
京都みなみ会 館

サウダーヂ（写真）　2011年 /日本 /167分 /空族 /35mm
監督・脚本：富田克也　脚本：相澤虎之助　出演：鷹野毅 /伊藤仁 /川瀬陽太 /田我流

ヘヴンズ ストーリー
2010年 /日本 /278分 /ムヴィオラ/35mm　監督・脚本：瀬々敬久
出演：寉岡萌希 /長谷川朝晴 /忍成修吾 /村上淳 /山崎ハコ/江口のりこ/佐藤浩市

富田克也×相澤虎之助 ゲスト・トーク
タイから帰国直後のお二人が登壇決定 ! 空族の描く世界を語り尽くす !

花物語バビロン　1997年 /日本 /46分　監督・脚本：相澤虎之助

バビロン2 -THE OZAWA-　2012年 /日本 /45分　監督・脚本：相澤虎之助

RAP IN TONDO の長い予告編　2011年 /日本 /60分　企画：富田克也

サウダーヂ　2011年 /日本 /167分 /35mm　監督・脚本：富田克也　脚本：相澤虎之助

2017 April - May 4-5

open 23：00 start 23：15（翌朝終了予定）

open 23：00 start 23：15（終了予定 翌7：30）

All Night 4 / 22『バンコクナイツ』公開記念ナイトvol.1

All Night 5 / 3『バンコクナイツ』公開記念ナイトvol.2
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京都みなみ会館

tel.075-661-3993    www.kyoto-minamikaikan.jp

九条大宮｜近鉄東寺駅西へ150ｍ、京都駅八条口より徒歩20分
　　　　　※無料駐車場ご利用いただけます。

京都みなみ会館

公式LINEはじめました～。
検索してね♡ やさしい～！

タイとラオス国境の街ノンカーイに住む大家族を支えるため、首都バンコクの日本人専門の歓楽街“タニヤ通り”
で働くラックは、昔の恋人オザワと5年ぶりに偶然再会する。娼婦と客、女と男。“タニヤ嬢”ラックと元自衛隊員
のオザワ。バンコクから東北イサーン、そしてラオスへと至る、ふたりの逃避行が始まる…。前作『サウダーヂ』で、
地方都市のリアルを赤裸々に炙り出し話題となった、映像集団「空族」の最新作。構想10年。舞台を山梨からタ
イに移し、テーマを“娼婦・楽園・植民地”に据え、総移動距離4,000kmを超えるタイ、ラオスでのオールロケを
敢行した超大作 ! イサーンの伝統音楽モーラム、ルークトゥン、プア・チーウィットなど“抵抗”の音楽にのせて空族
がおくる、アジア版「千夜一夜物語」―。いわゆる日本映画という枠を大きく超え、アジア映画とでも呼ぶべきスケー
ルと貫禄が見るものを圧倒する182分。“アジアの中の日本”にとっても他人事でない「楽園の真実」がここにある。

2016年 /日本、フランス、タイ、ラオス/182分 /空族　監督・脚本・出演：富田克也
脚本：相澤虎之助　出演：スベンジャ・ポンコン/スナン・プーウィセット/伊藤仁 /川瀬陽太 /田我流

バンコクナイツ

©Bangkok Nites Partners 2016

構想10年！空族が満を持して放つ新アジア映画の誕生！

4 / 29 - 4 / 22 - 28

東西冷戦期の1970 年、チリでは選挙によって成立した世界初の社会主義政権が誕生し、サルバドール・ア
ジェンデが大統領に就任した。「反帝国主義」「平和革命」を掲げて世界的な注目を集め、民衆の支持を得て
いたが、その改革政策は国内の保守層、多国籍企業、そしてアメリカ合衆国政府との間に激しい軋轢を生み、
チリの社会・経済は混乱に至る。1973 年9 月11 日、陸軍のアウグスト・ピノチェト将軍ら軍部が米国CIA の
支援を受け、軍事クーデターを起こす。アジェンデは自殺（諸説あり）。以後、チリはピノチェトを中心とした軍事
独裁政権下に置かれた。パトリシオ・グスマンは、このチリにおける政治的緊張と社会主義政権の終焉を撮影・
記録。クーデターの後、グスマンは逮捕・監禁されるも処刑の難を逃れ、フランスに亡命。撮影されたフィルム
も奇跡的に国外に持ち出され、映画監督クリス・マルケルやキューバ映画芸術産業庁（ICAIC）の支援を得
て、“史上最高のドキュメンタリー映画”とも言われる破格の作品を完成させた。

第一部：ブルジョワジーの叛乱　第二部：クーデター　第三部：民衆の力
1975～ 1978年 /263分（第一部96分 /第二部88分 /第三部79分）/チリ、フランス、キューバ /アイ・ヴィー・シー
配給協力：ノーム　監督・脚本：パトリシオ・グスマン

チリの闘い
喧噪と静寂、勝利か敗北か。

この魂は未来のために

©1975, 1976, 1978 Patricio Guzman

©KUZOKU - All right reserved

©KUZOKU - All right reserved

4 / 29 - 5 / 12

『スプリング・フィーバー』のロウ・イエ監督が、ビー・フェイユイによる
同名ベストセラーを原作に、マッサージ院で働く視覚障害の若者たち
の等身大の愛と欲望を鮮烈に描いた群像ドラマ。幼い頃に交通事故
により視力を失い「いつか視力が回復する」と言われ続けている若手
のシャオマー。目が不自由であることを理由に破談しながらも、結婚を
夢見て見合いを繰り返す院長のシャー。客から「美人すぎる」と評判だ
が、自分にとって何の意味もたない“美”に嫌気がさすドゥ・ホン。そん
な視覚障害者たちが働く南京のマッサージ院にシャーを頼って同級生
ワンと恋人のコンが駆け落ち同然で転がり込んできた。彼ら2人によっ
て、平穏だったマッサージ院の日常が一転し、緊張が走るようになる。

2014年 /中国、フランス/115分 /アップリンク　監督：ロウ・イエ
原作：ビー・フェイユイ　出演：ホアン・シュエン/チン・ハオ/グオ・シャオトン

ブラインド・マッサージ
光を見る目、闇を見る目。

4 / 8 - 21

『九月に降る風』のトム・リン監督が、愛する者を失った心の軌跡を繊
細なタッチで描き出したヒーリング・シネマ。結婚間近の婚約者と妊娠
中の妻を同じ玉突き事故で失ったシンミンとユーウェイ。人生の羅針
盤を失ったかのように立ち尽くす二人。合同葬儀の場で初めてその存
在を知った二人は出口のない悲しみの迷路から抜け出せずにいた。苦
しみの中、ユーウェイはピアノ教師だった妻の生徒たちの家を尋ね歩く
…。一方シンミンは、新婚旅行で予定していた沖縄へ向い、婚約者と
行くはずだった場所をたった一人で巡っていく…。それぞれの旅の先
に、待ち受けていたものとは…。主演は『恋の風景』のカリーナ・ラム
とアジアのスーパーバンド〈Mayday〉のギタリスト、シー・チンハン。

2015年 /台湾 /96分 /パンドラ　監督：トム・リン
出演：カリーナ・ラム/シー・チンハン/チャン・シューハオ/リー・チエンナ

百日告別
大切な人との忘れられない愛の記憶

©2015 Atom Cinema Taipei Postproduction Corp. B'in Music International Ltd. All Rights Reserved

4 / 15 - 28

90年代の台湾。“男子が興味を持たない平凡な女の子”林真心は、
香港の人気スター、アンディ・ラウと結婚することを夢見る冴えない女
子高生。そんな真心にとって憧れの同級生は、イケメンの優等生、欧
陽だが、全女子のアイドル的存在の彼は真心にとって手に届かぬ“高
嶺の花”だった。そんな時、真心の許に届いた“不幸の手紙”をきっか
けに、学校一の不良、大宇と急接近。臆病で自分に自信のなかった
真心の日常生活がにわかに騒がしくなり、その変化が思いがけず欧陽
の視線を誘うことに…。アンディ・ラウがエグゼクティブ・プロデューサー
として参加し、本人役でも出演。本作で大ブレイクしたダレン・ワン、
ディノ・リーに加え、F4のジェリー・イェンも特別出演している。

2015年 /台湾 /134分 /ココロヲ・動かす・映画社 ◯ /PG12
監督：フランキー・チェン　原作：蒲松齢　出演：ヴィヴィアン・ソン/ワン・ダールー

私の少女時代 -Our Times-
もう一度、思い出してみませんか？

©2015 Hualien Media Intl. Co., Ltd、Spring Thunder Entertainment、Huace Pictures, Co., Ltd.、Focus Film Limited

4 / 8 - 15, 17 - 21

4 / 8 - 14, 16 - 28

歌手・一青窈の実姉でもある一青妙の著作「私の箱子」「ママ、ごは
んまだ? 」を基に、台湾人の父と日本人の母の間に生まれた妙と窈が、
母が残したレシピを通じて、家族の絆を描く人間ドラマ。家族で暮らし
た東京の家を取り壊す時に見つかった、赤い木箱。古い手紙の束と
一緒に入っていたのは、20年前に亡くなった母の台湾料理のレシピ
帳だった。レシピ帳を手にした妙は、どんなにつらい時でも料理で家族
や周囲の人たちを幸せな気持ちにしてくれた母の姿を思い起こす。や
がて姉妹は、一青家ゆかりの地の中能登町にある母の墓前で母の小
さな秘密を知り、ある思いに駆り立てられた妙は、家族のもう一つの故
郷である台湾へと向かう。果たして、母がレシピに込めた想いとは?

2016年 /日本、台湾 /117分 /アイエス・フィールド　監督・脚本：白羽弥仁
原作：一青妙　出演：木南晴夏 /呉朋奉 /藤本泉 /甲本雅裕 /河合美智子

ママ、ごはんまだ？
一青妙、一青窈 姉妹の家族の物語

©一青妙／講談社　©2016「ママ、ごはんまだ？」製作委員会

4 / 29 - 5 / 12

1992年、矢野顕子が新たなチャレンジとして選んだのが、生演奏をノー
カットで録音した『SUPER FOLK SONG』だった。観客のいないホール
でグランドピアノに向かい、新旧の名曲を歌う彼女を捉えた名盤だ。その
制作過程にカメラが入り、容赦なく素顔の彼女を追いかけた。それが、
スーパー・ドキュメンタリー・フィルム『SUPER FOLK SONG』だ。現代
技術でレストア&リマスタリングされ、四半世紀の時を経て公開される映
像と音像は、生 し々いまでに当時を蘇らせている。

1992年 /日本 /79分 /ライブ・ビューイング・ジャパン
配給協力：ソニー・ミュージックダイレクト　監督：坂西伊作　出演・演奏：矢野顕子
出演：鈴木慶―/谷川俊太郎 /糸井重里 /三浦光紀 /宮沢和史 /David Rubinson

SUPER FOLK SONG
ピアノが愛した女。〈2017デジタルリマスター版〉
音楽史に残る、ピアノと唄だけの“一発録音”

©映画「SUPER FOLK SONG ピアノが愛した女。」2017デジタル・リマスター版

4 / 1 - 14

暴走族“魔墓呂死”の特攻隊長・仁は、「市民に愛される暴走族」を目
指す同輩や自分たちを取り込もうとする政治結社に反抗を試みた末、遂
には右手を切断されてしまう。しかし、どん底に堕ちてなお抗うことをやめ
ない彼は、バトルスーツに身を包み、幻の街サンダーロードで最後の決
戦に挑むのだった…。制作から36年以上が経った今もなお、世代を超
えた熱狂的なファンに愛され続けている石井聰亙（現・岳龍）監督23
歳の衝撃的傑作 ! 日本インディーズ映画界に燦然と輝く不朽の名作が、
今、最高の状態で大スクリーンに甦る! 4/5（水）石井監督来館 ! 

1980年（2016年リマスター）/日本 /98分 /トランスフォーマー 監督・脚本：石井聰亙
出演：山田辰夫 /中島陽典 /南条弘二 /小林稔侍 /大池雅光 /戒谷広 /広世克則

狂い咲きサンダーロード
〈オリジナルネガ・リマスター版〉

地獄まで咲け、鋼鉄の夢―

©ISHII SOGO ALL RIGHTS RESERVED

アメリカ南軍に反旗を翻し、黒人奴隷と白人の農民が一つになった前
代未聞の反乱軍を率いて真の自由を求めて戦った、知られざるリー
ダー“ニュートン・ナイト”。アメリカが封印してきた衝撃と感動の実話を、
マシュー・マコノヒ―主演で映画化！人間にとって一番大切なものは何
かを問いかけ、世界の未来を温かく照らす、比類なき英雄の物語。

2016年 /アメリカ/140分 /キノフィルムズ/PG12　監督・脚本：ゲイリー・ロス
出演：マシュー・マコノヒー /ググ・ンバータ＝ロー /マハーシャラ・アリ

配給：空族

ニュートン・ナイト 自由の旗をかかげた男

©2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『サウダーヂ』から 5 年
富田克也監督最新作
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★1 4/1（土）10:00～『雪女』…上映後、杉野希妃監督舞台挨拶

★2 4/5（水）20:25 ～『狂い咲きサンダーロード』…上映後、石井岳龍監督舞台挨拶

★3 4/15（土）14:15～『アルビノの木』…上映後、佐伯剛さん、金子雅和監督ゲスト・トーク
4/16（日）14:15～『アルビノの木』…上映後、千松信也さん（猟師）、金子雅和監督ゲスト・トーク

当日料金

一　般

学　生

会　員

小中高校生
1,000円均一
シニア

1,100円均一

〈R〉

1,800

1,500

1,200

〈A〉

1,700

1,400

1,200

〈B〉

1,500

1,300

1,000

〈C〉

1,300

1,000

1,000

■特別料金
『SUPER FOLK SONG』…2,000円均一（各種割引不可）
『バンコクナイツ』…一般2,000円/学生1,800円/シニア・サー
ビスデー・障害者・会員1,500円 /高校生以下1,300円
【『バンコクナイツ』公開記念ナイト】…一般2,500円 / 学生・
会員・前売り2,200円 / 『バンコクナイツ』セット前売り3,500円
【大特撮スペクタクルNIGHT】…3,500円均一
【全国自主怪獣映画選手権NIGHT】…2,000円均一

■通常割引
ファースト・デー（毎月1日、1月は2日）、マンデ
イ（月曜男性）、レディース・サービス（水曜女性）
… 1,100円均一　ペア割引（毎週火曜、男女
問わず）、夫婦50割引（どちらか50歳以上のご
夫婦）…お二人で2,200円　ロードショーウィー
クデー初日割引（R・Aの作品）… 4/17（月）『エ
イミー、エイミー、エイミー！』1,100円均一

　 ★1
　 雪女
10：00 -

　★5
　 Kapiw
10：00 -

★3
アルビノの木
14：15 -16：15

★2
狂い咲き
20：25 -

ママ、ご
16：25
-18：25 　★4

　 チリの
　 第三部

ニュート
20：50
-23：10

雪女
10：15 -11：50

追憶
12：05 -13：25

ママ、ごはんまだ？
10：00 -12：00

ママ、ごはんまだ？
14：15 -16：15

エイミー、エイミー、エイミー！
16：25 -18：30

アルビノの木
18：40 -20：10

ニュートン・ナイト 自由の旗をかかげた男
20：20 -22：40

百日告別
12：10 -13：50

チリの闘い 第一部：ブルジョワジーの叛乱
12：30 -14：10

Kapiwとapappo ～アイヌ
10：00 -11：55

Kapiwとapappo
9：30 -11：25

SUPER FOLK
11：35 -12：55

第3の愛
13：05 -15：00

バンコクナイツ
15：10 -18：15

ブラインド・マッ
18：25 -20：20

バンコクナイツ
20：30 -23：35

SUPER FOLK SONG ピアノが愛し
12：25 -13：45

第3の愛
13：55 -15：50

第3の愛
10：00 -11：55

Kapiwとapappo ～アイヌの姉妹の物語～
12：00 -13：55

バンコクナイツ
16：05 -19：10

SUPER FOLK SONG ピアノが愛した女。
19：20 -20：40

ブラインド・マッサージ
14：05 -16：00

グリーンルーム
20：45 -22：20

バンコクナイツ
16：00 -19：05

ブラインド・マッサージ
19：15 -21：10

チリの闘い 第二部：クーデター
14：25 -15：55

チリの闘い 第三部：民衆の力
16：10 -17：30

私の少女時代
17：40 -19：55

エイミー、エイミー、エイミー！ こじらせシングルライフの抜け出し方
20：05 -22：10

私の少女
18：25
-20：40

Kapiw
11：00
-12：55

SUPER
13：10
-14：30

第3の愛
14：45
-16：40

ブライン
16：55
-18：50

★6
バンコク
19：05 -

エイミー、
20：50
-22：55

私の少女時代　11：50 -14：05

百日告別　10：00 -11：40

ニュートン・ナイト 自由の旗をかかげた男
14：00 -16：20

ニュートン・ナイト 自由の旗をかかげた男
10：00 -12：20

雪女
16：30 -18：05

残酷ドラゴン 血斗竜門の宿
18：15 -20：10

狂い咲きサンダーロード
20：25 -22：05

狂い咲きサンダーロード
20：25 -22：05

俠女
17：15 -20：15

ホワイトリリー
13：35 -14：55

ドラゴン×マッハ!
15：05 -17：05

※ゲストは予告なく変更となる場合がございます

バンコク1
ナイト

大特撮
ナイト

バンコク2
ナイト

自主怪獣
ナイト

ウルトラ
セブン
18：40
-19：55

超大怪獣大特撮大全集SDX PART.1 1,800円均一

ゴジラ電
撃大作戦
20：05 -

-22：35

ウルトラ
セブン
16：30
-18：00

ゴジラ電
撃大作戦
18：10 -
-20：40

ウルトラ大全集 PART.2 1,500円均一

招待券使用不可…『SUPER FOLK SONG』、『バンコクナイツ』、【ウ
ルトラ大全集】、【超大怪獣大特撮大全集】、すべてのオールナイト上
映

★4 4/22（土）16:10～『チリの闘い／第三部：民衆の力』…上映後、廣瀬純さんゲスト・トーク

★5 4/29（土・祝）10:00～『kapiwとapappo』…上映後、佐藤隆之監督舞台挨拶

★6 5/3（水・祝）19:05～『バンコクナイツ』…上映後、富田克也監督、相澤虎之助さん（脚本）
舞台挨拶

C o m i n g  S o o n
『百円の恋』の脚本家・足立紳の記念すべき監督デビュー作『14の
夜』が5/13（土）から公開 ! 5/27（土）～は、ホセ・ルイス・ゲリン監
督特集上映（5/20（土）～京都シネマにてゲリンの最新作『ミューズ・
アカデミー』公開予定）と、ドニー・イェンによる『イップ・マン 継承』
がスタート! 更に6月にはサモ・ハン・キンポー関連2作『コール・オブ・
ヒーローズ 武勇伝』、『おじいちゃんはデブゴン』の上映有 ! 

（土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土・祝） （日） （月） （火） （水・祝） （木・祝） （金・祝） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金）
4 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

タイムテーブル後日発表！

全面核戦争 ! 天変地異 ! そしてテロ! 《特撮》だから描けた大スペクタクル巨編3作
品をオールナイトで一挙上映。当日は特別ゲストあり! 乞うご期待ください !

世界大戦争（写真上）　1961年 /日本 /110分　監督：松林宗恵
特技監督：円谷英二　出演：フランキー堺 /宝田明 /星由里子 /乙羽信子 /白川由美 /笠智衆

見よ! 地球最後の日! 悲願をこめて世界に訴える世紀の超大作 !

日本沈没（1973）　1973年 /日本 /140分監督：森谷司郎
特技監督：中野昭慶　出演：小林桂樹 /丹波哲郎 /藤岡弘 /いしだあゆみ/中丸忠雄 /夏八木勲

日本SF界の巨匠・小松左京原作、空前のスケールで描く、スペクタクル巨編 !

東京湾炎上（写真下）　1975年 /日本 /100分　監督：石田勝心
特技監督：中野昭慶　出演：丹波哲郎 /藤岡弘 /宍戸錠 /水谷豊 /金沢碧

東京湾に突入する巨大なタンカー ! 不敵な襲撃に緊迫する日本戦慄の24時間 !
TM&©1975 TOHO CO.,LTD.

TM&©1961 TOHO CO.,LTD.

All Night 4 / 29超大怪獣大特撮大全集SDXスピンオフ企画
大特撮スペクタクルNIGHT　配給：東宝　全て35mmフィルム上映

All Night 5 / 6全国自主怪獣映画選手権
京都大会NIGHT

4 / 1 - 14

小泉八雲原作の〈雪女〉を新たな解釈のもと、杉野希妃監督自ら雪
女とユキの2役を演じた意欲作。ある吹雪の夜。猟師の巳之吉は、
山小屋で、雪女が仲間の茂作の命を奪う姿を目撃する。雪女は「こ
のことを口外したら、お前の命を奪う」と言い残して消え去った…。

2016年 /日本 /96分 /和エンタテインメント　監督・脚本・出演：杉野希妃
脚本：重田光雄 /富森星元　原作：小泉八雲　出演：青木崇高 /山口まゆ

雪女

4 / 29 - 5 / 12

北海道阿寒湖コタン出身で幼い頃から伝統の唄や踊りを学んできた
アイヌ民族の姉妹のライブデビューまでを追ったドキュメンタリー。
“kapiw”と“apappo”はアイヌ語で“カモメ”と“福寿草”の意味。

2016年 /日本 /112分 /オリオフィルムズ
監督：佐藤隆之　出演：床絵美 /郷右近富貴子 /海沼武史

Kapiwとapappo
～アイヌの姉妹の物語～

カピウ アパッポ

4 / 1 - 7

第28回カンヌ国際映画祭で中華圏映画として初めて高等技術委員
会グランプリを受賞し、世界的にも認められた“香港映画界の黒澤
明”ことキン・フー監督の記念碑的傑作。原作は伝奇小説集「柳斎
志異」の一編で、宦官の陰謀で処刑された忠臣の娘の復讐劇。

1971年（2014修復）/台湾 /180分 /松竹メディア事業部
監督・脚本：キン・フー　原作：蒲松齢　出演：シュー・フォン/シー・チュン

侠女 〈デジタル修復版〉

4 / 8 - 14

全アジアを席巻し、ジャッキー・チェンも影響を受けた武侠アクション
超大作 ! 明朝時代、無実の罪で処刑された大臣の遺児の暗殺をもく
ろむ機関と、遺児を守る大臣の腹心たちが繰り広げる大活劇。

1967年（2013修復）/台湾 /111分 /松竹メディア事業部
監督・脚本：キン・フー　出演：シャンカン・リンホー /シー・チュン/パイ・イン

残酷ドラゴン
血斗竜門の宿 〈デジタル修復版〉

4 / 1 - 7

太平洋戦争末期、あまりにも悲惨であったが故にこれまで語られることのない
まま、忘れられてきた戦いがあった…。日米軍合わせて1万人以上の犠牲者を
出したペリリュー島での戦いの全貌を、日米の元兵士をはじめとする関係者の
貴重なインタビューと様々な資料映像で明らかにしていくドキュメンタリー。

2015年 /日本 /76分 /太秦　監督：小栗謙一　原案・出演：升本喜年　語り：美輪明宏
出演：土田喜代一 /ローズ・テロイ・シレス/ブラズウェル・ディーン/ビル・カンバ

追憶

4 / 15 - 21

害獣駆除に従事する若者を主人公に、自然と人間の関係を圧倒的な映像で
描いた作品。農作物を荒らす害獣駆除会社で働くユクの元に高額報酬の仕
事の依頼が舞い込む。それはかつて鉱山として栄えた山間の村で“白鹿様”と
呼ばれる鹿を秘密裏に撃つことだった。害獣は、果たしてどっちなのだろうか。

2016年 /日本 /86分 /マコトヤ　監督・脚本：金子雅和　脚本：金子美由紀
出演：松岡龍平 /東加奈子 /福地祐介 /増田修一朗 /尾崎愛 /松蔭浩之 /松永麻里

アルビノの木

4 / 17 - 28

全米人気No.1コメディエンヌのエイミー・シューマーと『40歳の童貞男』のジャ
ド・アパトー監督が、恋愛できないまま大人になってしまった“こじらせ女子”を
描いたロマンチック・コメディ! 続々登場する豪華ゲストにも注目!

2015年 /アメリカ/125分 /インターフィルム/R15+　監督：ジャド・アパトー
脚本・出演：エイミー・シューマー　出演：ビル・ヘイダー /ブリー・ラーソン

エイミー、エイミー、エイミー！
こじらせシングルライフの抜け出し方

5 / 6 - 19

オレゴンの僻地にある名もなきライブハウスで、狂暴なネオナチ軍団に監禁さ
れた売れないパンクバンド・メンバーたちの壮絶なサバイバルの行方を描いた
戦慄のバイオレンススリラー。主演は『スター・トレック』シリーズの航海士チェ
コフ役で知られ、今年6月に不慮の事故で亡くなったアントン・イェルチン。

2015年 /アメリカ/95分 /トランスフォーマー /PG12　監督・脚本：ジェレミー・ソルニエ
出演：アントン・イェルチン/イモージェン・プーツ/パトリック・スチュワート/カラム・ターナー

グリーンルーム

4 / 29 - 5 / 12

『私の頭の中の消しゴム』のイ・ジェハン監督が、韓流トップスターのソ
ン・スンホンと中国映画界の女神のリウ・イーフェイを主演に迎えて描く、
大人のラブストーリー ! 大財閥の若き社長リン・チージョンは、飛行機
のなかで号泣していた美しい弁護士ゾウ・ユーにふと目を留め、思わず
彼女にティッシュペーパーを差し出す。数日後、彼の元に誤解から生じ
た抗議にやってきた来訪者を見て、機内で見かけた女性だとチージョン
は気づく。幾度もの奇跡の再会を経て、互いの距離は近づき、やがて
激しい恋におちていく。だがチージョンには、父親が決めた婚約者がい
た…。「君と永遠に一緒にいたい」と囁くチージョンと、「今一緒にいら
れればそれでいい」とためらうユー。会社の不祥事や周囲の反発に見
舞われるなか、岐路に立たされた二人の愛の行方は…。

『ウルトラマンX』、『ウルトラマンオーブ』ほか新進気鋭のクリエイターとして知られる田口清隆監督が主催する
《全国自主怪獣映画選手権》が、京都みなみ会館でも開催決定 ! プロ顔負けの、いやアマチュアだからこそ
出来た自主怪獣映画の数 を々一挙上映いたします。当日は田口監督や特別ゲストも来館してのトークショーも
開催予定です ! タイムテーブルほか詳細は後日発表 ! 乞うご期待ください !

2016年 /中国 /113分 /ツイン　監督：イ・ジェハン
出演：ソン・スンホン/リウ・イーフェイ/モン・ジア/オウ・ハンシェン/ジェシー・ジャン

第3の愛
奇跡に導かれて出会った二人の一生に一度の愛―

©1971 Union Film Co., Ltd./ ©2015 Taiwan Film institute All rights reserved (for A Touch of Zen)

©1967 Union Film Co., Ltd./ ©2014 Taiwan Film institute All rights reserved (for Dragon Inn)

©Snow Woman Film Partners

©2016 takayuki sato. All Rights Reserved.

©2015 UNIVERSAL STUDIOS.ALL RIGHTS RESERVED

©2015 Pegasus Motion Pictures（Hong Kong）Ltd. All Rights Reserved.

©2015 Green Room Productions, LLC. All Rights Reserved.

©2015「追憶」製作委員会

TM&©1972 TOHO CO.,LTD.

©kinone

ウルトラ大全集 PART.2 きたぞ！われらのウルトラマン 4 / 15, 16

4/16（日） ひし美ゆり子トークライブ&サイン会
開場13:00/開演13:30　会場 /京都みなみ会館1階特設会場 （別料金）
特別ゲスト：ひし美ゆり子さん（『ウルトラセブン』友里アンヌ隊員役）

超大怪獣大特撮大全集SDX PART.1
4 / 15, 16

東宝の11大怪獣が勢揃い! ゴジラをはじめモスラ、ラドン、アンギラス、バラン、
バラゴン、ゴロザウルス、キングギドラ、ミニラたちが暴れまわる!

ゴジラ電撃大作戦 『怪獣総進撃』改題
1968年 /日本 /89分 /東宝 /35mm　監督・脚本：本多猪四郎　脚本：馬渕薫
特技監督：有川貞昌　出演：久保明 /小林夕岐子 /愛京子 /田崎潤 /土屋嘉男/佐原健二

ウルトラセブン　『第26話 超兵器R1号』監督：鈴木俊継　『第38話 勇気ある戦い』監督：飯島敏宏
1967～ 1968年 /TVシリーズ/円谷プロダクション、TBS　出演：中山昭二 /森次浩司 /菱見百合子 /石井伊吉 /阿知波信介 /古谷敏


