9/29（土） → 10/12（金） ※この作品は2週間上映となります。

©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

【監督】ジョナサン・デイトン＆ヴァレリー・ファリス
【配給】20世紀フォックス映画
【出演】エマ・ストーン、スティーブ・カレル、
アンドレア・ライズブロー、ビル・プルマン、
アラン・カミング
【上映時間】122分

女子テニスプレーヤーのビリー・ジーン・キング
（エマ・ストーン）は、女子選手の優勝賞金が男子
選手の8分の1であることなど男性優位主義に不満
を募らせていた。男女平等を求めるために仲間と
テニス協会を脱退した彼女は、女子選手の地位向
上を掲げた女子テニス協会を立ち上げる。そんな
ビリーに元男子チャンピオンのボビー・リッグス
（スティーブ・カレル）が男性優位主義代表とし
て対決を申し込むが、それには妻に逃げられた彼
にとっての人生逆転の意味合いもあった。
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9/29（土） → 10/12（金） ※この作品は2週間上映となります。
上映カレンダー

©2017 – QUAD + TEN – TEN FILMS – GAUMONT – TF1 FILMS PRODUCTION – PANACHE PRODUCTIONS – LA COMPAGNIE
CINEMATOGRAPHIQUE

【監督】エリック・トレダノ、オリヴィエ・ナカシュ
【配給】パルコ
【出演】ジャン＝ピエール・バクリ、ジル・ルルーシュ、
ジャン＝ポール・ルーヴ、
ヴァンサン・マケーニュ
【上映時間】117分

ウエディングプランナーとして、30年にわたっ
て多くの結婚式を手掛けてきたマックス（ジャン
＝ピエール・バクリ）は引退を考えていたが、ピ
エールとヘレナというカップルのオファーを受け
てルイ13世が所有していた城での挙式の準備に
取り掛かる。いつものようにスタッフを集め、カ
メラマンやオーケストラ、会場を飾る花などを手
配するマックス。そして式の当日を迎えるが、シ
ワだらけのシャツを着たウエイターや新婦を口説
くスタッフらのせいで式はめちゃくちゃになる。

〒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）

休館日／木曜日
QRコードから
最新情報をチェック!!

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

8/28(火) ～ 10/4(木)

イベントなどでのレンタルホールできます♪

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たはお気軽にお問い合わせください♪

くわしくはホームページまで♪

9/8（土） → 9/21（金） ※この作品は2週間上映となります。

9/1（土） → 9/14（金） ※この作品は2週間上映となります。

©2018「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」製作委員会

【監督】李闘士男
【配給】KADOKAWA
【出演】榮倉奈々、安田顕、大谷亮平、野々すみ花
【上映時間】115分

家に帰ってきたサラリーマンのじゅん（安田顕）
は、玄関で血を出して倒れている妻ちえ（榮倉奈
々）の姿を目にして驚く。だが、血はケチャップ
で彼女は死んだふりをしているだけだった。驚く
夫を見てほくそ笑むちえ。それを境に彼女は、ワ
ニに食われたり、銃で撃たれたり、頭に矢が突き
刺さったりと、さまざまなシチュエーションで死
んだふりをするように。あきれるじゅんだったが、
理由も言わずに奇怪な行動を続けるちえに対して
不安を覚える。やがて、それらが彼女の発する何
かのサインではないかと考えるが……。

9/1（土） → 9/14（金） ※この作品は2週間上映となります。

©2017 ALL THE MONEY US, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

【監督】リドリー・スコット【配給】KADOKAWA
【出演】ミシェル・ウィリアムズ、
クリストファー・プラマー、
ティモシー・ハットン、ロマン・デュリス、
チャーリー・プラマー、マーク・ウォールバーグ
【上映時間】133分

©2018フジテレビジョン ギャガ AOI Pro.

【監督】是枝裕和【配給】GAGA
【出演】リリー・フランキー、安藤サクラ、松岡茉優、
池松壮亮、城桧吏、佐々木みゆ、高良健吾、
池脇千鶴、樹木希林
【上映時間】120分

UDCast方式・音声ガイドに対応しております

9/15（土） → 9/26（水） ※この作品は2週間上映となります。

1073年、＜世界一の大富豪＞にギネス認定され
たジャン・ポール・ゲティの孫ポールがローマで
誘拐され、身代金50億円が要求される。しかし、
稀代の守銭奴でもあったゲティは支払いを断固拒
否。離婚によりゲティ家を離れていたポールの母
ゲイルに支払いは不可能。一向に支払われる様子
のない事に犯人グループは痺れを切らし、ポール
の身に危険が迫る。それでも支払わないゲティ、
狂言誘拐を疑い始める警察、加熱するマスコミ報
道。全世界大注目の中、非情な誘拐犯と冷酷な大
富豪を相手に、ゲイルは戦いを挑む――

Motion Picture Artwork © 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

【監督】スティーヴン・チョボスキー
【配給】キノフィルムズ
【出演】ジュリア・ロバーツ、ジェイコブ・トレンブレイ、
オーウェン・ウィルソン、
イザベラ・ヴィドヴィッチ、
ダヴィード・ディグス、マンディ・パティンキン
【上映時間】113分

※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。

料金

治（リリー・フランキー）と息子の祥太（城桧吏）
は万引きを終えた帰り道で、寒さに震えるじゅり
（佐々木みゆ）を見掛け家に連れて帰る。見ず知
らずの子供と帰ってきた夫に困惑する信代（安藤
サクラ）は、傷だらけの彼女を見て世話をするこ
とにする。信代の妹の亜紀（松岡茉優）を含めた
一家は、初枝（樹木希林）の年金を頼りに生活し
ていたが……。

生まれつき顔立ちが人と違う少年オギー（ジェイ
コブ・トレンブレイ）は、幼いころから自宅で母
のイザベル（ジュリア・ロバーツ）と勉強してき
た。10歳になり学校に通い始めた彼は同級生と仲
良くしたいと願うが、じろじろ眺められたり避け
られたりする。しかし彼の行動が、周囲の態度を
少しずつ変えていき……。

※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。

表示価格は全て税込

映画基本料金
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

各種割引

各種割引
●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

祝日でも適用します！

●夫婦50割引
●ファーストデー
毎月1日は、映画が1,100円
夫婦どちらかが50歳以上なら、 ●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2名様で2,200円

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

サービスデー

1,000円

※年齢を証明できるものをお持ちください
※各種割引、サービスデー、キャンペーン料金の
※必ず身分証明書のご提示をお願いいたします ※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
※同一・同時刻の作品を鑑賞する場合に限ります 併用はできません

9/15（土） → 9/26（水） ※この作品は2週間上映となります。

イベント情報
『大川あなたとわたしのまちづくりセミナー」映画上映
舘ひろし・黒木瞳 ダブル主演

©2018｢焼肉ドラゴン｣製作委員会

【監督】鄭義信【配給】KADOKAWA
【出演】真木よう子、井上真央、大泉洋、
桜庭ななみ、大谷亮平、ハン・ドンギュ、
イム・ヒチョル、大江晋平、宇野祥平、
根岸季衣、イ・ジョンウン、キム・サンホ
【上映時間】128分

日本万国博覧会が開催された高度経済成長期の
1970年、関西地方で焼肉店「焼肉ドラゴン」を
営む龍吉（キム・サンホ）と妻・英順（イ・ジョ
ンウン）は、娘3人と息子と共に暮らしていた。
戦争で故郷と左腕を奪われながらも、前向きで人
情味あふれる龍吉の周りには常に人が集まってく
る。
UDCast方式・音声ガイドに対応しております

『終わった人』上映
日時：

昼の部 13：30～
（13：00 受付開始）

9/22（土） → 10/5（金）※この作品は2週間上映となります。

夜の部 18：45～
（18：15 受付開始）

場所： 大川シネマホール

Ⓒ2018「空飛ぶタイヤ」製作委員会

【監督】本木克英【配給】松竹
【出演】長瀬智也、ディーン・フジオカ、高橋一生、
深田恭子、岸部一徳、笹野高史、寺脇康文、
小池栄子、阿部顕嵐（Love-tune/ジャニーズJr.）
ムロツヨシ、中村蒼
【上映時間】120分

トラックの脱輪事故で主婦が亡くなり、整備不
良を疑われた運送会社社長・赤松徳郎（長瀬智
也）は、警察の執拗（しつよう）な追及を受け
る。赤松はトラックの欠陥に気付き製造元のホ
ープ自動車に再調査を要求するが、調査は進展
せず自ら調査を開始。やがて大企業のリコール
隠しを知った赤松は、会社や家族を守るため、
そして自身の正義のため、巨大企業に立ち向か
っていく。
UDCast方式・音声ガイドに対応しております

入場無料！!
先着順（定員300名）
【主催】大川市
【企画・運営】大川女性ネットワーク

(C) 2018「終わった人」製作委員会

【お問い合わせ先】
大川市企画課 企画・女性政策係
TEL.0944-85-5553

9/28（金）に観れなかった方、見逃した方に朗報♪
『終わった人』大川シネマホールで通常上映します！
※通常上映・通常料金となります。

10/6（土） → 10/19（金） ※この作品は2週間上映となります。

ドトール商品、大川シネマホールに持込可能です！
おおかわ交流プラザ1階 ドトールコーヒー大川店の商品を持ち込む
ことができます。
映画を観ながら、おいしいコーヒーやサンドイッチなどをお楽しみ
ください☆

(C) 2018「終わった人」製作委員会

大手銀行の出世コースから外れ、子会社に出向し
たまま定年を迎えた田代壮介（舘ひろし）は、喪
失感からネガティブな発言を繰り返す。以前の輝
きを失った夫と向き合えない美容師の妻・千草
（黒木瞳）との間に溝ができ、満たされない気持
ちから再就職先を探すが、うまくいかない。そん
な中、ある人物と出会ったことで運命が大きく動
きだし……。

