8

7

月

劇場オープンは、初回（ジャックとベティの早い方）の25分前予定です

月

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
イップ・マン 完結

50周年HDレストア版

ひまわり※13（木）終了

休映

ブルース・リー リマスター復活祭

12:35〜14:50

13:10〜

予告なし

ようこそ、革命シネマへ

暗数殺人

1（土）
・2（日） 3（月）〜7（金）
予告なし

予告なし

蟻の兵隊

13:10〜

12:45〜14:35
予告なし

なぜ君は総理大臣に
なれないのか

14:55〜17:00

日本人の忘れもの

破壊の日

フィリピンと中国の残留邦人

17:20〜18:20

17:25〜19:10

予告なし

マルモイ ことばあつめ

予告なし

お名前はアドルフ？

08:55〜10:30
予告なし

予告なし

お名前はアドルフ？

ひまわり 50周年HDレストア版

10:40〜12:35

11:35〜13:10

17:20〜19:20

イップ・マン 完結

②

11:30〜13:45
予告なし

予告なし

オーバー・ザ・リミット

破壊の日

15:25〜17:45

11:05〜13:10

※13（木）終了
予告なし

理想の暮らしのつくり方

15:40〜17:20

グッド・ワイフ

1（土）
・2（日） 3（月）〜7（金） COMPLY+-ANCE コンプライアンス

16:35〜18:30 21:30〜23:20

プラネティスト
1（土）
・2（日） 3（月）〜7（金）

21:30〜23:30 16:35〜18:40

※詳細は Web をご覧ください

予告なし

オーバー・ザ・リミット

破壊の日

18:50〜19:25

17:50〜19:30

新体操の女王マムーンの軌跡
予告なし

予告なし

赤い闇
14（金）
のみ スターリンの冷たい大地で

08:45 ②13:00 ③18:00

①

21（金）海の上のピアニスト
のみ
デジタル修復版

13:25 ②18:30

①

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7

月

8/22（土）以降の予定 ※変更の場合あり

●「スペシャルアクターズ」初日舞台挨拶
8/1
（土）
上映時、上田慎一郎監督、大澤数人さん他を予定
※詳細は劇場Webをご覧ください

19:45〜21:00

22:20〜23:15

8

月

9/11（金）〜「ソニア ナチスの女スパイ」
9/12（土）〜「スピリッツ・オブ・ジ・エア」
8/22（土）〜
「zk
頭脳警察50 未来への鼓動」
「メグ・ライオン」
「8日で死んだ怪獣の12日の物語」
9/19（土）〜「行き止まりの世界に生まれて」
「カサノバ〜最期の恋〜」
「アングスト 不安」
9/25（金）〜「鵞鳥湖の夜」
8/29（土）〜「ゴーストマスク 傷」
10/3（土）〜「真夏の夜のジャズ 4K」
「ドヴラートフ レニングラードの作家たち」
「ジャズ喫茶ベイシー Swiftyの譚詩
（Ballad）」
「ぶあいそうな手紙」
「はりぼて」
10/9（金）〜「本気のしるし 劇場版」
「愛国者に気をつけろ！鈴木邦男」※再上映
9/4（金）〜「海の上のピアニストイタリア完全版」「UFO真相検証ファイル Part1 戦慄！〜」
10/30（金）〜
9/5（土）〜「銃 2020」
「UFO真相検証ファイル Part2 衝撃！〜」
「三大怪獣グルメ」
「いつくしみふかき」

●「アマノジャク・思春期」オンラインアフタートーク
① 7/25
（土）
外川浩子さん ② 7/26
（日）
荻上チキさん
※別日でも、
トークイベント調整中
（詳細は近日決定）
●「パラダイス・ロスト」
イベント
8/1
（土）
上映後、福間健二監督 初日舞台挨拶
（予定）
※別日でも、
トークイベント調整中
（詳細は近日決定）

次週
あり

7/30（木）〜指定席化・
オンラインチケット販売
開始予定です

20:30〜21:50

次週
あり

20:50〜22:40

アマノジャク・思春期

会員一般…1200円
会員大専…1100円

ビッグ・リトル・ファーム

18:00〜20:20

スペシャルアクターズ

●「ようこそ、革命シネマへ」ゲストトーク
7/25
（土）
上映後、中村高寛監督
（「禅と骨」
「ヨコハマメリー」）

コリーニ事件

はちどり

劇場

イベント・劇場からのお知らせ

注 21（金）②13:25回休映

新体操の女王マムーンの軌跡

13:55〜15:10

予告なし

①

パラサイト 半地下の家族

劇場

15:25〜16:25

08:50 〜10:50
13:25 注 〜15:25
③ 21:15 〜23:15

2人で ￥2,200

続くか未定

プラネティスト

09:00〜11:15

スターリンの
冷たい大地で

次週あり

予告なし

赤い闇

予告なし

予告なし

16:00 〜17:05
② 19:35 〜20:35

予告なし

マルモイ ことばあつめ

12:55〜15:15

①

21:00〜23:20

予告なし

休映

５８席に制限中︵通常１１５席︶

破壊の日

はちどり

21:15〜23:20

次週あり

09:00 〜11:20
② 13:25 〜15:45
③ 20:40 〜22:55

21:30〜23:20

女性 ￥1,100

予告なし

次週あり

劇場

①

18:30〜20:45

予告なし

暗数殺人

全員 ￥1,100

男性 ￥1,100

予告なし

ラ・ヨローナ 彷徨う女
パラサイト 半地下の家族
予告なし
19:25〜21:05
アマノジャク・思春期 1（土）・2（日） 3（月）〜7（金）
19:05〜21:20 15:05〜17:20
コリーニ事件
19:25〜20:05
予告なし

上映スケジュール

10:55〜12:35

15:15〜17:05

17:15〜18:55 17:30〜19:10

7/25 - 8/21

休映

17:15〜19:10

日本人の忘れもの

20.

8月初に指 定 席 化
およびオンラインチ
ケット販 売を開 始
予定。詳細は劇場
We bサイトにてお
知らせします。

フィリピンと中国の残留邦人

パラダイス・ロスト ドキュメンタリー沖縄戦
知られざる悲しみの記憶
1（土）
・2（日） 3（月）〜7（金）

インディペンデントリビング 15:05〜17:00 19:20〜21:15
15:20〜17:00
ようこそ、革命シネマへ

08:55〜10:40
予告なし

次週あり

13:15〜15:00

知られざる悲しみの記憶

続くか未定

４８席に制限中︵通常９６席︶

予告なし
25（土）
・27（月）
・29（水）
・31（金）
予告なし
08:50〜10:35
08:55〜10:45
ドラゴンへの道 09:05〜
死亡遊戯 11:10〜 ラ・ヨローナ 彷徨う女
グッド・ワイフ
予告なし
① 10:45 〜12:25
10:55〜12:45
26（日）
・28（火）
・30（木）
② 19:40 〜21:20
ドラゴン危機一髪 09:05〜
イップ・マン完結
野火
ドラゴン怒りの鉄拳 11:10〜 マルモイ ことばあつめ 8（土）9（日） 10（月祝）〜13（木）

ドキュメンタリー沖縄戦

一部のみ掲載
最新情報は
劇場Webへ

時期未定
「許された子どもたち」
「春を告げる町」
「彼女は夢で踊る」
「ひとくず」
「タゴール・ソングス」
「コロンバス」
「プラド美術館 驚異のコレクション」
「オリ
・マキの人生で最も幸せな日」
「街の上で」
「リ
トル・ジョー」
「ディエゴ・マラドーナ 二つの顔」
「チア・アップ！
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト」
「島にて」
「無頼」
「裏アカ」
「凱里ブルース」
「在りし日の歌」
「その手に触れるまで」
「あなたの顔」
「マーティン・エデン」
「脳天パラダイス」
「蒲田前奏曲」
「おかえり ただいま」
「おもかげ」
「応天門の変」
＜フェデリコ・フェリーニ映画祭＞

●「ドキュメンタリー沖縄戦 知られざる悲しみの記憶」舞台挨拶
8/10
（月祝）
上映時、太田隆文監督
●「野火」オンライン舞台挨拶
8/10
（月祝）
上映時、塚本晋也監督
（予定）
●「蟻の兵隊」舞台挨拶
8/16
（日）
上映後、池谷薫監督
●「日本人の忘れもの フィリピンと中国の残留邦人」
「COMPLY+-ANCE コンプライアンス」イベント予定あり
指定席・オンラインチケット販売開始のお知らせ
お客様の利便向上およびコロナ状況下での混雑緩和の
ため、7/30（木）
より指定席に変更し、ネット販売も導入す
る予定です。
詳細は劇場サイト等でご確認ください。

・ 座席数を半分（ジャック48席、ベティ58席）
とし、使用可能な席を隔席にしております。
・ご来場の際は、原則として、必ずマスク等の着用をお願します。
・ 劇場内でのお食事・アルコールの飲食はご遠慮ください（通常のお飲み物は構いません）。
※状況により変更・追加対応の場合あり ・ 発熱や咳などの症状がある場合や、健康に不安のあるお客さまはご来場をお控えください。
みなさまに安心してご利用頂くため、

新型コロナウイルス対策に
ご協力をお願いします。

当館チケット 3,000 円以上ご購入で
駐車場割引あり（詳細は劇場設置チラシ）

ようこそ、革命シネマへ
Talking About Trees

7/25（土）〜
8/7（金）
¥

A

暗数殺人

7/25（土）〜
8/7（金）
¥

Dark Figure of Crime

A

アマノジャク・
思春期

7/25（土）〜
8/7（金）
¥ 特

劇場

破壊の日

7/17（金）〜
8/13（木）
¥

A

7/25（土）〜
8/21（金）
¥

A

イップ・マン 完結
葉問4 Ip Man 4

7/3（金）〜
8/9（日）
¥

A

ラ・ヨローナ 彷徨う女
La Llorona

8/1（土）〜
8/14（金）
¥

A

音声ガイド・字幕
HELLO! MOVIE 対応

7/25（土）

トークショーあり

期間中

※詳細はイベント欄

イベントあり

(C)AGAT Films & Cie ‒ Sudanese Film Group - MADE IN GERMANY Filmproduktion GOI-GOI Productions - Video de Poche ‒ Doha Film Institute - 2019

COPYRIGHT (C) 2018 SHOWBOX AND FILM295 / BLOSSOM PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

映画を取り戻すため、映画人たちが立ち上がる

連続殺人犯 vs 刑事の息詰まる攻防を描く

真に迫る熱演が衝撃を与え数々の映画賞受賞

山﨑賢人と松岡茉優の共演で贈る恋愛映画

映画に救われたやつだけが映画を救うー

ドニー・イェン主演！宇宙最強の伝説が完結する

虐げられる女性たちの復讐を描く社会派スリラー

映画が失われた軍事独裁政権下のスーダン
で、一夜限りの映画館復活を目指す古老の映
画人たちを追うドキュメンタリー。ベルリン国際
映画祭でドキュメンタリー賞と観客賞を受賞。

「1987、
ある闘いの真実」のキム・ユンソク主演
による、実際の事件をモチーフにしたサスペン
ス。刑事キム・ヒョンミンは、別件で収監されてい
た男から7人を殺害したとの告白を受けて…。

ある少年の「受け口」の容姿への悩みを通し、
彼の周辺で繰り広げられる騒動を描く短編ド
ラマ。いじめの当事者の内面を生々しく描く。

劇作家を目指す主人公・永田と、彼に恋をし必
死に支えようとする沙希。生涯忘れることができ
ない7年間の恋を描いた又吉直樹の恋愛小説
を
『ナラタージュ』
などの行定勲監督で映画化。

豊田利晃監督が2020年開催予定だった東京
オリンピックを控えた社会に向け企画した意欲
作。7年前に炭鉱の奥深くで正体不明の怪物
が見つかった田舎町で疫病の噂が広がり…。

ブルース・リーの師である詠春拳の達人イップ・
マンをドニー・イェンが演じるアクションシリーズ
第4弾。シリーズ最終作となる本作は、香港電影
金像奨で監督賞ほか9部門にノミネートされた。

グアテマラで起きた大虐殺の歴史と中南米に伝
わる怪談話を題材にしたスリラー。かつて大虐殺
を指揮したとされる将軍の屋敷にやって来たメイ
ドの周りで、奇妙な出来事が起こり始めて…。

[監] 行定勲
[出] 山崎賢人、松岡茉優、寛一郎、伊藤沙莉
[2020年/日本/136分/アニプレックス/DCP]

[監] 豊田利晃
イッセー尾形、松田龍平
[出] 渋川清彦、マヒトゥ・ザ・ピーポー、
[2020年/日本/57分/IMAGINATION/DCP]

[監] ウィルソン・イップ
[出] ドニー・イェン,スコット・アドキンス,チャン・クォックワン
[2019年/香港/105分/ギャガ・プラス/DCP]

[監] ハイロ・ブスタマンテ
[出] マリア・メルセデス・コロイ、
マルガリタ・ケネフィック
[2019年/グアテマラ/97分/ギャガ/DCP]

[監] スハイブ・ガスメルバリ
[出] イブラヒム・シャダッド、
スレイマン・イブラヒム
[2019年/フランス他/97分/アニモプロデュース/DCP]

マルモイ ことばあつめ
Malmoe: The Secret Mission

8/1（土）〜
8/20（木）
¥

A

[監] キム・テギュン
[出] キム・ユンソク、チュ・ジフン、チン・ソンギュ、チョン・ジョンジュン
[2019年/韓国/110分/クロックワークス/DCP]

１週
パラダイス・ロスト 限定

8/1（土）〜
8/7（金）
¥

A

(C)「アマノジャク・思春期」製作委員会

※詳細はイベント欄へ

[監] 岡倉光輝
[出] 山本楽、千野羽舞、古山憲太郎
[2016年/日本/31分/DCP]

¥ 一般・シニア1100円、学生・会員1000円

パラサイト 半地下の家族
Parasite

8/1（土）〜
8/14（金）
¥

A

(C)COPYRIGHT LA CASA DE PRODUCCION - LES FILMS DU VOLCAN 2019

(C)Mandarin Motion Pictures Limited, All rights reserved.

(C)2020「劇場」製作委員会

ひまわり 50周年HDレストア版
I girasoli

１週 8/1（土）〜
8/7（金）

スペシャルアクターズ 限定

8/1（土）〜
8/13（木）
¥

A

¥

A

グッド・ワイフ

8/8（土）〜

終了未定

¥

Las ninas bien

A

ドキュメンタリー沖縄戦
知られざる悲しみの記憶

8/8（土）〜
8/21（金）
¥

A

(C)tough mama

上映期間中

※詳細は近日決定

(C)2020 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

母国語を守りたい…懸命に生きた人々の物語

8/9（日）

舞台挨拶あり

8/1（土）

舞台挨拶あり
(C)2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED

『秋の理由』
につづく福間健二の長篇第６作

(C)1970 - COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAMPION(IT)
‒ FILMS CONCORDIA(FR) ‒ SURF FILM SRL, ALL RIGHTS RESERVED.

アカデミー賞 【作品賞】含む最多 4 部門受賞

日本人が愛した永遠の名作が、
レストアされて蘇る

舞台挨拶あり

(C)松竹ブロードキャスティング

※詳細はイベント欄

(C)D.R. ESTEBAN CORP S.A. DE C.V. , MEXICO 2018

(C)浄土真宗本願寺派
（西本願寺） 青空映画舎

『カメ止め』上田慎一郎監督長編劇映画第 2 弾！

メキシコを襲った経済危機があぶり出す美しい悪夢

沖縄戦・体験者12人、専門家8人による証言
太平洋戦争末期、
日本で唯一の地上戦となった
沖縄。体験者や専門家の証言、記録フィルムな
どから、
その実態を明らかにするドキュメンタリー。
「朝日のあたる家」
などの太田隆文監督作。

1940年代の日本統治下の朝鮮半島で、母国
語を遺したい思いで全国の言葉・方言を集め
た史実を基に描くドラマ。
「タクシー運転手
約束は〜」の脚本家オム・ユナの初監督作。

詩人としても活躍する福間健二監督作。パラ
ダイスへの夢を失ったこの世界にどう生きるの
か。
どう希望をとりかえすのか。夫を失ったひと
りの女性と彼女をとりまく人々に問いかける。

監督ポン・ジュノと主演ソン・ガンホが4度目の
タッグを組み、第72回カンヌ国際映画祭でパル
ムドール、第92回アカデミー賞でも外国語映画
として史上初となる作品賞を受賞した話題作。

ソフィア・ローレン、マルチェロ・マストロヤンニと
いうイタリアの2大スターを主演に迎え、戦争に
よって引き裂かれた男女の愛を描いたドラマ。
製作50周年を記念してHDレストア版で上映。

上田慎一郎が、脚本・編集も手掛けた劇場長編
第2弾。極度に緊張すると気絶してしまう売れな
い役者が、カルト集団との闘いに奮闘する。
1500人から選ばれた15人のキャストが出演。

1982年、メキシコシティの高級住宅街に暮らす
ソフィアだが、歴史的な経済危機により、
その生
活は崩壊し始め…。2019年メキシコ・アカデミー
賞で主演女優賞など4部門を受賞したドラマ。

[監] オム・ユナ
[出] ユ・ヘジン、ユン・ゲサン、キム・ホンパ,ウ・ヒョン
[2019年/韓国/135分/インターフィルム/DCP]

[監] 福間健二
[出] 和田光沙、我妻天湖、江藤修平、小原早織
[2019年/日本/106分/tough mama/DCP]

[監] ポン・ジュノ
[出] ソン・ガンホ、
イ・ソンギュン、
チョ・ヨジョン、
チェ・ウシク
[2019年/韓国/132分/ビターズ・エンド/DCP]

[監] ビットリオ・デ・シーカ
[出] ソフィア・ローレン、アントニオマルチェロ・マストロヤンニ
[1970年/イタリア/107分/アンプラグド/DCP]

[監] 上田慎一郎
[出] 大澤数人、河野宏紀、富士たくや、北浦愛
[2019年/日本/109分/松竹/DCP]

[監] アレハンドラ・マルケス・アベヤ
[出] イルセ・サラス、
カサンドラ・シアンゲロッティ
[2018年/メキシコ/100分/ミモザフィルムズ/DCP]

日本人の忘れもの

フィリピンと中国の残留邦人

8/8（土）〜
8/21（金）
¥

A

コリーニ事件

8/8（土）〜
8/21（金）
¥

Der Fall Collini

A

オーバー・ザ・リミット
新体操の女王マムーンの軌跡

8/8（土）〜
8/21（金）
¥

A

はちどり

COMPLY+-ANCE

8/8（土）〜

終了未定

¥

House of Hummingbird

コンプライアンス

A

※詳細はイベント欄

１週 8/8（土）〜
限定 8/14（金）
¥

A

野火

[監] 太田隆文
[出] 上江洲安昌、知花治雄、上原美智子、照屋勉
[2019年/日本/105分/渋谷プロダクション/DCP]

4日 8/10（月）〜
限定 8/13（木）
¥

C

赤い闇

スターリンの冷たい大地で

8/14（金）〜
終了未定

¥

A

(C)EAST FACTORY INC.

期間中

期間中

(C)NHK

イベント予定
※詳細は近日決定

期間中

(C)2019 Constantin Film Produktion GmbH

(C)Telemark,2018

イベント予定
※詳細は近日決定

(C)2018 EPIPHANY FILMS. All Rights Reserved.

イベントあり

※詳細はイベント欄へ
(C)SHINYA TSUKAMOTO / KAIJYU THEATER

(C)FILM PRODUKCJA - PARKHURST - KINOROB - JONES BOY FILM - KRAKOW FESTIVAL
OFFICE - STUDIO PRODUKCYJNE ORKA - KINO ŚWIAT - SILESIA FILM INSTITUTE IN KATOWICE

救済を求める残留日本人を追うドキュメンタリー

ドイツで本当にあった驚くべき法律の落とし穴とは

金メダリストの想像を絶する舞台裏がベールを脱ぐ

ベルリン映画祭をはじめ世界44冠の話題作！

我々は自ら口を塞ぎ、規制により社会を作っている

なぜ大地を血で汚すのか。戦後 73 年記念上映

記者が目撃したソビエト連邦の 偽りの繁栄

太平洋戦争でフィリピンや中国に取り残された
残留者たちの戦後の歩みを追うドキュメンタ
リー。残留者たちと、彼らを救おうとする市民た
ちの活動から、
日本の今を浮き彫りにする。

ドイツの現役弁護士によるベストセラー小説を
映画化。
ドイツ市民として働く67歳のイタリア人
コリーニが、実業家を殺害する事件が発生。新
米弁護士ライネンは弁護人に任命されるが…。

ロシアの新体操選手マルガリータ・マムーンが、
2016年リオ五輪で金メダルを手にするまでの軌
跡を追うドキュメンタリー。秘密に包まれていた
ロシア新体操のトレーニングをカメラに収めた。

1990年代の韓国を舞台に、思春期の少女の揺
れ動く思いや家族との関わりを繊細に描いた人
間ドラマ。自身の少女時代の体験をもとに描
き、世界各地の映画祭で数々の賞を受賞した。

「齊藤工」名義で映画監督としても活動してい
る斎藤工が、企画・原案・撮影・脚本・監督ほか
を務めた映画。自主規制の波、忖度やコンプラ
イアンス問題に一石を投じようと製作された。

大岡昇平の同名小説を塚本晋也の監督、脚本、
製作、主演により映画化。腹と孤独と戦いながら
レイテ島をさまよい続ける田村。戦場という異常な
空間で極限状態に追い込まれた人間たちを描く。

世界恐慌下の1930年代、
スターリン体制のソ連
で決死の潜入取材を行ったイギリス人ジャーナ
リストの実話に基づく歴史ドラマ。
「ソハの地下
水道」
などのアグニェシュカ・ホランド監督作。

[監] 小原浩靖
[2020年/日本/98分/Kプロジェクト/DCP]

[監] マルコ・クロイツパイントナー
[出] エリアス・ムバレク、
アレクサンドラ・マリア・ララ
[2019年/ドイツ/123分/クロックワークス/DCP]

[監] マルタ・プルス
[出] マルガリータ・マムーン、
イリーナ・ビネル
[2018年/ポーランド他/74分/トレノバ、gnome/DCP]

[監] キム・ボラ
[出] パク・ジフ、
キム・セビョク、
イ・スンヨン
[2018年/韓国=アメリカ/138分/アニモプロデュース/DCP]

[監] 齊藤工
[出] 秋山ゆずき、平子祐希、斎藤工、大水洋介
[2020年/日本/70分/SPOTTED PRODUCTIONS/DCP]

[監] 塚本晋也
[出] 塚本晋也、
リリー・フランキー、中村達也、森優作
[2014年/日本/87分/海獣シアター/DCP]

[監] アグニエシュカ・ホランド
[出] ジェームズ・ノートン、バネッサ・カービー
[2019年/ポーランド他/141分/ハピネット/DCP]

蟻の兵隊

１週 8/15（土）〜
限定 終了未定
¥

C

(C)Ren Universe, Inc.

なぜ君は総理大臣に
なれないのか

8/15（土）〜
終了未定

¥

A

ビッグ・リトル・ファーム
理想の暮らしのつくり方

8/15（土）〜
終了未定

¥

A

海の上のピアニスト

8/21（金）〜

デジタル修復版

終了未定

¥

【重要】各種有効期限・更新期限の延長について
①《ご招待券 有効期限が2020年2月1日〜6月3日のものは、
※詳細はイベント欄

(C)ネツゲン

音声ガイド・字幕
UDCAST 対応

(C)2018 FarmLore Films ,LLC

(C)1998 MEDUSA

終戦 75 年、傑作ドキュメンタリーをアンコール上映

衆議院議員・小川淳也を見つめた 17 年

壮大な農場を作る夫婦の奇跡のドキュメンタリー

不朽の感動作が色鮮やかな修復版で蘇る！

第２次大戦終結後も中国から帰国できず、中
国国民党と共産党の内戦に巻き込まれた日本
兵たち。その 日本軍山西省残留問題 に迫っ
た、衝撃のドキュメンタリーをアンコール上映。

2019年の国会で不正会計疑惑を質して注目
された政治家の小川淳也に大島新が密着。党
利党益に貢献しなければ出世できないジレン
マや、背水の陣となった選挙戦などを捉えた。

夫婦ジョンとモリーが、究極のオーガニック農場
を作り上げるまでの8年間のドキュメンタリー。
自然の厳しさに直面しながらも、農場作りに奮
闘する日々を、
ジョン自身がカメラに収めた。

監督ジュゼッペ・
トルナトーレと音楽エンニオ・モ
リコーネのタッグで、客船の上で生まれ育ち、一
度も船を降りなかった天才ピアニストの一生を
描いた感動作。公開20周年リバイバル上映。

[監] 池谷薫
[出] 奥村和一、金子傳、村山隼人、藤田博
[2005年/日本/101分/蓮ユニバース/ブルーレイ上映]

[監] 大島新
[出] 小川淳也
[2020年/日本/119分/ネツゲン/DCP]

[監] ジョン・チェスター
[出] ジョン・チェスター、
モリー・チェスター
[2018年/アメリカ/91分/シンカ/DCP]

[監] ジュゼッペ・
トルナトーレ
[出] ティム・ロス、
プルイット・テイラー・ビンス
[1999年/イタリア=アメリカ/121分/シンカ/DCP]

● ジャック＆ベティサロン 支配人・梶原を囲む交流会
8/1
（土）
15:15頃から、事前申込・定員制 ｜ 会場：横浜パラダイス会館
（劇場1F）
※オンライン参加可、申し込み方法などの詳細は劇場Webをご覧ください。

シネマ・ジャック&ベティの
初回登録時
ホットコーヒー無料

一般

大学生
シニア
専門学生 （60歳以上）

A

1800
1500
（1500）（1200）

②《ポイントカード》８ポイントが貯まった状態で、無料鑑賞の期限が、
2020年2月1日〜5月31日のものは
【2020年12月31日まで】使用可能です。

B

1700
1400
（1400）（1100） 1100

③《メンバーズカード》2020年2月1日〜6月30日に有効期限を迎えた方は、
延長はございませんが、
【2020年12月31日まで】更新いただけます。

C

1500
1200
（1200）（1100）

【2020年12月31日まで】使用可能です。

8/16（日）

舞台挨拶あり

¥ 料金 （）内は会員料金

新型コロナに伴う劇場からのお知らせ

A

● 美空ひばりさん上映会＜ひばりチャンネル＞
8月の開催はお休みいたします

バリアフリー上映情報
目や耳が不自由な方も映画を一緒に楽しめます

・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。
・レイト指定回は（C）
料金となります

・『劇場』は、アプリ「Hello Movie!」利用で、音声ガイド・字幕対応あり。
・『なぜ君は総理大臣になれないのかは、アプリ「UDCast」利用で、音声ガイド・字幕対応あり。
当館でも字幕用メガネ型端末を１台無料で貸し出しできます（予約優先）

