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バジュランギおじさんと、小さな迷子

金子文子と朴烈【PG12】

山懐に抱かれて

こどもしょくどう

弁天小僧

眠狂四郎殺法帖

山懐に抱かれて

万引き家族【PG12】

反逆児

沓掛時次郎 遊侠一匹

ボヘミアン・ラプソディ

山懐に抱かれて

鈴木家の嘘【PG12】

山懐に抱かれて

マグニフィセント・セブン

LUCKY【PG12】

山懐に抱かれて

神宮希林　わたしの神様

山懐に抱かれて

湯を沸かすほどの熱い愛

山懐に抱かれて

ボヘミアン・ラプソディ

ロックよ、静かに流れよ

櫻の園

お引越し

遠雷

怪盗グルーのミニオン大脱走

山懐に抱かれて

グレイテスト・ショーマン

ボヘミアン・ラプソディ

山懐に抱かれて

山懐に抱かれて

ボヘミアン・ラプソディ

東京オリンピック

おはん

野火

ぼんち

山懐に抱かれて

グレイテスト・ショーマン

僕に、会いたかった

山懐に抱かれて
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島根県民会館
0852-22-5502

松江テルサ
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（雲城公民館）
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島根県
芸術文化センター
「グラントワ」

隠岐島文化会館
08512-2-0237

美郷町教育委員会
0855-75-1217
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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

一日券

11/9（土）

11/10（日）

10/12（土）

11/23(土)

11/24（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、友の会会員800円
【当日】一般1,200円、友の会会員1,000円、
学生券(25歳以下)500円、小学生以下無料、
一般5枚セット券4,000円

500円

1,000円

高校生以上500円

【前売】一般1,000円、大学生以下500円
（当日券は各200円増）

一般500円、会員400円、
子ども200円（3才～小学6年）
※前売・当日　同料金

【前売】一般1,000円、会員800円
　　　(当日券は各200円増)
　　　子ども(3才～小学6年)500円
　　　(当日券は同料金)

【2日間フリーチケット】1,000円
優秀映画のみ1作品 500円

　　　　【前売】1,000円【当日】1,200円
うし割!?（前売・当日同）800円※未就学児入場不可
※うし割!?は「牛」に関係する「モノ」や「コト」を受付にて
スタッフにご提示またはお話いただいた方が対象です。

【前売】一般1,000円、シニア（60歳以上）・小中
高生・障がい者手帳保持者500円（当日券は各
200円増）、小学生未満無料※チェリヴァ2作品
目以降は一般800円、シニア・小中高生・障がい
者手帳保持者300円(当日販売)

【前売】一般1,000円、小中学生500円　　　　
【当日】一般1,300円、小中学生700円

【前売】一般1,000円（限定販売）
友の会会員800円

【当日】シニア900円(60歳以上)、文化協会
会員800円、中高生500円、小学生以下無料

みどりかいかん

【前売】800円 【当日】1,000円

【前売】500円　【当日】700円　大学生以下無料

10/10（木）

10/11（金）

無料

一般1,500円、高校生以下1,000円

一日券

12歳未満の鑑賞には、成人保護者の
助言や指導が適当です。

ボヘミアン・ラプソディ

1970年のロンドン。複雑な出自と容姿に劣等感を抱くフレディ・マーキュ
リーは、ブライアン・メイとロジャー・テイラーのバンドのボーカルが脱退
したことを知り自らを売り込む。その後ジョン・ディーコンを加えたその
バンドは、「クイーン」として数々 のヒット曲を放ち、スターダムにのし上がる。
フレディは自らのセクシャリティやメンバーとの不和に苦しむが、それらを
乗り越え、1985年の「ライブ・エイド」のステージに立つ。

監　督：ブライアン・シンガー
出　演：ラミ・マレック、ルーシー・ボーイントン

2018年/イギリス,アメリカ/135分

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

メテオプラザ
大田市民会館
石央文化ホール
みさと館

© 松竹ブロードキャスティング

PG-12鈴木家の嘘

鈴木家の長男・浩一が急逝し、母・悠子はショックで倒れてしまう。四十
九日に父・幸男と長女・富美、幸男の妹・君子、アルゼンチンで事業を営む
悠子の弟・博が、悠子について話し合う中、彼女が意識を取り戻したと
いう知らせが。幸男と富美は悠子を思い、咄嗟に嘘をつく。それは、ひき
こもりだった浩一が部屋から出て家を離れ、世界に飛び出したのだと
いう、やさしい嘘だった。

2018年/日本/133分
監　督：野尻克己
出　演：岸部一徳、原日出子

アルテピア

僕に、会いたかった
2019年/日本/96分
監　督：錦織良成
出　演：TAKAHIRO、松坂慶子

腕のいい漁師だった徹は、12年前の嵐の夜に漁に出て遭難して以来、
記憶を失くしていた。漁に出られなくなった彼は、母・信子や島の人々に
見守られ、葛藤を抱えながら懸命に暮らしている。ある日、都会から高校
生たちが島留学にやってくる。島親を務めることになった徹が、留学生
たちとの交流を深める中で、少しずつ記憶を取り戻しつつあることに気付
いた信子は、ある計画を立てる。

© 2019「僕に、会いたかった」製作委員会

隠岐島
文化会館
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2017/アメリカ/90分
監　督：ピエール・コフィン、カイル・バルダ

"兄弟の絆や家族の愛に感動！そして、ミニオンのハチャメチャぶりに大爆笑！
悪党バルタザールとグルーの超絶アイデア満載の決闘シーンにワクワク
し、グルーとルーシーの子育て奮闘記にほっこり。そして、ミニオンの
キュートな囚人服姿やバナナのタトゥーなど、ユニークなセンスにニンマリ。
いたるところで大活躍するミニオンのシーンは、超可愛くて、連続再生
してずっと観続けていたくなる。

© 2016 Universal Studios. All Rights Reserved

怪盗グルーのミニオン大脱走 悠邑
ふるさと会館

監　督：日向寺太郎
出　演：藤本哉汰、鈴木梨央

2018年/日本/93分

小学5年生の高野ユウトは、食堂を営む両親、妹と暮らしている。幼馴染
のタカシの家は母子家庭で、母親がほとんど家に戻らず、ユウトの両親
はそんなタカシを心配し頻繁に食堂で夕食を振る舞っていた。ある日ユウト
たちは、父親と車中生活を送るミチルとヒカルの姉妹に出会い、気の毒
に思って食堂に連れて行く。その数日後、姉妹の父親が姿を消してしまう。

© 2019 「こどもしょくどう」製作委員会

こどもしょくどう
松江テルサ

監　督：アントワーン・フークア
出　演：デンゼル・ワシントン、クリス・プラット

2016年/アメリカ/133分

1879年、米国西部の町ローズ・クリーク。悪漢バーソロミュー・ボーグに
支配されたこの町は絶望の中にあった。住民の一人のエマ・カレンは、
賞金稼ぎのサム、ギャンブラーのジョシュのほかスナイパー、お尋ね者と
いった7人の男たちを雇い、町を救ってほしいと依頼する。小遣い稼ぎの
即席集団だったが、圧倒的な人数と武器を持つ敵に対し、それぞれの
武器で戦いに挑む。

© 2016 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., Columbia Pictures Industries, Inc., 
LSC Film Corporation and Village Roadshow Films Global Inc. All Rights Reserved.

マグニフィセント・セブン
斐川文化会館

悠邑ふるさと会館
グラントワ

監　督：カビール・カーン
出　演：サルマン・カーン、ハルシャーリー

2015年/インド/163分

© Eros international all rights reserved. ©SKF all rights reserved.

バジュランギおじさんと、小さな迷子
島根県民会館

幼い頃から声が出ないパキスタンの少女シャヒーダー。母親に連れられ
インドの寺院に願掛けに行くが、帰り道で一人はぐれてしまう。偶然
出会ったヒンドゥー教徒のバワンは、迷子のシャヒーダーを預かることに
するが、やがて彼女がイスラム教徒と知る。両国が対立する現実の中、
バワンは国境を越えシャヒーダーを親元に送り届ける決心をする。

2017年/韓国/129分
監　督：イ・ジュンイク
出　演：イ・ジェフン、チェ・ヒソ

金子文子と朴烈

1923年の東京。運命的な出会いを果たした朴烈と金子文子は、同志、
恋人として共に生きていくと決める。しかし、関東大震災による人々の
不安を鎮めるため政府は朝鮮人や社会主義者らを無差別に拘束し
始め、朴烈、文子たちも囚われてしまう。2人は獄中で闘う事を決意し、日本、
そして韓国まで多くの支持者を獲得して内閣を混乱に陥れる。そして
歴史的な裁判に身を投じていく。 

© 2017, CINEWORLD & MEGABOX JOONGANG PLUS M, ALL RIGHTS RESERVED

島根県民会館
PG-12 万引き家族

2018年/日本/120分
監　督：是枝裕和
出　演：リリー・フランキー、安藤サクラ

東京、下町の古い平屋に、家主の初枝、治と信代の夫婦、その息子の祥太、
信代の妹の亜紀が暮らしている。生活は初江の年金頼りで、足りない分
は万引きで稼いでいた。ある日、近所の団地の廊下で寒さに震える傷だ
らけの少女を治が見かねて連れ帰り、信代が娘として育てることに。そして、
ある事件をきっかけに、仲の良かった家族の秘密が明らかになっていく。

©2018フジテレビジョン ギャガ AOI Pro.

メテオプラザ
PG-12

LUCKY
2017年/アメリカ/88分
監　督：ジョン・キャロル・リンチ
出　演：ハリー・ディーン・スタントン、デヴィッド・リンチ

神など信じずに生きてきた90歳のラッキー。いつものように一人暮らしの
アパートで目を覚ますと、コーヒーを飲みタバコをふかし、いつものバー
で常連客たちと酒を飲む。そんなある日、彼はふと自分の人生の終わり
が近いことに気づき、「死」について思いを巡らせる。幼い頃に怖かった暗
闇、去っていった100歳の亀…小さな町の住人たちとの交流の中、彼は
「それ」を悟っていく。

© 2016 FILM TROOPE, LLC All Rights Reserved

チェリヴァホール

チェリヴァホール

© 東海テレビ放送

神宮希林　わたしの神様
2014年/日本/96分
監　督：伏原健之
出　演：樹木希林

2013年、伊勢神宮は20年に一度の式年遷宮の年。女優・樹木希林の人
生初お伊勢参りの旅をとらえたドキュメンタリー。人 と々の触れ合いの
中、さまざまな祭事にも参加し、たくさんの参拝客の一人として参宮街道
を歩く。また、かねてから会いたいと願っていた歌人・岡野弘彦さんとと
もに、戦争・震災と神宮、そして命や家族、愛について語り合い、思いをは
せていく。

監　督：中野量太
出　演：宮沢りえ、杉咲花

 2016年/日本/125分

あるじである父・一浩が1年前に失踪して以来、銭湯「幸の湯」は休業状
態。母・双葉は持ち前の明るさと強さで娘の安澄を育てていた。そんなあ
る日、双葉がパート先で倒れ、突然の余命宣告を受ける。その日から双葉
は、家出した夫を連れ帰り銭湯を再開させること、気が優しすぎる娘を独
り立ちさせること…など「絶対にやっておくべきこと」をリストアップし、実
行していく。

© 2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

湯を沸かすほどの熱い愛 江津市総合
市民センター

PG-12

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation and its related entities. 
All rights reserved. Not to be sold or distributed to the general public.

グレイテスト・ショーマン

19世紀半ばのアメリカ。P.T.バーナムは、幼馴染の妻と娘たちを幸せにす
ることを願い、努力と挑戦を繰り返してきた。やがて彼は、さまざまな個性
をもちながらも日陰に生きてきた人 を々集めたオンリーワンのショーを作
り上げ、大きな成功をつかむ。しかし、その型破りなやり方には反対派も
あった。妻の愛と仲間たちの友情を糧に、ひたむきに歩む彼には、様 な々
波乱が待ち受けていた…。

監　督：マイケル・グレイシー
出　演：ヒュー・ジャックマン、ザック・エフロン

2018年/アメリカ/105分

PG-12


