
★他市町でも続々開催予定 !!お楽しみにお待ちください♪

桑名市
桑名市役所 政策創造課
 女性活躍・多文化共生推進室
☎ ０５９４－２４－１４１３

志摩市役所 人権市民協働課
☎ ０５９９－４４－０２２７

志摩市

多気町役場 健康福祉課
☎ ０５９８－３８－１１１４多気町 南伊勢町役場 環境生活課

☎ ０５９９－６６－１１５４
南伊勢町

東員町
東員町役場
 町民課 町民活動係
☎ ０５９４－８６－２８０６

松阪市 松阪市役所 環境生活部
 人権・多様性社会課
☎ ０５９８－５３－４３３９

６/１８（土）「最高の人生の見つけ方」開催予定！

「現代の女性」としてよりリアルに描かれるジャスミン
とダリア。世界中の女性たちにもっと自由に生きる
勇気を与えてくれることでしょう。

伊賀市男女共同参画センター　☎０５９５－２２－９６３２

料金：無料（７/１１～申込開始）
定員：２６０名
託児：無料・1歳～未就学児
　　　（申込締切８/５・先着順）

開場１３:３０
開演・上映１４:００～
※上映前にプレトークがあります

伊賀市文化会館 さまざまホール

8/2０（土）

チケット

自由に生きる勇気。プリンセスジャスミンが目指すものとは？伊賀市

アラジン （実写版 ・日本語吹替 ・字幕あり）
２０１９年 / アメリカ /１２８分 / 監督 ： ガイ ・ リッチー / 脚本 ： ジョン ・ オーガスト、 ガイ ・ リッチー / 出演者 ： メナ ・ マスード、 ナオミ ・ スコット、 ウィル ・ スミス　ほか

母が遺したレシピに導かれ、母の人生を
旅する 49 日間の感動の物語です。

料金：無料（７/２０～整理券配付）
定員：２５０名
託児：無料・1歳～未就学児
　　　　（申込締切８/１０・先着５名）

開場１３:００／開演１３:３０
上映１３:４０～１５:４９
※上映前にプレトークがあります

紀北町東長島公民館

８／２１ （日）

チケット

母が遺したのは人生の処方箋(レシピ)でした。紀北町

四十九日のレシピ
２０１３年／１２９分／監督 ： タナダユキ／脚本 ： 黒沢久子／出演者 ： 永作博美、 石橋蓮司、 岡田将生、 二階堂ふみ　ほか

御浜町役場 総務課
☎ ０５９７９－３－０５０５

紀北町役場 総務課
☎ ０５９７－４６－３１１１

尾鷲市役所 政策調整課
☎ ０５９７－２３－８１３４

熊野市役所 市長公室
☎ ０５９７－８９－４１１１

紀宝町役場 企画調整課
☎ ０７３５－３３－０３３４

毎年、 開催地が変わります。
今年度は紀北町で開催します。

© 2013 映画「四十九日のレシピ」製作委員会

チケット

明和町

©

認知症の父とのお別れまでの7年間、
家族の絆を描いた作品です。

料金：無料（６/1２ ９:００～  整理券配付、1名２枚まで）
定員：各回６０名（先着順）
託児：無料 ・３歳～未就学児
　　　（申込締切６/１７・各回先着５名）

１回目 開場　９：３０　     ／上映１０：００～１２：０７
２回目 開場１３：３０　     ／上映１４：００～１６：０７

斎宮歴史博物館 講堂

７／ 2（土）

だいじょうぶ。記憶は消えても愛は消えない。

長いお別れ
２０１９年 /１２７分 / 監督 ： 中野量太 / 脚本 ： 中野量太、 大野敏哉 / 出演者 ： 蒼井優、 竹内結子、 松原智恵子、 山崎努　ほか

明和町人権センター　☎０５９６－５５－３０５２
※配布は、明和町人権センターで行います

© 2019『長いお別れ』製作委員会（C)中島京子／文藝春秋

©2021「大コメ騒動」製作委員会

夫婦間のすれ違い「あるある」が満載。
いくつになっても人生を楽しむためのヒントが
きっと見つかる、そんな作品です。

料金：無料（６/１ ～  先着順、後日入場ハガキを郵送）
定員：各回１００名
託児：なし

１回目 開場　９：３０　     ／上映１０：００～１２：００
２回目 開場１３：００　     ／上映１３：３０～１５：３０

伊勢市立小俣図書館

６／２６（日）

チケット

離婚秒読みの金婚熟年夫婦を救ったのは・・・　
　　　　　　　　　　　　　　なんと”終活”だった⁉伊勢市

お終活　－熟春！人生、 百年時代の過ごし方－
２０２１年／１１３分／監督 ・ 脚本 ： 香月秀之／出演者 ： 水野勝、 剛力彩芽、 松下由樹、 高畑淳子、 橋爪功　ほか

伊勢市役所 環境生活部 市民交流課
☎０５９６－２１－５５１３　FAX０５９６－２１－５６４２　　　　　　　　　　　　　
E-mail：kouryu@city.ise.mie.jp

©2021 年「お終活」製作委員会

約 100 年前の史実「米騒動」に基づくストーリー。
「家族の命を守りたい！」と奮闘する女性たちの
強さに元気をもらえる作品です！

鳥羽市役所 市民課 人権・市民交流係
☎０５９９－２５－１１２６

料金：無料（１０/１～整理券配付）
定員：２００名
託児：無料・1歳～未就学児
　　　（申込締切１１/１・先着３名）

開場１３:００／開演１３:３０
上映１３:４０～１５:２６
※上映前にプレトークがあります

鳥羽市民体育館 サブアリーナ

１１／５ （土）

チケット

日々の暮らしを守るため活躍した女性たちの
　　　　　　　　　    　大痛快エンターテインメント！鳥羽市

大コメ騒動
２０２１年／１０６分／監督 ： 本木克英／脚本 ： 谷本佳織／出演者 ： 井上真央、 三浦貴大、 夏木マリ　ほか

©2021「大コメ騒動」製作委員会

変化を受け入れて、しなやかに生きる主人公に、
自分の人生を生きるヒントを見つけてください。

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」
☎０５９－３５４－８３３１

料金：無料（５/２４～整理券配付）
定員：２００名
託児：無料・６ヶ月～小学３年生程度
         （申込締切６/１７・先着１０名）

四日市市文化会館 第２ホール

６／２６（日）

老後の資金がありません！
２０２１年／１１５分／監督 ： 前田哲／脚本 ： 斉藤ひろし／出演者 ： 天海祐希、 松重　豊、 草笛光子　ほか

チケット

開場１０:００／開演１０:３０
上映１０:３０～１２:３０

貯めたお金がまさかの激減！奮闘する主婦が叫ぶ！四日市市

©2021 映画「老後の資金がありません！」製作委員会

津市男女共同参画室（〒514-8611　津市西丸之内23番1号）
☎０５９－２２９－３１０３　Ｅ-mail：229-3103@city.tsu.lg.jp
※代表者1名に2枚まで、後日入場整理券を郵送

料金：無料（申込５/２７～６/１０・抽選）
定員：２８１名（入場整理券要）
託児：無料 ・６ヶ月～未就学児
　　　（申込５/２７～６/１０・抽選５名まで）

開場１３:００／開演１３:３０
上映１３:４０～１５:２６

白山総合文化センター しらさぎホール

６/２５（土）

チケット

「明日食べるお米がない！」漁師町の女性が立ち上がる津市

大コメ騒動
２０２１年／１０６分／監督 ： 本木克英／脚本 ： 谷本佳織／出演者 ： 井上真央、 室井滋、 夏木マリ、 立川志の輔　ほか

約100 年前の「米騒動」で活躍した
女性たちに勇気がもらえる作品。

©2021「大コメ騒動」製作委員会

秋ごろ開催予定！

７/９（土）「大コメ騒動」開催予定！

なりたい夢を我慢して，留守番と家事を強制される
少女が、ある女の子と出会いから、勇気を持って
自らの信じる道を進もうとする感動ストーリー。

鈴鹿市地域振興部男女共同参画課（鈴鹿市男女共同参画センター）

☎０５９－３８１－３１１３

料金：無料
定員：１００名
託児：無料・６ヶ月～未就学児
     　　   （申込締切 5/１８ １７ ： ００まで ・ 先着５名）

鈴鹿市ふれあいセンター

６/４（土）

※４／２０ （水） ９：３０～鈴鹿市男女共同参画センターまたは鈴鹿市観光協会にて配付

あきらめるな！ありのままに！！自由であれ！！！鈴鹿市

ウルフウォーカー
２０２０年／１０３分／Ｇ／アイルランド ・ ルクセンブルク合作

チケット

開場１３:００
開演・上映１３:３０～

©WolfWalkers 2020

亀山市役所 市民文化部 文化課 人権・ダイバーシティグループ
☎０５９５－９６－１２２４

料金：無料（５/１３～整理券配付）
定員：４５０名
託児：無料 ・６ヶ月～小学2年生程度
　　　（申込締切６/３・先着１０名）

開場１２:３０／開演１３:００
上映１３:３０～１４:５０
※上映前にプレトークがあります

亀山市文化会館 大ホール

６/１２（日）

チケット

一緒に笑って、たまに怒って涙して。
　　　　　　　　　　　　このありふれた毎日が宝物。亀山市

梅切らぬバカ
２０２１年／７７分／監督 ・ 脚本 ： 和島香太郎／出演者 ： 加賀まりこ、 塚地武雅　ほか

母親と息子が社会の中で生きていく様を、
温かく誠実に描いた作品です。

©2021「梅切らぬバカ」フィルムプロジェクト

明和町


