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戦場のメリークリスマス 4K修復版

トキワ荘の青春 デジタルリマスター版

地球交響曲第九番
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一度も撃ってません
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弁当の日～『めんどくさい』は幸せへの近道～
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“樹木希林”を生きる
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ドクター・ドリトル（吹替版）
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大コメ騒動
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地球交響曲第九番

ドクター・ドリトル（吹替版）

若おかみは小学生！

ロング・ウェイ・ノース 地球のてっぺん（吹替版）
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島根県民会館
0852-22-5556

松江テルサ
0852-31-5550

メテオプラザ
0852-72-3939

安来市
総合文化ホール
アルテピア
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ふれあいホールみと
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※〈一日券〉や〈フリーチケット〉と表記の無いものは、作品ごとの鑑賞料金です

優秀映画

優秀映画

優秀映画

優秀映画

優秀映画

優秀映画

優秀映画

優秀映画

優秀映画

優秀映画

優秀映画

優秀映画

一日券

一日券

10/24（日）

11/21(日)

10/３（日）

【前売】一般・大学生1,000円
【当日】一般・大学生1,200円、小中高生500円

【前売】一般1,000円、大学・高校生以下500円
【当日】一般1,200円、大学・高校生以下600円、
　　　未就学児無料

一般1,000円、学生券(25歳以下)500円、
未就学児無料、一般5枚セット券4,000円

500円（未就学児無料）

1,000円（未就学児無料）

1,000円（未就学児無料）

500円（未就学児無料）

一日券

【前売】一般1,000円、小中高生500円
【当日】一般1,300円、小中高生700円

【前売】大人1,000円、大学生以下500円
【当日】大人1,200円、大学生以下700円

【前売】大人700円、大学生以下500円
【当日】大人900円、大学生以下700円

一日券
一般500円、会員400円、
30歳以下無料ご招待

【前売】一般1,000円、会員800円、30歳以下無料ご招待
【当日】一般1,200円、会員1,000円、30歳以下無料ご招待

【2日間フリーチケット】1,000円
【当日】優秀映画のみ1作品 500円
　　　　（小学生以下無料）

【前売】一般1,000円、おつかれさま割・会員800円
【当日】１作品 700円 ※当日は一日券の販売はありません。

【前売】一般・シニア（60歳以上）1,000円
【当日】一般1,300円、シニア1,000円、文化協会会員　
　　　900円、中高生500円 ※小学生以下無料

高校生以上500円

お問い合わせは
石央文化ホールまで

旭町 和田
まちづくりセンター

1,000円 10/20（水）

10/21（木）

一般500円、未就学児無料
（当日200円増、友の会会員は100円引）

500円、未就学児無料美郷町教育委員会
0855-75-1217

みさと館
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13:00 大当たり三色娘

15:15 ニッポン無責任時代

17:30 君も出世ができる

10:00 それいけ！アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国

13:00 地球交響曲第九番

16:00 バイプレイヤーズ
～もしも100人の名脇役が映画を作ったら～

©大島渚プロダクション

島根県民会館
1983年/日本・イギリス・ニュージーランド/123分
監　督：大島渚
出　演：デヴィッド・ボウイ、坂本龍一

戦場のメリークリスマス 4K修復版

大島渚監督の伝説の大作が鮮やかに復活。1942年、ジャワ島の日本軍
捕虜収容所。粗暴な軍曹ハラ（ビートたけし）と温厚な英国人捕虜ロレ
ンス（トム・コンティ）が、とある事件処理に奔走する。一方、厳格な収容
所所長のヨノイ大尉（坂本龍一）は、収容所に連行された反抗的で美し
い英国人捕虜セリアズ（デヴィッド・ボウイ）に心を奪われていく…。坂本
龍一によるテーマ曲「Merry Christmas, Mr.Lawrence」は映画史上屈
指の名曲として今なお愛され続けている。

©1995/2020 Culture Entertainment Co., Ltd

島根県民会館
1995年/日本/110分
監　督：市川準
出　演：本木雅弘、大森嘉之

トキワ荘の青春 デジタルリマスター版

昭和30年代、東京都豊島区の木造アパート「トキワ荘」。手塚治虫のもと
に日夜、編集者たちが通い詰めている様子を眺めながら、向かいの部屋
の寺田ヒロオ（本木雅弘）は、こつこつと持ち込みを続けていた。そこに
藤子不二雄（阿部サダヲ、鈴木卓爾）がやって来て……。今や日本を代表
する漫画家たちと、そこから去っていった者たちの日常と青春、そして時
代の流れを静かに描いている。

©ネツゲン

松江テルサ
2020年/日本/119分
監　督：大島新
出　演：小川淳也

なぜ君は総理大臣になれないのか

2019年国会で統計不正を質し注目を集めた衆議院議員・小川淳也を、
2003年衆議院選挙初出馬から取材するドキュメンタリー。当時32歳で民
主党から出馬した小川は落選、2005年に比例復活で初当選する。「国民の
ためという思いなら誰にも負けない」と語る無私無欲な姿に、多方の論客
から見所があると期待されるが、党に貢献しなければ発言権は弱く、義理
と信念との間で苦悩する。挫折しつつも政治家であり続ける姿を追う。

©NHK

2019年/日本/108分
監　督：木寺一孝
出　演：樹木希林

”樹木希林”を生きる

一人で取材すること、という条件で許可された1年間の長期密着取材。
樹木は、ディレクターを自ら運転する車で迎えに行き、撮影現場まで運
転しながら語り続ける。4本の映画の役と向き合い、監督やスタッフに言
いたいことを伝え、一方で現場のまかないの準備をする。女優“樹木希
林”の最後の日 を々追うドキュメンタリー映画。

アルテピア
2020年/日本/95分
監　督：豪田トモ
出　演：（ナレーション）大泉洋

ママをやめてもいいですか！？

2度の産後うつを乗り越え3人目を妊娠中のノリコさんは、家事育児に限界
を感じ、パパに助けを求めるが……。3歳のころ母親が自殺したヒロミさん
は、不安を抱えながら、自分が母親にして欲しかったことを娘にしようと頑
張る。高校生のときに母親が蒸発したトシエさんは、わが子への愛情表現
について悩む。「うまれる」の豪田トモ監督が、大泉洋のナレーションで、全
てのママへ、感謝と元気と希望を届けるドキュメンタリー。

©2019「一度も撃ってません」フィルムパートナーズ映画『ママをやめてもいいですか！？』より

チェリヴァホール
2020年/日本/100分
監　督：阪本順治
出　演：石橋蓮司、大楠道代

一度も撃ってません

74歳の市川（石橋蓮司）は、巷で噂の“伝説のヒットマン”。今日も“殺し”の依
頼がやってきた。がしかし本当の姿は…ただの売れない小説家。“理想の
ハードボイルド小説”を極めるために、密かに“殺し”の依頼を受けては、本
物のヒットマンに仕事を頼み、暗殺の状況を取材しているのだった。ところ
が、そんな市川についにツケが回ってきた。ただのネタ集めのつもりが、人
生最大のピンチ！？伝説のヒットマンの長い夜が、始まる。

チェリヴァホール

©「街の上で」フィルムパートナーズ

2019年/日本/130分
監　督：今泉力哉
出　演：若葉竜也、穂志もえか

街の上で

下北沢の古着屋で働く荒川青は、ひとりで行きつけの古本屋に行ったり、
たまにライブを見たり。基本、下北沢の中だけで暮らしている。恋人に浮気
されフラれたが、いまだに彼女のことが忘れられない。そんな青に、美大に
通う町子から、自主映画への出演依頼がある。行きつけの飲み屋で常連客
にそそのかされ、出演してはみたが……。住人たちとの他愛ない会話と数
日間の非日常が、優しく紡がれていく。

©2021「弁当の日」製作委員会

横田コミュニティ
センター

2021年/日本/97分
監　督：安武信吾
出　演：（ナレーション）和久井映見

弁当の日～『めんどくさい』は幸せへの近道～

2001年、「子どもが作る“弁当の日”」は香川県の滝宮小学校で始まった。
「親は決して手伝わないで、献立から片付けまで、やるのは全部子ども自身
で」という前代未聞の取り組みは20年後の今、全国各地に広がっている。
九州、山口の小中学校や大学などを舞台に、子どもたちと、取り巻く大人た
ちの姿を追った。20年かけて実証された「子どもから台所に立つ機会を
奪ってはいけない理由」を描くドキュメンタリー映画。

Ⓒ2019 Kaori Sakagami

石央文化ホール

和田まちづくりセンター
2019年/日本/136分
監　督：坂上香

プリズン・サークル

「島根あさひ社会復帰促進センター」は官民協働の新しい刑務所。警備や
職業訓練などを民間が担い、自動化が進んでいる。そして、受刑者同士の
対話をベースに犯罪の原因を探り、更生を促すTCというプログラムを日本
で唯一導入している。２年間カメラは密着し、窃盗や詐欺、強盗傷人、傷害
致死などで服役する若者たちが、新たな価値観や生き方を身につけていく
姿を克明に描き出していく。

©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社／若おかみは小学生！製作委員会

2018年/日本/94分
監　督：高坂希太郎
出　演：（声）小林星蘭、水樹奈々

若おかみは小学生！

6年生のおっこ（声：小林星蘭）は交通事故で両親をなくし、祖母が経営す
る旅館「春の屋」に引き取られひょんなことから若おかみ修行を始める。そ
そっかしいおっこは、ライバル旅館の娘、真月にからかわれながらも、旅館
に住みつくユーレイ・ウリ坊や、美陽、子鬼の鈴鬼たちに励まされる。次 と々
やって来る変わったお客様をもてななそうと奮闘するうちに、少しずつ自信
をつけ成長していく。

知夫里島
開発総合センター

©2015 SACREBLEU PRODUCTIONS

知夫里島
開発総合センター

2015年/フランス・デンマーク/81分
監　督：レミ・シャイエ
出　演：（声）上原あかり、弦徳

ロング・ウェイ・ノース 地球のてっぺん

フランス・デンマーク合作による長編アニメーション。19世紀ロシア、サン
クトペテルブルグ。14才の貴族の子女サーシャの祖父は、北極航路の探検
に出たきり帰ってこない。家族の名誉は失われ、父は、娘が皇帝の甥っ子に
気に入られるしかないと考えている。サーシャは祖父の部屋から航路のメ
モを見つけ、自ら祖父の居場所を突き止めようと決意するが、想像を絶す
る困難が待ち受けていた。高畑勲監督が称賛した注目作。

©2021「映画　バイプレイヤーズ」製作委員会

悠邑ふるさと会館悠邑ふるさと会館
2021年/日本/100分
監　督：松居大吾
出　演：田口トモロヲ、松重豊

バイプレイヤーズ
～もしも100人の名脇役が映画を作ったら～

富士山麓の「バイプレウッド撮影所」の一角では、ネット配信ドラマの撮影
が始まろうとしていた。共演している犬が居ないことに気づき心配する有村
架純に、田口、松重、光石、遠藤の4人は何があったのか語り始める。ひと月
前に始まった、犬の風（ふう）が主役の、濱田岳や柄本時生ら若手による映
画撮影がトラブル続きで……。主役級の輝きを持ちつつ脇役でいぶし銀
の光を放つ名バイプレイヤー達の、壮大な笑いと涙と感動のストーリー。

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会2020

2021年/日本/63分
監　督：川越淳
出　演：（声）戸田恵子、中尾隆聖

それいけ！アンパンマン
ふわふわフワリーと雲の国

空の上の「雲の国」。旅をしながら雲を育てて、いろいろな町や星に配って
います。ある日、ドキンちゃんのUFOの上に、ばいきんまんと一緒に、ふわ
ふわな雲の赤ちゃんが落ちてきました。ドキンちゃんはフワリーと名付けて
大切に育てます。そのころ雲の国では、雲が汚れて空を飛べなくなってしま
い、ジャムおじさんやアンパンマン達も協力してお掃除することに。ところ
が、ばいきんまんが雲の国の王様になろうとして……。

©2021「大コメ騒動」製作委員会

江津市
総合市民センター

2020年/日本/106分
監　督：本木克英
出　演：井上真央、室井滋

大コメ騒動

大正7年、富山県の漁師町に暮らす松浦いと（井上真央）は、3人の子どもの
おかかであり、米俵を浜へと担ぎ運ぶ女仲仕。高騰する米の価格に悩む
おかかたちは、清んさのおばば（室井滋）とともに、米の積み出し阻止を試
みるも失敗。しかし、その騒ぎは地元の新聞記者により報じられ、それを見
た大阪の新聞社はさらに大きく書き立て、騒動は全国に広まっていく。日
本の女性が初めて起こした市民運動を、笑いあり涙ありで描く。

©2020 UNIVERSAL STUDIOS AND PERFECT UNIVERSE INVESTMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

2020年/アメリカ/101分
監　督：スティーヴン・ギャガン
出　演：ロバート・ダウニーJr.、アントニオ・バンデラス

ドクター・ドリトル

ヒュー・ロフティングの名作児童文学「ドリトル先生」の実写映画化。動物
と話ができる名医ドリトル先生は、動物たちとにぎやかに暮らしていた。そ
こへ重病の若い女王を助けてほしいと依頼を受ける。渋々出かけた先生
は、治療のために、遠い伝説の島にある果物を探さなくてはいけないこと
を突き止める。助手のスタビンズ少年やオウムのポリー、ゴリラのチーチー
らとともにドリトル先生の大冒険が始まる。
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大田市民会館

メテオプラザ




