
3/17（土） → 3/30（金）

3月 上映作品②

※この作品は2週間上映となります。

3/24（土） → 4/6（金） ※この作品は2週間上映となります。

(C) 2017 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

観た者には7日後に死が訪れるという呪いのビデオ。
それを観てしまったジュリア（マチルダ・ルッツ）
は、呪いを断ち切って死から逃れる方法を探ろうと、
恋人のホルト（アレックス・ロー）と共にビデオや
呪いの根源をたどる。やがて彼らは一人の少女にた
どり着くが、それを機にさらなる恐怖に引きずり込
まれ……。

【監督】F・ハビエル・グティエレス
【配給】KADOKAWA
【出演】マチルダ・ルッツ、アレックス・ロー、

ジョニー・ガレッキ、ヴィンセント・ドノフリオ
【上映時間】102分

3

2018

3月上映スケジュール

【 上映カレンダー 】

2/24(土) ～ 4/3(火)

〒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/

QRコードから

最新情報をチェック！！

生まれたばかりの子猫たちにエサをあげるために市場の食
べ物を狙う虎猫の「サリ」、なでられるのが大好きなメス
猫の「ベンギュ」、レストラン近くに住みネズミ退治を仕
事にしている義理堅い性格の「アスラン」、喧嘩が強く、
旦那を尻にしいているくせに嫉妬深い「サイコパス」、
下町の市場に住み、そこで働く商売人や客たちと触れ合う
看板猫の「デニス」、遊び人風で周囲の大人たちの心を
虜にする「ガムシズ」、高級なデリカテッセンにいつも美
味しいエサをもらっている礼儀正しい「デュマン」―― 古
くから猫の街として知られる地中海の古都イスタンブール。
生まれも育ちも全く違う、7匹の個性豊かな猫を軸に、
イスタンブールの人々と猫の幸せな関係をとらえたドキュ
メンタリー。

【監督】ジェイダ・トルン
【配給】アンプラグド
【出演猫】サリ、ベンギュ、アスラン・パーチャシ、

サイコパス、デニス、ガムシズ、デュマン
【上映時間】79分

© 2016 Nine Cats LLC

休館日／木曜日

※ 3/22(木)・3/29(木)・4/5（木）休まず営業！！



※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

3月 上映作品①
シネマ個人・法人会員 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は行っておりません。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は行っておりません。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。3/3（土） → 3/16（金）

【監督】マシュー・ヴォーン
【配給】20世紀フォックス映画
【出演】コリン・ファース、タロン・エガートン、

ジュリアン・ムーア、マーク・ストロング
【上映時間】 141分

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

全世界がブッ飛んだ前作から2年。謎の敵により壊滅したキン
グスマンは、敵を追いアメリカのスパイ組織：ステイツマンと
手を組むことに。しかし、彼らの前に現れたのは、コテコテに
アメリカンなチームだった！2つのチームは、文化の違いを乗
り越えて敵の陰謀を阻止することができるのか!?

※この作品は2週間上映となります。3/10（土） → 3/23（金）

失業して酒浸りのグロリア（アン・ハサウェイ）は、
一緒に住んでいた恋人のティム（ダン・スティーヴン
ス）に家を追い出され、ニューヨークから故郷の田舎
町に戻る。そこで再会した幼なじみのオスカー（ジェ
イソン・サダイキス）が営むバーで働き始めた矢先、
ソウルに巨大怪獣が襲来したことを知る。そしてニュ
ースの映像を見たグロリアは、その怪獣と自分の動き
がシンクロしていることに気付く。

(C) 2016 COLOSSAL MOVIE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

【監督】ナチョ・ビガロンド
【配給】アルバトロス・フィルム
【出演】アン・ハサウェイ、ジェイソン・サダイキス、

ダン・スティーヴンス、
オースティン・ストウェル、
ティム・ブレイク・ネルソン

【上映時間】110分

3/3（土） → 3/16（金） ※この作品は2週間上映となります。

三味線の音色で折り紙に命を与え、意のままに操ると
いう不思議な力を持つ少年・クボ。幼い頃、闇の魔力を
持つ祖父に狙われ、助けようとした父親は命を落とした。
その時片目を奪われたクボは、最果ての地まで逃れ母と
暮らしていたが、更なる闇の刺客によって母さえも失く
してしまう。追手である闇の魔力から逃れながら、父母
の仇を討つ準備を進めるクボは、道中出会った面倒見の
良いサルと、ノリは軽いが弓の名手のクワガタという仲
間を得る。やがて、自身が執拗に狙われる理由が、最愛
の母がかつて犯した悲しい罪にあることを知る――。

【監督】トラヴィス・ナイト 【配給】GAGA
【声の出演】アート・パーキンソン、シャーリーズ・セロン
、

マシュー・マコノヒー、レイフ・ファインズ、
ルーニー・マーラ

【上映時間】103分

©2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.

≪日本語字幕版≫

3/17（土） → 3/30（金） ※この作品は2週間上映となります。

【監督】ポール・キング
【配給】キノフィルムズ
【キャスト】ヒュー・グラント、ブレンダン・グリーソン、

ヒュー・ボネヴィル、サリー・ホーキンス
【声の出演】松坂桃李、古田新太、三戸なつめ、斎藤工
【上映時間】104分

©2017 STUDIOCANAL S.A.S  All Rights Reserved.

【日本語吹替版】
ブラウン家の一員として、幸せに生活しているクマの
パディントン。もうすぐ100歳になるルーシーおばさ
んへの誕生日プレゼントを探していた彼は、骨董品屋
ですてきな絵本を見つける。絵本代を稼ごうと窓ふき
のアルバイトを始めるが、洗剤を頭からかぶるなど失
敗しては騒動を起こす。そんな中、絵本が盗まれ、
一家と共に絵本の行方を追うパディントンだが……。

★3/18（日）・3/25（日）★
今年もパディントンがやってくる♪

パディントンと写真を撮ろう！！



★スタッフおすすめ作品★ 3/3（土）～3/16（金） 上映

『KUBO／クボ 二本の弦の秘密』≪日本語字幕版≫

第89回アカデミー賞 2部門ノミネート！
ストップモーションアニメの傑作を送り出してきた
スタジオライカが今回挑んだテーマは、古き日本の
世界。日本のわびさびの美意識を製作の指針とし、
儚さや不完全さを美しいものと考える価値観を、壮大
な旅絵巻の中で表現しています。

人形、折り紙、3Ｄプリンターなどを駆使し撮影した総コマ数は、なんと
133,096コマ！4,800万通りもある主人公:クボの表情や、ライカ作品の中で
最小の人形となる5cmの折り紙でできたハンゾウ（クボの亡き父）などは、
最新技術と途方もない手作業の賜物です。

またハンゾウは、監督トラヴィス・ナイトが影響を受けたという、黒澤明監督の
名作『七人の侍』で、史上最高の侍を演じた俳優 三船敏郎に似せて作られていま
す。他にも版画・衣装・風習など、各所に散りばめられた
日本の世界は、監督だけでなく、各スタッフ自身による
日本文化の吸収と解釈を基に描かれ、古き日本を感じら
れる芸術作品となっています！世界最高の技術と超豪華
ハリウッド声優陣で贈る、圧巻のストップモーション
日本絵巻。ぜひお楽しみください！

FM八女（FM 80.1MHz） 『きら☆きら☆ミュージックBOX』

第２・第４火曜日 『映画ばみろい』で

情報が放送されます！！
『きら☆きら☆ミュージックBOX』の『映画ばみろい』のコーナーで、
映画情報が放送されています☆ 映画選びの参考にいかがでしょうか？

毎月、当館の特別鑑賞券が当たるプレゼントコーナーもあります♪

FM八女ホームページの“サイマルラジオ”をクリックすると、お手持ち
のスマートフォンやパソコンで、全国どこからでもFM八女が聞けます！

『きら☆きら☆ミュージックBOX』
毎週月～金 10：00～11：00（再放送18：00～）
『映画ばみろい』第2・第4 火曜日

FM八女ホームページ http://www.fmyame.jp/

番組へのメッセージ・プレゼント応募は、kira2@fmyame.jp まで♪
一昨年も遊びにきてくれました♪

が
やってくる♪

大川シネマホールに

パディントン

映画 『パディントン２』 公開記念！

・同作品上映後、ステージにパディントンが登場し、1組様ずつ、
握手&写真撮影を行います。
撮影終了後、順次ホールから退出いただきます。

★ 注意事項 ★
・当日、『パディントン２』を鑑賞されたお客様に限ります。

（イベントのみの参加は不可）

・カメラ、携帯電話等の撮影機器は各自ご持参ください。
当ホールからの撮影機器の貸出は行いません。

日程 ： 3/18（日）・3/25（日）

※ 3/18（日）・3/25（日）ともに同じスケジュールです

10：15～11：59  12：00～13：00頃

『パディントン２』 上映   握手会 ＆ 写真撮影会

13：10～14：54  14：55～15：55頃

『パディントン２』 上映   握手会 ＆ 写真撮影会

1回目

2回目

©2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.

©2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.

ホール入口で、
パディントンとハイタッチ

して入場してね♪


