10

9

月

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

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ソニア

08:45〜10:25

09:00 注 〜10:55
② 17:20 〜19:15

ソニア

09:00〜10:55

08:45〜10:25

鵞鳥湖（がちょうこ）の夜

ちむぐりさ 菜の花の
沖縄日記

①

ナチスの女スパイ

注 25（金）②19:00回休映

注 10/2（金）①09:00回休映 3（土）4（日） 5（月）〜8（木）

11:10 〜12:45
19:25 注 〜21:00

②

12:40〜15:45

注 10/2（金）②19:25回休映

15:55〜18:15

海辺の映画館

15:20〜19:35

真夏の夜のジャズ

※途中休憩15分あり

15:40〜17:10

ジャズ喫茶ベイシー
Swiftyの譚詩（Ballad）

19:50〜21:40

17:20〜19:05

ローラと秘密のカウンセリング

16:20〜18:35

UFO真相検証ファイルPart１

オン・ザ・ロック

戦慄！宇宙人拉致事件の真実

3（土）4（土） 9（金）のみ

10（土）11（日） 12（月）〜16（金）

21:20 14:05
①
20:20〜21:35
許された子どもたち 5（月） 14:05〜15:50
② 18:15〜20:00
18:45〜21:00
8（金）③ 21:20〜23:00
その手に触れるまで

ワンダーウォール 劇場版

①17:50〜19:10
21:50
〜23:05 ②
21:50〜23:05

〜

08:50〜10:20

21:10〜23:00

パブリック 図書館の奇跡
①

10:30 注 〜12:35
21:10 〜23:10

3（土）
・4（日） ※詳細は別チラシ

予告なし

ミシェル・ピコリ追悼特集

注 25（金）①10:30回休映

12:10〜13:50

10:20〜12:00

09:05 〜11:00
② 12:55 〜14:50
③ 21:15 〜23:05

レイニーデイ・イン・ニューヨーク

あなたの顔

海辺の映画館 キネマの
玉手箱
3（土）のみ 4（日）〜9（金）

11:15〜12:40

14:40〜16:30

パブリック 図書館の奇跡
2（金）のみ

オン・ザ・ロック
次週

あり

次週

あり

09:15 ② 19:25

①

18:15〜19:35

本気のしるし 劇場版
9（金）のみ

19:15〜23:20

次週

鵞鳥湖の夜

予告なし

UFO真相検証ファイルPart１
9（金）のみ

休映

16:05〜17:40

月

10

月

10/31（土）〜「おかえり ただいま」
「みぽりん」
「超擬態人間」
10/17（土）〜「ようこそ映画音響の世界へ」
11/7
（
土）
〜
「ミ
ドリムシの夢」
「メイキング・オブ・モータウン」
「ヨコハマメリー」
「誰がハマーショルドを殺したか」
「ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ」 「おもかげ」
11/13（金）〜「タイ
トル、拒絶」
「ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー」
11/14
（
土）
〜
「相撲道
サムライを継ぐ者たち」
10/23（金）〜「彼女は夢で踊る」
＜仁川短編オムニバス上映＞
11/14
（
土）
17時〜
10/24（土）〜「ディープロジック」
「タゴール・ソングス」
11/20（金）〜「脳天パラダイス」
「滑走路」
10/30（金）〜「FRIDAY」※アンコール上映
11/21（土）〜 ＜よこはま若葉町多文化映画祭＞
「マルモイことばあつめ」※アンコール上映
「UFO真相検証ファイル Part2 衝撃！〜」
10/17（土）以降の予定 ※変更の場合あり

イベント・劇場からのお知らせ

会員一般…1200円
会員大専…1100円

10（土）11（日） 12（月）〜16（金）

● ＜ミシェル・ピコリ追悼特集＞イベント
・10/3
（土）
「軽蔑」上映前 坂本安美さんによる特集紹介
・10/11
（日）
「マックスとリリー」上映後、岡田秀則さんレクチャー

①14:00〜15:55
19:20
〜21:10 ②
19:20〜21:10
予告なし

鵞鳥湖（がちょうこ）の夜

21:20〜23:10
予告なし

●「zk 頭脳警察50 未来への鼓動」
トークショー
（上映後）
・9/19
（土）PANTAさん、末永賢監督
・9/20
（日）
・24
（木）
・25
（金）末永賢監督
・9/22
（火）椎野礼仁さん、シミズヒトシさん、末永賢監督
テーマ「クリミアからのSOS 横浜からもSOS」
●「許された子どもたち」初日舞台挨拶
9/19
（土）上村侑さん、田坂公章プロデューサー
（司会）

●「ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記」
イベント
上映期間中、平良いずみ監督の舞台挨拶予定あり

10（土）
・11（日）※詳細は別チラシ

ミシェル・ピコリ追悼特集

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9

鵞鳥湖の夜

2人で ￥2,200

凱里（かいり）ブルース
予告なし

20:10〜23:10

あり

15:05〜17:10

予告
なし

次週

16:50〜18:45

20:30

が ちょうこ

次週あり

悪人伝

10（土）11（日） 12（月）〜16（金）

12:10〜13:50

予告なし

頭脳警察50
zk 未来への鼓動

19:00

10:35〜12:00

続くか未定

予告なし

10:30

オン・ザ・ロック

あり

通常１１５席︵制限時５８席︶

12:45 〜14:25
② 21:45 〜23:20

②

あなたの顔

08:50〜10:10

①

①

25（金）のみ

真夏の夜のジャズ

鵞鳥湖（がちょうこ）の夜 行き止まりの世界に生まれて 行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に
生まれて

①

08:50〜10:25

悲しみより、もっと悲しい物語
3（土）4（日） 5（月）〜9（金）

19:20〜21:10 16:05〜18:00

男性 ￥1,100

次週あり

②

予告なし

女性 ￥1,100

続くか未定

悪人伝

全員 ￥1,100

レイニーデイ・イン・ニューヨーク

予告なし

オンラインチケット
購入はこちら
（鑑賞日の３日前より）

予告なし

予告なし

9/19 - 10/16

上映スケジュール

続くか未定

タッチ・ミー・ノット

12:50〜15:05

本気のしるし 劇場版

Swiftyの譚詩（Ballad）

13:00〜16:05

18:25〜20:10

13:10〜15:25

ジャズ喫茶ベイシー

キネマの玉手箱

はりぼて

春を告げる町

マーティン・エデン

続くか未定

許された子どもたち

予告なし

10:40〜12:35

次週
あり

通常９６席︵制限時４８席︶

キネマの玉手箱

①
②

11:05

行き止まりの世界に
生まれて
①

海辺の映画館

11:05〜13:00
19:20〜21:10

9（金）

20.

次週あり

10:35 〜12:30
② 19:00 注 〜20:55

①

島にて

ナチスの女スパイ

次週あり

ソニア

ナチスの女スパイ

続くか未定

チア・アップ！

一部のみ掲載
最新情報は、
劇場サイトへ

時期未定
「色男ホ・セク」
「イサドラの子どもたち」
「友達やめた。」
「音響ハウス Melody-Go-Round」
「クシナ」
「ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった」
「アイヌモシリ」
「東京バタフライ」
「ふたつのシルエット」
「無頼」
「ファンファーレが鳴り響く」
「私たちの青春、台湾」
「君がいる、
いた、
そんな時。」
「女優 原田ヒサ子」
「アルプススタンドのはしの方」
＋
「テロルンとルンルン」
＜ジャン＝ポール・ベルモンド傑作選＞「裏アカ」
「フェアウェル」
「世宗大王 星を追う者たち」

全席販売についてご案内とお願い
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に
おける一部規制緩和を受け、当館においても、近日、
すべて
の座席の販売を再開する予定です。
（ 詳細な時期などは、
劇場サイトをご覧ください。）
引き続き、換気や消毒等の対策を行って参ります。
お客様においても、
ご協力をお願いいたします。

すべてのお客様にマスクの着用をお願いします。
（お子様の場合は任意といたします）
マスクを着用でない場合は入場いただけません。
9月・10月の美空ひばりさん上映会＜ひばりチャンネル＞、
2020年の＜横浜中華街映画祭＞は、新型コロナウイルスの
影響で中止とさせていただきます。申し訳ありません。

新型コロナウイルス対策に
ご協力をお願いします。

・ご来場の際は、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。
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）

ソニア ナチスの女スパイ
Spionen

9/11（金）〜
10/9（金）
¥

A

パブリック図書館の奇跡
The Public

9/19（土）〜
10/2（金）
¥

A

海辺の映画館

行き止まりの世界に
生まれて Minding the Gap

9/19（土）〜
10/9（金）

キネマの玉手箱

¥

A

許された子どもたち

9/19（土）〜
終了未定

¥

A

9/19（土）〜
10/2（金）
¥

A

１週 9/19
ワンダーウォール 限定
9/25

（土）〜
（金）

劇場版

¥

A

9/19（土）

(C)2019, The Spy AS BR・F, Film i Vast, Scope Pictures,
Nordisk Film Danmark -All rights reserved

(C)EL CAMINO LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2020「海辺の映画館 キネマの玉手箱」製作委員会／PSC

舞台挨拶あり!
※詳細はイベント欄

(C)2018 Minding the Gap LLC. All Rights Reserved.

zk 頭脳警察50

9/12（土）〜
9/25（金）

未来への鼓動

¥

A

期間中

(C)2020「許された子どもたち」製作委員会

イベントあり
※詳細はイベント欄

(C)NHK

(C)2020 ZK PROJECT

女優としてナチスに潜入した女性の驚愕の実話

大寒波の夜、ホームレスと図書館員が起こした奇跡

大林宣彦監督が新しい世代へ託すメッセージ

小さな町で必死にもがく若者3人の12年間

『先生を流産させる会』内藤瑛亮監督の最新作

居場所を奪われようとしている若者たちの物語

頭脳警察 50 年の足跡を辿るドキュメント！

スパイとしてナチスに潜入した実在の女優ソニ
ア・ビーゲットの真実を描いた歴史ドラマ。ナチ
ス占領下のノルウェー。ナチスは、人気女優を
プロパガンダに利用しようと画策するが…。

エミリオ・エステベスが製作、監督、脚本、主演を
務めたヒューマンドラマ。大寒波にもかかわらず
市のシェルターがいっぱいで、行き場のない約
70人のホームレスが図書館を占拠するが…。

大林宣彦が20年ぶりに故郷・尾道で撮影し、無
声映画、
トーキー、アクション、
ミュージカルと
様々な表現で戦争の歴史を辿るドラマ。大林
監督は4月10日に他界し、本作が遺作となった。

主要産業が衰退した米国ラストベルトの少年た
ちを映し、アカデミー賞長編ドキュメンタリー部
門にノミネート。暴力的な家庭から逃れる3人だ
が、成長するにつれ様々な問題に直面して…。

いじめによる子どもの死亡事件をヒントにしたドラ
マ。中学生の倉持樹が同級生のいじめで死亡す
る事件が発生。だが加害者少年審判で不処分と
なると、世間から激しいバッシングが起こり…。

「ジョゼと虎と魚たち」
などの渡辺あやオリジナ
ル脚本による青春ドラマ。京都にある学生寮・
近衛寮は、100年以上の歴史を持つが、ある
日、老朽化による建替えの議論が起こり…。

ロックバンド、頭脳警察の50年の足跡をドキュメ
ンタリー映画化。1969年に結成され、1975年の
解散後は離合集散を繰り返している頭脳警察。
2019年、再始動した彼らの現在と過去を追う。

[監] イェンス・ヨンソン
ロルフ・ラスゴード
[出] イングリッド・ボルゾ・ベルダル、
[2019年/ノルウェー/110分/東北新社ほか/DCP]

[監] エミリオ・エステベス
[出] エミリオ・エステベス、アレック・ボールドウィン、ジェナ・マローン
[2018年/アメリカ/119分/ロングライド/DCP]

[監] 大林宣彦
[出] 厚木拓郎、細山田隆人、細田善彦、山崎紘菜、常盤貴子
[2019年/日本/179分/アスミック・エース/DCP]

[監] ビン・リュー
[出] キアー・ジョンソン、ザック・マリガン,ビン・リュー
[2018年/アメリカ/93分/ビターズ・エンド/DCP]

[監] 内藤瑛亮
[出] 上村侑、黒岩よし、名倉雪乃、阿部匠晟
[2020年/日本/131分/SPACE SHOWER FILMS/DCP]

悪人伝

9/19（土）〜
10/2（金）
¥

The Gangster, the Cop, the Devil

A

鵞鳥湖（がちょうこ）の夜
The Wild Goose Lake

9/25（金）〜
終了未定

¥

A

あなたの顔

タッチ・ミー・ノット

9/26（土）〜
10/9（金）
¥

Your Face

ローラと秘密のカウンセリング

A

Touch Me Not

１週 9/26（土）〜
限定 10/2（金）

＜R18＋＞

¥

A

オン・ザ・ロック
On the Rocks

10/2（金）〜
終了未定

¥

A

[監] 前田悠希
[出] 須藤蓮、岡山天音、三村和敬、中崎敏
[2020年/日本/68分/SPOTTED PRODUCTIONS/DCP]

ミシェル・ピコリ
追悼特集

10/3（土）・4（日）
10/10（土）・11（日）
¥ 特

期間中

(C)2019 HE LI CHEN GUANG INTERNATIONAL CULTURE MEDIA CO.,LTD.,
GREEN RAY FILMS(SHANGHAI)CO.,LTD.,

(C)2019 KIWI MEDIA GROUP. ALL RIGHTS RESERVED

(C)2018 HOMEGREEN FILMS TAIWAN PUBLIC TELEVISION SERVICE
FOUNDATION ALL RIGHTS RESERVED

マ・ドンソク主演の極悪バイオレンス・アクション

現代中国の暗部をえぐり、本国で異例の大ヒット

ツァイ･ミンリャン監督が5年ぶりに放つ最新作

ハリウッド進出も決まっているマ・ドンソク主演
のバイオレンスアクション。凶悪なヤクザの組
長が、ある夜何者かによってめった刺しに。一
命をとりとめたドンスは犯人捜しに動き出し…。

ベルリン国際映画祭金熊賞を受賞した「薄氷
の殺人」のディアオ・イーナン監督によるサスペ
ンス。誤って警官を射殺したチョウは、懸けられ
た報奨金を妻子に残そうと画策するが…。

「郊遊 ピクニック」
などのツァイ・ミンリャン監督
が、5年ぶりに発表したドキュメンタリー。13の顔
を大写しし、顔に表れた各人の生きてきた時間
を見つめる。坂本龍一が音楽を担当している。

[監] イ・ウォンテ
[出] マ・
ドンソク、
キム・ムヨル、
キム・ソンギュ、ユ・スンモク
[2019年/韓国/110分/クロックワークス/DCP]

[監] ディアオ・イーナン
[出] フー・ゴー、
グイ・ルンメイ、
リャオ・ファン、
レジーナ・ワン
[2019年/中国=フランス/111分/ブロードメディア・スタジオ/DCP]

春を告げる町

１週 10/3（土）〜
限定 10/9（金）
¥

A

音声ガイド・字幕
対応

UDCAST
(C)JyaJya
Films

真夏の夜のジャズ
Jazz on a Summer's Day

10/3（土）〜
終了未定

¥

A

(C)1960-2019 The Bert Stern Trust All Rights Reserved.

[監] ツァイ・ミンリャン
[出] リー・カンション
[2018年/台湾/76分/ザジフィルムズ他/DCP]

ジャズ喫茶ベイシー
Swiftyの譚詩（Ballad）

(C)2020 SCIC Intl Photo Courtesy of Apple

(C)Touch Me Not - Adina Pintilie

ベルリン金熊賞史上、最も議論を呼んだ問題作
ベルリン国際映画祭で金熊賞と最優秀新人作
品賞をW受賞。強迫性障害を抱えるローラは、
ある日、無毛症の男と車椅子の患者同士が互い
に触れ合う奇妙なカウンセリングを目撃する。
[監] アディナ・ピンティリエ
[出] ローラ・ベンソン、
トーマス・レマルキス
[2018年/ルーマニア他/125分/ニコニコフィルム/DCP]

終了未定

¥

A

(C)「ジャズ喫茶ベイシー」
フィルムパートナーズ

１週 10/3（土）〜
10/9（金）

悲しみより、もっと悲しい物語 限定

10/3（土）〜

More than Blue

¥

※詳細はイベント欄

巨匠たちに愛されたピコリの代表作を上映

父娘ならではの世代の違いが生む衝突、現代の
家族のややこしくておかしな繋がりを、ソフィア・
コッポラ監督が軽快なタッチで描くコメディ。
Apple Original FilmsとA24が製作を手掛けた。

今年5月に享年94歳で亡くなったフランス映画
の偉大な俳優ミシェル・ピコリ追悼企画。
「軽蔑」
「いぬ」
「五月のミル」
「パッション」
「犯罪の系譜」
「都会のひと部屋」
「マックスとリリー」上映。

[監] ソフィア・コッポラ
ラシダ・ジョーンズ、マーロン・ウェイアンズ
[出] ビル・マーレイ、
[2020年/アメリカ/97分/東北新社ほか/DCP]

A Rainy Day in New York

10/3（土）〜
10/16（金）
¥

A

Photography by Jessica Miglio (C)2019 Gravier Productions, Inc.

x

イベントあり

ソフィア・コッポラ監督・脚本によるコメディ

レイニーデイ・イン・ニューヨーク

A

(C)星里もちる・小学館／メ〜テレ

本気のしるし 劇場版

10/9（金）〜
終了未定

¥ 特

(C)星里もちる・小学館／メ〜テレ

世界中から客が集うジャズ喫茶とマスター

台湾で社会現象を巻き起こしたラブストーリー

監督ウディ・アレン。恋の魔法が NY に降りそそぐ

反響を呼んだ深田晃司監督 TVドラマの劇場版

東日本大震災直後に全町避難を余儀なくされ、
東京電力や自衛隊の前線基地になった福島県
双葉郡広野町を追ったドキュメンタリー。人びと
の姿、歴史などを背景に、町の物語を紡ぐ。

アメリカ・ジャズ界最大の音楽フェス「ニューポー
ト・ジャズ・フェスティバル」1958年の模様を捉え
たドキュメンタリー。ルイ・アームストロング、チャッ
ク・ベリーなど、伝説のミュージシャンが登場。

世界中から客が集う岩手県一関市のジャズ喫
茶にスポットを当てたドキュメンタリー。50年営
業を続けるベイシーには、マスターの菅原が生
み出す 音 を求め、連日多くのファンが訪れる。

クォン・サンウ主演の韓国映画「悲しみよりもっ
と悲しい物語」をリメイクし、台湾で大ヒットを
記録したラブストーリー。16歳で出会って以来
仲がいい男女が、互いを思うあまりすれ違う。

巨匠ウディ・アレン監督が、人気若手俳優たち
をキャストに迎えたロマンティックコメディ。マン
ハッタンで甘いときを過ごそうとする若いカップ
ルに、次から次へと思わぬ事態が巻き起こる。

『よこがお』などの深田晃司が、星里もちるのコ
ミックを原作にしたドラマを再編集した劇場版。

[監] 星野哲也
[出] 菅原正二、島地勝彦、厚木繁伸、村上 ポンタ 秀一
[2020年/日本/104分/アップリンク/DCP]

[監] ギャビン・リン
[出] リウ・イーハオ、
クリームアイビー・チェン、
アニー・チェン
[2018年/台湾/106分/ハーク/DCP]

[監] ウディ・アレン
[出] ティモシー・シャラメ、
エル・ファニング、
セレーナ・ゴメス
[2019年/アメリカ/92分/ロングライド/DCP]

島にて

10/10（土）〜
終了未定

¥

A

ちむぐりさ

菜の花の沖縄日記

10/10（土）〜
終了未定

¥

A

凱里ブルース
Kaili Blues

１週 10/10（土）〜
限定 10/16（金）
¥

A

マーティン・エデン
Martin Eden

10/10（土）〜
終了未定

¥

[監] 深田晃司 [出] 森崎ウィン、土村芳、宇野祥平、石橋けい
[2020年/日本/228分/ラビットハウス/DCP]

¥ 一般2300円／会員・学生・シニア1800円
※サービスデーは対象者1800円
※無料鑑賞・コロナ応援券は対象外

【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、

イベント予定
※詳細は近日決定

(C)沖縄テレビ放送

(C) Blackﬁn(Beijing)Culture & MediaCo.,Ltd ‒ Heaven Pictures(Beijing)The Movie Co., - Ltd
Edward DING ‒ BI Gan / ReallyLikeFilms

山形の離島、飛島に、未来のヒントがありました

あなたが知らない沖縄の明るさの向こう側

『ロングデイズ･ジャーニー 』ビー･ガン監督のデビュー作

第76回ヴェネツィア国際映画祭男優賞受賞

過疎化と高齢化が進む、山形県の有人離島
「飛島」の人々にカメラを向けたドキュメンタ
リー。全域が国定公園に指定されている島の平
成最後の1年間の四季折々の暮らしを映す。

沖縄の言葉で「胸を痛める」という意味を持つ
「肝（ちむ）
ぐりさ」。県外から沖縄のフリースクー
ルに通うためやって来た15歳の少女の目を通し、
沖縄のリアルな現実を捉えたドキュメンタリー。

約40分の長回しシーンを交えながら、主人公
の旅を描き、
ロカルノ国際映画祭で最優秀初
長編賞を受賞したドラマ。中国の新世代監督
ビー・ガン、2015年の初長編監督作品。

作家ジャック・ロンドンの自伝的小説を、舞台
をイタリアに置き換えて映画化。上流階級の
女性との出会いをきっかけに、独学で作家を目
指す労働者階級出身の青年の運命を描く。

[監] ビー・ガン
[出] チェン・ヨンゾン、ヅァオ・ダクィン、ルオ・フェイヤン
[2015年/中国/110分/リアリーライクフィルムズ他/DCP]

[監] ピエトロ・マルチェッロ
[出] ルカ・マリネッリ,ジェシカ・クレッシー,ビンチェンツォ・ネモラート
[2019年/イタリア他/129分/ミモザフィルムズ/DCP]

[監] 大宮浩一、田中圭
[2019年/日本/99分/東風/DCP]

[監] 平良いずみ
[出] 坂本菜の花
[2020年/日本/106分/太秦/DCP]

● ジャック＆ベティサロン 支配人・梶原を囲む交流会
10/1
（木）
16:10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

（金）〜

戦慄！宇宙人拉致事件の真実
Beyond the Spectrum: Being Taken

¥

A

(C)Touch Me Not - Adina Pintilie

驚異の映像と証言が満載の UFOドキュメンタリー
UFOによるアブダクション
（宇宙人拉致事件）
に
ついて、歴史や具体的な事例を紹介し、体験者
の証言や専門家の分析、懐疑論者の反論まで、
さまざまな視点から検証したドキュメンタリー。
[監] ダーシー・ウィアー
[2018年/アメリカ/74分/TOCANA/DCP]

¥ 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）

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。

音声ガイド・字幕
UDCAST 対応

UFO真相検証ファイルPart1 10/9
終了未定

新型コロナに伴う劇場からのお知らせ

A

期間中

x

10/3（土）14:00「軽蔑」
16:20「いぬ」
18:30「五月のミル」
10/4（日）14:00「パッション」
15:50「犯罪の系譜」
18:10「五月のミル」
10/10（土）14:00「いぬ」
16:10「軽蔑」
10/11（日）14:00「都会のひと部屋」
16:00「マックスとリリー」

会員・高校生以下は1000円

伝説のミュージシャンたちによる音楽ドキュメンタリー

[監] バート・スターン
[出] ルイ・アームストロング、マヘリア・ジャクソン、ジェリー・マリガン
[1959年/アメリカ/82分/KADOKAWA/DCP]

＜上映スケジュール＞※各回入れ替え制

【主催】
アンスティチュ・フランセ横浜
¥ 一般1500円、大専1200円、シニア1100円
シネマ・ジャック&ベティ

東京五輪、聖火リレーの出発地点から問いかける

[監] 島田隆一
[出] 渡辺克幸、新妻良平、帯刀孝一、松本重男
[2019年/日本/130分/東風/DCP]

[監] 末永賢
[出] PANTA、TOSHI、澤竜次、宮田岳
[2020年/日本/100分/太秦/DCP]

● 美空ひばりさん上映会＜ひばりチャンネル＞９月の開催、
本年の中華街映画祭はお休みいたします。

・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

・『春を告げる町』
『島にて』は、アプリ「UDCast」利用で、音声ガイド・字幕対応あり。
字幕用メガネ型端末の無料貸し出しもできます（予約優先）
年内お休みの予定です
目や耳が不自由な方も映画を一緒に楽しめます ・ヨコハマらいぶシネマによる音声ガイド付き上映は、

バリアフリー上映情報

