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共同開催（開催順）：朝日町、川越町、いなべ市、亀山市、桑名市、鈴鹿市（鈴鹿市男女共同参画センター「ジェフリーすずか」）、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀
宝町、東員町、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」）、津市、明和町、南伊勢町、名張市（名張市男女共同参画センター）、大台町、菰野町、松
阪市、鳥羽市、伊勢市、志摩市、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」

映画を通して　性別に関わらず“男女が共に生きるためのヒント”をお届けします！

2019
6/2 　8/246/2 　8/24～～日 土

東員町（6/29）
モリのいる場所

© 2017「モリのいる場所」製作委員会

明和町（6/29）
湯を沸かすほどの熱い愛

© 2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

亀山市（6/15）
美女と野獣

伊賀市（8/24）
美女と野獣

フレンテみえで全会場のチケット
（予約・販売など）をご案内します！

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。
１３年目の２０１９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。
皆さまのご参加を心よりお待ちしています！
やむを得ない事情により、上映プログラムが変更になる場合が
ございます。あらかじめご了承ください。

※お住まいの市町にかかわらず、どの会場も参加可能です

映画祭の最新情報は
フレンテみえホームページからも

チェックできます！

フレンテみえ 検索

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
2019

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。

インフォメーション

託児 全会場にて託児を行います（要申込）。託児対
象年齢、託児定員、申込締切については各会
場で異なりますので、各映画欄をご参照くだ
さい。

作品の見どころ解説や上映後より内容を深める
ためのお話や意見交換を行うプレ＆アフタートーク
やその他イベントを開催（一部会場のみ）。
またパネルや映像などで、県内の男女共同参画
に関するイベント、映画へのメッセージをお伝えし
ます。

イベント

映画祭
会場で

検索フレンテみえ

クリック簡単に検索
できます！

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」
TEL：０５９ー２３３ー１１３０
〒５１４ー００６１ 津市一身田上津部田１２３４
三重県総合文化センター内

●「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。
予約
&

朝日町・川越町（6/2）
海よりもまだ深く

いなべ市（6/8）
家族はつらいよ

鈴鹿市（6/22）
日日是好日

名張市（6/30）
日日是好日

鳥羽市（7/6）
星めぐりの町

南伊勢町（6/29）
はなちゃんのみそ汁

伊勢市（7/7）
家族はっらいよIII 妻よ薔薇のように

志摩市（7/7）
美女と野獣

熊野市（東紀州地域）（6/23）
グレイテスト・ショーマン

大台町（6/30）
人生フルーツ

津市（6/29）
美女と野獣

四日市市（6/29）
バトル・オブ・ザ・セクシーズ

桑名市（6/22）
彼らが本気で編むときは、

開場１２ ：３０／開演１３：００
上映１３：２０～１５：３０

★上映前プレトーク開催！

料金：無料（６/１０午前９時～整理券配布、先着順・１人
３枚まで）

定員：５００名
託児：無料・１歳～９歳
　　 （申込締切 ６/２０・先着５名程度）

美女と野獣（実写版）
２０１７年／１30分／監督：ビル・コンドン／脚本：スティーヴン・チョボスキー、エヴァン・スピリオトポウロス／

出演：エマ・ワトソン（昆 夏美）、ダン・スティーヴンス（山崎 育三郎）ほか　

（日）

ディズニーアニメーション不朽の名作
『美女と野獣』の実写版！

志摩市

志摩市役所 人権市民協働課　TEL：0599－44－0227

7/7
ベルはおとぎの国の住人である
ことをやめ、現代を生きる私たち
にエールを贈る21世紀最高の
ヒロインへと生まれ変わる。

阿児アリーナ ベイホール

【日本語吹替】

開場 １３：３０／上映１４：１５～１６：２５
★上映前プレトーク開催！

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

美女と野獣（実写版）
２０１７年／１30分／監督：ビル・コンドン／脚本：スティーヴン・チョボスキー、エヴァン・スピリオトポウロス／

出演：エマ・ワトソン（昆 夏美）、ダン・スティーヴンス（山崎 育三郎）ほか　

（土）

伊賀市

伊賀市 男女共同参画センター　TEL：0595－22－9632

8/24
なぜ、彼女は野獣を愛したのか…？
知られざる真実が、いま明かされ
る。１００年語り継がれるエンター
テイメントです。

あやま文化センター
さんさんホール

彼は探していた。かけがえのない自分を。
彼女は信じていた。かけがえのない自分を。

【日本語吹替】

開場１２：３０／上映１３：４０～１５：４３

料金：５００円（５/２３～販売、先着順）
定員：３５０名
託児：無料・０歳～小学２年生
　　 （申込締切６/２８・先着１０名）

家族はつらいよⅢ 妻よ薔薇のように

（日）

２０１８年／１２３分／監督：山田 洋次／脚本：山田 洋次、平松 恵美子
出演：橋本 功、吉行 和子、西村 まさ彦　夏川 結衣ほか

妻の反乱で、夫たちに史上最大のピンチが訪れる！伊勢市

伊勢市役所 環境生活部 市民交流課
TEL：0596－21－5513

7/7
全ての女性が笑って共感、
しみじみ泣けて励まされる
主婦への賛歌。

ハートプラザみその
多目的ホール  ©2018「家族はつらいよⅢ 妻よ薔薇のように」製作委員会

 開場１３：００／開演１３：３０
上映１３：５０～１５：４０

料金：無料（５/７～整理券配布）
定員：１５０名
託児：無料・１歳～未就学児
　　 （申込締切６/２８・先着５名程度）

（土）

２０１８年／１０８分／監督・脚本：黒土 三男／出演：小林 稔侍、壇 蜜ほか

雨ニモマケズ、風ニモマケズ、今日を生きる

©2018豊田市・映画「星めぐりの町」実行委員会

鳥羽市

鳥羽市役所 市民課　人権・市民交流係
TEL：0599－25－1126

7/6
鳥羽商工会議所3階 かもめホール

２０１８年／１０８分／監督・脚本：黒土 三男／出演：小林 稔侍、壇 蜜ほか

星めぐりの町

震災孤児となり心を閉ざした少
年が、小林稔侍さん演じる無口
な男との生活で、心を開いてい
く様子を丁寧に描いています。

開場 １３：００／開演１３：３０
上映 １４：００～１６：００
★上映前プレトーク開催！

料金：無料（５/２７～整理券配布）
定員：５００名
託児：無料・１歳～未就学児
　　 （申込締切６/２１・先着１０名程度）

海よりもまだ深く

（土）

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、吉澤 太陽ほか

夢見た未来と、少しちがう今を生きる
大人たちへ贈る感動作。

©2016フジテレビジョンバンダイビジュアルAOI Pro.ギャガ

松阪市

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

7/6
夢を追うということって何な
のか？人生って何なのか？
”なりたかった大人”になれ
なかった大人たちの物語。

農業屋コミュニティ文化センター

松阪市（7/6）
海よりもまだ深く

菰野町（7/6）
海よりもまだ深く

© 2016フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ

© 2016フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ©東海テレビ放送

©2018豊田市・映画｢星めぐりの町｣実行委員会  ©2018「家族はつらいよⅢ 妻よ薔薇のように」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「家族はつらいよ」製作委員会

©2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

© 2018「日日是好日」製作委員会 ©2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.©2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会

© 2018「日日是好日」製作委員会©2015｢はなちゃんのみそ汁｣フィルムパートナーズ


