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シネマ・トーラス プログラム割引 大人 1,500円
http://cinema-taurus.info/
twitter:@cinemataurus

1ヶ月3,240 円（作成料・税込）

ホームページに「バナー広告」を
載せてみませんか？

■小部屋あります。
 　ミニパーティー、お誕生会
　 などにご利用下さい。
 　おひとり様2,000円より。
　 (飲み物持ち込みOK)

ダンディライオン ■お店貸し切り致します。

夏・心揺さぶる映画が待っている。

僕たちは希望という名の列車に乗った
2018年〈ドイツ〉 上映時間：1時間51分

８月上旬公開！

パピヨン 出演/チャーリー・ハナム ラミ・マレック
2017年〈アメリカ〉 上映時間：2時間13分

８月上旬公開予定！

Girl  ガール カンヌ国際映画祭カメラ・ドール賞他 3冠受賞
2018年〈ベルギー〉 上映時間：1時間45分

８月下旬公開！

初恋 お父さん、チビがいなくなりました。初恋 お父さん、チビがいなくなりました。

TEL.0144-33-7670

2019. 5.25▶8.23
広告募集中！

〈今後の上映予定作品〉 ●僕たちは希望という名の列車に乗った  ●新聞記者  
●ばあばは、だいじょうぶ  ●パピヨン  ●凪待ち  ●エリカ38  ●Girl ガール  ●作兵衛
さんと日本を掘る  ●山懐に抱かれて  ●ビル・エヴァンズ・タイム・リメンバード
●氷上の王、ジョン・カリー  ●クリムト  ●ヒトラーvsピカソ  ●ある町の高い煙突  
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シネマ・トーラス
中央ボウル1F

シネマ・トーラス 会員募集中
シネマ・トーラス サービス料金
●毎週木曜日（レディースデー） 女性 1,000円
●毎月1日（映画の日） 大人 1,000円／学生 800円
●レイトショー割引（20時以降の上映） 1,300円
●夫婦50割引（ご夫婦どちらか50歳以上） お２人で2,000円
●シニア割引（60歳以上） 1,000円 ボランティアスタッフ募集中 ※詳しくはお問合せください。

●一般会員（年会費:2,800円） 入場料1,000円
●バリュー会員（年会費:10,000円） 映画ギフト券10枚付

INFORMATION

馬を使った林業、薪販売

西埜馬搬
〒059-1622 厚真町字宇隆285　

TEL:090-7567-3959

働く馬働く馬

1枠（縦24mm・横50mm）
3,000 円



ROMA/ローマ 2018年〈アメリカ〉 上映時間：2時間15分
◆5/25 （土）～6/7（金）
監督/アルフォンソ・キュアロン　出演/ヤリッシア・アバリシオ　マリーナ・デ・タビラ
本年度アカデミー賞で作品賞を含む最多10部門にノミネートされた注目
作。政治的な混乱に揺れる1970年のメキシコを舞台に、家政婦の雇い主
一家の関係を感情豊かに描いた作品。

天国でまた会おう 2017年〈フランス〉 上映時間：1時間57分
◆6/8（土）～6/14 （金）

監督/アルベール・デュポンテル　出演/ナウエル・ペレーズ・ビスカヤート　アルベール・デュポンテル
1918年、休戦を目前にして戦場で生き埋めにされたアルベールを、年下
の青年エドゥアールが救ったのだが、その時に顔に重傷を負ってしまう。
帰還後のパリで２人は国を相手にひと儲けする大胆な詐欺を企てる。

チカーノになった日本人 2019年〈日本〉 上映時間：1時間13分
◆6/8（土）～6/14 （金）

監督/サカマキマサ　出演/KEI
暴走族を経てヤクザとなり大成功を収めるが、FBIの囮捜査員にはめられ
てアメリカの極悪刑務所へ。出所後はアパレルブランドを立ち上げるなど、
多方面での活躍が著しいKEIの半生を映したドキュメンタリー。

希望の灯り 2018年〈ドイツ〉 上映時間：2時間5分
◆6/8（土）～6/21 （金）
監督/トーマス・ステューバー　出演/フランツ・ロゴフスキ　ザンドラ・ヒュラー
ライプツィヒ近郊で暮らす人々はベルリンの壁崩壊後、東西再統一によっ
て祖国を喪失した。その悲しみを静かに受け止め、小さな幸せに喜びを見
出している。

幸福なラザロ 2018年〈イタリア〉 上映時間：2時間7分
◆6/15 （土）～6/21 （金）

監督/アリーチェ・ロルヴァケル　出演/アドリアーノ・タルディオーロ　アルバ・ロルヴァケル
20世紀後半。イタリアの小さな村で純朴なラザロと村人たちは、小作制度
の廃止を隠蔽する侯爵夫人に騙され、社会と隔絶した生活を強いられて
いた。しかし夫人の息子が起こした誘拐騒ぎをきっかけに外の世界で暮ら
すことになる。

ドント・ウォーリー 2018年〈アメリカ〉 上映時間：1時間53分
◆6/15 （土）～6/28 （金）
監督/ガス・ヴァン・サント　出演/ホアキン・フェニックス　ジョナ・ヒル
酒に溺れていたジョン・キャラハンは自動車事故に遭い車いす生活を強
いられる。しかし持ち前の辛辣なユーモアを発揮して不自由な手で風刺漫
画を描き始める。やさしさと生きる希望に満ちた奇跡の実話。

主戦場 2018年〈アメリカ〉 上映時間：2時間2分
◆6/22 （土）～7/5（金）
監督/ミキ・デザキ　出演/ケント・ギルバート　櫻井よし子 他
慰安婦たちは「性奴隷」だったのか？「強制連行」は本当にあったのか？な
ぜ元慰安婦たちの証言はブレるのか？ そして日本政府の謝罪を法的責任
とは？「慰安婦問題」論争であるカラクリが明らかになる。

ビリーブ 未来への大逆転 2018年〈アメリカ〉 上映時間：2時間
◆6/22 （土）～7/5（金）
監督/ミミ・レダー　出演/フェリシティ・ジョーンズ　アーミー・ハマー
1970年代のアメリカ。女性が職に就くのが難しく、クレジットカードさえ作
れなかった時代に女性弁護士ルース・ギンズバーグが勝利した史上初の
男女平等裁判。貧しさと差別をバネに権力に立ち向かった感動の実話。

初恋 お父さん、チビがいなくなりました。 2019年〈日本〉 上映時間：1時間45分
◆6/22 （土）～7/12 （金）
監督/小林聖太郞　出演/倍賞千恵子　藤竜也　市川実日子
亭主関白な夫の勝に明るく尽くしながらも長年ある想いを寂しさを抱えて
きた妻の有喜子。人生の晩年を夫婦ふたりと猫一匹で暮らしている中で
起きるすれ違いに笑いと涙が溢れる物語。

緊急公開！  ミラノ国際映画祭W受賞 　  ばあばは、だいじょうぶ    ◆7/13 （土）～7/26 （金）　　出演/冨士眞奈美　寺田心
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★第71回カンヌ映画祭 脚本賞受賞

★2019年アカデミー賞 監督賞・撮影賞・外国語映画賞 3部門受賞

★セザール賞 5部門受賞（監督賞・撮影賞他）

神と共に 第一章：罪と罰 2018年〈韓国〉 上映時間：2時間20分
◆6/29 （土）～7/12 （金）
監督/キム・ヨンファ　出演/ハ・ジョンウ　チャ・テヒョン
壮絶な死を遂げた消防士のジャホン、は3人の使者に導かれ地獄の裁判
へと向かう。誰も覗いたことのない超自然の異世界に冥界。人類最大のミ
ステリー冥界の謎を解き明かすファンタジー・アクション。

誰がために憲法はある 2019年〈日本〉 上映時間：1時間9分
◆7/6（土）～7/12 （金）

監督/井上淳一　出演/渡辺美佐子　髙田敏江
「戦争を知る世代として、再び戦争の悲劇がこの国に起こらないように、憲
法くんの役に魂を込めて演じた87歳の渡辺美佐子。文字で読む憲法と違
い朗読される日本国憲法前文は、心の奥深くに突き刺さる。

RBG  最強の85才  2018年〈アメリカ〉 上映時間：1時間38分
◆7/6（土）～7/19 （金）
監督/ジュリー・コーエン　ベッツィ・ウェスト　出演/ルース・ベイダー・ギンズバーグ　ビル・クリントン
ルース・ベイダー・ギンズバーグ、通称RBG。若き弁護士時代から一貫して
女性やマイノリティの権利発展に努めてきた彼女は、最高齢の女性最高
裁判事として国民的なアイコンとなった。ルースの知られざる素顔を撮っ
たドキュメンタリー。

チア男子 2019年〈日本〉 上映時間：1時間58分
◆7/6（土）～7/19 （金）
監督/風間大樹　出演/横浜流星　中尾暢樹
「桐島部活やめるってよ」で旋風を巻き起こした朝井リョウの青春小説の
映画化。実在する男性チアリーディングチームの発足から成長を描いた熱
き青春映画の新たな感動が幕を開ける。

アメリカン・アニマルズ 2018年〈アメリカ・イギリス〉 上映時間：1時間56分
◆7/13 （土）～7/26 （金）
監督/バート・レイトン　出演/エヴァン・ピーターズ　バリー・コーガン
退屈な大学生活を送っていたウォーレンとスペンサーは大学図書館に眠
る時価12億円のヴィンテージ本の強盗計画を企てる。衝撃の実話をドキュ
メンタリーとドラマのハイブリッドに、スタイリッシュな映像で描いた快作。

長いお別れ 2019年〈日本〉 上映時間：2時間7分
◆7/20 （土）～8/16 （金）
監督/中野量太　出演/蒼井優　竹内結子　松原智恵子　山崎努
父、昇平の70歳の誕生日で久しぶりに集まった娘たちは、厳格な父が認知
症になったと言う事実を告げられる。そんな父の様子に戸惑いながらも本
人と向き合うことで自分自身を見つめなおしていく。

ガラスの城の約束 2017年〈アメリカ〉 上映時間：2時間7分
◆8/10 （土）～8/23 （金） ※予定
監督/デスティン・ダニエル・クレットン　出演/ブリー・ラーソン　ウディ・ハレルソン　ナオミ・ワッツ
ホームレスの両親に育てられた女性の衝撃の半生を綴った全米ベストセ
ラー小説の映画化。過去をともに忘れようとしていた父親の正しくないけ
れど強烈で深い愛が心を震わし、勇気をくれるヒューマンドラマ。

ヒロシマ ナガサキ 最後の二重被爆者 2019年〈日本〉 上映時間：1時間25分
◆7/27 （土）～8/9（金）
監督/稲塚秀孝（苫小牧出身）　出演/福井絹代 他
新たに見つかった二重被爆者の体験と共に、山口彊さんの遺志を受け継
いで、被爆の語り部活動を続ける娘、孫、ひ孫3世代の思いを伝える。平和
と反核を願うメッセージを送る作品。
7/27（土）・28日（日）のみ同時上映「二重被爆の語り部・山口彊の遺言」上映時間：1時間12分

ホワイト・クロウ 2018年〈イギリス・ロシア・フランス〉 上映時間：2時間7分
◆7/20 （土）～8/2（金）
監督/レイフ・ファインズ　出演/オレグ・イヴェンコ　アデル・エグザルホプロス
バレエの歴史を変えたと言われる伝説的なダンサー。ルドルフ・ヌレエフ。
23歳の青年にある日突然、絶体絶命の選択が訪れる。国や家族を棄てて
でも踊り続けたい伝説のダンサーの情熱と勇気の物語。
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