
10/21（土） → 11/3（金・祝）

幼い時の事故の後遺症によって、耳鳴りに悩まさ
れながら、完璧なプレイリストをセットしたiPod
で音楽を聴くことで、驚異のドライビングテクニ
ックを発揮するベイビー（アンセル・エルゴート
）。その腕を買われて犯罪組織の逃がし屋として
活躍するが、デボラ（リリー・ジェームズ）とい
う女性と恋に落ちる。それを機に裏社会の仕事か
ら手を引こうと考えるが、ベイビーを手放したく
ない組織のボス（ケヴィン・スペイシー）は、
デボラを脅しの材料にして強盗に協力するように
迫る。

【監督】エドガー・ライト
【配給】ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【出演】アンセル・エルゴート、リリー・ジェームズ、

ケビン・スペイシー、ジェイミー・フォックス、
ジョン・ハム、エイザ・ゴンザレス

【上映時間】113分

※この作品は2週間上映となります。
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2017

〒831-0016 福岡県大川市酒見215-1
おおかわ交流プラザ4F（駐車場：無料）

TEL 0944-85-8002
http://cinema.okawa-kouryuplaza.jp/

10月上映スケジュール

QRコードから

最新情報をチェック！！

休館日／木曜日

10月 上映作品②
話題作・感動作を上映します！！

大川シネマホールへお越しください♪

10/28（土） → 11/10（金）

【 上映カレンダー 】

9/27(水) ～ 11/3(金・祝)

★ 公開予定作品情報 ★ ドトール・コーヒー新商品情報♪

※写真はイメージです

★カルツォーネ エビとツナの
ポモドーロソース★
３４０円（税込）

米粉を使用したふんわりもちもち生地にツナ、
たまねぎ、バジル、オレガノ入りの味わい深い
ポモドーロソースにゴーダチーズ、オリーブ、
エビ（3尾）をトッピング！

10月5日（木）から販売開始です。お楽しみに♪Coming Soon！

館内告知
始まってます！！



※各種割引、サービスデー、キャンペーン料金の
併用はできません

※この作品は2週間上映となります。

●ファーストデー 毎月1日は、映画が1,100円
●レディースデー 毎週水・金曜日は、女性が1,100円
●メンズデー 毎週月・火曜日は、男性が1,100円

10月は話題作が続々登場！
秋はインドアで映画をお楽しみください♪

10月 上映作品

10/7（土） → 10/20（金）

料金

●シニア割引（満60歳以上） 1,100円
※年齢を証明できるものをお持ちください

●障がい者割引 1,000円
※障がい者手帳のご提示をお願いいたします

●障がい者の同伴1名のみ 1,000円

表示価格は全て税込

●夫婦50割引
夫婦どちらかが50歳以上なら、
夫婦2名様で2,200円

※年齢を証明できるものをお持ちください
※必ず身分証明書のご提示をお願いいたします
※同一・同時刻の作品を鑑賞する場合に限ります

映画基本料金 各種割引 各種割引

シネマ個人会員 好評受付中！！
くわしくはホームページまで

一般（59歳まで） 1,700円
大学生・専門学生・高校生 1,100円
中学生・小学生 800円
幼児（3歳以上） 700円
プレミア席 基本料金＋300円

※新作映画、特別上映などは除きます

※当ホールは、インターネットでのチケット販売を行っておりません。当日カウンターでご購入下さい。

10/14（土） → 10/27（金）

祝日でも適用します！

10/21（土） → 11/3（金・祝）

サービスデー

10/7（土） → 10/20（金）

※各種割引、サービスデー、キャンペーン料金の
併用はできません

※当ホールは、インターネットでのチケット販売を行っておりません。当日カウンターでご購入下さい。

※この作品は2週間上映となります。

※この作品は2週間上映となります。 ※この作品は2週間上映となります。

夫を亡くしてふさぎ込んでいる元教師のエヴァ
（シャーリー・マクレーン）を、長年の親友
マディ（ジェシカ・ラング）が元気づけていた。
ある日、エヴァは夫の保険金5万ドルを受け取る
はずだったが、保険会社のミスで500万ドルもの
大金が入金される。マディは返金しようとする
エヴァを引き止め、スペインのカナリア諸島への
バカンスを持ち掛ける。

(C) 2015 Faliro House & Haos Film

【監督】アンディ・テナント
【配給】ファインフィルムズ
【出演】シャーリー・マクレーン、ジェシカ・ラング、

ビリー・コノリー
【上映時間】92分

メキシコで休暇を楽しむ姉妹のリサ（マンディ・
ムーア）とケイト（クレア・ホルト）は、
「シャーク・ケージ・ダイビング」という
方法で、海の中にある檻の中から野生のサメを
見ることに。
サメの迫力に興奮する中、突如ワイヤーが切れ、
檻は水深47ｍの海底まで落下してしまう。無線
は届かず、ボンベの酸素もそう長くはもたない
極限状態で、姉妹は檻を囲む人食いザメにおびえ
ながらも生還を目指す。

（C） 47 DOWN LTD 2016, ALL RIGHTS RESERVED

【監督】ヨハネス・ロバーツ
【配給】ギャガ・プラス
【出演】クレア・ホルト、マンディ・ムーア、

ヤニ・ゲルマン、クリス・Ｊ・ジョンソン、
サンティアゴ・セグラ、マシュー・モディーン

【上映時間】90分

ルーマニアのブカレストにあるコンサルタ
ント会社勤務の女性イネス。仕事ばかりの
忙しい毎日を送っている娘が心配でなら
ない父親のヴィンフリートは、ブカレスト
を訪れる。悪ふざけが大好きな彼と折り合
いの悪い彼女は、やむなく数日間一緒に過
ごすことに。やっと父親が帰国してホッと
一息つくイネスだったが、トニ・エルドマ
ンという別人に成り切った彼が再びやって
来る。父の真意がわからず、イネスは混乱
するが･･･。

【監督】マーレン・アーデ
【配給】ビターズ・エンド
【出演】ペーター・シモニスチェク、サンドラ・フラー、

ミヒャエル・ビッテンボルン、トーマス・ロイブル
【上映時間】162分

(C) Komplizen Film

海辺の町、日ノ坂町に住んでいる16歳の少女 行合
なぎさは、幼少期に祖母から聞いた、言葉に宿る魂
「コトダマ」の話を信じていた。ある日、なぎさは
何年も使われないままになっているミニFMステー
ションに迷いこんでしまう。
出来心でDJの真似事をしたなぎさの声は偶然にも
放送され、その言葉がある人物に届いて･･･。

【監督】伊藤尚往
【配給】東北新社
【声の出演】片平美那、田中有紀、岩淵桃音、

神戸光歩
【上映時間】94分

(C) 2017「きみの声をとどけたい」製作委員会



種まく旅人～みのりの茶～ 上映!!

大川木工まつり協賛10月開催イベントのご案内

◆ 『ありがとう、トニ・エルドマン』
メディア・媒体記事を小冊子にまとめました◆

大川シネマホール インフォメーション

10/14（土）から上映の、世界中が熱狂し、父と娘の
姿に涙した『ありがとう、トニ・エルドマン』。
40以上もの賞に輝き、各国の有力誌でベスト1を総ナメ
にした作品が大川シネマホールに登場！
さまざまなメディア・媒体で取り上げられ、
賞賛されています♪その記事を冊子にしてみました！
館内に設置していますので、ご自由にご覧下さい♪

農林水産省官房企画官という身分を隠しながら、日
本各地の農家の本音を聞いて回る大宮金次郎（陣内
孝則）。そんな彼に大分県臼杵市役所の農政局長と
して、省が開発した農薬を普及させよとの辞令が下
る。着任早々、無農薬栽培に切り替えた旧知のお茶
農家の主人・森川修造（柄本明）と農業話で盛り上
がるが、その翌日に彼が心臓発作で入院。孫娘みの
り（田中麗奈）が修造の代わりを努めようとするが、
農業のノウハウなど何も知らずに途方にくれる。
そこへ金次郎が現われ、様々な面で彼女をサポート
していく。

2012年 3月劇場公開作品
【監督】塩屋俊 【配給】株式会社 ニチホランド

【出演】陣内孝則、田中麗奈
柄本明、吉沢悠

【上映時間】121分

10月23日（月）、大川シネマホールにて、しんきんニューリーダーズ・クラブ
主催の公開講演会が開催されます。「ホンマでっか！？TV」などでおなじみの
武田邦彦氏を講師にお招きし、地球環境の近未来をテーマにした講演会です。
どなたでもご参加できますので、お気軽にご来館ください。

しんきんニューリーダーズ・クラブ
公開講演会

テーマ 『地球環境の近未来』

講 師 武田邦彦 氏

◆開催日 10月23日（月）

◆会 場 大川シネマホール
（おおかわ交流プラザ4F）

◆内 容 開場 18：30～
講演 19：00～20：40

◆定 員 350名
（当日、先着順に受付）

問合せ：しんきんニューリーダーズ・
クラブ事務局

080 – 4288 - 9830
（担当：大木）

第68回 大川木工まつり パレード

★ 陣内孝則さん パレード参加 ★

日 時：10／8（日） 10：55～13：20 予定(荒天中止)
場 所：国際医療福祉大学 大川キャンパス → しげあみ交差点

→ 大川木工まつりメインステージ
問合せ：大川木工まつり実行委員会事務局 0944－87-2101

他にも大川出身の大川栄策さん(歌手)・的場文男さん(騎手)も参加予定！

©「種まく旅人 みのりの茶」製作委員会

大川木工まつり期間中の3日間

10／7 (土) ・ 8 (日) ・ 9 (月･祝)

陣内さん主演の映画をお楽しみください！

(主演） 陣内孝則さん 田中麗奈さん

料金 ／ 高校生以上 特別料金 1,000円
【3歳以上 700円 小・中学生 800円】

上映開始時間 13：50 (終了 15：51)


