
この世界の（さらにいくつもの）片隅に
戦時下の日常を生きるすずの想いをより深く描いた。

2019年 監督/片渕須直
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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。

映画との素晴らしい出会いに新たな夢を託す。

TEL.0144-33-7670

2019.10.5▶2020.1.10
広告募集中！

〈今後の上映予定作品〉 ●この世界の（さらにいくつもの）片隅に ●ひとよ ●エイス・
グレード ●天才たちの頭の中 ●アルツハイマーと僕 ●ひつじのショーンUFOフィー
バー ●エセルとアーネスト ふたりの物語 ●永遠の門 ゴッホの見た未来
●第三夫人と髪飾り ●ゾンビ ●私のちいさなお葬式 
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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

ひとよ
家族の絆を描く感涙ヒューマンドラマの大力作。

2019年 監督/白石和彌

12月21日公開！12月21日公開！

ホテル・ムンバイ
2008年、五つ星ホテルで起きたテロからの奇跡の脱出劇。

2018年 監督/アンソニー・マラス

12月14日公開！12月14日公開！

“樹木希林”を生きる“樹木希林”を生きる



作兵衛さんと日本を掘る
◆10/12 （土）～10/25 （金） 2018年 日本 上映時間：1時間51分
監督/熊谷博子
名もない炭鉱夫の山本作兵衛が描いた約2,000枚の絵と向き合い、その
絵さながらに働いた元おんな坑夫の人生や、作兵衛さんを知る人々の証
言を通じ、日本の過去と現在、未来を掘り起こす。

CINEMA - LINEUP 2019. 10.12▶11.15

ディリリとパリの時間旅行
◆11/9 （土）～11/15 （金）　2018年 フランス・ベルギー・ドイツ 上映時間：1時間34分
監督/ミシェル・オスロ
ベル・エポックの時代のパリ。ニューカレドニアからやってきた少女・ディ
リリは、パリで出会った最初の友人オレルと共に、少女誘拐事件の謎を解
いていく。エッフェル塔、オペラ座、ヴァンドーム広場など、美しいパリが描
かれているのも見所。

プライベート・ウォー
◆11/16 （土）～11/29 （金） 2018年 イギリス・アメリカ 上映時間：1時間50分
監督/マシュー・ハイネマン　出演/ロザムンド・パイク　ジェイミー・ドーナン
戦場記者メリー・コルヴィン。黒眼帯をトレードマークに戦場を駆け抜け
伝説と呼ばれた彼女が、2012年に命を落とすまで半生の軌跡を描いた物
語。メリーの瞳に焼き付いた光景を忘れてはいけない。

悪の華
◆11/16 （土）～11/29 （金） 2019年　日本　上映時間：2時間7分
監督/井口昇　出演/伊藤健太郎　玉城ティナ
中学2年の春日高男は、憧れのクラスメイト・佐伯奈々子の体操着を盗ん
でしまう。その様子の一部始終を目撃していたクラスの問題児・中村佐和
から言い渡されたのは悪夢のような主従関係だった。

春画と日本人
◆11/16 （土）～11/29 （金）　2018年 日本 上映時間：1時間27分
監督/大墻敦　ナレーション/濱中博久
ロンドンの大英博物館で成功を収めた「春画展」。だが国内の公私立博物
館での開催は不調に終わった。しかし、小規模博物館での開催では21万
人が訪れた。その展覧会を成功に導いた人々と共に「春画と日本人」をめ
ぐる謎に迫っていく。

ジョアン・ジルベルトを探して
◆11/23 （土）～11/29 （金） 2018年 スイス・ドイツ・フランス 上映時間：1時間51分
監督/ジョルジュ・ガショ  出演/ミウシャ　ジョアン・ドナート
その類稀なるギター演奏と甘美な歌声で、世界を魅了したボサノヴァの神
様、ジョアン・ジルベルト。10年以上公の場に姿を現していない彼に会い
たい一心でドイツ人作家とフランス人監督が時空を超えてリオの街をさ
まよい歩く。

ドリーミング 村上春樹
◆11/30 （土）～12/13 （金） 2017年 デンマーク 上映時間：1時間
監督/ニテーシュ・アンジャーン　出演/メッテ・ホルム
2016年にアンデルセン文学賞を受賞し、デンマークを訪れた村上春樹と
彼の翻訳を手がけるメッテ・ホルム女史の対談や、彼の世界観に触れるた
めに日本を訪れ、小説の舞台となった場所を巡る。

真実
◆11/30 （土）～12/13 （金） 2019年 日本 上映時間：1時間48分
監督/是枝裕和　出演/カトリーヌ・ドヌーヴ　ジュリエット・ビノシュ　イーサン・ホーク
フランスの国民的大女優ファビエンヌが自伝本「真実」を出版し、それを祝う
ために母のもとを訪れた娘家族。その本にはありもしないエピソードが書か
れており、憤慨した彼女は母を問いただす。

“樹木希林”を生きる
◆11/30 （土）～12/20 （金）　2019年 日本 上映時間：1時間48分
監督/木寺一孝　出演/樹木希林
ユーモアで心に突き刺さる言葉や軽やかな生き様。今なお私たちを魅了
し続ける女優・樹木希林の仕事・家族・そして大切にしていた日々の暮らし
が長期密着の取材から伝わってくる。

CINEMA - LINEUP 2019. 11.9▶12.20

1週間限定上映

1週間限定上映

1週間限定上映

1週間限定上映

北海道初公開

命みじかし、恋せよ乙女
◆12/12 （土）～11/1 （金） 2019年 ドイツ 上映時間：1時間57分
監督/ドーリス・デリエ　出演/ゴロ・オイラー　入月絢　樹木希林
昨年亡くなった樹木希林が、女優人生の締めくくりに選んだ遺作。酒に溺
れ、仕事も家族も失った男カールが、日本人女性ユウとの出会いをきっか
けに再び人生を取り戻していく哀しくも美しい物語。

アイネクライネ ナハトムジーク
◆11/16 （土）～11/29 （金）　 2019年 日本 上映時間：1時間59分
監督/今泉力哉　出演/三浦春馬　多部未華子
作家の伊坂幸太郎とミュージシャンの斉藤和義の出会いの連鎖が生んだ
奇跡のコラボ。不器用ながらも愛すべき人々のめぐり合いの連鎖を10年
に渡り描いた愛おしいラブストーリー。

ガーンジー島の読書会の秘密
◆10/19 （土）～11/1 （金） 2018年 フランス・イギリス 上映時間：2時間4分
監督/マイク・ニューウル　出演/リリー・ジェームス　ミキール・ハースマン
第二次世界大戦直後のイギリス。取材先であるガーンジー島を訪れた作
家のジュリエット。しかし、読書会の創設者は姿を消し、仲間たちが重大な
秘密を隠していることに気付く。至福のミステリー作品。

山懐に抱かれて
◆10/19 （土）～11/1 （金） 2019年 日本 上映時間：1時間43分
監督/遠藤隆

岩手県下閉伊郡田野畑村。限りなく自然に近い環境で牛を育てる山地酪
農でおいしい牛乳を生み出す5男2女・9人の大家族。泣いた日も笑った日
も家族とともにある。

タロウのバカ
◆11/2 （土）～11/8 （金） 2019年 日本 上映時間：2時間2分
監督/大森立嗣　出演/YOSHI　菅田将暉　仲野太賀　奥野瑛太（苫小牧出身）　
社会のシステムからはみ出した3人の少年は、その奔放な日々に自由を感じて
いる。しかし、偶然にも一丁の拳銃を手に入れたことで過酷な現実と向き合う
こととなる。純粋で過激な問題作。

おしえて！ ドクタールース
◆10/26 （土）～11/8 （金） 2019年 アメリカ 上映時間：1時間40分
監督/ライアン・ホワイト　出演/ルース・K・ウエストハイマー
誰も教えてくれない性の悩みをズバリと解決するドクター・ルース。身長
140cm、ドイツ訛りの彼女は、そのチャーミングなキャラクターで、たちま
ちお茶の間の人気者になった。ニューヨーク在住90歳。彼女の言葉には生
きるヒントが溢れてる。

台風家族
◆11/2 （土）～11/15 （金） 2019年 日本 上映時間：1時間48分
監督/市井昌秀　出演/草彅剛　MEGUMI　中村倫也　
銀行強盗をしたまま行方不明になった両親の見せかけの葬儀をするために
10年ぶりに実家に戻った4人きょうだい。その本当の目的は財産分与を行うた
めだった。台風のようなめまるぐるしい鈴木家の物語。

米軍が最も恐れた男 カメジロー 不屈の生涯
◆11/2 （土）～11/15 （金） 2019年 日本 上映時間2時間8分
監督/佐古忠彦　語り/山根基世　役所広司
カメジローは230冊を超える日記を詳細に書き残していた。教公二法阻止闘
争、毒ガス移送問題やコザ騒動など、その日の日記を読み解くことで改めてカ
メジローが宿した“不屈”の精神が浮かび上がる。

ある船頭の話
◆11/9 （土）～11/15 （金） 2019年 日本 上映時間2時間17分
監督/オダギリ ジョー　出演/柄本明　浅野忠信　蒼井優
緑豊かな山奥の村。船頭のトイチは村と町を繋ぐための渡しを生業としてい
た。そんな田舎にも近代産業が忍び寄り、川上では大きな橋が建設中だ。時代
の移り変わりに本当の人間らしい生き方を問う問題作。

★平成30年度文化庁芸術祭賞・優秀賞受賞

R18


