アルカスクラブ会員 優待事業

春･夏･秋･冬。
季節ごとに、
感動をお届けします。
新しい映画の愉しみ方。

アルカスSASEBO
イベ ントホ ー ル

僕らは、未来を作っていると思ってた―
映画 太陽の子

/ GIFT OF FIRE

8/13 土 10:00〜11:51（通常版）
8/14 日 13:30〜15:21（字幕付）

全世界大ヒット！世界各地でリメイク決定！

きっと、
うまくいく / 3 idiots

8/13 土 12:30〜15:20（通常版）
8/14 日 16:00〜18:50（通常版）

アルカスクラブ･ 一般プレイガイド 同時発売

ここではひとりぼっち、と 思ってた。

この世界のさらにいくつもの 片隅に

8/13 土 16:00〜18:48（通常版）
8/14 日 10:00〜12:48（字幕付）

5 月 7日（土）「2001年宇宙の旅」も同時発売！

【一般料金（自由席･税込）】1作品鑑賞券 1,000円（全3 作品セット券 2,200 円） この機会にぜひ、アルカスクラブにご入会ください（ホワイト会員 500 円〜）
【アルカスクラブ会員料金（自由席･税込）】1作品鑑賞券 500 円（全3 作品セット券 1,100円）

■ アルカスクラブ会員様は、1作品につきご本人様1枚（1セット）を会員料金にて、1作品 2枚目（2セット目）以降、会員種別ごとに定める割引･枚数にてお買い求めいただけます。

【前売券取扱】アルカスSASEBO、チケットぴあ（P コード 468-136）、ローソンチケット（Lコード 82656）、イープラス（https://eplus.com）
※アルカスクラブ会員料金の適用はアルカスSASEBO チケットカウンターでのお求めに限ります。 ※「四季の映画祭 春 」のチケットではご入場できません。
※作品によっては、映画倫理機構が定める G･PG12･R15+･R18+ 等の指定がある場合があります。詳しくは各作品の情報にてご確認ください。
※会場内でのご飲食･館内での喫煙はご遠慮いただきます。ご飲食はロビーで、喫煙は所定の喫煙所にてお願いいたします。
※やむを得ず開催が中止や延期、内容が変更になる場合があります。予めご了承ください。 ※未就学児のご入場はご遠慮いただきます。

※1作品鑑賞券･全3作品セット券では「2001年宇宙の旅」はご覧いただけません。別途作品タイトル が記載されたチケットをお求めください。

アルカスクラブ会員限定上映決定！

アルカス SASEBO 四 季 の 映 画 祭 夏 休 み スペシャル

スタンリー・キューブリック監督作品 （1968年 アメリカ制作）

8月12日（金）18：30〜 20：49

（開場 18:15） アルカスSASEBO イベントホール

500 円

アルカスクラブ会員限定料金（自由席･税込）

（ 会員1名に付き1枚を販売 ※200席限定、アルカスSASEBOのみでの販売）
【主催･お問合せ】アルカスSASEBO（第2･4 水曜日休館） TEL 0956-42-1111

https://www.arkas.or.jp 【協力】長崎県映画センター

上映作品紹介
映画 太陽の子

/ GIFT OF FIRE

©2021 ELEVEN ARTS STUDIOS /「太陽の子」フィルムパートナーズ
作品ＨＰ

8/13 土 10:00〜11:51（通常版）
8/14 日 13:30〜15:21（字幕付）

戦況が最終局面を迎えた 1945 年の夏。科学者・石村修と研究員たちは、国の未来のために原子核爆弾の研
究開発を進めていた。戦禍で家を失った朝倉世津は、幼なじみの修の家に住むことになる。戦地から修の弟・
裕之が一時帰宅し、3 人は久しぶりに再会。戦地で深い心の傷を負った裕之、物理学研究の裏側にある恐ろ
しさに葛藤を抱えていた修、そんな 2 人を力強く包み込む世津は、戦争が終わった後の世界を考え始めてい
た。そして、運命の 8 月 6 日が訪れてしまう。
製作年：2021 年 / 製作国：日本 / 上映時間：111 分（1 時間 51 分 )
監督：黒崎博 / 出演：柳楽優弥・有村架純・三浦春馬

きっと、
うまくいく / 3 idiots

©Vinod Chopra Films Pvt Ltd 2009. All rights reserved
作品ＨＰ

8/13 土 12:30〜15:20（通常版）
8/14 日 16:00〜18:50（通常版）

インドで興行収入歴代ナンバーワンを記録する大ヒットとなったコメディドラマ。2013 年に開催の「アル
カス映画祭〜アジア映画スペシャル〜」で大喝采を浴びた傑作映画のリバイバル上映。インド屈指のエリー
ト理系大学 ICE を舞台に、型破りな自由人のランチョー、機械よりも動物が大好きなファラン、なんでも神
頼みの苦学生ラジューの 3 人が引き起こす騒動を描きながら、行方不明になったランチョーを探すミステ
リー仕立ての 10 年後の物語が同時進行で描かれる。
製作年：2009 年 / 製作国：インド / 上映時間：170 分（2 時間 50 分 )
監督：ラージクマール・ヒラーニ / 出演：アーミル・カーン・カリーナ・カプール・R・マーダバン

©2019 こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会
作品ＨＰ

この世界のさらにいくつもの片隅に

8/13 土 16:00〜18:48（通常版）
8/14 日 10:00〜12:48（字幕付）

国内外で高い評価を得た「この世界の片隅に」に、新たなシーンを追加したロングバージョン。日本が戦争の
ただ中にあった昭和 19 年、広島県・呉に嫁いだすずは、夫・周作とその家族に囲まれ、懸命に毎日の暮らし
を紡いでいく。新たな生活は、戦況の悪化で日々困窮していくが、そんなある日、すずは、迷い込んだ遊郭で
リンという女性に出会う。境遇は異なるものの、呉ではじめて出会った同世代の女性であるリンにすずは次
第に心を通わせていくが……
製作年：2019 年 / 製作国：日本 / 上映時間：168 分（2 時間 48 分 )
監督：片渕須直 / 声の出演：のん・細谷佳正・岩井七世

アルカスクラブ会員限定上映決定！

佐世保でのスクリーン上映は 1978 年以来 44 年振り！

監督・制作・脚本・特殊効果監督
スタンリー・キューブリック
原作・脚本
アーサー・C・クラーク

スタンリー・キューブリック監督作品 （1968年 アメリカ制作）
©2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

8月12日（金）18：30〜 20：49

（2時間19分） イベントホール

500 円

【アルカスクラブ会員限定料金（自由席･税込）】

音楽
ヨハン・シュトラウス
（美しき青きドナウ）
リヒャルト・シュトラウス
（ツァラトゥストラはかく語りき）
特撮（SFX）監修

ダグラス・トランブル

（ 会員1名に付き1枚を販売 ※200 席限定、アルカスSASEBOのみでの販売）
予告

アルカスクラブ会員 優待事業

 

アルカスSASEBO

イベントホール

アルカスクラブ･一般プレイガイド 同時発売

８月１３日（土）

“芸術の秋” に開催するアルカス SASEBO 四季の映画祭 “秋”。皆さんが、この季節に見たい映画はどんなジャンルですか？

ラブ · ストーリー、旅、ミュージカル、アート、スポーツ、グルメ、音楽……。
この季節ならではの作品や、今が旬の作品など、次回も大サービ
スでお届けします。
どうぞ、
ご期待ください！※プログラムは新創刊の情報紙
「Muse
（ミューズ）8-9 月号」
で発表します！

