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4/27(土) ～ 6/4(火)

上映カレンダー

〒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!!

5/2（木･休）は休まず開館！

【監督】大久明子
【配給】KATSU-do
【出演】黒川芽以、臼田あさ美、中村倫也、田中圭
【上映時間】90分

5/25（土） → 6/7（金）

©2018吉本興業

主人公のタカコは道行く誰もが振り返る美女。WEBデ
ザイナーという仕事にも恵まれ、愚痴を聞いてくれるケ
イコという親友もいる。しかし、長くつきあってから相
手が結婚していることが発覚するという恋愛が３回も続
き、気づけば32歳になっていた。不毛な恋愛に疲れ果
てたタカコの口から「死にたい……」という言葉がこぼ
れ出たその夜、タカコは結婚を決意し、婚活サイトに登
録する。マッチングサイトで出会った本気で婚活に励む
非モテ系の園木とデートを重ねながら、シングルズバー
で知り合った結婚願望のないバツイチ・イケメン歯科医
の矢田部に惹かれていくタカコ。実は自身の結婚生活に
悩んでいたケイコは、タカコが結婚後についてまったく
考えていないことに苛立ち始め、２人はとうとう本音を
激しくぶつけあう大げんかをしてしまう。【PG12】

5/25（土） → 6/7（金）

【監督】ピーター・ファーレリー
【配給】ＧＡＧＡ
【出演】ヴィゴ・モーテンセン、

マハーシャラ・アリ、
リンダ・カーデリーニ

【上映時間】130分

©2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved.

時は1962年、ニューヨークの一流ナイトクラブ、コパ
カバーナで用心棒を務めるトニー・リップは、ガサツで
無学だが腕っぷしはもちろんハッタリも得意で、家族や
周囲から愛されていた。コパカバーナが改装のために休
業となった時、トニーはある黒人ピアニストにコンサー
トツアーの運転手として雇われる。彼の名前はドク
ター・シャーリー、巨匠ストラヴィンスキーから「神の
域の技巧」と絶賛され、ケネディ大統領のためにホワイ
トハウスでも演奏したほどの天才は、なぜか黒人には危
険な南部を目指していた。黒人用旅行ガイド〈グリーン
ブック〉を頼りに、ふたりはツアーへと出発するのだが
──。

第91回アカデミー賞 作品賞・
助演男優賞・脚本賞受賞！



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♪

5/4（土・祝） → 5/17（金）

【監督】バーナード・ローズ
【配給】GAGA
【出演】佐藤健、小松菜奈、森山未來、染谷将太
【上映時間】104分

時は幕末、とある藩で開かれた日本初のマラソン
大会。その裏でとある行き違いから、藩士不在の
城に藩主暗殺を狙う刺客が幕府から放たれる。た
だ一人、迫る危機を知った男は、暗殺計画を食い
止めるため、仲間たちに危機を告げ共に戦うため、
走ることを決意する――。【PG12】©“SAMURAI MARATHON 1855”Film Partners

5/11（土） → 5/24（金）

Ⓒ2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

【監督】ヨルゴス・ランティモス
【配給】20世紀フォックス映画
【出演】オリヴィア・コールマン、エマ・ストーン、

レイチェル・ワイズ、ニコラス・ホルト、
ジョー・アルウィン

【上映時間】120分

ルイ14世が統治するフランスと交戦中のイングラン
ドでは、揺れる国家と女王のアンを、女王の幼馴染
で女官長を務めるレディ・サラが操っていた。そこ
にサラの従妹で上流階級から没落したアビゲイルが
やって来て、召使として働くことになる。サラに気
に入られ、侍女に昇格したアビゲイルだったが、彼
女の中に生き残りをかけた野望が芽生え始める。サ
ラが戦争終結派と続行派に分かれた権力争いに没頭
しているうちに、アビゲイルは少しずつ女王の＜お
気に入り＞の座をつかんでいく――。【ＰＧ12】

第91回アカデミー賞
主演女優賞受賞！

5/11（土） → 5/24（金）

【監督】ビョルン・ルンゲ
【配給】松竹
【出演】グレン・クローズ、ジョナサン・プライス、

クリスチャン・スレーター
【上映時間】101分

偉大なる世界的な作家と、彼の創作を慎ましく支えてき
た完璧な妻。誰の目にも理想的なおしどり夫婦に見える
ふたりの関係は、夫がノーベル文学賞を受賞したことを
きっかけに揺らめき、静かに壊れ始める……。毎年ス
ウェーデンのストックホルムで華やかに行われるノーベ
ル賞授賞式を背景に、人生の晩年に差しかかった夫婦の
危機を見つめる本作は、男女間の機微をリアルかつ残酷
にあぶり出す心理サスペンス。夫婦が隠し続けてきた、
重大な“秘密”とは何なのか。夫への愛と憎しみの狭間
で引き裂かれた妻は、世界中の注目が集まる授賞式でい
かなる“決断”を下すのか――。

(c)META FILM LONDON LIMITED 2017

第91回アカデミー賞 主演女優賞ノミネート！

5/18（土） → 5/31（金）

（C）2018「あの日のオルガン」製作委員会.

【監督】平松恵美子
【配給】マンシーズエンターテインメント
【出演】戸田恵梨香、大原櫻子、佐久間由衣、

夏川結衣、田中直樹、橋爪功
【上映時間】119分

東京も安全ではなくなっていた1944年。戸越保育所の主任
保母・板倉楓は、園児たちを空襲から守るため、親元から遠
く離れた疎開先を模索していた。別の保育所・愛育隣保館の
主任保母の助けもあり、最初は子どもを手放すことに反発し
ていた親たちも、なんとか子どもだけでも生き延びて欲しい
という一心で我が子を保母たちに託すことを決意。しかし、
戸越保育所の所長がようやく見つけてきた先は古びた荒れ寺
だった。幼い子どもたちとの生活は問題が山積み。それでも
保母たちは、地元の世話役の協力をえて、子どもたちと向き
合い、みっちゃん先生はオルガンを奏で、みんなを勇気づけ
ていた。戦争が終わる日を夢見て……。そんな願いをよそに、
1945年3月10日、米軍の爆撃機が東京を来襲。やがて、疎
開先にも徐々に戦争の影が迫っていた――。



第91回 アカデミー賞受賞作品
当館で上映する＜第91回アカデミー賞＞ 受賞作品をご紹介♪

主演男優賞〈ラミ・マレック〉・編集賞・
録音賞・音響編集賞 受賞!!

4/27（土） → 5/10（金）

伝説のバンド＜クイーン＞。その生きざまが世界を変えた、感動の物語。
ドラマチックな物語を彩る魂に響く28の名曲。日本中の誰もが一度は
耳にしたことがある不朽の名曲の数々が、映画本編のシーンに寄添って
登場！一緒に歌いださずにはいられない！

ボヘミアン・ラプソディ

主演女優賞〈オリヴィア・コールマン〉 受賞!!

5/11（土） → 5/24（金）

豪華絢爛な王室を舞台に、3人の女の愛と権力の奪い合いを描く一大
エンターテインメント。
アカデミー賞3度受賞の大御所サンディ・パウエルの大胆かつ華麗な
衣装も見逃せない！

女王陛下のお気に入り

作品賞・助演男優賞〈マハーシャラ・アリ〉・
脚本賞 受賞!!

5/25（土） → 6/7（金）

異なる世界に住む二人の壮大なズレに笑い、ツアーの本当の目的に胸を
熱くし、極上のラストにスタンディングオベーションを贈らずにいられ
ない、痛快で爽快、驚きと感動の実話！

グリーンブック

主演女優賞〈グレン・クローズ〉 ノミネート！

5/11（土） → 5/24（金）

天才作家の妻 -40年目の真実-

＜第91回アカデミー賞＞ ノミネート作品も上映します♪

母の日のプレゼントに💛
5/12(日)は母の日！特別鑑賞券のプレゼントはいかがですか？

シネマ個人会員にご加入いただくと、特別鑑賞券を進呈♪
（ 10,000円コース 11枚 ／ 5,000円コース 5枚 ）

特別鑑賞券はどなたでもお使いいただけます！
プレゼントにおススメです💜

※ 詳しくはホームページまたはスタッフまでお問い合わせください

6月・7月・8月 上映予定作品

※ 詳しくは『シネマホールだより6月号』でお知らせします！お楽しみに♪

樹木希林特集 開催決定！！
女優 樹木希林さんが出演された作品を複数上映予定♪

1F 積文館書店からのお知らせ

日頃の感謝をこめて！

母の日に“ハーバリウム”はいかがですか？
ショート

ミディアム

ロング

本体 1,500円+税

本体 1,800円+税

本体 2,400円+税

母の日のプレゼントにおすすめBOOKをご紹介♪

「作りおき＆
帰って１０分おかず３３６」

毎日おいしいごはんを作って
くれるお母さんの手助けに！

本体 1,200円＋税

「ずぼらヨガ」

お家でも手軽にできちゃう！
いつまでも元気でいてほしい
お母さんに！

「ＡＭＡＺＩＮＧ ＳＰＯＴ日本の絶景＆秘境１００」

旅行好きなお母さんに！
なかなか行けない海外旅行へ行った気分を
味わえちゃいます！

本体 1,111円＋税

本体 1,400円＋税

完璧な“妻”だった。夫がノーベル賞を手にした今日までは――
史上最大のスキャンダルの行方は――


