馬を使った林業、薪販売

No.112

働く馬
西埜馬搬

厚真町字宇隆285
TEL:090-7567-3959

〒059-1622

TEL.0144-33-7670

広告募集中！

パリに見出されたピアニスト ……………………………

ホテル・ムンバイ …………………………………………

1枠
（縦24mm・横50mm）
3,000円

上映中

▶

上映中

▶

12/27（fri）
1/3（fri）

i 新聞記者ドキュメント …………………………………… 12/21（sat）▶ 1/10（fri）

ひとよ 一夜

ホームページに
「バナー広告」
を
載せてみませんか？

ゾンビ

……………………………………………… 12/21（sat）▶ 1/10（fri）

(日本初公開復元版) ………………………………… 12/28（sat）▶ 1/10（fri）

エイス・グレード

1ヶ月 3,240円（作成料・税込）

世界でいちばんクールな私へ …………… 12/28（sat）▶ 1/10（fri）

エセルとアーネスト

アルツハイマーと僕

■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

2019.12.21▶ 2020.2.21

■お店貸し切り致します。

ふたりの物語 ………………………… 1/11（sat） ▶ 1/17（fri）

1/11（sat）

▶

ひつじのショーン UFOフィーバー！ ………………… 1/11（sat）

▶

グレン・キャンベル音楽の奇跡

グレタ ……………………………………………………… 1/11（sat）

▶

夕陽のあと ………………………………………………… 1/18（sat）

▶

天才たちの頭の中

1/18（sat） ▶

世界を面白くする107のヒント

草間彌生 ∞INFINITY ………………………………… 1/18（sat）

▶

家族を想うとき …………………………………………… 1/25（sat）

▶

ボーダー 二つの世界 …………………………………… 1/25（sat）

▶

シュヴァルの理想宮

……………… 2/1（sat）

▶

2/8（sat）

▶

ある郵便配達員の夢

この世界の(さらにいくつもの)片隅に ………………… 2/1（sat）
フィッシャーマンズ・ソング

コーンウォールから愛をこめて

リンドグレーン …………………………………………… 2/8（sat）
私の小さなお葬式
幸福路のチー

▶
▶

1/17（fri）
1/24（fri）

1/26（sun）
1/24（fri）
1/24（fri）
1/31（fri）
2/7（fri）
2/7（fri）

2/14（fri）
2/21（fri）

2/21（fri）予定
2/21（fri）予定

……………………………………… 2/15（sat） ▶ 2/28（fri）予定

…………………………………………… 2/22（sat）公開予定

ジョジョ・ラビット ………………………………………… 2/29（sat）公開予定

2 02 0 年 。こころをやさしく包んでくれる作品と出 会える
トロント国際映画祭観客賞受賞

2月15日公開予定！

私の小さなお葬式

自分のお葬式に奮闘する笑って泣けて
やさしさに包まれる。
2017年 監督/ウラジーミル・コット

INFORMATION

2月22日公開予定！

幸福路のチー

2月24日公開予定！

ジョジョ・ラビット

回想を交えて人生の選択を描く珠玉のアニメーション。 空想の友人ヒトラーの助けを借りて立派な兵士を
2017年 監督/ソン・シンイン
目指す少年の物語。
2019年 監督/タイカ・ワイティティ

●毎週木曜日
（レディースデー）女性 1,100円
●毎月1日
（映画の日）大人 1,100円／学生 800円
●モーニング割引
（平日の朝1回目）1,300円
●夫婦50割引
（ご夫婦どちらか50歳以上）お２人で2,200円
●シニア割引
（60歳以上）1,100円

シネマ・トーラス 会員募集中

シネマ・
トーラス
中央ボウル1F

●

新 川 通り

〈今後の上映予定作品〉
●第三婦人と髪飾り ●男と女 人生最良の日々 ●ハスラーズ ●スキャンダル
●イーディ 83歳初めての山登り ●架空OL日記 ●レ・ミゼラブル
●ミッド・サマー ●グッドバイ ●さよならテレビ ●THE UPSIDE 最強のふたり
●名もなき生涯 ●ロング・ショット ●Red
シネマ・トーラス サービス料金〈2020年1月より改正〉

一条通
二条通

三条通
アイビー
プラザ ●
国 道 36 号 線
●かねふく屋

●一般会員
（年会費:3,000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
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。

この世界の（さらにいくつもの）片隅に 2月1日（土）公開

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
正月の休館日 12/31（火） 1/1（水）

CINEMA - LINEUP

2019.12.21▶ 2020.1.24

ホテル・ムンバイ

◆上映中（土）〜1/3（金）
2018年 オーストラリア・アメリカ・インド合作 上映時間：2時間3分

監督/アンソニー・マラス 出演/デヴ・パテル アーミー・ハマー

2008年、
インド・ムンバイで歴史ある五つ星ホテルが同時多発テロによっ
て占拠される。ホテルに3日間閉じこめられた500人以上の人質は、
ホテ
ルマンの名もなき英雄たちによって無事生還を果たした。

i 新聞記者ドキュメント
出演/望月衣塑子

監督/越川道夫

出演/貫地谷しほり 山田真歩

木内みどり

生みの親と育ての親がそれぞれ体験する子どもと離れる辛さと、
お母さん
と呼ばれる歓び。家族のあり方が多様化する時代に改めて親子の絆を問
いかける骨太なヒューマンドラマ。

世界を面白くする107のヒント
1週間限定上映

監督/ハーマン・ヴァスケ 出演/デヴィッド・ボウイ ビョーク 他

ひとよ 一夜

鈴木亮平

世界で活躍する107人のクリエイティブな人物のインタビューから天才
たちの起源を探し求めたドキュメンタリー。日本からは北野武をはじめ、荒
木経惟、山本耀司、そしてオノヨーコも登場する。

草間彌生 ∞INFINITY

◆12/21（土）〜1/10（金）
2019年 日本 上映時間：2時間3分

出演/佐藤健

1週間限定上映

◆1/18（土）〜1/24（金）
2018年 ドイツ 上映時間：1時間28分

官邸記者会見で鋭い質問を投げかける記者・望月衣塑子。なぜ彼女ばかり
フューチャーされるのか？彼女は特別なのか？メディアの有り様に一石を
投じる社会派ドキュメント。

監督/白石和彌

夕陽のあと

2019.1.18▶ 2.21

◆1/18（土）〜1/24（金）
2019年 日本 上映時間：2時間13分

天才たちの頭の中

◆12/21（土）〜1/10（金）
2019年 日本 上映時間：2時間

監督/森達也

CINEMA - LINEUP

◆1/18（土）〜1/31（金）
2018年 アメリカ 上映時間：1時間17分

松岡茉優

田中裕子

監督/ヘザー・レンズ 出演/草間彌生 他

母は3人の子どもたちの幸せを信じて父を殺した。あれから15年後、母が
帰ってきた。一夜にして激変した家族の運命を通し、尊くも時に残酷な家
族の絆を描いたヒューマンドラマの傑作。

60年代のニューヨーク。女性芸術家が単独で個展を開くことが不可能
だった時代に、草間彌生は不可能を可能に変えていった。天才芸術家のパ
ワフルでドラマティックな人生が詰まった感動のドキュメンタリー。

ゾンビ（日本初公開復元版）

ボーダー

二つの世界

★第71回カンヌ国際映画祭

ある視点部門グランプリ受賞
◆1/25（土）〜2/7（金）
2018年 スウェーデン・デンマーク 上映時間：1時間50分

◆12/28（土）〜1/10（金）
1978年 アメリカ・イタリア 上映時間：1時間55分

監督/ジョージ・A・ロメロ 出演/デヴィッド・エムゲ スコット・H・ライニガー

監督/アリ・アッバシ 出演/エヴァ・メランデル エーロ・ミロノフ

惑星から降り注いだ光線によって地球上の死者がゾンビとして復活。噛み
つかれた生者もまたゾンビに変貌する。40年前、日本中を熱狂させた日
本だけのゾンビが今蘇る。

人並外れた嗅覚を持ちながら醜い容貌のせいで孤独を強いられるティー
ナは、怪しい旅行者ヴォーレとの出会いにより人生を変えるような事件に
巻き込まれていく。

エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ
◆12/28（土）〜1/10（金）
2018年 アメリカ 上映時間：1時間33分

家族を想うとき

◆1/25（土）〜2/7（金）
2018年 イギリス・フランス・ベルギー 上映時間：1時間40分

監督/ボー・バーナム 出演/エルシー・フィッシャー ジョシュ・ハミルトン

監督/ケン・ローチ 出演/クリス・ヒッチェン デビー・ハニーグッド

中学校生活の最後を迎えたケイラは「学年で最も無口な子」に選出されてし
まう。不器用な自分を変えようとYouTubeやSNSを駆使してクラスメイト
達と繋がろうとする。全米で社会現象を巻き起こした史上最高の青春映画。

マイホーム購入の夢をかなえるため宅配ドライバーとして独立したが、過
酷な労働条件に振り回され、家族を守るはずの仕事が、家族を引き裂いて
ゆく。いったい何と闘えば家族を幸せにできるのか。

エセルとアーネスト ふたりの物語

シュヴァルの理想宮

◆1/11（土）〜1/17（金）
2016年 イギリス 上映時間：1時間34分

1週間限定上映

ある郵便配達員の夢

◆2/1（土）〜2/14（金）
2018年 フランス 上映時間：1時間45分

監督/ロジャー・メインウッド 声の出演/ブレンダ・ブレッシン ジム・ブロードベント

監督/ニルス・タヴェルニエ 出演/ジャック・ガンブラン レティシア・カスタ

「スノーマン」
「風が吹くとき」などの名作が世界中で愛される英国の絵本
作家レイモンドブリッグスが、1926年から70年と激動の時代を懸命に生
きた両親の人生を揺らいだ感動の物語。

ある郵便配達員が33年の歳月をかけ、たった1人で築き上げたシュヴァル
の理想宮。愛娘のためにおとぎの国の宮殿を手作りするという果てしない
挑戦を支えた愛と夢想の物語。ピカソも驚嘆した実話。

アルツハイマーと僕 グレン・キャンベル音楽の奇跡

この世界の(さらにいくつもの)片隅に

◆1/11（土）〜1/17（金）
2014年 アメリカ 上映時間：1時間44分

監督/ジェームズ・キーチ 出演/グレン・キャンベル

1週間限定上映
北海道初公開

◆2/1（土）〜2/21（金）
2019年 日本 上映時間：2時間40分

監督/片渕須直

声の出演/のん

細谷佳正

2011年にアルツハイマーを公表した伝説のミュージシャン、
グレン・キャ
ンベル。医者からギター演奏を断念せざるを得ないとの忠告を受けたに
もかかわらず、家族と共に病と闘いながら遂行したツアーの感動の記録。

2016年、口コミの力で瞬く間に日本中を席巻した大ヒット作「この世界の
片隅に」が、250カットを超える 新たなエピソードによって、前作とはまた
異なる印象で息づきはじめる。

グレタ

フィッシャーマンズ・ソング コーンウォールから愛をこめて

◆1/11（土）〜1/24（金）
2018年 アイルランド・アメリカ 上映時間：1時間38分

監督/ニール・ジョーダン 出演/イザベル・ユペール クロエ・グレース・モレッツ

◆2/8（土）〜2/21（金）予定
2019年 イギリス 上映時間：1時間52分

監督/クリス・フォギン 出演/ダニエル・メイズ ジェームズ・ピュアフォイ

地下鉄の車内に置き忘れられた女性のバッグ。持ち主の未亡人グレタに
届けた善意が、
まさかの衝撃の運命と導いていく。未亡人グレタの想像を
超えるスリルショックに世界が騒然した問題作。

イギリス コーンウォール地方の港町にいる漁師バンド フィッシャーマン
ズ・フレンズ。
レコード会社のマネージャーとプロデビューの契約はでき
たものの、
メジャーデビューはできるのか。漁師バンドの奇跡の実話。

ひつじのショーン UFOフィーバー！

リンドグレーン

◆1/11（土）〜1/26（日）
2019年 イギリス・フランス 上映時間：1時間26分

監督/リチャード・フェラン ウィル・ベチャー

世界中で大人気のアードマン製作のクレイ・アニメーション最新作。ショーン
たちが暮らす町に突然UFOがやってきた。UFOにいた宇宙人の女の子ルー
ラとショーンはすぐ仲良しになる。冒険と友情がたくさん詰まったSF超大作。

◆2/8（土）〜2/21（金）予定
2018年 スウェーデン・デンマーク 上映時間：2時間3分

監督/ペアニレ・フィシャー・クリステンセン 出演/アルバ・アウグスト マリア・ボネヴィー

「長くつ下のぴっぴ」
「ロッタちゃん」の作家として世界中で愛される児童文
学作家のアストリッド・リンドグレーン。
スモーランド地方の自然の中でのび
のびと育った彼女は、思春期を迎え、人生で最も激動といえる日々を進む。

