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2/24(月・休) ～ 4/3(金)

上映カレンダー

2020

春休みにぴったりのアニメ作品上映♪

※ 3/26（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!!

休館日／木曜日 ※3/26（木）は開館！

3/21（土） → 4/3（金）

～寅さん特集～
第17作
男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け

第42作
男はつらいよ ぼくの伯父さん

上野の飲み屋で、みすぼらしい老人と出会った寅さんは、気の毒に思いと
らやに連れて来てしまう。その老人は、日本画の大家・池ノ内青観（宇野
重吉）だった。世話になったお礼として青観が描いた絵をめぐり、とらや
では大騒動が巻き起こり、寅さんは旅に出ることに。ところが兵庫県龍野
で、寅さんは青観と再会、市長の接待を受け、芸者ぼたん（太地喜和子）
と意気投合。しばらくして、ぼたんが、客だった鬼頭（佐野浅夫）に貸し
た二百万円を踏み倒されそうになって、上京。あまりにも理不尽な事態に、
憤慨した寅さんは……。

満男は浪人生となり、予備校通いの毎日。勉強に身が入らず、さく
らや博を心配させている。そこで久しぶりに戻って来た寅さんが、
その悩みを聞くために浅草のどぜう屋で酒を酌み交わす。恋心を募
らせる後輩の及川泉（後藤久美子）は両親の離婚で転校。一目会い
たさに名古屋から、佐賀県へバイクを飛ばす満男。偶然にも寅さん
とも再会、二人で泉を訪ね、美しい叔母・寿子（檀ふみ）に迎えら
れるが、泉の伯父は教育者で……。

【監督】山田洋次 【配給】松竹
【マドンナ】太地喜和子 【ロケ地】兵庫県龍野
【上映時間】109分

【監督】山田洋次 【配給】松竹
【マドンナ】後藤久美子 【ロケ地】茨城県袋田佐賀県吉野ヶ里
【上映時間】108分



●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

3/20（金・祝） → 4/3（金）

【監督】リチャード・フェラン、ウィル・ベチャー
【配給】東北新社 STAR CHANNEL MOVIES
【上映時間】86分

ショーンと仲間たちがのんびり暮らす中、突如UFO が
やってきた。街はたちまち UFO フィーバーに沸き、牧場
主も宇宙をテーマにしたアミューズメントパーク
“FARMAGEDDON”を作り、一儲けをしようと企む。
そんな中、ひょんなことから牧場に迷い込んだルーラは、
ショーンたちと出会いすぐに仲良しになる。家族が恋しく
なったルーラを家に帰してあげようと計画をたてるも、思
いもよらぬハプニングが次々と巻き起こる。ルーラを故郷
に返すため UFO に乗り込んだショーンとビッツァーの運
命やいかに――！

© 2019 Aardman Animations Ltd and Studiocanal SAS. All Rights Reserved.

3/28（土） → 4/10（金）

【監督】上田誠
【配給】バンダイナムコアーツ、東京テアトル
【出演】高杉真宙、上地雄輔、岸井ゆきの、本多力、

町田啓太、六角精児、小木博明（おぎやはぎ）
【上映時間】115分

「うちの技術で、マジンガーZの格納庫を作っちゃおう！」上
司のアサガワにムチャ振りされた広報部のドイたち。ミッショ
ンは、“実際には作らない”が、設計図を出し、工期を立て、
見積もり書を完成させ、実物を作るのと全く同じように取り組
むこと。アニメ世界のあいまいで辻褄の合わない設定に翻弄さ
れながらも、彼らは技術の底力を駆使して無謀なプロジェクト
に立ち向かう！

©前田建設／Team F ©ダイナミック企画・東映アニメーション

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♪

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♪

3/7（土） → 3/20（金・祝）

今から300年前。赤穂藩藩主・浅野内匠頭は幕府の重臣・
吉良上野介に斬りかかり、即日切腹、藩はお取り潰しに。
筆頭家老・大石内蔵助は、嘆く暇もなく、幼馴染の勘定
方・矢頭長助の力を借り、ひたすら残務整理に励む日々。
御家再興の道が閉ざされた彼らに残された希望は、宿敵・
吉良邸への討ち入り。しかし、討ち入りするにもお金が必
要で、使える予算は9500万！生活費や食費に家賃、江戸ま
での往復旅費、討ち入りするための武具。お金はどんどん
出ていくばかり……。どうする大石内蔵助!?予算の都合で、
チャンスは一回！果たして彼らは【予算内】で、一大プロ
ジェクト【仇討ち】を無事に【決算】することができるの
か!?涙と笑いの予算達成エンタテインメント！

©2019「決算！忠臣蔵」製作委員会

【監督】中村義洋
【配給】松竹
【出演】堤真一、岡村隆史、濱田岳、横山裕、

荒川良々、妻夫木聡、竹内結子、
西川きよし（特別出演）、石原さとみ、
阿部サダヲ

【上映時間】125分

3/14（土） → 3/27（金）

【監督】ライアン・ジョンソン【配給】ロングライド
【出演】ダニエル・クレイグ、クリス・エヴァンス、

アナ・デ・アルマス、
ジェイミー・リー・カーティス、
トニ・コレット、ドン・ジョンソン

【上映時間】131分

NY郊外の館で、巨大な出版社の創設者ハーラン・スロン
ビーが85歳の誕生日パーティーの翌朝、遺体で発見され
る。名探偵ブノワ・ブランは、匿名の人物からこの事件の
調査依頼を受けることになる。パーティーに参加していた
資産家の家族や看護師、家政婦ら屋敷にいた全員が第一容
疑者。調査が進むうちに名探偵が家族のもつれた謎を解き
明かし、事件の真相に迫っていく――。

© 2019 Aardman Animations Ltd and Studiocanal SAS. All Rights Reserved.

UDCast方式・音声ガイドに対応しております



～貸館・貸ホワイエのご案内～

（税込）

利用時間帯
午前 午後 夜間

9：00～12：00 12：00～17：00 17：00～21：00

1時間当たり
の金額

平日 25,000 円 26,000 円 27,000 円

土日祝 34,000 円 35,000 円 36,000 円

令和元年10月1日より、一部規約が変更になりなりました!!★貸館★
✿ご利用時間・料金✿

・利用時間帯をまたぐ場合は、
安価な方の料金を適用！

（例）平日11：00～14：00のご利用の場合
25,000円 × 3時間 ＝75,000円

・上記料金表の金額に、冷暖房・
備品使用・控室（1・2・3）の
利用料込み！

▲ホール

【 座席数 】
一般席 361席 ・プレミア席 9席・車椅子スペース 10台

★貸ホワイエ★ 令和元年10月1日より、貸ホワイエを新設!!

✿ご利用料金✿

・1週間（7日間）10,000円（税込）※ 設置日・撤去日は含まず

・特別鑑賞券 5枚を進呈!! ※ 有効期限は設置日から6ヵ月間

料金・利用目的等、お気軽にご相談ください♪

▲ 展示スペース側

絵・生け花・写真 等の
展示会場 etc♪
広々としたホワイエを
利用してみませんか？

▲ウエディングドレス・こどもドレス 展示風景

※ 飲食を含むパーティー等は別途相談させていただきます

人気クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」
は、アカデミー賞®を多数受賞している英国アード
マン・アニメーションズの大ヒットシリーズ『ウォ
レスとグルミット』の第3作目『ウォレストとグル
ミット、危機一髪！』（日本公開1997年）に登場
するショーンを主人公にしたスピンオフ作品。

2007年に英国BBCで1話7分のショートアニメが
シリーズ化、日本でもEテレで放映されるなど
(2018年11月放送終了)、映画公開後もファンは
年々増え続け、2015年にはシリーズ初の長編映画
『映画 ひつじのショーン ～バック・トゥ・ザ・
ホーム～』が公開。
全世界で1億600万ドルもの興行収入を挙げ、大
ヒットを記録。第88回アカデミー賞長編アニメ賞
にもノミネートされるなど、大きな話題となった人
気作の続編がついにやってくる！

3/20（金・祝） ～ 4/3（金） 上映

映画 ひつじのショーン UFOフィーバー！

映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ

日本語字幕版上映決定！！
【日本語字幕版上映日時】

2/24（月・休） 15：00～
3/3 （火） 17：35～
3/7 （土） 12：10～

©2019日本すみっコぐらし協会映画部

春休み期間の開館のお知らせ♪

毎週木曜日は休館日ですが、3/26（木）は開館します!!

上映スケジュールは、上映カレンダーをご覧ください★

※ 4/1（水）・4/2（木）は、貸館のため休館とさせていただきます。


