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12/26(木) ～ 2/3(月)

上映カレンダー

2020

冬休みにぴったり★
お子様向けオススメ作品上映♪

年末年始営業のお知らせ

12/26（木）1/2（木）は休まず開館!!
12/31（火）1/1（水･祝）は休館

ドトールコーヒー大川店の商品、持ち込めます！
くわしくはお気軽にお問い合わせください♪

〒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!!

休館日／木曜日
※12/26（木）1/2（木）は休まず開館!!
※12/31（火）1/1（水･祝）は休館

1/25（土） → 2/14（金） 【3週間上映】

【監督】木寺一孝
【配給】日活
【出演】樹木希林
【上映時間】108分

初めて許された長期密着取材から見えてくる、様々な“樹木希
林”。仕事、家族との複雑な関係、そして何よりも大切にしてい
た日々の暮らし。自分らしく、どう人生を終えるのか。唯一無二
の女優“樹木希林”の最後の一年を追う――。

©NHK

～樹木希林特集Vol.2～

1/25（土） → 2/7（金）

【監督】ナディーン・ラバキー
【配給】キノフィルムズ
【出演】ゼイン・アル・ラファ、

ヨルダノス・シフェラウ、
ボルワティフ・トレジャー・バンコレ

【上映時間】125分

わずか12歳で裁判を起こしたゼイン。訴えた相手は、自
分の両親だ。裁判長から「何の罪で？」と聞かれたゼイン
は、まっすぐ前を見つめて「僕を産んだ罪」と答えた。中
東の貧民窟に生まれたゼインは、両親が出生届を出さな
かったために、自分の誕生日も知らないし、法的には社会
に存在すらしていない。学校へ通うこともなく、兄妹たち
と路上で物を売るなど、朝から晩まで両親に働かされてい
る。唯一の支えだった大切な妹が11歳で強制結婚させら
れ、怒りと悲しみから家を飛び出したゼインを待っていた
のは、さらに過酷な“現実”だった。果たしてゼインの未
来とは――。【PG12】

(C)2018MoozFilms

～子どもの未来を考える～



法人会員 お得になりました！！
くわしくは窓口まで♪

●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 毎週火曜日は、男性が1,100円
●ペアデー（10/1～）毎週月曜日は、2人で2,200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

※ペアデーは‘19年10月1日 ～‘20年3月31日の実施

1/4（土） → 1/17（金）

【監督】田中裕太【配給】東映
【声の出演】成瀬瑛美、小原好美、安野希世乃

小松未可子、上坂すみれ、木野日菜、
吉野裕行

【ゲスト声優】知念里奈
【上映時間】72分

ある日突然、プリキュアの元にやってきた不思議な生き物
ユーマ。言葉が通じないユーマに、ひかるとララは振り回さ
れっぱなし……。ユーマと気持ちを通じ合わせる方法、それ
は＜うた＞!?＜うた＞を通じて、ユーマとの絆を育んでいく
ひかるたち。しかし、突如謎の宇宙人ハンターが現れ、大ピ
ンチ！さらには、ユーマとはいずれ離れ離れになることが告
げられてしまう……。ユーマを、そしてみんなの想いを守る
ため、プリキュアが立ち上がる!!

©2019 映画スター☆トゥインクルプリキュア製作委員会

中学生以下のお子様に『ミラクル♡スターライト』プレゼント!!

1/4（土） → 1/24（金） 【3週間上映】

【監督】ドーリス・デリエ
【配給】GAGA
【出演】ゴロ・オイラー、入月絢、樹木希林
【上映時間】117分

ドイツ・ミュンヘン。酒に溺れ仕事も家族も失ったカール
（ゴロ・オイラー）の元へ、突然、ユウ（入月絢）と名乗る
日本人女性が訪ねて来る。風変りな彼女と過ごすうちに、人
生を見つめ直し始めるカールだったが、その矢先、彼女は忽
然と姿を消してしまう。ユウを捜し訪れた日本で、カールが
ユウの祖母（樹木希林）から知らされたのは、驚きと悲哀と
感動に満ちた物語だった――。

©2019 OLGA FILM GMBH, ROLIZE GMBH & CO. KG

～樹木希林特集Vol.2～

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）1,800円（10/1～）
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、貸館・貸ホワイエできます♪
くわしくはお気軽にお問い合わせください♪

12/28（土） → 1/17（金） 【3週間上映】

ヒキタクニオ、49歳。職業、作家。二回り近く年の離れた
愛する妻・サチと仲良く2人で暮らしている。 サウナと
ビールが大好きで、ジム通いのおかげでいたって健康体。
子どもは好きだけど、自分たちの子どもは作らずに2人だけ
で生きていくと決めていたが、ある日「ヒキタさんの子ど
もに会いたい」と妻は言った。 その一言がきっかけで妊活
を始めるも、なかなか結果は出ず……クリニックでの検査
の結果、不妊の原因はヒキタ自身にあることが判明！そこ
からヒキタ夫妻の悲喜こもごもの妊活の日々が始まる。

©2019 ｢ヒキタさん！ご懐妊ですよ」製作委員会

【監督】細川徹
【配給】東急レクリエーション
【出演】松重豊、北川景子、山中崇、濱田岳、

伊東四朗
【上映時間】104分

UDCast方式・音声ガイドに対応しております

12/28（土） → 1/17（金） 【3週間上映】

【監督】キウェテル・イジョフォー
【配給】ロングライド
【出演】マックスウェル・シンバ、

アイサ・マイガ
【上映時間】113分

2001年、アフリカの最貧国のひとつマラウイを大干ば
つが襲う。14歳のウィリアムは飢饉による貧困で学費
を払えず通学を断念するが、図書館で一冊の本と出会い、
独学で風力発電のできる風車を作り、乾いた畑に水を引
くことを思いつく。いまだに祈りで雨を降らせようとす
る村で、最愛の父でさえウィリアムの言葉に耳を貸さな
い。それでも家族を助けたいという彼のまっすぐな想い
が、徐々に周りを動かし始める。

～子どもの未来を考える～

©2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC

文部科学省特別選定（青年、成人、家庭向き）

文部科学省選定（少年向き）
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大川シネマホール年末年始の営業日のお知らせ

1/18（土） → 1/24（金） 【1週間上映】

【監督】芦塚慎太郎
【配給】coyote
【出演】高杉真宙、佐野岳、堀田真由、長村航希、

板垣瑞生、前田旺志郎、石毛宏樹、
篠原湊大、押田岳、神谷浩史(声の出演) 、
佐藤二朗、丸山智己

【上映時間】92分

初代小林少年のひ孫・小林芳狼（高杉真宙）は、親友のワタリ
（佐野岳）、そして幼馴染にして明智小五郎のひ孫である明智小
夜（堀田真由）とともに、ごく平凡な高校生活を送っていた。そ
んなある日、芳狼の前に10年ぶりに怪人二十面相が姿を現す。
二十面相は「約束の時は近い」とだけ言い残し去って行く。果た
して二十面相の言う「約束」の真意とは……？同じ頃、学園には
次々と怪事件が起こり、ミステリー同好会メンバーであるクロサ
キ（長村航希）、夢野正太郎（板垣瑞生）、塚原舜（前田旺志
郎）は事件の謎解きにのめり込んでいく。芳狼は、10年前のあ
る出来事をきっかけに封印していた怪人二十面相との記憶を徐々
に思い出し、自らの秘められた能力や宿命と向き合い始めるが、
怪人二十面相に引き寄せられていく芳狼を心配するワタリや小夜
との関係には不穏な空気が漂い始める……。果たして、芳狼たち
を待ち受ける運命とは!?全ての謎が絡み合い、答えが見つかると
き、今こそあの『少年探偵団』が復活する！ その名も『超・少
年探偵団NEO』!!

©2019 PROJECT SBD-NEO

1/18（土） → 1/31（金）

【監督】平山秀幸
【配給】東映
【出演】笑福亭鶴瓶、綾野剛、小松菜奈、

坂東龍汰、平岩紙、綾田俊樹、森下能幸、
水澤紳吾、駒木根隆介、大窪人衛、
北村早樹子

【上映時間】117分

長野県のとある精神科病院。死刑執行が失敗し生きなが
らえた秀丸（笑福亭鶴瓶）。幻聴に悩まされるチュウさ
ん（綾野剛）。ＤＶが原因で入院する由紀（小松菜奈）。
三人は家族や世間から遠ざけられながらも心を通いあわ
せる。彼らの日常に影を落とす衝撃的な事件はなぜ起き
たのか。それでも「今」を生きていく理由とはなにか。
法廷で明かされる真実が、こわれそうな人生を夜明けへ
と導く――。【PG12】

（C) 1994 Hahakigi Hosei / Shinchosha

UDCast方式・音声ガイドに対応しております

1/18（土）～1/24（金）

探しているのは、本当の僕らの姿
二十面相と僕たちの"怪奇な"関係が巻き起こす
新感覚学園ミステリー

1936年に雑誌『少年倶楽部』で連載が始まり、
戦前戦後を通じて最終的に全26巻もの大人気シリーズ
となった江戸川乱歩の『少年探偵団』シリーズ。
これまで数多くの映画やTVドラマが作られてきた
大ベストセラー小説！
主要キャラクターである小林少年、明智小五郎、
怪人二十面相それぞれの子孫たちが代々、世代を超えて
激突を繰り返すというコンセプトを元に、現代を舞台
にした新感覚の学園ミステリーとして、『超・少年
探偵団NEO』活動開始にいたる“はじまりの物語”を、
大川シネマホールで1週間の特別上映をします♪

～子どもの未来を考える～

今回は、2つのテーマ♪

～樹木希林特集Vol.2～

※～子どもの未来を考える～は、あと1作品検討中

期間：12/23（月）～1/6（月）
場所：大川シネマホール ホワイエ
期間中、豪華プレゼントが当たる抽選箱も設置♪

★ ドレス ・ タキシード 展示します ★
ブライダルスクエア ザ・ゼニス様による
ドレス・タキシードの展示を行います!!

画像はイメージです

貸ホワイエ
情報★


