
〒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）
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QRコードから
最新情報をチェック!!
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9/28(金) ～ 11/4(日)

上映カレンダー

※この作品は2週間上映となります。

マーロ（シャーリーズ・セロン）は大きなお腹を
抱え、娘サラ（リア・フランクランド）と息子ジ
ョナ（アッシャー・マイルズ・フォーリカ）の世
話に追われていた。聞き分けのいいサラと違い、
落ち着きがないジョナのおかげでマーロは何度も
小学校から呼び出される。夫ドリュー（ロン・リ
ヴィングストン）は優しいが、家のことはマーロ
一人に任されていた。

※この作品は2週間上映となります。

【監督】ジェイソン・ライトマン
【配給】キノフィルムズ
【出演】シャーリーズ・セロン、

マッケンジー・デイヴィス 他
【上映時間】95分

休館日／木曜日

10/27（土） → 11/9（金）

©2017 TULLY PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

© Finding Your Feet Limited 2017

10/27（土） → 11/9（金）

【監督】リチャード・ロンクレイン
【配給】アルバトロス・フィルム
【出演】イメルダ・スタウントン、

ティモシー・スポール、セリア・イムリー、
デヴィッド・ハイマン、ジョン・セッション、
ジョアンナ・ラムレイ

【上映時間】111分

専業主婦のサンドラ（イメルダ・スタウントン）
は、イギリスのサリー州にある屋敷に暮らし、
州の警察本部長の夫マイク（ジョン・セッショ
ン）は爵位を授与されるなど、幸せの絶頂にい
た。だが、夫と親友の浮気現場を目撃し家を飛
び出して、ロンドンの団地で生活している姉の
ビフ（セリア・イムリー）のもとに駆け込む。
自分の部屋で酒ばかり飲んでいるサンドラを心
配したビフは、彼女をダンス教室に連れていく。



※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

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。10/6（土） → 10/19（金）

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……。

【監督】中田秀夫
【配給】東映
【出演】舘ひろし、黒木瞳、広末涼子、臼田あさ美、

今井翼、ベンガル、清水ミチコ、温水洋一
【上映時間】125分

※この作品は2週間上映となります。

【監督】グリンダ・チャーダ
【配給】キノフィルムズ
【出演】ヒュー・ボネヴィル、

ジリアン・アンダーソン 他
【上映時間】106分

©2018「終わった人」製作委員会

英国からの独立が決まった、1947年のインド。
英国の総督に任命されて主権譲渡の準備を進め
るマウントバッテン卿（ヒュー・ボネヴィル）
と、その妻エドウィナ（ジリアン・アンダーソ
ン）と娘が新しい住まいにやってくる。その屋
敷は、およそ500人もの使用人がいて、大広間
と迎賓室が各3部屋、食堂は10部屋、映写室完
備という大邸宅だった。そこで統一インドかパ
キスタン分離かの激しい議論が繰り返される中、
インド人スタッフのジートと秘書のアーリアは
惹（ひ）かれ合っていた。

10/20（土） → 11/2（金）※この作品は2週間上映となります。

【監督】上田慎一郎
【配給】アスミック・エース＝ENBUゼミナール
【出演】濱津隆之、真魚、しゅはまはるみ、長屋和彰、

細井学、市原洋、山﨑俊太郎、大沢真一郎、
竹原芳子、浅森咲希奈、吉田美紀、合田純奈、
秋山ゆずき

【上映時間】96分

とある自主映画の撮影隊が山奥の廃墟でゾンビ
映画を撮影していた。本物を求める監督は中々
OKを出さずテイクは42テイクに達する。
そんな中、撮影隊に本物のゾンビが襲いかか
る！大喜びで撮影を続ける監督、次々とゾンビ
化していく撮影隊の面々。‟37分ワンシーン・
ワンカットで描くノンストップ・ゾンビサバイ
バル！”……を撮ったヤツらの話。

©ENBUゼミナール

10/13（土） → 10/26（金）

第42回 モントリオール世界映画祭
最優秀男優賞 受賞！<舘ひろし>

© PATHE PRODUCTIONS LIMITED, RELIANCE BIG ENTERTAINMENT(US) INC., BRITISH BROADCASTING
CORPORATION, THE BRITISH FILM INSTITUTE AND BEND IT FILMS LIMITED, 2016

10/13（土） → 10/26（金）※この作品は2週間上映となります。

毎日学んだことをノートに書きためている小学
4年生のアオヤマ君が暮らす郊外の街に、突如
ペンギンが現れる。アオヤマ君は、海のない住
宅地になぜペンギンたちが出現したのか、その
謎を解くために研究を始める。そして、行きつ
けの歯科医院で仲良くしているお姉さんが投げ
たコーラの缶がペンギンに変身する瞬間を目の
当たりにし……。

【監督】石田祐康
【配給】東宝映像事業部
【声の出演】北香那、蒼井優、釘宮理恵、潘めぐみ、

西島秀俊、竹中直人、
福井美樹、能登麻美子、久野美咲

【上映時間】118分

© 2018 森見登美彦・KADOKAWA／「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会



１０月は、人生を見つめる作品がそろいました♪

・終わった人
定年を迎えた男のまだまだ終われない人生の奮闘記!!!
定年後に待ち受ける人生は……予想もつかない驚きの
連続だった!?

・セラヴィ！
フランスで圧倒的No.1大ヒット！
結婚式を舞台に繰り広げられる、遊びゴコロと
優しさに満ち溢れた、私たちへの人生賛歌

・タリーと私の秘密の時間
がんばりすぎる昼間の私が、夜に見つけたホントの私。
かつて夢見た〈未来〉とは違う〈今〉にため息をつく
大人たちに、目の覚めるサプライズを贈る、ミステリ
アスな人生のリフレッシュ・ムービー

・輝ける人生
泣いて、笑って、恋をして。踊りましょう、幸せのステ
ップで♪
もっと豊かに生きるためのヒントが詰まった心温まる
人生賛歌

『終わった人』
高倉健以来の快挙!!
第４２回モントリオール世界映画祭

最優秀男優賞 受賞！〈舘ひろし〉

1階 積文館書店大川店では、
『終わった人』の小説を販売中♪

出版社：講談社 著者：内館牧子

日本中で大反響を巻き起こした大ヒット「定年」小説！

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

©2018「終わった人」製作委員会

©2017 TULLY PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

© Finding Your Feet Limited 2017

・単行本：1,728円（税込） ・文庫本：972円（税込）

大川シネマホールでは、映画館の他にもイベント・講演会など、
様々な場面でご利用できます。
地元企業様・団体様などの催しにご利用いただいています。

貸館料も利用時間等に応じて設定しています。
（料金は時間帯や曜日によって異なります）

利用用途も含め、お客様からのご相談を承っています。

「こんなイベントをしてみたい！！」とお気軽にご相談ください♪

レンタルホール（貸館）のご案内

ホームページの「レンタルホールのご案内」ページに
詳細を掲載しています。
利用規約・申込書もございます。ご覧下さい。

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

※Ｗｅｂ申込は対応しておりません。お申し込み・ご質問などは、当館まで直接
お問い合わせください。

ホール（全370席＋車いす席10席） 控室

1階 ドトールコーヒー大川店からのお知らせ

9/13（木）より発売の商品から2品をご紹介☆

ミラノサンド ハニーハム＆チーズ ￥460
ハチミツの甘い味わいのハニーハムとチーズを
組み合わせたこだわりの逸品！

和栗のラテ S ￥360 M ￥410 L ￥460
秋らしい、和栗の風味とコクのある味わいがマッチした
季節限定のラテドリンク！

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

