

世界各国で観客の心を優しくつつんだ台湾映画

香港映画界の黒澤明 キン・フー監督の最高傑作

世界が驚く実験を成功させた病理学者の人生

奇跡を起した家族の記録を綴る感動のドキュメンタリー！

母娘の逃避行を、大自然と共に描くパキスタン映画

前衛芸術家として世界的に知られる草間彌生の
創作活動と日常を、1年半に渡り記録したドキュ
メンタリー。作品が完成するまでの貴重な瞬間を
克明に映し出し、草間ワールドの真髄に迫る。

全編が一人称視点という斬新な映像で世界で話
題を呼んだアクション。謎の組織に妻をさらわれ
た男が超人的な身体能力を駆使し、戦いに身を
投じていく様が、臨場感抜群の映像で描かれる。

結婚間近の婚約者と妊娠中の妻を、同じ玉突
き事故で失ったシンミンとユーウェイ。最愛の相
手を失った事実を受け入れることができない2人
だが…。
「九月に降る風」のトム・リン監督作品。

1975年のカンヌ映画祭で高等技術グランプリ
に輝くも、
日本未公開となっていた武侠映画の
傑作。アジアの巨匠キン・フー監督が、宦官の
陰謀で処刑された忠臣の娘の復讐劇を描く。

大正初期に世界で初めて人工的なガンの発生
実験を成功させ、
ノーベル医学生理学賞候補に
もなった長野県上田市生まれの山極勝三郎。彼
の生涯を、遠藤憲一主演で描く人間ドラマ。

自閉症により2歳で突然言葉を失った少年が、
ディズニー映画を通じて言葉を徐々に取り戻す
姿を追ったドキュメンタリー。ある日、父は彼が口
にする意味不明の言葉の真意に気付き…。

鉄の掟から逃げる母娘を実話を基に描く人間ド
ラマ。部族間の衝突を解決するため、幼い娘は
相手方の部族長と結婚することに。娘を守ろう
とした母は、娘と共に部族から逃げ出すが…。

[監] 松本貴子
[出] 草間彌生
[2008年/日本/102分/B.B.B.inc. /ブルーレイ上映]

[監] イリヤ・ナイシュラー
[出] シャルト・コプリー、ヘイリー・ベネット、ダニーラ・コズロフスキー
[2016年/ロシア、
アメリカ/96分/クロックワークス/DCP]

[監] トム・リン
[出] カリーナ・ラム、
シー・チンハン、マー・ジーシアン
[2015年/台湾/95分/パンドラ/DCP]

[監] キン・フー
[出] シュー・フォン、
シー・チュン、
ティエン・ポン
[1971年/台湾/180分/松竹メディア事業部/DCP]

[監] 近藤明男
[出] 遠藤憲一、水野真紀、豊原功補、岡部尚、高橋惠子
[2016年/日本/111分/新日本映画社/DCP]

[監] ロジャー・ロス・ウィリアムズ
[出] オーウェン・サスキンド,ロン・サスキンド
[2016年/アメリカ/91分/トランスフォーマー/DCP]

[監] アフィア・ナサニエル
[出] サミア・ムムターズ、サレア・アーレフ、
モヒブ・ミルザ
[2014年/パキスタン他/93分/パンドラ/DCP]

THE PIANO & CINEMA vol.5

夢想の楽園

5/20（土）
-5/26（金）
¥ A

氷の花火 山口小夜子

期間中

(C)Minerva Pictures

メットガラ

ドレスをまとった美術館

5/20（土）
-6/2（金）
¥ A

皆はこう呼んだ、
鋼鉄ジーグ

5/20（土）
- 終了未定
¥ A

作家、本当のJ.T.リロイ
Author: The JT LeRoy Story

5/20（土）
-6/2（金）
¥ A

LION ライオン

5/20（土）
-6/2（金）
¥ A

25年目のただいま

台北ストーリー
デジタル修復版

5/27（土）
- 終了未定
¥ A

5/20（土）

舞台挨拶あり！

イベントあり！
※詳細イベント欄へ

5/20（土）
-5/26（金）
¥ C

(C)KAZOU OHISHI (C)2015「氷の花火

ベント欄へ
※詳細イ
山口小夜子」
製作委員会

(C)2016 MB Productions, LLC

(C)2015 GOON FILMS S.R.L. Licensed by RAI Com S.p.A. ‒ Rome, Italy. All rights Reserved.

(C)2016 A&E Television Networks and RatPac Documentary Films, LLC. All Rights Reserved.

(C)3H productions ltd. All Rights Reserved

(C)2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

即興演奏で贈るゲイリー・クーパーのデビュー作

東洋の神秘 と賞賛された伝説のモデルの人生

アナ・ウィンターによるファッション界のアカデミー賞に潜入！

イタリア発、ダークヒーロー×フィルム・ノワールの傑作

突如文壇に現れた謎の少年は存在しなかった ?!

5歳から25年間迷子だった男の数奇な人生

台湾ニューシネマの奇跡が刻印された幻の傑作

砂漠を開拓して移民の故郷の地にしようと思い
立った男の姿を描く開拓ドラマ。ゲイリー・クー
パーの映画初出演作。サイレント映画ピアニスト
柳下美恵さんの生ピアノ演奏付きで連日上映。

1970年代からファッションモデルとして世界的に
活躍した山口小夜子。57歳で急逝するまで、
さま
ざまなジャンルで常に時代の先端を走り続けた彼
女の謎に包まれた人生を紐解くドキュメンタリー。

ニューヨークで開催されるファッション界最大級
のイベント
「メットガラ」のドキュメンタリー。2015
年の開催に向けた準備、そして当日の模様を、
アナ・ウィンターら2人を中心に追っていく。

永井豪原作『鋼鉄ジーグ』をモチーフにしたイタ
リア映画。テロの脅威に晒されるローマ。ふとした
きっかけで超人的なパワーを得たエンツォは、私
利私欲のためにその力を使っていたのだが…。

1996年、女装の男娼となった過去を綴った自伝を
発表し、謎の天才美少年作家として文壇に登場し
ながら、後に実在しないことが明らかになったJ・T・
リロイにまつわる顛末に迫るドキュメンタリー。

インドで迷子になった5歳の少年が、25年後に
Google Earthで故郷を探し出した実話を映画化
したドラマ。1986年、少年サルーは兄と仕事を探
しにでかけた先で電車で眠り込んでしまい…。

家業を継いだ元野球選手ロンと、米国に移住を
考えている幼馴染の恋人チン。2人の関係を、変
貌する80年代の台北を舞台に描く。主演・製作・
共同脚本に「黒衣の刺客」のホウ・シャオシェン。

[監] ヘンリー・キング
ビルマ・バンキー、チャールズ・レイン
[出] ロナルド・コールマン、
[1926年/アメリカ/89分/DVD上映]

[監] 松本貴子
[出] 山口小夜子,天児牛大,天野幾雄,生西康典,入江末男
[2015年/日本/97分/コンパス /DCP上映]

[監] アンドリュー・ロッシ
ジョン・ガリアーノ
[出] アナ・ウィンター、アンドリュー・ボルトン、
[2016年/アメリカ/91分/アルバトロス・フィルム/DCP]

[監] ガブリエーレ・マイネッティ
[出] クラウディオ・サンタマリア、ルカ・マリネッリ
[2015年/イタリア/119分/ザジフィルムズ/DCP]

[監] ジェフ・フォイヤージーク
[出] ローラ・アルバート、
ブルース・ベンダーソン
[2016年/アメリカ/111分/アップリンク/DCP]

[監] ガース・デイビス
[出] デブ・パテル、ルーニー・マーラ、
ニコール・キッドマン
[2016年/オーストラリア/119分/ギャガ/DCP]

[監] エドワード・ヤン
[出] ホウ・シャオシエン、
ツァイ・チン、
クー・イーチェン
[1985年/台湾/119分/オリオフィルムズ/DCP]

0円キッチン
Wastecooking: Kochen statt Verschwenden

5/27（土）
-6/2（金）
¥ A

アルビノの木

5/27（土）
-6/2（金）
¥ A

ジャッキー

ファーストレディ 最後の使命

5/27（土）
- 終了未定
¥ A

ムーンライト【R15＋】
Moonlight

5/27（土）
- 終了未定
¥ A

ミューズ・アカデミー
La academia de las musas

5/27（土）
-6/9（金）
¥ A

期間中、
イベント予定
(C)kinone

※詳細は近日決定

(C)2016 Jackie Productions Limited

(C)P.C. GUERIN & ORFEO FILMS

(C)2016 A24 Distribution, LLC

捨てられてしまう食材を救っておいしい料理に

害獣はどちらか。自然と人間の関係を見つめる−

彼女がいたから、ケネディは〈永遠の伝説〉になった

アカデミー賞受賞！映画史に刻まれる愛の物語

ホセ・ルイス・ゲリンの斬新なフィクション・ドキュメンタリー

食料の3分の1が廃棄されている現実を受け、食
の問題や未来を考えながら、キッチン付き廃油
カーでヨーロッパをめぐって廃棄食材料理を届
けているダービドの旅を追ったドキュメンタリー。

害獣駆除会社で働くユクの元に舞い込んだ高
額報酬の仕事は、村人たちが崇める白い鹿を撃
つことだった。害獣駆除を仕事とする青年ユク
の苦悩を通し、
自然と人間の関係を見つめる。

ジョン・F・ケネディ大統領の暗殺事件を、妻の
ジャクリーンの視点で描くドラマ。夫が築き上げ
てきたものを単なる過去にさせまいと、葬儀まで
の4日間にとった彼女の行動が明らかになる。

マイアミを舞台に自分の居場所とアイデンティティ
を模索する少年の成長を、少年期、ティーンエイ
ジャー期、成人期の3つの時代構成で描き、アカ
デミー作品賞ほか3部門を受賞した人間ドラマ。

「シルビアのいる街で」のホセ・ルイス・ゲリン
監督が、バルセロナ大学の哲学科を舞台に、
フィクションとドキュメンタリーの境界を漂いつ
つ、文学や芸術を紐解こうとした意欲作。

[監] ダービド・グロス、ゲオルク・ミッシュ
[2015年/オーストリア/81分/ユナイテッドピープル/
ブルーレイ上映]

[監] 金子雅和
[出] 松岡龍平、東加奈子、福地祐介、山田キヌヲ、長谷川初範
[2016年/日本/86分/マコトヤ/DCP]

[監] パブロ・ラライン
[出] ナタリー・ポートマン、ピーター・サースガード、グレタ・ガーウィグ
[2016年/アメリカ他/99分/キノフィルムズ/DCP]

[監] バリー・ジェンキンス
ジャネール・モネイ
[出] トレバンテ・ローズ、アンドレ・ホランド、
[2016年/アメリカ/111分/ファントム・フィルム/DCP]

近隣劇場
LINE UP

●

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）

『はじまりへの旅』
「八重子のハミング」
▼5/13（土）〜『バーフバリ 伝説誕生』

『スノーデン』
● 横浜シネマリン ▼上映中〜『しゃぼん玉』

『すべての政府はうそをつく』
ほか
中区長者町 6-95
▼5/13
（土）
〜
『まるでいつもの夜みたいに』
(045-341-3180）

[監] ホセ・ルイス・ゲリン
[出] ラファエレ・ピント、エマヌエラ・フォルゲッタ
[2015年/スペイン/92分/コピアポア・フィルム/DCP]

音声ガイド付き上映

A『ベルタのモチーフ』
B『イニスフリー』 C『影の列車』
D『工事中』 E『シルビアのいる街で』
F『シルビアのいる街の写真』G『ゲスト』
H『アナへの〜』
『サン＝ルイ大聖堂〜』
G『ある朝の思い出』
『 思い出』
5/27（土）

E

28（日）29（月）30（火）

A

B

C

F

G

¥

６／３以降
近日決定

X

・ルイス
ミューズとゲリン ＜ホセ
・ゲリン特集＞

31（水） 6/1（木） 2（金） 5/27（土）〜6/2（金）
21:00〜

D

A

レイト
割引有

¥ 料金 （）内は会員料金
一般

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。

・ 5/21（日）09:45 回ひばりチャンネル「ひばりの森の石松」料金 : 900 円（しょうがい者＋付添１名）

「ぼくと魔法の言葉たち」はアプリ「UDCast」利用で、
目の不自由な方も、映画を一緒に楽める音声 ・「PARKS パークス」
ガイド付き上映を定期的に開催しています。
どの回でも音声ガイドが再生できます。

