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11月上映スケジュール

休館日／木曜日

11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♪

【 上映カレンダー 】

10/28(土) ～ 12/3(日)

11/25（土） → 12/15（金）

11/18（土） → 12/1（金） ※この作品は2週間上映となります。

15歳の高校生ピーター・パーカー（トム・ホラン
ド）は、まるで部活動のようなテンションでスパイ
ダーマンとして活動していた。まだ若い彼の才能に
気付いたアイアンマンことトニー・スターク
（ロバート・ダウニー・Jr）は、ピーターを真の
ヒーローとして育てようとする。スタークに新しい
スーツを新調してもらったピーターは、意気揚々と
街へ乗り出し……。

【監督】ジョン・ワッツ
【配給】ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【出演】トム・ホランド、マイケル・キートン、

ジョン・ファブロー、ゼンデイヤ、
マリサ・トメイ、ロバート・ダウニー・Jr.

【上映時間】133分

11/18（土） → 12/1（金） ※この作品は2週間上映となります。

再婚した中年サラリーマンの信（浅野忠信）は、
2人目の妻・奈苗（田中麗奈）とその子供たちと、
平凡でも幸せな家庭を築こうと努力していた。
だが、奈苗の妊娠をきっかけに実の父親に会いたい
と言いだした長女が反抗的な態度を取り始め、父親
としての信の存在を否定する。長女を実の父親の沢
田（宮藤官九郎）に会わせる信だったが、現在の家
族に息苦しさを感じ……。

【監督】アントニオ・ネグレ
【配給】GAGA
【出演】スコット・イーストウッド、

フレデリック・ソープ、
アナ・デ・アルマス

【上映時間】94分
2016 OVERDRIVE PRODUCTIONS – KINOLOGY – TF1 FILMS PRODUCTION – NEXUS FACTORY

※この作品は3週間上映となります。

【監督】三島有紀子【配給】ファントム・フィルム
【出演】浅野忠信、田中麗奈、南沙良、宮藤官九郎、

寺島しのぶ
【上映時間】127分

ⓒ2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会

QRコードから
最新情報をチェック！！

詳細は12月号で！
お楽しみに♪



※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

11月は話題作が続々登場！
秋は映画を満喫してください♪

11月 上映作品①

10/28（土） → 11/10（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。

11/4（土） → 11/17（金）

祝日でも適用します！

11/11（土） → 11/24（金）

サービスデー

11/4（土） → 11/1７（金）

※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。

（C）2017「トリガール！」製作委員会

流されて流されて、なんとなく生きてきた、鳥山ゆ
きな。一浪して入った理系大学では入学早々、理系
のノリにカルチャーショック！そんな時、一目惚れ
した高橋圭先輩に「いいカラダしてるね♡」と
殺し文句で誘われるまま、フラフラと入部した
サークルこそ、二人乗り人力飛行機で“鳥人間コン
テスト”を目指す人力飛行サークル＜TBT＞
だった！ 憧れの圭先輩と、２人っきりのパイロット
班で大空に羽ばたくはずが、ヤンキーかぶれのくせ
にメンタル最弱の坂場先輩とコンビを組むことに。
こうして、ゆきなの恋よりもトキめく熱い夏が始ま
る！！

【監督】英勉
【配給】ショウゲート
【出演】土屋太鳳、間宮祥太朗、高杉真宙、

池田エライザ
【上映時間】98分

【日本語吹替版】
なぜか一緒に追われる、アメリカ人と香港警察の刑事。
相性最悪なコンビが逃げまくる！
香港のベテラン刑事ベニー・チャン（ジャッキー・チェン）
は、相棒ユンを殺した疑いで9年間も香港の犯罪王ヴィクタ
ー・ウォンを追っていた。しかし捜査を行っている際、
過度の追跡で付近の住宅に甚大な被害を与え停職処分に。
一方、ベニーがユンから託され育ててきた娘サマンサ
（ファン・ビンビン）がヴィクターの犯罪に巻き込まれて
しまう。サマンサを救うべく、ベニーは事件の鍵を握る
アメリカ人詐欺師コナー・ワッツ（ジョニー・ノックス
ヴィル）を追って一路ロシアへ。ロシアン・マフィアに
拘束されていたコナーを無事救出し、連れ戻そうとするが、
なぜか二人とも追われる身になってしまう……。

【監督】レニー・ハーリン
【配給】KADOKAWA
【出演】ジャッキー・チェン、

ジョニー・ノックスヴィル、ファン・ビンビン
【上映時間】107分

(C) 2015 TALENT INTERNATIONAL FILM CO., LTD. & DASYM ENTERTAINMENT, LLC ALL RIGHTS RESERVED

(C) 2016 STREET CAT FILM DISTRIBUTION LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

ジェームズ（ルーク・トレッダウェイ）は
ギターを手に、ストリートミュージシャンと
して日銭を稼いでいた。ドラッグ更生プログ
ラムの最中のある日、彼はヘロインを摂取し
て病院に搬送される。退院後、彼が更生担当
者ヴァル（ジョアンヌ・フロガット）が用意
してくれた部屋に入居すると、どこからか茶
トラの猫（ボブ）が迷い込む。ジェームズは、
猫の飼い主を捜そうとしたが、見付けること
ができなかった。

【監督】ロジャー・スポティスウッド
【配給】コムストック・グループ（配給協力:キノフィルムズ）
【出演】ルーク・トレッダウェイ、ルタ・ゲドミンタス、

ジョアンヌ・フロガット、アンソニー・ヘッド
【上映時間】103分

【監督】ユーゴ・ジェラン
【配給】KADOKAWA
【出演】オマール・シー、クレマンス・ポエジー、

アントワーヌ・ベルトラン、
グロリア・コルストン

【上映時間】117分

サミュエルは、南仏コートダジュールの太陽の下、毎日が
バカンスのごとく人生を謳歌していた。しかしそれは、かつ
て関係を持った女性クリスティンが、生後数か月のグロリア
という“実の娘”を連れて彼の前に現れるまでのこと……。
「あなたの娘よ」と告げ姿を消したクリスティンを追って、
ロンドン行きの飛行機に飛び乗るサミュエルだったが、言葉
も通じない異国の地で彼女を見つけることはできなかった。
途方に暮れた彼らを救ったのは、地下鉄で出会った敏腕プロ
デューサーでゲイのベルニーだった。
8年後、すっかり家族となったサミュエルとグロリアと
ベルニーの前に、グロリアの母親クリスティンが現れる。

© 2016 - MARS FILMS - VENDÔME PRODUCTION - POISSON ROUGE PICTURES - TF1 FILMS PRODUCTION – KOROKORO



◆日 時 11月19日（日）

開場 12：30～
開会 13：00～（閉会15：00）

11/4（土）～11/17（金）

『ハイジ アルプスの物語』
11月開催イベントのご案内

大川シネマホール インフォメーション

ジャッキー・チェン初登場！

テーマ
『動けば変わる。

ひとりの百歩より、百人の一歩』

大川シネマホール初のジャッキー・チェン
主演作品！
痛快アクションコメディの傑作！
ジャッキー・チェン主演映画史上、公開
4日間の興行収入でNo.1を樹立しました。
息もつかせぬアクションの連続で満足
いただけること間違いなしです！
ぜひ、ご家族でお楽しみください！

(C) 2015 TALENT INTERNATIONAL FILM CO., LTD. & DASYM ENTERTAINMENT, LLC ALL RIGHTS RESERVED

©2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Studiocanal Film GmbH

12/16（土）～1/5（金）

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 上映決定！！
東野圭吾作の感動作品を、大分県の豊後高田市に残る昭和の
街並みと共にご堪能下さい。詳細は12月号にて♪

©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

11/17（金）発売
「キッズペディア世界の国ぐに」
世界197か国の最新情報を写真で紹介。
知りたい国がひと目でわかる！
オリンピックイヤーに向けて、プレゼントに
お勧めの商品です。おおかわ交流プラザ１F
積文館書店で販売しています♪

積文館書店 おススメBook

小学館 価格：4,212円（税込）

【監督】廣木隆一
【配給】KADOKAWA/松竹
【上映時間】129分

一般社団法人 大川青年会議所 11月公開例会行事

問合せ：一般社団法人 大川青年会議所 0944-86-5696（受付時間10時～16時）

【出演】
山田涼介

（Hey！Say！JUMP）

西田敏行
尾野真千子

など豪華俳優陣です♪

UDCast方式・音声ガイドに対応しております

『スキップ・トレース』
（日本語吹替版）

◆会 場 大川シネマホール
（おおかわ交流プラザ4F）

◆入場料 1,000円 ※全席自由
※ チケットは大川青年会議所 事務局にて販売中。

※ 当日券あり
（数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。）

◆定 員 370名

講 師 てんつくマン 氏

12/23（土・祝）～1/5（金）

（日本語吹替版）

子どもから大人まで世代を越えて
今もなお愛される不朽の名作が、
実写化となりスクリーンに登場！
上映スケジュールは12月号
でお知らせします。お楽しみに♪

冬休みにおすすめ★


