1月
演 劇 演 芸 舞 踊
日

催

し

物

1日（祝・月）～ 30日（火） 鳳凰座 中野加津也
2日
（火）2018 年新春神楽まつり
3日
（水）新春落語

三遊亭歌之介

独演会

4日
（木）キューピット新春ダンスパーティ

時

間

場

所

料

金

連

絡

先

12:00 ～、18:00 ～ 清水劇場

¥1,900（各種割引有）

☎ 082（262）
3636

12:00 ～※ 3日も有

上野学園ホール

¥S 席 3,000、A 席 2,000

☎ RCC 文化センター内 082（222）0044

14:00 ～

広島県立総合体育館武道場

¥ 一般 3,000（3,500）、他

☎ 082（228）
1111

13:00 ～

JMS アステールプラザ多目的スタジオ ¥1,500（※前売りのみ弁当付）

☎ キューピット企画／金本082（292）5707

安佐南区民文化センター大広間

¥ 無料

☎ 082（879）
3060

8日（月・祝） 大学連携事業「おはなしむらへようこそ」
（出演：安田女子大学 児童文学研究会チロリン村） 13:30 ～
桂鯛蔵落語会

14:00 ～

東区民文化センター 3 階大広間

¥ 予約 2,000（2,500）、学生 1,000 ☎ 事務局 06（7175）
0590

初笑いんさい広島寄席

14:00 ～

南区民文化センタースタジオ

¥500（800）

らりーず 第 3 回コント LIVE「今が人生～東蟹屋編～」

17:30 ～

東区民文化センタースタジオ 1

¥1,300（1,500）

☎ 広島支部／岩﨑 090（7374）3620
らりーず xxrallysxx@gmail.com

14日まで有
11 日
（木）イスマエラによる①ダンスワークショップ＆クリエーション②パフォーマンス ①
② 14日14:00 ～ 東区民文化センター

¥ ①一般 2,000 ～（要申込）②無料

☎ クシマ 090（1686）6092

13 日
（土）劇団風の子がやってくるよ！
「いやだいやだのペンペロペェー」10:00 ～

¥ 無料（要申込）

☎ 広島中央保健生活協同組合082（532）1264

生協けんこうプラザ 5 階

広場に集まった仲間たちによる演劇公演「ウタとナンタの人助け」 14:00 ～、17:30 ～ 東区民文化センタースタジオ 2
14 日
（日）あさきた神楽公演（出演：宮乃木神楽団・琴庄神楽団）
古今亭菊志ん広島寄席

第 20 回公演

11:00 ～

安佐北区民文化センターホール

12:00 ～、15:00 ～ 南区民文化センタースタジオ

¥ 一般1,000、小学生以上高校生以下500 ☎ ひゅーるぽん 070（5671）8668
¥ 一般 1,500、中学生以下無料

☎ 082（814）
0370

¥2,000（2,500）

☎ 広島後援会事務局／尾崎090（3636）0272

恵比寿屋劇団～歌・踊りなど～

12:00 ～

天然温泉・クアハウス 神田山荘 ¥ 一般 750、被爆者 250（入場料） ☎ 082（228）
7311

実演！広島市内神楽団（高井神楽団）

13:00 ～

湯来ロッジ

¥500（未就学児無料）

☎ 0829（85）0111

笑いの学舎『あさみなみ落語会』※詳細→ P4

14:00 ～

安佐南区民文化センター大広間

¥500（700）

☎ 082（879）
3060

サムライ・ロック・オーケストラ 2018 広島公演「アメージング八犬伝」17:00 ～
広島よしもと ブチ LIVE（出演 : あらきあきゆき、他）
16 日
（火）社交ダンス

JMS アステールプラザ大ホール ¥S 席7,000、S 席こども 4,500、A 席4,500 ☎ SRO 運営事務局 03（5738）5438

17:00 ～

※24日18:00 ～も有

合人社ウエンディひと・まちプラザ ¥700

☎ チケットよしもと 0570（550）100

13:00 ～

※23日、30日も有

JMS アステールプラザ多目的スタジオ ¥400

☎ いきいき千田スポーツダンス／岡井082（243）7232

アステールプラザ芸術劇場シリーズ M&Oplays プロデュース「流山ブルーバード」※詳細→ P4 19:00 ～

JMS アステールプラザ大ホール ¥ 一般 7,500、U-25 シート 5,000 ☎ TSS 事業部 082（253）1010

18:30 ～※20日11:00 佐伯区民文化センタースタジオ
19 日
（金）おやこ向け朗読劇さえきコラボ劇場 おはなしおんがく 19 ※詳細→ P4 ～、14:00
～も有
20 日
（土）コスモス・ダンス・パーティー
劇団月曜会 2018 年前期公演「街道筋」※詳細→ P2
バズーカしげぞう ひとりコント マンスリーライブ

¥500、小学生以下 300

☎ 082（921）
7550

13:00 ～

JMS アステールプラザ多目的スタジオ ¥500

☎ コスモス・ダンス／八木090（3744）7531

時間は P2参照

H ACCA（アッカー）

¥ 一般 2,000、中高生 500

☎ 劇団月曜会 082（234）
9656

¥500

☎ 西山 080（4155）
8797

※21日、27日、28日も有
19:00 ～ ※ 2月24日、 東区民文化センター
3月31日も有

3 階大広間

10:30 ～

JMS アステールプラザ中ホール ¥ 無料

☎ 喜雲会／齊藤 082（243）1746

あさきた人形劇場※詳細→ P4

10:30 ～

安佐北区民文化センター大広間

¥ 無料

☎ JMS アステールプラザ内安佐北区担当082（244）8000

新春お笑いライブ～（笑）
てんか～

11:00 ～

青少年センターロビー

¥ 無料

☎ 082（228）
0447

こども劇場「新春おたのしみ会」
（出演：古典芸能南京玉すだれ広島保存会、他） 12:00 ～、14:30 ～ 5-Days こども文化科学館

¥ 無料

☎ 082（222）
5346

よしもとにぎわい劇場（出演：尼神インター、他）

12:00 ～、14:30 ～ ゲバントホール

¥ 大人3,000（3,500）、中・高校（2,500）、他 ☎ 082（249）
6223

エディオン蔦屋家電新春寄席

14:00 ～

21 日
（日）喜雲会

新春の大会

エディオン蔦屋家電

¥1,080（要予約）

☎ 082（264）
6511

カープ道 PRESENTS THE GEESE 第13回単独ライブ「果てしなきガム」 18:00 ～

広島 YMCA 国際文化ホール

¥2,800

☎ HOME082（221）7116

第 2 回 広島県高等学校ダンスフェスト

未定

安芸区民文化センターホール

¥ 無料

☎ 広島県高等学校ダンス連盟／石堂090（9736）0232

25 日
（木）劇団飛行船マスクプレイミュージカル オズの魔法使い

10:30 ～

上野学園ホール

¥A 席 2,500、B 席 2,000

☎ 劇団飛行船 06（6364）
3769

27 日
（土）話芸に親しむ 話・和・輪・ワー パート 110 ※詳細→ P4

14:00 ～

南区民文化センタースタジオ

¥700（1,000）

☎ 082（251）
4120

※28日11:00～、
劇団 Tempa 第9回公演「世界を崩したいなら泣いた雫を活かせ」※詳細→ P2 19:00～
横川シネマ
15:00 ～、18:00 ～も有

¥ 一般2,000（2,500）、大学生1,800（2,300）、他 ☎ 劇団 Tempa 090（5690）2062

あさきた神楽公演（追加公演）
（出演：鈴張神楽団）
28 日
（日）実演！広島市内神楽団（亀山神楽団）

20:00 ～

安佐北区民文化センターホール

¥ 一般 500、中学生以下無料

☎ 082（814）
0370

13:00 ～

湯来ロッジ

¥500（未就学児無料）

☎ 0829（85）0111

映 像
日

催

し

物

時

間

4日
（木）全天周映画「皇帝ペンギン ― ペンギン家族の 12 か月 ―」 平日（冬休みを除く）15:00 ～、土日祝・冬休み 13:00 ～※4月27日まで
6日
（土）RCC 開局 65 年記念上映会「この世界の片隅に」
10:30 ～、14:00 ～（字幕付き上映）
13 日
（土）「東京難民」上映会（主演：中村蒼）※詳細→ P2
10:30 ～、14:00 ～
20 日
（土）スクリーンライブ Hiroshima 7ｔｈ※関連→ P14
11:30 ～、15:00 ～
28 日
（日）QMF2017 吉松幸四郎監督作品「かわひらこ」
15:00 ～

8

場

所

5-Days こども文化科学館
安佐北区民文化センターホール
合人社ウエンディひと・まちプラザ
東区民文化センタースタジオ 1
南区民文化センタースタジオ

料

金

連絡先

¥ 大人 510、高校生・シニア 250 ☎ 082（222）5346
¥ おとな 1,000（1,200）、3歳～高校生800（1,000）☎082（814）0370
¥ 一般1,000（1,300）、高校生以下（500）☎090（7540）4596
¥ 一般800（1,000）、学生500
http://earthquake.chicappa.jp/
¥900
☎吉松 090（3749）6841

2018.1
場所／連絡先

日

内

「僕の村は戦場だった」
（1962年）

14：00～、18：00～

￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料

10：30～、14：30～

￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料

10：30～、14：00～

￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料

14：00～、18：00～

￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料

「ストーカー」
（1979年）

14：00～、18：00～

￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料

12日
（金）

「ノスタルジア」
（1983年）

14：00～、18：00～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

13日
（土）

「サクリファイス」
（1986年）

14：00～、18：00～

￥大人380、シニア180、小中高校生無料

「アンドレイ・ルブリョフ」
（1967年）
1月 タルコフス「惑星ソラリス」
（1972年）
キー特集
「鏡」
（1975年）
※詳細→P5

14日
（日）

（声の出演：高島忠夫、藤田淑子、増山江威子ほか）10：30～、14：00～
ファミリーシアター「アンデルセン物語」

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

16日
（火）

防災映画鑑賞会 「マグニチュード」
（出演：緒形直人、薬師丸ひろ子、田中邦衛ほか）

14：00～、18：00～

￥無料

17日
（水）

「短編集1-明治・大正のドキュメント」
（7作品）

14：00～、18：30～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

18日
（木）

「短編集2-蘇ったアニメーション」
（11作品）

14：00～、18：30～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

19日
（金）

「羅生門」
（出演:三船敏郎、京マチ子、森 雅之ほか）

10：30～、14：00～、18：30～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

10：30～、14：00～、18：00～

￥大人510、シニア250、小中高校生無料

10：30～、14：00～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

10：30～、14：00～、18：00～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

10：30～、14：00～、18：30～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

20日
（土）

「地獄門」
（出演:長谷川一夫、京マチ子、山形 勲ほか）
蘇ったフィルムた
「彼岸花」
（出演:佐分利信、田中絹代、山本富士子ほか）
ち ～東京国立近
（出演:フランキー堺、左 幸子、南田洋子ほか）
代美術館フィル 「幕末太陽傳」
ムセンター復元 「赤い陣羽織」
（出演:中村勘三郎、香川京子、伊藤雄之助ほか）
作品特集
「お早よう」
（出演:佐田啓二、久我美子、笠 智衆ほか）

21日
（日）
24日
（水）
25日
（木）
26日
（金）

八丁座 壱・弐
☎082（546）1158

金

6日
（土）

11日
（木）

日

料

￥大人380、シニア・高校生180、小中学生無料

10日
（水）

所

間

14：00～、18：30～

8日
（月・祝）

☎082（223）3525

時

「ローラーとバイオリン」
（1960年）

7日
（日）

映像文化ライブラリー

容

5日
（金）

10：30～、14：00～、18：30～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

27日
（土）

「秋日和」
（出演:原 節子、司 葉子、岡田茉莉子ほか）

10：30～、14：00～、18：00～

￥大人510、シニア250、小中高校生無料

28日
（日）

「秋刀魚の味」
（出演:岩下志麻、笠 智衆、佐田啓二ほか）

10：30～、14：00～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料

31日
（水）

「幸福」
（出演:水谷 豊、永島敏行、谷 啓ほか）

10：30～、14：00～、18：30～

￥大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
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（月・祝）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月・祝）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
●ロダン カミーユと永遠のアトリエ
（PG12）
●ドリーム ●この世界の片隅に

●シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺／二人椀久
●花筐 HANAGATAMI
（PG12）

●密偵（PG12）

●否定と肯定

●DESTINY 鎌倉ものがたり

●祈りの幕が下りる時
●ダンケルク

●オリエント急行殺人事件

●デトロイト

●女神の見えざる手

サロンシネマ1・2
☎082（962）7772

●ビジランテ
（R15+）
●新世紀、パリ・オペラ座

●ギフテッド

●光（R15＋）
●希望のかなた

●リュミエール！
●ゲット・アウト

●パーティで女の子に話しかけるには
●人生はシネマティック！
（PG12）

●ユダヤ人を救った動物園 アントニーナが愛した命

●キングスマン ゴールデン・サークル（PG12）
●ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ！

109シネマズ広島

●マジンガーZ INFINITY

（アルパーク北棟）

☎082（501）3103
主に1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＞
3日のみ●AAA 6日のみ●SOUND THEATRE × 夏目友人帳 ～音劇の章 2018～
13日・14日●ガルパライブ 15日のみ●JUN.K 21日のみ●NANA MIZUKI
27日のみ●和楽器バンド 27日～2月2日●MET トーマス・アデス《皆殺しの天使》
30日のみ●ミュージカル『刀剣乱舞』

●パディントン2 ●ジオストーム
●嘘を愛する女
●祈りの幕が下りる時
●ダークタワー

●キングスマン ゴールデン・サークル（PG12）

イオンシネマ広島
☎082（261）1310
主に1月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●西遊記 ヒーロー・イズ・バック
●ゴッホ 最期の手紙
＜ライブ・ビューイング＞
3日のみ●私立恵比寿中学迎春大学芸会 ●AAA
6日のみ●THE IDOLM@STER ニューイヤーライブ!!
8日のみ●DENGEKI MUSIC LIVE!!

●パディントン2 ●ジオストーム
●嘘を愛する女
●ル・アーヴルの靴みがき ●We Love Television?

●祈りの幕が下りる時
●星めぐりの町
●さざなみ

●MOOSIC LAB 2017
（期間中日替わりで8プログラム上映） ●追想

横川シネマ
☎082（231）1001

●風の色

●三里塚のイカロス※23日・24日・27日・28日休映

●戦争のはらわた デジタ
●米軍（アメリカ）が最も恐れた男 そ
ARAGANE※23日・27日・28日休映
ル・リマスター版※1日休 ●蠱毒 ミートボールマシン
（R15+） の名は、
カメジロー（アンコール上映）●鉱
●きっといい日が待っている
（PG12）※23日・27日・28日休映
映
●ゴーストロード
●ブランカとギター弾き
（R15＋）※23日・26日～28日休映
●夏の娘たち ひめごと
●草原に黄色い花を見つける ●ポルト
（PG12）
●丸※23日・26日～28日休映
●エンドレス・ポエトリー
←8日のみ●「恋とボルバキア」先行上映（小野さやか監督舞台挨拶）

TOHO
シネマズ緑井
☎050（6868）5030
主に1月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●キングスマン ゴールデン・サークル（PG12）
●伊藤くん A to E

●ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ！
●パディントン2 ●ジオストーム
●嘘を愛する女

＜ライブ・ビューイング＞
3日のみ●AAA

●CINEMA FIGHTERS
●祈りの幕が下りる時

●キングスマン ゴールデン・サークル（PG12） ●ナオト・インティライミ冒険記 旅歌ダイアリー2 後編
●映画 中二病でも恋がしたい！-Take On Me- ●DearGirl Stories~THE MOVIE3 the United Kingdom of KOCHI 後編「蒼の継承編」
●牙狼〈GARO〉神ノ牙-KAMINOKIBA
●劇場版 マジンガーZ INFINITY

広島バルト11
☎082（561）0600
主に1月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●悪と仮面のルール

●進撃の巨人

Season2～覚醒の咆哮～

●パディントン2 ●ジオストーム
＜ライブ・ビューイング＞
3日のみ●AAA
8日のみ●少女☆歌劇 レヴュースタァライト
30日のみ●ミュージカル『刀剣乱舞』

●嘘を愛する女

●咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A
●ザ・リング リバース
●祈りの幕が下りる時
●宇宙戦艦ヤマト2202
愛の戦士たち 第四章
天命篇 ●ダークタワー

26日のみ●ゲキ×シネタイム 蛮幽鬼→
●午前十時の映画祭「ペーパー・ムーン
（PG12）」

●午前十時の映画祭「アニー・ホール（PG12）」

●午前十時の映画祭
「バグダッド・カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版」
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