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海よりもまだ深く

志摩市（6/10）
ズートピア

朝日町・川越町（6/10）
湯を沸かすほどの熱い愛

亀山市（6/17）
湯を沸かすほどの熱い愛

四日市市（6/23）
ドリーム

鈴鹿市（6/23）
トリガール！

鳥羽市（７/７）
彼らが本気で編むときは、

菰野町（6/23）
愛を積むひと

伊勢市（6/24）
彼らが本気で編むときは、

津市（6/30）
ズートピア

桑名市（6/30）
ドリーム

明和町（6/30）
オケ老人！

名張市（7/１）
彼らが本気で編むときは、

松阪市（7/7）
湯を沸かすほどの熱い愛

南伊勢町（7/7）
はなちゃんのみそ汁

紀宝町（東紀州地域）（7/8）
彼らが本気で編むときは、

東員町（7/21）
湯を沸かすほどの熱い愛

大台町（7/22）
彼らが本気で編むときは、

伊賀市（8/18）
ズートピア
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ズートピア

湯を沸かすほどの熱い愛

湯を沸かすほどの熱い愛

三重県のみなさんに『男女共同参画』を身近に感じていただ
くため「映画祭」を開催しています。
12年目の2018年は、５つのセンターと20市町が連携し、
県内19会場で上映します。
皆様のご参加を心よりお待ちしています！
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共同開催（開催順）：いなべ市、志摩市、朝日町、川越町、亀山市、四日市市（四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」）、鈴鹿市（鈴鹿市男女共同参画センター
「ジェフリーすずか」）、菰野町、伊勢市、津市、桑名市、明和町、名張市（名張市男女共同参画センター）、松阪市、鳥羽市、南伊勢町、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、
紀宝町、東員町、大台町、伊賀市（伊賀市男女共同参画センター）、三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」

●「フレンテみえ」では、ほぼ全ての会場のチケット販売や

予約等を受け付けます。また、お近くの販売場所等もご

案内いたしますので、お気軽にお問い合せください。

フレンテみえＨＰにも情報を掲載しています。
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東員町 残された時間を、母として、妻として、
女として、どう生きるか。

7/21（土）
料金：500円（6/11～販売）
定員：702名
託児：無料・1歳～未就学児
　　（申込締切 7/13・先着10名程度）

開場12：15
上映13：00～15：10

東員町総合文化センター
ひばりホール 死にゆく母の熱い想いと、想

像もつかない驚きのラスト
に、涙と生きる力がほとばし
る、家族の愛の物語。

東員町役場 生活部 町民課　ＴＥＬ：０５９４－８６－２８０６

大台町 男とか、女とか、もはや関係なかったんだ

7/22（日）
料金：無料（6/1～整理券配布）
定員：120名
託児：無料・6カ月～小学校1年生程度
　　（申込締切 7/10・先着10名程度）

開場9：15/開演9：45
上映10：00～12：07

大台町健康ふれあい会館

自分の中にある偏見や差別
にはっとするとともに、温かい
気持ちにも気づくでしょう。

大台町役場 企画課　ＴＥＬ：０５９８－８２－３７８２
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南伊勢町

7/7（土）

紀宝町 ３人だから、きっと見つけられる。
新しい１日が、ここからまた始まる。

7/8（日）
料金：無料（6/4～整理券配布）
定員：300名
託児：無料・1歳～未就学児
　　（申込締切 6/29・先着5名程度）

開場13：00/開演13：30
上映13：35～15：42

紀宝町生涯学習センター「まなびの郷」
きらめきホール

笑って、泣いて、心温まる、人
と人との絆を紡ぐ“編みもの
がたり”

紀北町役場 総務課
ＴＥＬ：０５９７－４６－３１１１
御浜町役場 総務課
ＴＥＬ：０５９７９－３－０５０５

尾鷲市役所 政策調整課
ＴＥＬ：０５９７－２３－８１３４

熊野市役所 市長公室
ＴＥＬ：０５９７－８９－４１１１

紀宝町役場 企画調整課
ＴＥＬ：０７３５－３３－０３３４
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伊賀市 「あきらめない。何があっても！」思いきり笑って
心から泣ける感動のディズニー作品です！

8/18（土）
料金：無料（7/9～整理券配布）
定員：260名
託児：無料・1歳～未就学児
　　（申込締切 8/6・先着10名程度）

開場13：30/開演14：00
上映14：15～16：03

★上映前プレトーク開催！
あやま文化センター

さんさんホール 職業分担がある動物たちの
楽園で、ウサギが初の警察
官に。“夢”と“絆”を信じるア
ドベンチャーです。

伊賀市 男女共同参画センター　ＴＥＬ：０５９５－２２－９６３２

彼らが本気で編むときは、
２０１７年/１２７分/監督・脚本：荻上 直子/出演：生田 斗真、桐谷 健太、柿原 りんか ほか

湯を沸かすほどの熱い愛
２０１６年/１２５分/監督・脚本：中野 量太/出演：宮沢 りえ、杉咲 花、オダギリジョー、松坂 桃李 ほか

彼らが本気で編むときは、
２０１７年/１２７分/監督・脚本：荻上 直子/出演：生田 斗真、桐谷 健太、柿原 りんか ほか

2016年/108分/監督：バイロン・ハワード ほか/出演（吹替）：上戸 彩、サバンナ 高橋 茂雄 ほか2018

わたしたちをつなぐ、おいしくてあったかい記憶。

料金：無料（5/14～整理券配布）
定員：300名
託児：無料・6カ月～6歳程度
　　（申込締切 6/30・先着5名程度）

開場12：３０
上映13：00～14：58

ふれあいセンターなんとう
癌でこの世を去った千恵３３歳。
５歳の娘と夫、愛する人へ伝えた
い、いのちのメッセージ、あなた
は子どもに何をのこせますか？

南伊勢町役場 環境生活課　ＴＥＬ：０５９９－６６－１１５４

はなちゃんのみそ汁
２０１５年/１１８分/監督・脚本：阿久根 知昭/出演：広末 涼子、滝藤 賢一、古谷 一行 ほか
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ディズニー映画　ズートピア

©2015「はなちゃんのみそ汁」フィルムパートナーズ

©2015「はなちゃんのみそ汁」フィルムパートナーズ



2018

いなべ市 夢見た未来と違う今を生きる、元家族の物語

海よりもまだ深く
2016年/117分/監督・脚本：是枝 裕和/出演：阿部 寛、真木 よう子、樹木 希林、小林 聡美 ほか

6/9（土）
料金：無料（4/27～整理券配布）
定員：700名
託児：無料・１歳～小学校２年生
　　（申込締切 6/1・先着10名）

開場13：30
上映14：00～15：57

大安公民館

親が子どもを思う〝海よりも深
い愛〟を感じられる作品です。

いなべ市役所 福祉部 人権福祉課　ＴＥＬ：０５９４－７８－３５６３
大安公民館、各庁舎総合窓口課、人権福祉課にて配布します

志摩市 ディズニーが贈る、思いきり笑って心から泣ける、
最高のエンターテインメント！

2016年/108分/監督：バイロン・ハワード、リッチ・ムーア/出演（日本語吹替）：上戸 彩、サバンナ 高橋 茂雄 ほか

6/10（日）
料金：無料（5/14午前9時～整理券配布、1人5枚まで）
定員：500名
託児：無料・1歳～9歳
　　（申込締切 5/18・先着5名程度）

開場12：30/開演13：00
上映13：10～14：58

阿児アリーナ・ベイホール
差別やさまざまな社会問題
が描かれています。子どもは
もちろん、大人も考えさせら
れる作品です。

志摩市役所 人権市民協働課　ＴＥＬ：０５９９－４４－０２２７

朝日町
川越町 最高の愛を込めて、葬ります。

湯を沸かすほどの熱い愛
２０１６年/１２５分/監督・脚本：中野 量太/出演：宮沢 りえ、杉咲 花、オダギリジョー、松坂 桃李 ほか

6/10（日）

6/23（土）

料金：500円（4/10～販売、座席が必要なお子さまは有料）
定員：594名
託児：無料・0歳～未就学児
　　（申込締切 5/18・先着20名程度）

開場13：00/開演13：30
上映13：40～15：45

★上映前プレトーク開催！
川越町 あいあいホール

死にゆく母の熱い想いと、想
像もつかない驚きのラスト
に、涙と生きる力がほとばし
る家族の愛が伝わる感動作。

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

亀山市 余命２ケ月。
お母ちゃんは、絶望のどん底に・・・・・・落ちませんでした！

6/17（日）
料金：無料（5/15～整理券配布）
定員：900名
託児：無料・6ヵ月～小学校2年生程度
　　（申込締切 6/8・先着10名）

開場12：30/開演13：15
上映13：30～15：35

★上映後アフタートーク開催！
亀山市文化会館

大ホール 死にゆく母の熱い想いと、究
極の愛で母を葬る家族を描
いた作品です。

亀山市役所 生活文化部 文化スポーツ課 文化共生グループ
ＴＥＬ：０５９５－９６－１２２３　チケットは「ジェフリーすずか」でも配布します

おく

湯を沸かすほどの熱い愛
２０１６年/１２５分/監督・脚本：中野 量太/出演：宮沢 りえ、杉咲 花、オダギリジョー、松坂 桃李 ほか

四日市市 鈴鹿市 流されるままの自分を変えたい！ちょっとしたきっかけが、
飛び出す力になるかも！？

6/23（土）
料金：500円（5/10～販売、座席が必要なお子さまは有料）
定員：500名
託児：無料・6ヵ月～未就学児
　　（申込締切 6/15・先着10名程度）

開場13：00/開演13：30
上映13：35～15：13

鈴鹿市文化会館
思い描いた理想とはちがう
新たな環境の中で、次第に
変わっていく主人公をコミ
カルに描いています。

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　チケットは鈴鹿市観光協会でも販売します

トリガール！
２０１７年/９８分/監督：英 勉/脚本：高橋 泉/出演：土屋 太鳳、間宮 祥太朗、高杉 真宙 ほか

伊勢市 笑って、泣いて、心温まる!
人と人の絆を紡ぐ“編みものがたり”

6/24（日）
料金：500円（5/16～販売、先着順）
定員：350名
託児：無料・0歳～小学校2年生程度
　　（申込締切 6/15・10名）

開場12：30/開演13：30
上映13：40～15：47

★上映前プレトーク開催！
ハートプラザみその

多目的ホール さりげない日常を通じ、いろ
いろな生き方があっていいと
語りかけてきます。

伊勢市役所 環境生活部 市民交流課　ＴＥＬ：０５９６－２１－５５１３

津市 「違い」があるのがいい。
動物の世界が現実の世界に訴えかける！

ディズニー映画　ズートピア
2016年/108分/監督：バイロン・ハワード、リッチ・ムーア/出演（日本語吹替）：上戸 彩、サバンナ 高橋 茂雄 ほか

6/30（土）

6/23（土）

料金：無料（整理券5/21～6/15必着でハガキまたはＥメールにて申込、
定員：600名 先着順で1人5枚まで）
託児：無料・1歳～未就学児
　　（申込期間 6/1～6/22・先着10名）

開場13：00（予定）
上映13：40～15：30（予定）
★上映前プレトーク開催！

津リージョンプラザ お城ホール
運命に打ち勝ち、警察官に
なる夢を叶えた主人公。
そんな主人公の姿は必見
です！！

津市役所 市民部 男女共同参画室
〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号　ＴＥＬ：０５９－229－3103
Ｅ－ｍａｉｌ:２２９－３１０３＠ｃｉｔｙ．ｔｓｕ．ｌｇ．ｊｐ　　ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｉｎｆｏ．ｃｉｔｙ．ｔｓｕ．ｍｉｅ．ｊｐ/

鳥羽市 カタチなんて、あとから合わせればいい

彼らが本気で編むときは、
２０１７年/１２７分/監督・脚本：荻上 直子/出演：生田 斗真、桐谷 健太、柿原 りんか ほか

7/7（土）
料金：無料（5/7～整理券配布）
定員：700名
託児：無料・１歳～未就学児
　　（申込締切 6/22・5名程度）

開場13：00/開演13：30
上映13：50～16：00

鳥羽市民文化会館
大ホール 性のカタチ、愛のカタチに決

まりはありません。「自分らし
く生きる事」について考えさ
せてくれる作品です。

鳥羽市役所 市民課 人権・生活係　ＴＥＬ：０５９９－２５－１１26
市民課窓口・各連絡所にて配布します

菰野町

桑名市 知られざるヒロインたちのサクセスストーリー

ドリーム
２０１６年/１２７分/監督：セオドア・メルフィ/出演：タラジ・Ｐ・ヘンソン、オクタヴィア・スペンサー、ジャネール・モネイほか

6/30（土）
料金：500円（6/1～販売、座席が必要なお子さまは有料）
定員：750名
託児：無料・6カ月～6歳（未就学児）
　　（申込締切 6/22・先着10名程度）

開場12：50/開演13：00
上映13：30～15：40

★上映前プレトーク開催！
ＮＴＮシティホール（桑名市民会館）

様々な壁に阻まれながらも、仕
事と家庭を両立させ、ひたむき
に夢を追い続ける彼女たちの
姿に、勇気と希望をもらえます。

桑名市役所 政策経営課 働き方改革・女性活躍推進室
ＴＥＬ：０５９４－２４－１４１３

チケットはNTNシティホール（桑名市民会館）でも販売します

明和町 笑って泣いて、また笑う！
痛快クラシック音楽エンタテインメント！

オケ老人！
２０１６年/１１９分/監督・脚本 ： 細川 徹/出演 ： 杏、黒島 結菜、坂口 健太郎、笹野 高史 ほか

6/30（土）
料金：無料（5/20～整理券配布）
定員：各回120名
託児：無料・3歳～未就学児
　　（申込締切 6/8・各回先着5名程度）

１回目 開場 9：30/開演 9：50/上映10：00～12：00
２回目 開場13：30/開演13：50/上映14：00～16：00

斎宮歴史博物館 講堂

笑いと感動にあふれる作品。
老若男女問わず元気と幸せ
を届けます！

明和町役場 人権生活環境課　ＴＥＬ：０５９６－５2－7117
明和町人権センター　　　　 ＴＥＬ：０５９６－５５－３０５２
※明和町人権センターでは5/21～配布します（平日のみ）

名張市 笑って、泣いて、心温まる、
人と人との絆を紡ぐ“編みものがたり”

7/1（日）
料金：300円（5/24～販売、先着順、1人4枚まで
定員：250名 座席が必要なお子さまは有料）
託児：無料・3か月～未就学児
　　（申込締切 6/15・先着10名）

開場13：00
上映13：35～2時間程度

名張市総合福祉センター
ふれあい

人の数だけ、“家族”の数だけ、さま
ざまな幸せのあり方があります。
優しさに溢れた“家族”から、幸せ
を感じてください。

名張市役所 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
※男女共同参画センターでは土日も販売します（月曜休館）

松阪市
余命僅かな母の愛に号泣必至な感動作！
最高の愛を込めて、葬ります。

7/7（土）
料金：無料（5/28～整理券配布）
定員：500名
託児：無料・1歳～未就学児
　　（申込締切 6/22・先着10名）

開場13：00/開演13：30
プレトーク・上映13：40～

農業屋コミュニティ文化センター
死にゆく母の熱い想いと、想
像もつかない驚きのラスト
に、涙と生きる力がほとばし
る家族の愛の物語。

松阪市役所 環境生活部 人権・男女共同参画課
ＴＥＬ：０５９８－５３－４３３９　FAX：０５９８－22－3533

彼らが本気で編むときは、
２０１７年/１２７分/監督・脚本：荻上 直子/出演：生田 斗真、桐谷 健太、柿原 りんか ほか

彼らが本気で編むときは、
２０１７年/１２７分/監督・脚本：荻上 直子/出演：生田 斗真、桐谷 健太、柿原 りんか ほか

湯を沸かすほどの熱い愛
２０１６年/１２５分/監督・脚本：中野 量太/出演：宮沢 りえ、杉咲 花、オダギリジョー、松坂 桃李 ほか

©2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

©2016Twentieth Century Fox ©2017「トリガール！」製作委員会

©2016 フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ

©2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

©2016荒木源・小学館／「オケ老人！」製作委員会

ズートピア

ＮＡＳＡを支えた知られざる黒人女性たちの
サクセス・ストーリー

料金：無料（5/23～整理券配布）
定員：300名
託児：無料・6ヵ月～小学校3年生程度
　　（申込締切 6/13・先着15名程度）

開場13：00/開演13：30
上映13：35～15：42

四日市地域総合会館
あさけプラザ 理不尽な壁にキャリアを阻ま

れてもあきらめず、夢に向か
っていく３人の黒人女性の真
実の物語。

四日市市 男女共同参画センター「はもりあ四日市」
ＴＥＬ：０５９－３５４－８３３１　チケットは「ジェフリーすずか」、菰野町役場でも配布します

ドリーム
２０１６年/１２７分/監督：セオドア・メルフィ/出演：タラジ・Ｐ・ヘンソン、オクタヴィア・スペンサー、ジャネール・モネイほか

© 2015「愛を積むひと」製作委員会

おく

【字幕上映】

©2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会

【字幕上映】

©2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会

おく

©2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会

ディズニー映画　ズートピア

©2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

大切な人へ　のこしたいものは、何ですか。

愛を積むひと
２０１５年/１２５分/監督・脚本：朝原雄三/脚本：福田卓郎/出演：佐藤浩市、樋口可南子、北川景子、野村周平ほか

料金：無料（5/23  8：30～整理券配布・1人2枚まで）
定員：480名
託児：無料・6ヵ月～小学校3年生
　　（申込締切6/18・先着20名）

開場13：00/開演13：30
上映13：40～15:45

★上映前プレトーク開催！
菰野町町民センターホール

第二の人生を送る夫婦の
愛と絆を描いた切なくも温
かい喪失と再生の物語

菰野町役場 企画情報課
ＴＥＬ：０５９－３９１－１１０５　FAX：０５９－３９１－１１８８

©2016Twentieth Century Fox
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