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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

みなみ会館のミューズ、
みなみちゃんです♡

こわれゆく女（写真）　1974年 /アメリカ/145分 /35mm
出演：ジーナ・ローランズ/ピーター・フォーク/マシュー・カッセル/ニック・カサヴェテス

チャイニーズ・ブッキーを殺した男
1976年 /アメリカ/134分　出演：ベン・ギャザラ/ティモシー・アゴリア・ケリー /
シーモア・カッセル/アジジ・ジョハリ/メーダ・ロバーツ/アリス・フリードランド

オープニング・ナイト　1977年 /アメリカ/144分
出演：ジーナ・ローランズ/ジョン・カサヴェテス/ベン・ギャザラ/ジョーン・ブロンデル

open 22：30 start 22：45（終了予定 翌6：30）

All Night 6 / 17Directed by ジョン・カサヴェテス

『トリプルX 再起動』など、ハリウッドでも活躍するドニー・イェンが、ブルース・リーの師と知られるイップ・マン（葉
問）を演じるアクションシリーズ第3弾。前2作に続き、ウィルソン・イップが監督を務める。1959年の香港。町
を牛耳る外国人フランクの暴挙の前にイップ・マンが果敢に立ちはだかる。しかし、それは彼の家族を命の危
険にさらすことを意味していた。さらに、武術「詠春拳」の正統をめぐり、イップ・マンは死闘に挑むことになるが
…。ボクシング世界ヘビー級王者のマイク・タイソンがフランク役で特別出演 ! 

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

5 / 27 - 6 / 16

2015年 /中国・香港 /105分 /ギャガ・プラス　監督：ウィルソン・イップ　アクション監督：ユエン・ウーピン
音楽：川井憲次　出演：ドニー・イェン/リン・ホン/マックス・チャン/マイク・タイソン/パトリック・タム/ケント・チェン

イップ・マン 継承 6 / 3 - 9映画監督マティアス・ピニェイロの世界
その拳が伝えるのは、愛

香港映画界の重鎮サモ・ハンが20年ぶりにメガホンを取り、主演も務めたアクション映画。人民解放軍中央
警衛局を退役し、故郷の村でひっそりと生活している66歳のディン。要人警護で活躍していた彼も認知症と
診断され、物忘れがひどくなる中で隣家の少女チュンファとの触れ合いを心のよりどころにしていた。ある日、彼
女の父親が中国マフィアにロシアンマフィアからの宝石強奪を任されるも、宝石を持って逃げてしまう。両マフィ
アの魔の手がチュンファに迫るのを察知したディンは、彼らとの闘いを決意するが…。

©2016 Irresistible Alpha Limited, Edko Films Limited, Focus Films Limited, Good Friends Entertainment Sdn Bhd. All Rights Reserved.

6 / 10 -

2016年 /中国・香港 /99分 /ツイン/R15+　監督・アクション監督・出演：サモ・ハン
出演：ジャクリーン・チャン/アンディ・ラウ/フォン・ジャーイー /リー・チンチン/チュー・ユーチェン/ジェームズ・リー・ガイ

おじいちゃんはデブゴン
デブゴンが帰ってくる！

『新少林寺 SHAOLIN』のベニー・チャン監督とサモ・ハンがアクション監督としてタッグを組んだ、内戦時代
の中国を舞台に展開するアクション映画。1910年代、内戦下の中国。自警団に守られ、貧しいながらも平和
な暮らしが営まれている村に、各地で略奪と虐殺の限りを尽くす、ツァオ将軍率いる軍閥の魔の手が迫ってい
た。非道な軍閥を迎え撃つ自警団、そして流れ者のマー・フンら気高く生きる者たちによる正義を貫く戦いが描
かれる! 出演は『激戦 ハート・オブ・ファイト』のエディ・ポン他、香港アクションスター勢が顔を揃える。

©2016 Universe Entertainment Limited. All Rights Reserved.

©1974 Faces InternationalFilms,Inc.
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2016年 /中国・香港 /120分 /ツイン/R15+　監督：ベニー・チャン　アクション監督：サモ・ハン
出演：エディ・ポン/ラウ・チンワン/ルイス・クー /ウー・ジン/ユアン・チュアン

コール・オブ・ヒーローズ／武勇伝
黒澤明とセルジオ・レオーネに捧ぐ…。

ビオラ　2012年 /アルゼンチン、アメリカ/63分　出演：マリア・ビジャール

ボーイフレンドと始めたビジネスのためにブエノスアイレスの街を走り回るビオラと、
シェイクスピア作「十二夜」の演劇にとりくむ女性たち。彼女たちとの出会いが、ビ
オラの生活にある変化をもたらす。独自の映像スタイルが際立つ一作。

フランスの王女　2014年 /アルゼンチン/67分
出演：フリアン・ラルキエル・テジャリーニ/アグスティーナ・ムニョス

ビクトルは、昔の劇団仲間に「恋の骨折り損」のラジオ演劇の話を持ちかける。彼
のことを知り過ぎている5人の女たちとの稽古は、次第に“失われた恋に骨を折る”
ものへとなっていく。2014年ロカルノ国際映画祭コンペティション選出作品。

ロサリンダ　2010年 /アルゼンチン、韓国 /43分　出演：マリア・ビジャール

シェイクスピアの翻案シリーズ第1弾。「お気に召すまま」のリハーサルのために俳
優たちがティグレの島を訪れる。眩しい陽光と豊かな自然の中、彼女たちは役柄と
自身との境を次第に曖昧にしていく…。流麗な撮影が美しい一作。

エルミア&エレナ　2016年 /アメリカ、アルゼンチン/87分
出演：アグスティーナ・ムニョス/マリア・ビジャール/マティ・ディオップ

「夏の夜の夢」のスペイン語翻訳のために、若いブエノスアイレスの演出家が
ニューヨークへ。待ち受けていたのは、予想もしなかった過去と向き合うことだった。
2016年ロカルノ国際映画祭コンペティション選出作品。

6 / 9 - 11

『スター・ウォーズ』の人気キャラクター、ダース・ベイダーのスーツアク
ターを務めた俳優デヴィッド・プラウズの素顔に迫ったドキュメンタリー。
プラウズは、ある時期から公式イベントへの出入りを禁止されてしまう。
その真相を探るべく、ダース・ベイダーを愛するクリエイターたちがカメ
ラを手に、プラウズの栄光と光を描き出していく。

2015年 /スペイン/82分 /インターフィルム
監督：トニ・ベスタード、マルコス・カボタ
出演：デヴィッド・プラウズ/ケニー・ベイカー /ゲイリー・カーツ/ロバート・ワッツ

I AM YOUR FATHER／アイ・アム・ユア・ファーザー

©1979 - 2014 LUK INTERNACIONAL. All rights reserved.

監督・脚本：ジョン・カサヴェテス　配給：ザジフィルムズ

今回から始まるDirected by シリーズ。第1弾はジョン・カサヴェテス。"インディペンデント映画の父"とも称された彼
の作品群、そしてそのスピリットは、我々に映画の素晴らしさを改めて痛感させてくれる。

イット・フォローズ　2014年 /アメリカ/100分 /ポニーキャニオン
監督・脚本：デヴィッド・ロバート・ミッチェル
出演：マイカ・モンロー /キーア・ギルクリスト/ダニエル・ゾヴァット

わたしはロランス　2012年 /カナダ、フランス/168分 /アップリンク
監督・脚本：グザヴィエ・ドラン　出演：メルヴィル・プポー /スザンヌ・クレマン

オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ（写真）
2013年 /アメリカ、イギリス、ドイツ/123分 /ロングライド
監督・脚本：ジム・ジャームッシュ　出演：ティルダ・スウィントン/トム・ヒドルストン

open 23：00 start 23：15（終了予定 翌6：30）

All Night 5 / 27思わず誰かと話したくなるナイト

©2013 Wrongway Inc., Recorded Picture Company Ltd., Pandora Film, Le Pacte &Faliro House Productions Ltd. All Rights Reserved.

共催：アンテナ

京都のカルチャーを発信するウェブマガジン〈アンテナ〉との共催企画 ! 映画を観終わった後に、思わず誰かと
話したくなってしまう…そんな作品を3本集めたオールナイト上映 ! Foodは〈めんや龍神〉が出店 !

アルゼンチン映画界を代表する気鋭の映画監督マティアス・ピニェイロが、自らの
作品を東京・京都で上映するため3年ぶりに来日。新作『エルミア&エレナ』の関
西プレミア上映を含む、4作品を上映致します。※6/4(日)監督舞台挨拶あり。

協力：Happy Tent/同志社大学 /京都造形芸術大学　監督・脚本：マティアス・ピニェイロ

5 / 27 - 6 / 9ホセ・ルイス・ゲリン監督特集上映
ミューズとゲリン　監督：ホセ・ルイス・ゲリン　配給：コピアポア・フィルム

ベルタのモチーフ　1983年 /スペイン/120分 /モノクロ

父親の農作業を手伝う孤独なベルタ。ある日奇妙な男が現われ、その出会い
をきっかけに…。思春期の少女の内面を詩情ゆたかにつづった処女作。

イニスフリー　1990年 /スペイン・フランス・アイルランド/108分

『静かなる男』の舞台をテーマにしたドキュメンタリー。現在の村の姿と、作品
の映像や世界観を再現したフィクションなどを交えながら捉えていく。

影の列車　1997年 /スペイン/82分

行方不明の男の残したモノクロ映像、現在のカラー映像、創作されたドキュメ
ント。写真とフィルム映像とで構成されたロマン主義溢れる実験的作品。

工事中　2001年 /スペイン/133分

1998年7月から12月までに行われた、バルセロナのスラム街（ラバル地区）
にある集合住宅の解体作業と高級住宅建設の過程を映したドキュメンタリー。

シルビアのいる街で　2007年 /スペイン・フランス/85分 /モノクロ

映像作家ホセ・ルイス・ゲリンの名前を一躍有名にした代表作であり、最高
のミューズ映画。至福の音響世界と光溢れる画面とが観る者を魅了する。

シルビアのいる街の写真　2007年 /スペイン/67分

『シルビアのいる街で』の構想ともなった作品。ストラスブールなどへの旅の記
録とともに、静止写真と言葉による空想的物語が語られていく。

ゲスト　2010年 /スペイン/133分 /モノクロ

世界各国の映画祭や上映会を訪問した1年間の日記映画。映像は日付順に
並ぶが、実際には編集によって創作的に時系列が入れ変えられている。

アナへの2通の手紙　2010年 /スペイン/28分 /モノクロ

自然界を網羅する百科全書、大プリニウスの「博物誌」をもとに、 西欧絵画に
おける“絵画の起源”を考察した、映画と絵画をめぐる実験的な映像作品。

サン=ルイ大聖堂の奴隷船サフィール号
（『アナへの2通の手紙』と併映）　2015年 /フランス・スペイン/35分

フランス西部の港町のサン゠ルイ大聖堂をめぐるドキュメンタリー。1741年に
起こった奴隷船「サフィール号」の悲劇に隠された歴史物語をひもといていく。

ある朝の思い出　2011年 /スペイン・韓国 /45分

バルセロナの集合住宅に住む男が投身自殺をする。近隣の人々への取材を
通して、男の生前の様子と、自殺当日の状況をカメラに映し出す。

思い出（『ある朝の思い出』と併映）　1985年 /スペイン/5分 /モノクロ

初期に撮影した、創作日記風の短編映画。海辺でたわむれるゲリンと、『ベル
タのモチーフ』でベルタ役を演じたシルビア・グラシアが映されている。

『思い出』

『ある朝の思い出』

『サン=ルイ大聖堂の奴隷船サフィール号』

『ゲスト』

『シルビアのいる街で』

『ベルタのモチーフ』

独創的な世界観で常に映画を挑発しつづける、スペインの映像作家ホセ・ルイス・ゲリン。最新作『ミューズ・ア
カデミー』（京都シネマにて、5/20より上映）の公開を記念して、その傑作11作品を一挙上映致します。
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★1 5/13（土）19:20 ～『14の夜』…上映後、足立紳監督舞台挨拶

★2 6/4（日）15:45 ～『エルミア＆エレナ』…上映後、マティアス・ピニェイロ監督舞台挨拶

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
【みなみ二本立て劇場】…1,300円均一 /会員1,000円
『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・障がい者・
会員1,500円 /高校生以下1,300円
【思わず誰かと話したくなるナイト】…一般2,700 円 / 学生・会員・前売り2,400円

【Directed by ジョン・カサヴェテス】…一般2,800円 / 学生・会員・前売り2,500円

■特別割引
【え～がな500】… 5/1（月）～ 31（水）の期間中、《え～がな500》の公式サイトから画像をダウ
ンロードし、二名以上でご来館の上、画像と学生証をご提示頂くと学生さんはお一人500円 ※
対象作品はHPにて、ご確認ください。

    ★1
   14の
19：20 -

※ゲストは予告なく変更となる場合がございます

思わず誰
かと
ナイト

ジョン・カ
サヴェテ
スナイト

ウルトラ
マン80
18：40
-19：40

GOD
ZILLA
19：55 -
-22：10

ウルトラ
マン80
16：30
-17：30

GOD
ZILLA
17：45 -
-20：00

超大怪獣大特撮大全集SDX PART.2 1,800円均一 ウルトラ大全集 PART.3 1,500円均一 ホセ・ルイス・ゲリン監督特集上映■B 映画監督マティアス・ピニェイロの世界■B 、『エルミア＆エレナ』のみ■R

C o m i n g  S o o n

ホテルアンテルーム京都にて開催される「DAVID BOWIE by 
MICK ROCK」と連動し、6/24（土）から、デヴィッド・ボウイの歴史的
ライヴを映した『ジギー・スターダスト』の上映が決定 ! 寺尾次郎の新訳
で全曲完全字幕付きで、スクリーンに蘇る! また、6/17（土）からは、ミッ
ク・ロックのドキュメンタリー『SHOT! �e Psycho-Spiritual Mantra 
Of Rock（原題）』が、京都みなみ会館にて、全国先行プレミアロード
ショー開催予定 ! スペシャルゲスト等、詳細はお待ちください。

ふたたび swing me again
10：00 -11：55

バンコクナイツ
14：20 -17：25

14の夜
19：20 -21：15

グリーンルーム
17：35 -19：10

君のまなざし
9：00 -10：55

君のまなざし
11：05 -13：00

君のまなざし
10：00 -11：55

君のまなざし
10：00 -11：55

イップ・マン 継承
12：10 -13：55

おとなの事情
19：35 -21：15

君のまなざし
12：05 -14：00

君のまなざし
9：00 -10：55

君のまなざし
11：05 -13：00

イップ・マン 継承
13：10 -14：55

幸福は日々の
10：00 -11：15

6/17（土）よりロードショー
『コールオブ・ヒーローズ／武勇伝』■R
『真白の恋』■R
『SHOT! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock（原題）』

続映
『幸福は日々の中に。』
『おじいちゃんはデブゴン』

おとなの事情
11：20 -13：00

グッバイエレジー
13：10 -15：10

おじいちゃんは
15：20 -17：00

イップ・マン 継承
17：10 -18：55

I AM YOUR
FATHER
19：05 -20：30

おじいちゃんは
20：40 -22：20

グッバイエレジー
10：30 -12：30

おとなの事情
12：40 -14：20

おじいちゃんはデブゴン
14：30 -16：10

イップ・マン 継承
16：20 -18：05

おじいちゃんはデブゴン
18：15 -19：55

幸福は日々の中に。
20：05 -21：20

イップ・マン 継承
19：00 -20：45

君のまなざし
9：00 -10：55

イップ・マン 継承
19：40 -21：25

14の夜
14：15 -16：10

サウダーヂ
16：20 -19：10

バンコクナイツ
19：30 -22：35

バンコクナイツ
13：10 -16：15

14の夜
16：30
-18：25

14の夜
20：15
-22：10

ベルタの
15：10
-17：10

影の列車
15：10 -

アナへの
16：45 -

ある朝の
18：00 -

イニス
15：10
-17：00

アナへの
15：10
-16：15

ゲスト
17：15
-19：30

ゲスト
12：50 -

ロサリン
15：20 -

ビオラ
16：15 -

フランス
17：35 -

イップ・
18：55 -

おとな
20：50 -

ベルタの
16：30
-18：30

シルビア
の～写真
16：50 -

シルビア
の～写真
15：10 -

工事中
16：15
-18：30

工事中
11：10
-13：25

工事中
16：35
-18：50

ロサリン
14：10
-14：55

ある朝の
15：30
-16：20

ベルタの
16：35
-18：35

ビオラ
14：10
-15：15

アナへの
14：10
-15：15

ゲスト
15：30
-17：45

フランス
18：00
-19：10

エルミア
17：55
-19：25

エルミア
16：55
-18：25

シルビアの
いる街で
14：10 -

イニス
15：50
-17：40

ある朝の
14：10
-15：00

おとなの
12：10
-13：50

イップ・
18：35
-20：20

I AM
20：30 -

影の列車
15：20
-16：45

イニス
13：40
-15：30

イップ・
18：00
-19：45

おとなの
20：00
-21：40

ベルタの
16：50
-18：50

シルビアの
いる街で
15：10 -

シルビアの
いる街で
11：10 -

シルビアの
いる街で
17：20 -

ある朝の
15：10
-16：00

影の列車
15：10
-16：35

【
２
本
立
】

オケ老人！
12：10 -14：10

★2
エルミア
15：45 -

■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
招待券使用不可…『バンコクナイツ』、【みなみ二本立て劇場】、【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

（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） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金）
5 /13 14 15 16 17 18 19 5 /20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

5 / 20, 21 6 / 10 - 16

舞台は昭和レトロな町並みが残る北九州市。親友の死をきっかけに数十年ぶり
に帰郷した映画監督は、郷里への愛や映画への思いに再び気づいていく…。
同市出身の三村順一監督が、自身のエピソードを盛り込みながら描く。

2016年 /日本 /118分 /マジックアワー　監督・脚本：三村順一
出演：大杉漣 /石野真子 /藤吉久美子 /吉田栄作 /中村有志 /仁科亜季子 /大和田獏

グッバイエレジー

©2017「グッバイエレジー」製作委員会

©2010「ふたたび」製作委員会

©2016荒木源・小学館／「オケ老人！」製作委員会

5 / 20 - 6 / 9

大川隆法製作総指揮による、実写映画最新作。夏休みにペンションでバイトし
ている大学生の主人公が、不思議な出来事に遭遇し運命を変える体験をする様
子を、現代と平安時代を交錯させながら描いたスピリチュアル・ミステリー。

2017年 /日本 /114分 /日活　製作総指揮・原案：大川隆法　監督：赤羽博
出演：梅崎快人 /水月ゆうこ/大川宏洋 /手塚理美 /黒沢年雄 /黒田アーサー

君のまなざし

NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」の杏が実写映画初主演を務め、ひょ
んなことから老人だらけのアマチュアオーケストラの指揮を任された高校
教師の奮闘を描いた、痛快 ! クラッシック音楽エンタテインメント!

2016年 /日本 /119分 /ファントム・フィルム　監督・脚本：細川徹　原作：荒木源
出演：杏 /黒島結菜 /坂口健太郎 /左とん平 /小松政夫 /笹野高史 /光石研

オケ老人！

昔のバンド仲間を探す旅に出た名ジャズトランペッターと孫との姿を、往
年のジャズナンバーと共に描くロードムービー。ハンセン病に冒されて50
年以上もの隔離生活を強いられた主人公を名優・財津一郎が演じる。

2010年 /日本 /111分 /ギャガ　監督：塩屋俊　原作・脚本：矢城潤一
出演：鈴木亮平 /MINJI/青柳翔 /藤村俊二 /犬塚弘 /佐川満男/財津一郎

ふたたび swing me again

©2017 NEW STAR PRODUCTION©2014 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. & LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS LLC

6 / 17 - 23

“日本のベニス”と呼ばれるほど美しい景観を誇る、富山県射水市を舞台に、軽
度の知的障がいのある主人公・渋谷真白（ましろ）の初恋と、周囲の人々の優
しさや葛藤を描いた人間ドラマ。監督は富山を拠点に活動する坂本欣弘。

2016年 /日本 /97分 /エレファントハウス　監督：坂本欣弘
出演：佐藤みゆき/岩井堂聖子 /福地祐介 /山口詩史 /杉浦文紀 /及川奈央 /長谷川初範

真白の恋

©2016『真白の恋』製作委員会

5 / 13 - 26

『百円の恋』で第39回日本アカデミー賞の最優秀脚本賞を受賞した脚本家・足
立紳の監督デビュー作。1987年の田舎町を舞台に、性への妄想を膨らませる
中学生男子たちの姿を、バカバカしくも真面目に描いた、愛すべき“性春賛歌”!

2016年 /日本 /113分 /SPOTTED PRODUCTIONS/PG12　監督・脚本：足立紳
出演：犬飼直紀 /浅川梨奈 /健太郎 /門脇麦 /和田正人 /濱田マリ/光石研

14の夜

©2016「14の夜」製作委員会

©Jones/Tintoretto Entertainment Co.,LLC

©silent voice ／ werner penzel film production

5 / 22 - 26

『バンコクナイツ』の公開を記念し、『サウダーヂ』を5日間限定上映 ! 日本の地方
都市を舞台に、そこで生きる土木労働者や海外からの移民労働者の姿を通して、
文化摩擦や差別、経済格差の問題を描く。

2011年 /167分 /日本 /空族 /35mm　監督・脚本：富田克也　脚本：相澤虎之助
出演：田我流 /鷹野毅 /伊藤仁 /野口雄介 /ディーチャイ・パウイーナ/尾崎愛

サウダーヂ

©KUZOKU - All right reserved

6 / 3 - 16

友人の家に夕食会に訪れた７人の仲間たちが、それぞれの携帯電話にかかって
来た電話やテキストメッセージを共有し合うという“ゲーム”によって、繰り広げら
れる人間模様を描いた、イタリア製ワンシチュエーションコメディ!

2016年 /イタリア/96分 /アンプラグド　監督：パオロ・ジェノヴェーゼ
出演：ジュゼッペ・バッティストン/アンナ・フォッリエッタ/マルコ・ジャリーニ/エドアルド・レオ

おとなの事情

©Medusa Film 2015

6 / 10 - 23

園生が楽器を弾き、叩き、叫ぶ<otto＆orabu>、ひたすら布と糸と遊ぶ<nui 
project>、そして魅力に溢れた多様なクラフトワーク。美しい園内には、アトリエに
加えて、カフェレストラン、ベーカリー、蕎麦屋が点在し、今日も園外からのお客
様が引きも切らない。ここには、これまで私たちが見たことがない風景が広がって
いる。2014夏に開催された東京都美術館の展示における衝撃はいまだ記憶に
新しい、鹿児島しょうぶ学園。きれい事ではすまされない福祉事業の運営におい
て、しょうぶ学園が取り組んできた活動は、今を生きる私たちにさまざまな問いを
投げ掛ける。普通ってなに? 優しさってなに? 90年代に伝説となったインディペン
デント映画『ステップ・アクロス・ザ・ボーダー』を制作したドイツ人映像作家ヴェ
ルナー・ペンツェルと、『島の色静かな声』（08）を制作し、写真家でもある茂木
綾子による共同監督作品。

2016年 /日本 /73分 / silent voice　監督・脚本：茂木綾子 /ヴェルナー・ペンツェル

幸福は日々の中に。5 / 13 - 19みなみ二本立て劇場
「普通」という曖昧な海を泳いでいるみんなへ。

©Bangkok Nites Partners 2016

- 5 / 26

映像集団〈空族〉が満を持して放つ新アジア映画の誕生! 娼婦・楽園・
植民地。タイ人娼婦と日本人客。桃源郷を取りもどすための旅がはじま
る―。こちらは、タイ、バンコク。日本人専門の歓楽街“タニヤ通り”。「カ
ラオケ」と呼ばれる、昭和の匂い漂う日本式ホステスクラブがひしめく夜
の町。ひな壇にズラリと並ぶタイ人の女たちは毎夜、流暢な日本語で
迎えてくれる。ショート2500バーツ、ロング3500バーツ。すべては金次
第。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
コクから東北地方イサーン、そしてラオスへと至る、ふたりの逃避行を描
くロードムービーにして、それを取り巻くタニヤ嬢たちと、バンコクに蠢く
怪しい日本人たちの欲望渦巻く群像劇 !

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 /田我流

バンコクナイツ

DAVID BOWIE by MICK ROCK ＠ホテルアンテルーム京都GALLERY9.5

地獄でも超えて行ける

超大怪獣大特撮大全集SDX PART.2
5 / 20, 21

日本が世界に誇るキング・オブ・モンスター“ゴジラ”を、ハリウッドの超
一流スタッフによって再リメイクしたアクション大作 !

GODZILLA ゴジラ（2014）
2014年 /アメリカ/123分 /東宝　監督：ギャレス・エドワーズ
原案：デヴィッド・キャラハム　出演：アーロン・テイラー＝ジョンソン/渡辺謙

ウルトラ大全集 PART.3 絆-ネクサス-
ウルトラマン80　1980～ 1981年 /TVシリーズ/円谷プロダクション、TBS
『第9話 エアポート危機一髪！』監督：湯浅憲明　特技監督：川北紘一　『第35話 99年目の竜神祭』監督：合月勇　特技監督：高野宏一
出演：長谷川初範 /中山仁 /大門正明 /無双大介 /新田修平 /石田えり

5/21（日） 萩原佐代子さんトークライブ&サイン会
開場 /13:00　会場 /京都みなみ会館1階特設会場（別料金）　特別ゲスト：萩原佐代子さん（『ウルトラマン80』UGM 星 涼子隊員）

“70年代を写した男”ミック・ロックによるデヴィッド・ボウイ写真展が、6/17（土）～ 7/17（月・祝）に、
ボウイとゆかりの深い京都で開催が決定 ! 京都ならではのスペシャル企画も実施予定 ! また、巡回展
に先駆け、5/31（水）よりジェイアール京都伊勢丹にてプレビュー写真展等もあり。


