
1月 上映作品②

1/20（土） → 2/2（金） ※この作品は2週間上映となります。

最大手のロビー会社で、花形ロビイストとして知られるエ
リザベス・スローンは、銃擁護派団体から仕事を依頼され
る。女性の銃保持を認めるロビー活動によって、新たな銃
規制法案を廃案に持ち込んでくれというのだ。信念に反す
る仕事はできないと拒否したエリザベスは、敵陣営である
小さなロビー会社へ移籍。銃規制法案を可決させるロビー
活動に専念する。
新たなスタッフとともに奇策ともいえる戦略を進めるエリ
ザベス。やがて形勢は有利になっていくが、巨大な権力を
もつ銃擁護派団体や元会社も負けてはいない。エリザベス
の過去のスキャンダルが暴かれ、スタッフに命の危険が迫
るなど、事態は予測できない方向へ進んでいく……。

【監督】ジョン・マッデン
【配給】キノフィルムズ
【出演】ジェシカ・チャステイン、マーク・ストロング、

ググ・バサ=ロー、ジョン・リスゴー
【上映時間】132分

© 2016 EUROPACORP – FRANCE 2 CINEMA

1/20（土） → 2/9（金） ※この作品は3週間上映となります。

（C） Loving Vincent Sp. z o.o/ Loving Vincent ltd.

ある日、郵便配達員ジョゼフ・ルーランの息子ア
ルマンに、パリへ送付する1通の手紙が委ねられ
る。その手紙は父の友人であり、自ら死を選んだ
画家ゴッホが弟のテオに宛てたものだった。とこ
ろがテオの居所を探しているうちに、彼がすでに
この世にいないことが判明する。

【日本語吹替版】

【監督】ドロタ・コビエラ、
ヒュー・ウェルチマン

【配給】パルコ
【声の出演】山田孝之、イッセー尾形
【上映時間】96分

1

2018

1月上映スケジュール

【 上映カレンダー 】

12/27(水) ～ 2/2(金)

〒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）

http://cinema.okawa-kouryuplaza.jp/

休館日／木曜日
※ 年末年始は 12/31(日)・1/1(月･祝) 休館 12/28(木)・1/4(木) 休まず営業

QRコードから
最新情報をチェック！！

TEL 0944-85-8002

！！
大川シネマホールでは、私たちと一緒にお仕事をして
くれる方を募集しています！詳しくは、館内ポスター・
チラシ・ホームページをご覧ください♪
ご応募お待ちしてます★



※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

1月 上映作品①
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

●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

●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

各種割引

※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。

祝日でも適用します！サービスデー

※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

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

映画基本料金 各種割引

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

※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。1/6（土） → 1/19（金）

【監督】熊澤尚人
【配給】東映／日活
【出演】吉高由里子、松坂桃李、松山ケンイチ、

佐津川愛美、清野菜名、清原果耶、木村多江
【上映時間】 128分

(C)沼田まほかる／双葉社 (C)2017「ユリゴコロ」製作委員会

物語は、[一冊の告白文]から始まる――。
ある家族。一人息子の亮介（松坂桃李）が実家で見つ
けた一冊のノート。「私のように平気で人を殺す人間
は、脳の仕組みがどこか普通と違うのでしょうか。」
異様な一文で始まるそのノートは、すべてが一人称で
書かれた何者かの告白文であった。主人公は、美紗子
と名乗る女（吉高由里子）。誰しもが生きていくため
に必要な“拠りどころ”、彼女のそれは“人間の死”
であった。殺人という行為から逃れる術を持たず、絶
望の日々を送る中、洋介（松山ケンイチ）という男が
彼女の前に現れるのだが。過去と現在が交錯し、ノー
トに秘められた真相に迫っていく亮介。これは事実か、
創作話か。誰が、何のために書いたのか。数々の疑念
の先に、驚愕の真実が突きつけられる。

1/6（土） → 1/19（金） ※この作品は2週間上映となります。

1961年、米ヴァージニア州ハンプトン。ソ連との熾烈な
宇宙開発競争を繰り広げるNASAのラングレー研究所に
は、ロケットの打ち上げに必要不可欠な“計算”を行う
黒人女性たちのグループがあった。そのひとり、天才的な
数学者キャサリン（ヘンソン）は宇宙特別研究本部のメン
バーに抜擢されるが、白人男性だけのオフィス環境は劣悪
そのもの。同僚のドロシー（スペンサー）とメアリー
（モネイ）も、理不尽な障害にキャリアアップを阻まれて
しまう。
それでも仕事と家庭を両立させ、ひたむきに夢を追い続け
た３人は、NASAの歴史的な偉業に携わり、自らの手で
新たな扉を開いていくのだった……。

【監督】セオドア・メルフィ【配給】 20世紀フォックス映画
【出演】タラジ・Ｐ・ヘンソン、オクタヴィア・スペンサー、

ジャネール・モネイ、ケビン・コスナー、
キルスティン・ダンスト、ジム・パーソンズ、
マハーシャラ・アリ

【上映時間】127分

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

※この作品は2週間上映となります。1/6（土） → 1/19（金）

無人島で遭難してしまったハンク（ポール・ダノ）は
生きる気力を失い、悲嘆のあまり自殺しようとする。
ちょうどそのとき、海岸に流れ着いた男性の死体
（ダニエル・ラドクリフ）が目に飛び込んでくる。
その死体からはガスが出ており、浮力があった。
ハンクが飛び乗ると、死体は水上バイクのように動き
始め……。

©2015 YOGA HOSERS, LLC All Rights Reserved.

【監督】ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート
【配給】ポニーキャニオン
【出演】ダニエル・ラドクリフ、ポール・ダノ、

メアリー・エリザベス・ウィンステッド
【上映時間】97分

1/20（土） → 2/2（金） ※この作品は2週間上映となります。

8年前に別れた男・黒崎を忘れられない十和子は、今は15
歳上の男・陣治と暮らしている。下品で、貧相で、地位も
お金もない陣治を激しく嫌悪しながらも、彼の稼ぎで働き
もせず日々を過ごしていた。ある日、十和子は黒崎の面影
を思い起こさせる妻子ある男・水島と関係を持ち、彼との
情事に溺れていく。そんな時、家に訪ねてきた刑事から
「黒崎が行方不明だ」と知らされる。どんなに足蹴にされ
ても文句を言わず、「十和子のためなら何でもできる」と
言い続ける陣治が、執拗に自分をつけ回していることに気
付いた十和子は、黒崎の失踪に陣治が関わっているのでは
ないかと疑い、水島にも危険が及ぶのではないかと怯え始
める――。

【監督】白石和彌
【配給】クロックワークス
【出演】蒼井優、阿部サダヲ、松坂桃李、竹野内豊
【上映時間】123分

(C)2017映画「彼女がその名を知らない鳥たち」製作委員会.

第39回 ヨコハマ映画祭
監督賞・主演女優賞・助演男優賞 受賞！



（日本語吹替版）

スタッフおすすめ★

ゴッホの最後の日々を、世界中から集められた125名の画家
たちの手によって、ゴッホタッチの油彩画で再現。総枚数は
62,450枚！1秒12枚の油絵を映した“動く油絵”で構成され
た、圧巻の体感型アートサスペンス映画となっています♪

そんな珠玉の映画を、大迫力の
スクリーンで体感しませんか？？
ぜひ、大川シネマホールで
お楽しみください！！

上映時間等は、上映カレンダーをCheck★

ゴッホの絵画が
動き出す！？

珠玉のアートサスペンス！

（C） Loving Vincent Sp. z o.o/ Loving Vincent ltd.

（C） Loving Vincent Sp. z o.o/ Loving Vincent ltd.

『幸運を呼ぶポップコーン』数量限定！

※ シュガーレイのポップコーンは、シネマ会員の特典対象外となります。
あらかじめご了承ください。

スウィートストロベリー

チーズカリー

ミルク&チョコレート 各350円（税込）

一度食べたらまた食べたくなる魔法のようなポップコーン（3種類）を
12/17（日）から販売してます♪
数に限りがございます。
気になる方はお早目に！！

年末年始の営業日のお知らせ

積文館書店おすすめ Book & お洒落雑貨 紹介♪

大川シネマホールで上映される2作品の原作本をご紹介します♪

『 ユリゴコロ 』
一冊のノートに記された殺人者の記憶。それは運命を狂わす、禁断の真実。
吉高由里子5年ぶりの主演作。
著者 沼田まほかる ／ 版元 双葉文庫 ／ 定価 689円 （税込）

『 彼女がその名を知らない鳥たち 』
あなたの恋愛観が変わる！蒼井優 阿部サダヲ主演。
著者 沼田まほかる ／ 版元 幻冬舎文庫 ／ 定価 741円 （税込）

積文館書店では一風変わった
しめ縄を販売中！！

お洒落で可愛らしいデザインのものが多数❤
店内も華やかです♪
お正月やプレゼントにいかがですか？？


