
開場１３：００／開演１３：３０
上映１３：４０～１５：４０

★上映前プレトーク開催！

料金：５００円（４/１０～販売、座席が必要なお子さまは有料）
定員：550名
託児：無料・０歳～未就学児
　　 （申込締切５/17・先着２０名程度）

海よりもまだ深く

（日）

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、リリー・フランキーほか

夢見た未来と違う今を生きる、元家族の物語

©2016 フジテレビジョン バンダイビジュアル AOI Pro. ギャガ

朝日町
川越町

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

6/2
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。

川越町あいあいホール

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　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 。

男女共同参画
社会って？

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、責任を分かち合う社会です。 
（三重県男女共同参画推進条例前文より抜粋）

 ©2016「家族はつらいよ」製作委員会

開場１３：３０
上映１４：００～１５：４８

料金：無料（５/７～整理券配布）
定員：７７６名
託児：無料・１歳～小学２年生
　　 （申込締切５/３１・先着１０名）

家族はつらいよ

（土）

２０１６年／１０８分／監督：山田 洋次／脚本：山田 洋次、平松 恵美子／出演：橋爪 功、吉行 和子ほか

妻よ、笑顔を下さい。夫よ、離婚を下さい。

いなべ市役所 福祉部 人権福祉課　TEL：0594ー86ー7815
北勢市民会館、各総合窓口課、人権福祉課
にて配布します。

いなべ市

6/8
家族っていいなあ…と
思える映画です。

北勢市民会館
さくらホール

開場１３：００
上映１３：４０～１５：５０

★上映前プレトーク開催！

料金：５００円（6/1～販売）
定員：２１0名
託児：無料・６か月～未就学児
　　（申込締切6/14・先着10名程度）

彼らが本気で編むときは、

（土）

２０１７年／１２７分／監督・脚本：荻上 直子／出演：生田 斗真、桐谷 健太ほか

「普通」ってなんだろう

©2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会

桑名市

桑名市役所　まちづくり推進課 女性活躍・多文化共生推進室
TEL：0594ー24ー1413
※チケットはAC桑名窓口またはAC桑名ホームページにて販売します

6/22
「自分らしく生きること」
について考えさせてくれる
作品です。

イオンシネマ桑名
（AC桑名）

開場13:00／開演13:30
上映13:40～15:37

料金：無料（6/3 8:30～整理券配布）※1人2枚まで
定員：480名
託児：無料・６か月～小学３年生
　　 （申込締切7/1・先着２０名）

（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、リリー・フランキーほか

なりたかった大人になれなかった大人たちの感動の物語菰野町

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

7/6
過去や思い描いた理想にし
がみつくのではなく、今を生
きることの大切さを教えて
くれる作品です。

菰野町町民センター ホール

2016年／117分／監督・脚本：是枝 裕和／

海よりもまだ深く

©2018「日日是好日」製作委員会

開場１３：００／開演１３：30
上映１３：３５～１５：20

料金：５００円（5/10 9:30～販売、座席が必要な場合は全て）
定員：500名
託児：無料・６ヵ月～未就学児
　　 （申込締切6/14 17:00・先着１０名程度）

日日是好日

（土）

２０１８年／１００分／監督・脚本：大森 立嗣／出演：黒木 華、樹木 希林、多部 未華子ほか

歓び・幸せ・感動は日々の中に生きている

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

鈴鹿市

6/22
人生の居場所が見つからない
女性が、茶道教室に通いつづける
ことで大切なものに気づき変わって
いくストーリーです。

鈴鹿市文化会館

開場１3：0０
上映１3：30～１５：２８

料金：無料（5/14～整理券配布）
定員：280名
託児：無料・６カ月～未就学児
　　 （申込締切6/21・先着5名程度）

はなちゃんのみそ汁

（土）

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

がんに侵され余命わずかな母親が
幼い娘にみそ汁作りを通して愛情と生きる力を伝えます。

©2015「はなちゃんのみそ汁」フィルムパートナーズ

南伊勢町

南伊勢町役場 環境生活課　　TEL：0599－66－1154

がん闘病に焦点を絞るので
はなく、病と向き合う家族が
それぞれの生き方や家族の
あり方を見つめながら成長し
ていく姿をごらんください。

ふれあいセンターなんとう6/29

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

開場１３：００／開演１３：３０
上映１３：３５～１5：37

料金：無料（5/28～整理券配布）
定員：580名
託児：無料・６ヵ月～小学３年生程度
　　 （申込締切6/19・先着15名程度）

バトル・オブ・ザ・セクシーズ

（土）

2017年／122分／監督：ジョナサン・デイトン＆ヴァレリー・ファリス／
脚本：サイモン・ボーフォイ／出演：エマ・ストーン、スティーブ・カレル

時代を変えた、＜女と男の熱い戦い＞！

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

四日市市

6/29
”バトル・オブ・ザ・セクシーズ＝
性差を超えた戦い”が幕を開
ける！女と男の歴史的テニス
マッチを描く感動の実話。

四日市市文化会館 第2ホール

【字幕上映】

開場１２：３０／上映１３：１５～１５：35
★上映後アフタートーク開催！

料金：無料（５/１５～整理券配布）
定員：９００名程度
託児：無料・６ヵ月～小学２年生程度
　　 （申込締切６/7・先着１０名）

美女と野獣（実写版）

（土）

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　

信じること。愛すること。ディズニーの不朽の名作！亀山市

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

6/15
生き方が異なる男女の「愛」
について描いた感動の作品
です。

亀山市文化会館
大ホール

【日本語吹替】

開場１３：００
上映１３：40～１５：50

料金：無料（５/２０～６/１４必着でハガキまたはＥメール
にて申込、先着順で１人５枚まで）

定員：６００名
託児：無料・６ヵ月～未就学児
　　 （申込締切６/１４・先着１０名）

美女と野獣（実写版）

（土）

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　

愛はすべてに勝つ、愛は奥深い津市

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

6/29
不朽の名作が実写映画化！
より広い愛のあり方を描く！

津リージョンプラザ
お城ホール

【日本語吹替】

１回目 開場９：３０/開演９：５０/上映１０：００～１２：０５
２回目 開場１３：３０/開演１３：５０

上映１４：００～１６：０５

料金：無料（６/９～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６/１４・各回先着５名程度）

湯を沸かすほどの熱い愛

（土）

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、伊東 蒼ほか

©２０１６「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

©2017「モリのいる場所」製作委員会

明和町

明和町人権センター（明和町大字佐田458番地2）
TEL：0596－55－3052

6/29
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。

斎宮歴史博物館 講堂

母の愛はどんなお湯より熱くて優しい。
最高の愛を込めて、葬ります。

おく

おく

開場１３：００
上映１３：３５～１５：１５

料金：３００円（５/２１～販売、座席が必要な場合は全て）
定員：２５０名
託児：無料・３か月～未就学児
　　 （申込締切６/１３・先着１０名）

日日是好日
２０１８年／１００分／監督・脚本：大森 立嗣／出演：黒木 華、樹木 希林、多部 未華子ほか

（日） ©2018「日日是好日」製作委員会

名張市

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

6/30
お茶の魅力を通して、季節
の中にある日常の幸せを感
じてください。

名張市総合福祉センター 
ふれあい

季節のように生きる。今を生きる歓び。
一期一会の感動作がここに誕生。

※男女共同参画センターでは土日も販売します（月曜休館）

開場 １２：１５
上映 １３：００～１４：４０

料金：５００円（５/２０～販売）
定員：７０２名
託児：無料・１歳～未就学児
　　 （申込締切６/２１・１０名程度）

（土）

９分／監督・脚本：沖田 修一／出演：山　 努、樹木 希林、加瀬 亮、
吉村 界人、光石 研、青木 崇高、吹越 満、池谷 のぶえ、きたろう、林 与一、三上 博史

こんなにも人生は、豊かで愛おしい東員町

東員町役場 生活部 町民課　TEL：0594－86－2806

6/29
ふと漏らす言葉に互いへの
深い敬意と愛情がうかがえ
る感動の実話です。

東員町総合文化センター 
ひばりホール

９分／監督・脚本：沖田 修一／出演：山　 努、樹木 希林、加瀬 亮、

モリのいる場所

開場10：00
上映１０：3０～12：00

★上映前プレトーク開催！

料金：無料（5/20～整理券配布）
定員：１0０名
託児：無料・６カ月～小学1年生程度
　　 （申込締切6/14・先着１０名程度）

人生フルーツ

（日）

2016年／91分／監督：伏原 健之／プロデューサー：阿武野 勝彦
出演：津端 修一・英子／ナレーション：樹木 希林

©東海テレビ放送

大台町

大台町役場 企画課　TEL：0598－82－3782

6/30 
「時代が変わりゆく中でも
自分らしく暮らす」、素敵な
ふたりの物語です。

林業総合センター

こつこつ、ゆっくり、丁寧に暮らす。
彼女は生涯で最高のガールフレンド。

開場13：00／開演１３：30
上映 １３：３５～１５：２１

料金：無料（６/３～整理券配布）
定員：７６０名
託児：無料・１歳～未就学児
　　 （申込締切６/１３・先着５名程度）

グレイテスト・ショーマン

（日）6/23 
２０１７年／１０６分／監督：マイケル・グレイシー／脚本：ジェニー・ビックス
出演：ヒュー・ジャックマン、ザック・エフロン、ミシェル・ウィリアムズ

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

「ラ・ラ・ランド」のスタッフが手掛
けた大ヒットミュージカル映画。み
んな違う、だからこそ輝く。誰もが
オンリーワンになれるエンターテ
イメントショー。

熊野市民会館

夢が、踊りだす。

紀北町役場 総務課
TEL：0597－46－3111

尾鷲市役所 政策調整課
TEL：0597－23－8134

御浜町役場 総務課
TEL：05979－3－0505

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

【字幕上映】

5/6まで：0594-78-3563

©2016フジテレビジョン バンダイビジュアルAOI Pro.ギャガ

お問い合
わせ


