2019.4
場所／連絡先

日

映像文化ライブラリー
☎082（223）3525

所

日

内

容

時

間

料

金

3日
（水）
4日
（木）
5日
（金）
6日
（土）
10日
（水）
11日
（木）
12日
（金）
13日
（土）
14日
（日）
19日
（金）
20日
（土）

「暖流」(出演:佐分利信、水戸光子、高峰三枝子、他)
「王将」(出演:阪東妻三郎、水戸光子、三條美紀、他)
「我が恋は燃えぬ」(出演:田中絹代、水戸光子、菅井一郎、他)
「プーサン」(出演:伊藤雄之助、越路吹雪、八千草薫、他)
「伊豆の踊子」(出演:美空ひばり、石浜 朗、片山明彦、他)
特集・生誕100年
「雲がちぎれる時」(出演:佐田啓二、有馬稲子、倍賞千恵子、他)
の映画人
「忍びの者」(出演:市川雷蔵、藤村志保、伊藤雄之助、他)
「事件」(出演:松坂慶子、大竹しのぶ、永島敏行、他)
「配達されない三通の手紙」(出演:栗原小巻、片岡孝夫、松坂慶子、他)
「疑惑」(出演:桃井かおり、岩下志麻、鹿賀丈史、他)
「麻雀放浪記」(出演:真田広之、鹿賀丈史、大竹しのぶ、他)

10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～、18：30～
10：30～、14：00～、18：30～
10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～、18：30～
10：30～、14：00～、18：30～
10：30～、14：00～、18：30～
10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～
10：30～、14：00～、18：00～
10：30～、14：00～、18：00～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア250、小中高校生無料
￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア250、小中高校生無料
￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
￥大人510、シニア250、小中高校生無料

7日
（日）

第38回 日本を縦 ①第1部「北条鉄道の旅」、他 計8作品
断する映像発表会 ②第2部「佐原夏祭り」、他 計8作品

①13：00～②15：00～

￥無料

17日
（水）

リティ・パン監督 上映＆①作品上映「消えた画 クメール・ルージュの真実」
ディレクターズ・トーク ②トークゲスト:リティ・パン監督

①18：00～②19：40～

①￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
②￥無料

18日
（木）
24日
（水）
25日
（木）

「みちのくに紙 白石和紙」
「伊勢型紙」
「手仕事の世界 漆器づくりの要具」 14：00～、18：00～
文化映画鑑賞会 「和菓子」
「オイシサをつくる -発酵の魅力-」
「おばんざい歳時記 -庶民の味覚と四季-」 14：00～、18：00～
「和鋼風土記」
「日本の鋸」
「日本刀 -宮入行平のわざ-」
14：00～、18：00～

全て
￥大人380、シニア・高校生180、
小中学生無料

21日
（日）

ファミリーシアター 「アラビアンナイト シンドバッドの冒険」(声の出演/木下秀雄、黒柳徹子、他) 10：30～、14：00～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

26日
（金）
27日
（土）
28日
（日）
29日
（月･祝）
30日
（火･休）

「水の中のナイフ」(監督:ロマン・ポランスキー)
「サルト」(監督:タデウシュ・コンヴィツキ)
ポーランド映画祭「夜と昼」(監督:イエジー・アントチャック)
「ザ・シャウト」(監督:イエジー・スコリモフスキ)
「ムーンライティング」(監督:イエジー・スコリモフスキ)

全て
￥大人380、シニア・高校生180、
小中学生無料（土曜日高校生無料）
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14：00～、18：30～
14：00～、18：00～
10：30～、14：00～
10：30～、14：00～
10：30～、14：00～

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月・祝）
（火・休）
●ぼけますから、
よろしくお願いします。 ●ボヘミアン・ラプソディ

八丁座 壱・弐
☎082（546）1158

●女王陛下のお気に
●シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
入り
（PG12）

●ねことじいちゃん

●ビリーブ 未来への大逆転

●家族のレシピ

●ともしび
●ビューティフル・ボーイ
（R15+）
●グリーンブック

サロンシネマ1・2
☎082（962）7772
109シネマズ広島
（アルパーク北棟）

☎082（501）3103
主に4月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

イオンシネマ広島
☎082（261）1310
主に4月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

横川シネマ
☎082（231）1001
TOHO
シネマズ緑井
☎050（6868）5030
主に4月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●天才作家の妻 40年目の真実 ●バイス
●ビールストリートの恋人たち

●ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー

●未来を乗り換えた男
（R15+）
●喜望峰の風に乗せて

●ジュリアン

●ナチス 第三の男（R15＋）

●名探偵コナン 紺青の拳（フィスト） ●ハンターキラー 潜航せよ
＜ライブ・ビューイング＞
1日のみ●BiSH
6日のみ●TWICE（ナゴヤドーム公演）
●映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～
20日のみ●TWICE
（東京ドーム公演）
●キングダム ●シャザム！
21日のみ●あんさんぶるスターズ！
12日～18日●METドニゼッティ
《連隊の娘》
●アベンジャーズ/エンドゲーム
27日のみ●SEVENTEEN
●バースデー・ワンダーランド
●映画 きかんしゃトーマス Go！Go！地球まるごとアドベンチャー
＜ライブ・ビューイング＞
7日のみ●LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqours
●ゾンからのメッセージ
●選挙に出たい
●ちいさな独裁者※10日休映
●ノーザン・ソウル(R15+)

●岬の兄妹（R15+）

●名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）
●映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～
●キングダム ●シャザム！

●悲しみに、
こんにちは
●山〈モンテ〉 ●鯉のはなシアター※10日休映
●津軽のカマリ※10日休映
●バスキア、10代最後のとき

＜ライブ・ビューイング＞
6日のみ●欅坂46
15日のみ●宝塚歌劇 月組宝塚大劇場公演『夢現無双』他
19日のみ●爆笑問題 with タイタンシネマライブ #58
27日のみ●SEVENTEEN
28日のみ●宝塚歌劇 花組東京宝塚劇場公演『CASANOVA』
29日のみ●「僕のヒーローアカデミア」The“Ultra" Stage

●名探偵コナン 紺青の拳（フィスト） ●ハンターキラー 潜航せよ
●映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～
●キングダム ●シャザム！
●アベンジャーズ/エンドゲーム
●東映まんがまつり
（4本立て）

●サスペリア
（R15+） ●テニスの王子様 BEST GAMES!! 乾・海堂vs宍戸・鳳 大石・菊丸vs仁王・柳生
●THE GUILTY ギルティ ●麻雀放浪記2020（PG12）
●ゲキ×シネタイム 劇団☆新感線 髑 ●名探偵コナン 紺青の拳（フィスト） ●ハロウィン(R15+)
髏城の七人・鳥
●ハンターキラー 潜航せよ ●多十郎殉愛記
●JK☆ROCK

広島バルト11
☎082（561）0600
主に4月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

＜ライブ・ビューイング＞
6日のみ●欅坂46
7日のみ●あんさんぶるスターズ！
13、14日のみ●LOVE LIVE! SUNSHINE!!Aqours
14日のみ●瀬戸内寂聴 京都特別講演会
20日のみ●アイドリッシュセブン
21日のみ●ライヴ・フィルム『TMN final live LAST GROOVE 1994』
27、28日●THE IDOLM@STER MILLION LIVE!
29日のみ●「僕のヒーローアカデミア」The“Ultra" Stage

●映画 きかんしゃトーマス Go！Go！地球まるごとアドベンチャー

主に4月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●ウトヤ島、7月22日

●KING OF PRISM Shiny Seven Stars Ⅲ レオ×ユウ×アレク

＜午前十時の映画祭＞●未知との遭遇 ファイナル・カット版

イオンシネマ
広島西風新都
☎082（941）7070

●バーニング 劇場版
●愛がなんだ

●映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～
●劇場版 響け！ユーフォニアム 誓いのフィナーレ
●キングダム ●シャザム！
●アベンジャーズ/エンドゲーム
●バースデー・ワンダーランド
●東映まんがまつり
（4本立て）
＜午前十時の映画祭＞●JAWS／ジョーズ
●LAIDBACKERS レイドバッカーズ ●４月の君、
スピカ。

●ぼけますから、
よろしくお願いします。
●名探偵コナン 紺青の拳（フィスト） ●ハロウィン
（R15+） ●ハンターキラー 潜航せよ
＜ライブ・ビューイング＞
6、7日●劇劇場版 Sound Horizon 9th Story Concert『 Nein』
6、7日●～西洋骨董屋根裏堂へようこそ～

●映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～
●キングダム ●シャザム！ ●ある少年の告白
●バースデー・ワンダーランド
27日～●リアム16歳、はじめての学校（PG12）→
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