
休館日／木曜日
※ 7/26(木)～8/30(木)は休まず開館!!

〒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!!

8
2018

7/28(土) ～ 9/4(火)

上映カレンダー

8/18（土） → 8/31（金） ※この作品は2週間上映となります。

【監督】デビッド・リーチ
【配給】20世紀フォックス映画
【出演】ライアン・レイノルズ、ジョシュ・ブローリン、

ザジー・ビーツ、モリーナ・バッカリン、
ジュリアン・デニソン、忽那汐里

【上映時間】120分

のんきに過ごすデッドプール（ライアン・レイノル
ズ）の前に、未来から来た“マシーン人間”のケー
ブル（ジョシュ・ブローリン）が現れる。大好きな
ヴァネッサ（モリーナ・バッカリン）のためにまっ
とうな人間になると決めたデッドプールは、ケーブ
ルが狙う不思議な力を持つ少年を守ろうと、特殊な
能力があるメンバーだけのスペシャルチーム「Xフォ
ース」を作る。

(C)2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

8/25（土） → 9/7（金） ※この作品は2週間上映となります。

【監督】山田洋次
【配給】松竹
【出演】橋爪功、吉行和子 ／ 西村まさ彦、夏川結衣 ／

中嶋朋子、林家正蔵 ／ 妻夫木聡、蒼井優
【上映時間】123分

わたしたち〈主婦〉辞めます！
妻の反乱でドタバタ一家に史上最大のピンチが訪れ
る！三世代でにぎやかに暮らす平田家。ある日、主
婦・史枝（夏川結衣）がコツコツ貯めていたへそく
りが盗まれた！夫・幸之助（西村まさ彦）からは
「俺の稼いだ金でへそくりをしていたのか！」と嫌
味の嵐……。ついに我慢も限界に達し、史枝は家を
飛び出してしまう。掃除、洗濯、風呂掃除、朝昼晩
の食事の準備……主婦がいなくなってしまった家族
の暮らしは大混乱！家族崩壊の危機に……!?

(C)2018 「妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ」製作委員会

UDCast方式・音声ガイドに対応しております

休館日／木曜日
※ 7/26(木)～8/30(木)は休まず開館!!



※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

UDCast方式・音声ガイドに対応しております

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。

イベントなどでのレンタルホールできます♪
くわしくはホームページまたはお気軽にお問い合わせください♪

※この作品は2週間上映となります。8/4（土） → 8/17（金）

イギリスの湖水地方。いたずら好きなうさぎのピー
ターと心優しい女性ビア（ローズ・バーン）が暮ら
す家の隣に、ロンドンから神経質そうな青年マグレ
ガー（ドーナル・グリーソン）が引っ越してきた。
彼がビアに惹（ひ）かれたことで、ピーターとマグ
レガーはライバル関係になる。さまざまないたずら
を仕掛けるピーターに、マグレガーも反撃を試みる
が……。

【監督】ウィル・グラック
【配給】ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【声の出演】千葉雄大、渋谷はるか、浅沼晋太郎、

吉田ウーロン太、清水理沙、木下紗華、
下田レイ

【上映時間】97分

（日本語吹替版）

8/4（土） → 8/17（金） ※この作品は2週間上映となります。

アメリカ同時多発テロから17年、最高機密として
長年伏せられてきた“9.11直後の最初の戦い”の
全貌が、遂に映画化された。
9月11日の翌日、ネルソン大尉（クリス・ヘムズ
ワース）は、最も危険な対テロ戦争の最前線部隊に
志願し、特殊作戦の隊長に任命される。ミッション
は12人でアフガニスタンへ乗り込み、反タリバン
の地元勢力を率いるドスタム将軍と手を結び、3週
間でテロ集団の拠点マザーリシャリーフを制圧する
こと。敵はまさかの5万人、さらに将軍から険しい
山岳地帯で勝利を収めるための最大の武器は“馬”
だと言い渡される――。

【監督】ニコライ・フルシー
【配給】GAGA
【出演】クリス・ヘムズワース、マイケル・シャノン、

マイケル・ペーニャ、トレバンテ・ローズ
【上映時間】130分

©2018 BY HS FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

※この作品は2週間上映となります。8/11（土・祝） → 8/24（金）

ハワイでコーディネイターをするプレイボーイ
弓削大輔（ゆげだいすけ）はある日、カフェで
藤島瑠衣（ふじしまるい）という女性と出会い恋
に落ちる。しかし、翌日同じカフェで会った彼女
は大輔の事をまるで覚えていない。実は彼女は交
通事故の後遺症により、新しい記憶は1日で消え
てしまう短期記憶障害を負っていたのだ。彼女を
想う父と弟の手で、その事実を隠され、同じ日を
繰り返す瑠衣。事情を知った大輔は、毎日、自分
を覚えていない彼女に一途に愛を告白し続ける。
瑠衣にとっては毎日が大輔との初対面。大輔の機
転と努力により結ばれた二人だが、大輔の本当の
夢を知った時、瑠衣はある行動に出る――

【監督】福田雄一
【配給】ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【出演】山田孝之、長澤まさみ、ムロツヨシ、勝矢、太賀、

山崎紘菜／大和田伸也、佐藤二朗
【上映時間】114分

(C)2018 「50回目のファーストキス」製作委員会

8/18（土） → 8/31（金） ※この作品は2週間上映となります。

※本作は、2歳のお子さまより有料となります。（幼児料金 700円）

【監督】矢野博之【配給】東京テアトル
【声の出演】戸田恵子、中尾隆聖、杏、

渡部建（アンジャッシュ）、
児嶋一哉（アンジャッシュ）

【上映時間】62分

ばいきんまんのゴミ箱のなかから突然飛び出して
きたクルン。クルンは、自分がどこから来たのか
わからないちょっと不思議な子。そんなある日、
アンパンマンワールドに大事件が起こります。
いのちの星の故郷に何が起きたのか？
アンパンマンたちは、宇宙へ出発します……！

8/18（土）

アンパンマン 握手＆写真撮影会 開催 !!

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV  ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会2018



お子様が怖がらないよう場内の照明に配慮

お子様がびっくりしないよう音量ひかえめ

当日 8：00よりチケット販売開始！

大川シネマホールに今年もアンパンマンがやってくるよ！

【注意事項】

・アンパンマンショーではありません。

・参加条件は、映画を鑑賞された方に限ります。
（イベント参加のみは不可）

・カメラ、スマートフォン等の撮影機器は各自
ご持参ください。当ホールから撮影機器の
貸出は行っておりません。

同作品の鑑賞後、ステージにアンパンマンが登場。
1組様ごとに握手＆写真撮影を行います。写真撮影終了後、順次ホール
からご退場いただきます。

※ 入場者数により、イベントの際に途中休憩を入れることがあります。ご了承ください。

② 11:40 12:42 12:42

10:02①

本編開始 本編終了

握手 & 写真撮影会

16:10 17:12 17:12 17:40

13:40

③ 14:10 15:12 15:12 15:50

開始 終了

11:0010:029:00

映画上映

④

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV  ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会2018

『それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星』 公開記念!!

握手 & 写真撮影会 開催！

アンパンマン

1階 積文館書店からのお知らせ

夏の児童書ギフトセレクション 開催中★
対象商品をお買い上げのお客様に

ミニオンズのシャボン玉プレゼント!!

対象の本には、夏にぴったりの本が盛りだくさん♪
この機会に、積文館書店へお越しください★
･･･････････････････････････････････････････････････
夏休みの自由研究にオススメ★

【これが…小学生の工作だと…？！】剣！ドラゴン！
変形ロボ！超絶カッコいいものが誰でも作れる工作本！
夏休みの宿題のネタ探しに、工作好きのお子さんへの
プレゼントに！

出版社：学研プラス 著者：学研プラス 価格：1,300円＋税

※「最強工作クラフトウォーズ」は、夏の児童書ギフトセレクション対象商品ではありません

※無くなり次第終了となります

・やさしい音量

アンパンマンたちと歌って踊っていっしょに
楽しもう！本編の冒頭部分にお子様が一緒に
歌ったり、手拍子して楽しめる≪参加型パート≫
があります。他にも大人気のアンパンマンの曲がたくさん登場するよ！

・まっくらじゃない！

アンパンマンが映画館デビューを応援！

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV  ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会2018

・歌って踊れる！

『それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星』

映画ご鑑賞のお子様に

プレゼント!!

※数に限りがございます（無くなり次第終了）
※入場時、0歳～小学生以下のお子様に1つお渡しします


