映画でみつけよう！男女が共に生きるヒント

三重県内男女共同参画連携映画祭
2015
イ ン フォメー シ ョン
6 月 2 3 日 か ら 2 9 日 は 国 の 主 唱 す る「 男 女 共 同 参 画 週 間 」で す 。

全国から集まった9万通の愛の実話が紡ぎだす感動作

すべての人々の人権が保障され、一人ひとりが、性別にかかわらず、
自立した個人として、その能力と個性を十分に発揮することがで
きる社会であり、それぞれに多様な生き方が認められる社会です。
そして、男女が対等な立場で、社会のあらゆる分野に共に参画し、
（三重県男女共同参画推進条例前文より抜粋）
責任を分かち合う社会です。

老舗和菓子店の美人三姉妹、ワケあり奮闘中！

家族合わせてバツ4つ。
和菓子屋美人三姉妹、ワケあり奮闘中！

鳥羽市

ある日告げられた母の余命、たった7日間。
そして今、ぼくたちは奇跡を信じて動き出すー。

亀山市

60歳のラブレター

六月燈の三姉妹

ぼくたちの家族

2009年／129分／監督：深川栄洋／脚本：古沢良太／出演：中村雅俊・原田美枝子

2013年／104分／監督：佐々部清／脚本：水谷龍二／出演：吹石一恵・徳永えり・吉田羊

2013年／117分／監督・脚本：石井裕也／出演：妻夫木聡、原田美枝子、池松壮亮、長塚京三他

6/21

開場13：00／上映13：30〜15：39
★アフタートーク開催！

（日）

男女共同参画
社会って？

朝日町、
川越町

大台町

大台町林業総合センター

料金：無料（5/15〜整理券配布）
定員：100名
託児：無料・6ヶ月〜小学校1年生程度
（申込締切6/10・先着10名程度）

©2009「60歳のラブレター」
フィルムパートナーズ

かけがえのない大切な人と
の絆を確かめて下さい

大台町役場企画課 TEL：0598-82-3782
大台町役場本庁・支所・出張所にて配布予定

鈴鹿市

幸せになるためには努力と協力が超必要です。

6/27

開場13：00／上映13：45〜15：30
★アフタートーク開催！

鳥羽商工会議所3階
かもめホール
料金：無料（5/7〜整理券配布）
定員：120名
託児：無料・満1歳〜未就学児
（申込締切6/19・先着10名程度）
（土）

鳥羽市役所市民課人権・生活係

名張市

©「六月燈の三姉妹」製作事務局 All Rights Reserved.

夫婦、姉妹、親子の複雑な
関係をユーモアを織り交ぜ
楽しんでいただけると思い
ます！

TEL：0599-25-1126

6/28

亀山市文化会館
大ホール
料金：無料（5/15〜整理券配布）
定員：900名
託児：無料・6ヶ月〜小学生3年生程度
（申込締切6/19・先着10名程度）
（日）

六月燈の三姉妹

六月燈の三姉妹

女たちの都〜ワッゲンオッゲン〜

0.5ミリ

2013年／104分／監督：佐々部清／脚本：水谷龍二／出演：吹石一恵・徳永えり・吉田羊

2012年／103分／監督：禱映／脚本：南えると・禱映／出演：大竹しのぶ・松田美由紀・杉田かおる他

2013年／196分／監督・脚本：安藤モモ子／出演：安藤サクラ・柄本明・坂田利夫・草笛光子他

6/7

（日）

川越町あいあいホール

料金：500円（4/10〜販売）
定員：594名
託児：無料・0歳〜未就学児
（申込締切5/22・先着20名程度）

©「六月燈の三姉妹」製作事務局 All Rights Reserved.

家族合わせてバツ4つ。
結 婚 と いう枠 にとら わ れ
ない家族の姿に注目。

川越町企画情報課 TEL：059-366-7112
朝日町企画情報課 TEL：059-377-5663

いなべ市

6/21

（日）

鈴鹿市文化会館

料金：300円（5/9〜販売）
定員：500名
託児：無料・1歳〜未就学児
（申込締切6/12・先着10名程度）

©「六月燈の三姉妹」製作事務局 All Rights Reserved.

ワケあり三姉妹がそれぞれ
の力を発揮し、一つの目標
に皆で向かう姿にご注目！

鈴鹿市男女共同参画センター（愛称：ジェフリーすずか）
TEL：059-381-3113 はもりあ四日市でも販売します

多気町

人生は、いつだってこれから。

開場13：00／上映13：36〜15：20
★上映前プレトーク開催！

6年間育てた息子は、他人の子どもでした

6/27

開場13：00／上映13：35〜15：20

名張市総合福祉センター
（土）
ふれあい

料金：無料
（5/19〜整理券配布、
1人4枚まで）
定員：250名
託児：無料・3ヶ月〜未就学児
（申込締切6/12・先着10名程度）

©2012「ワッゲンオッゲン」製作委員会

年 齢 関 係 なく未 来 を 切り
ひらいていこうと突き進む
女 性 た ち の パワー をご覧
ください。

名張市人権・男女共同参画推進室 TEL：0595-63-7559
名張市男女共同参画センター
TEL：0595-63-5336

四日市市

6/28

開場12：30／上映13：10〜16：30

（日）

志摩市阿児アリーナ
ベイホール

料金：無料（6/8〜整理券配布、先着順1人5枚まで）
定員：500名
託児：無料・1歳〜9歳
（申込締切6/19・先着5名程度）

くじけないで

そして父になる

マダム・イン・ニューヨーク

すーちゃん まいちゃん さわ子さん

2013年／121分／監督・脚本：是枝裕和／出演：福山雅治・尾野真千子・真木よう子・リリー・フランキー

2012年／134分／監督・脚本：ガウリ・シンデー／出演：シュリデヴィ、アディル・フセイン他

2012年／106分／監督：御法川修／脚本：田中幸子／出演：柴咲コウ・真木よう子・寺島しのぶ他

6/13

（土） いなべ市北勢市民会館
さくらホール
料金：無料（5/15〜整理券配布）
定員：750名
託児：無料・1歳〜小学校2年生程度
（申込締切6/5・先着10名程度）

©2013「くじけないで」製作委員会

自分らしく生きることに年齢
も性別も関係ないと教えて
くれる作品です。

6/21

（日）

あんたら男にゃ任せておけぬ。私が変えます、この町を！

多気町民文化会館

多気町役場町民福祉課

©2013「そして父になる」製作委員会

息子を取り違えられた二つの
家族。
血のつながりか、共に過ごし
た時間か。
突き付けられる慟哭の選択。

料金：無料（5/15〜整理券配布）
定員：500名
託児：無料・6ヶ月〜小学校1年生程度
（申込締切6/5・先着10名程度）

いなべ市福祉部人権福祉課 TEL：0594-78-3563

伊勢市

開場13：00／
上映13：30 〜15：31

TEL：0598-38-1114

多気町役場町民福祉課、勢和振興事務所、多気町民文化会館、
多気図書館、勢和図書館にて配布予定

津市

見たことのない世界、あなたも行ってみませんか？

6/27

開場13：00／上映13：45〜16：00
★上映前プレトーク開催！

四日市市文化会館
第2ホール
料金：無料（5/29〜整理券配布）
定員：590名
託児：無料・6ヶ月〜小学生3年生程度
（申込締切6/18・先着15名程度）
（土）

©Eros International Ltd

世界の幸せは、ちょっとのスパイスで
できている。
夫に頼るだけの主婦から、ひとりの人
間としての自信を取り戻していく旅。

四日市市市民文化部男女共同参画センター「はもりあ四日市」
TEL：059-354-8331

伊賀市

子育て経験ゼロの独身サラリーマンが、
突然イクメンに?!

7/4

開場13：00／
上映13：45〜15：30ごろ

（土）

菰野町町民センターホール

料金：無料（6/3〜整理券配布、1人2枚まで）
定員：480名
託児：無料・6ヶ月〜小学校3年生程度
（申込締切6/26・先着20名程度）

松阪市

うさぎドロップ

世界の果ての通学路

2012年／103分／監督：禱映／脚本：南えると・禱映／出演：大竹しのぶ・松田美由紀・杉田かおる他

2010年／101分／監督：ネイサン・グレノ、バイロン・ハワード／脚本：ダン・フォーゲルマン

2011年／114分／監督：SABU／脚本：林民夫／出演：松山ケンイチ・芦田愛菜・香里奈他

2012年／77分／監督：パスカル・プリッソン／脚本：マリ＝クレール・ジャボイ、パスカル・プリッソン

6/20

（土）

ハートプラザみその

料金：500円（5/18〜販売）
定員：300名
託児：無料・0歳〜小学校3年生程度
（申込締切6/12）

©2012「ワッゲンオッゲン」製作委員会

町 おこしの た め に 立 ち 上
がった女性たち。その原動
力は地域やわが子への深い
愛情だった。

伊勢市環境生活部市民交流課 TEL：0596-21-5513

6/27

津市河芸公民館
大ホール
料金：無料
（5/27〜6/22の期間中にはがきまた
はEメールで整理券申込） 定員：300名
（先着）
託児：無料・1歳〜未就学児
（申込期間6/8〜
6/22先着10名程度）

6/28

（土）

（日）

自ら の 意 思 で 未 来 を 切り
ひらく主人公の活躍をお楽
しみに!

津市市民部男女共同参画室 津市西丸之内23番1号
TEL：059-229-3103 E-mail：229-3103@city.tsu.lg.jp

（日本語吹き替え・日本語字幕付き）

開場13：30／上映14：15〜16：10

あやま文化センター
さんさんホール

料金：無料（6/8〜整理券配布）
定員：260名
託児：無料・1歳〜未就学児
（申込締切6/22・先着10名程度）

女性の多様な生き方・価値観
を尊重した作品です。

僕らの希望をつなぐ旅。
それは将来の夢の実現へと続いていく。

塔の上のラプンツェル
開場13：00／上映13：40〜15：25
★上映前プレトーク開催！

©2012映画「すーちゃん まいちゃん さわ子さん」
製作委員会

菰野町役場企画情報課 TEL：059-391-1105
フレンテみえでは6/22から配布予定（状況により変更あり）

女たちの都〜ワッゲンオッゲン〜
開場13：00／上映13：35〜15：20

「 死 ぬまで 人 間 は 懸 命に生
き抜くんだ」と叫ぶサワの姿
が、
「 人生を全うすること」の
本当の意味を教えてくれる。

独身女性3人、恋愛、仕事、介護に奮闘中。
女にとっての幸せって。

2013年／128分／監督・脚本：深川栄洋／出演：八千草薫・武田鉄矢他

開場13：30／上映14：00〜16：08
★上映前イベント開催！

©2013 ZERO PICTURES / REALPRODUCTS

志摩市役所人権啓発推進課 TEL：0599-44-0227

菰野町

少しの勇気が、私の世界を変えていく。

この家族を あきらめたくな
い と、3人の男たちが力を
合わせる姿に胸を打たれる
作品です。

死ぬまで生きよう、どうせだもん

2013年／104分／監督：佐々部清／脚本：水谷龍二／出演：吹石一恵・徳永えり・吉田羊

開場13：00／上映13：40〜15：24
★上映前プレトーク開催！

©2013「ぼくたちの家族」製作委員会

亀山市市民文化部文化振興局共生社会推進室
TEL：0595-84-5066 ジェフリーすずかでも配布します。

志摩市

今でも、女性は太陽だった。

開場：12：30／上映13：30〜15：27
★アフタートーク開催！

©2011「うさぎドロップ」製作委員会

突然始まった育児生活は
想像以上に過酷だった。
育児がもたらす様々な「変化」
に注目です！

伊賀市男女共同参画センター TEL：0595-22-9632

7/4

開場13：00／上映14：15〜15：32
★上映前プレトーク開催!

（土）農業屋コミュニティ文化センター

料金：無料（5/27〜整理券配布）
定員：496名
託児：無料・6ヶ月〜未就学児
（申込締切6/26・先着10名程度）

©2013 - Winds ‒ Ymagis ‒ Herodiade

「学びたい」全ては
「夢の実現」の
ために…。違う言語、宗教、生活
環境で暮らす子どもたちの通学
風景。希望あふれる笑顔の彼ら
を応援したくなります。

松阪市環境生活部人権・男女共同参画推進課
TEL：0598-53-4339

