
◦主催 TAMA 映画フォーラム実行委員会

◦提携 公益財団法人多摩市文化振興財団

小田急多摩線、京王相模原線、多摩都市
モノレール 多摩センター駅徒歩５分

パルテノン多摩大ホール・小ホール ヴィータホール

京王線聖蹟桜ヶ丘駅徒歩２分
ヴィータコミューネ 8F

ベルブホール

小田急多摩線、京王相模原線永山駅
徒歩２分　ベルブ永山 5F

2018.11  発行：TAMA 映画フォーラム実行委員会  〒 206-0025 東京都多摩市永山 1-5 多摩市立永山公民館内  TEL:080-5450-7204（事務局直通）

私たちは
第28回映画祭TAMA CINEMA FORUM 

を応援しています

第28回映画祭TAMA CINEMA FORUM
11.17 [SAT] – 11.25 [SUN]

協力

京王電鉄株式会社
小田急電鉄株式会社
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター
株式会社ロッテ
サンリオピューロランド

ティアック株式会社
モランボン株式会社
オムロンヘルスケア株式会社
イオンシネマ多摩センター
グリナード永山会 

◦助成

ボルボ・カー 八王子

協賛
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11月17日 圡  パルテノン多摩 大ホール 

10:40　開場予定

11:10－13:09 寝ても覚めても［119分／監督：濱口竜介 主演：東出昌大］

14:10－16:10 万引き家族［120分／監督：是枝裕和 出演：リリー・フランキー、安藤サクラ］

16:30－18:30 授賞式
18:50－20:29 モリのいる場所［99分／監督：沖田修一 出演：山﨑努、樹木希林］

国内映画賞のトップバッター！ 活力溢れる作品・監督・俳優をいち早く紹介 !

第10回TAMA映画賞授賞式
【A-1】

前売 2,500 円  当日 2,800 円1 プログラム通し券

TAMA 映画賞は、明日への元気を与えてくれる・夢をみせてくれる活力溢れる＜いきのいい＞作品・監督・俳優を、
映画ファンの立場から感謝をこめて表彰します。華やかな授賞式と受賞作品の上映をどうぞお楽しみください。

選考対象：2017 年 10 月から 2018 年 9 月に一般劇場で公開された作品及び監督・キャスト・スタッフ
選考方法：TAMA 映画フォーラム実行委員（市民ボランティア）の合議により選考

ご登壇状況は http://www.tamaeiga.org/2018/award/ でご確認ください。

最優秀作品賞
濱口竜介 監督、スタッフ・キャスト一同

﹃寝ても覚めても﹄最優秀作品賞
是枝裕和 監督、スタッフ・キャスト一同

﹃万引き家族﹄

特別賞
沖田修一 監督及び山﨑努・樹木希林 

はじめ、スタッフ・キャスト一同

特別賞
上田慎一郎 監督、
スタッフ・キャスト一同

©2018 映画「寝ても覚めても」製作委員会 / COMME DES CINÉMAS ©2018 フジテレビジョン　ギャガ　AOI Pro. ©2017「モリのいる場所」製作委員会

最優秀男優賞
東出昌大

最優秀男優賞
松坂桃李

最優秀女優賞
安藤サクラ

最優秀女優賞
松岡茉優

最優秀新進男優賞
吉村界人

最優秀新進監督賞
今泉力哉 監督

最優秀新進監督賞
三宅 唱 監督

最優秀新進男優賞
吉沢 亮

最優秀新進女優賞
深川麻衣

最優秀新進女優賞
伊藤沙莉

（多摩センター）

私たちは第28回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています
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電話・FAX  042-374-7020

弓毛替え致します。使用しないピアノお引取します。
ピアノ調律・管、弦、和楽器修理

サウンドプラザ

〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘 1-60-5-102

TEL 042-373-0210
多摩市愛宕4-18-1

受付時間 月～土 9:00 ～ 19:00
日祭日 9:00 ～ 17:00

東京ガスグループだから任せて安心!!

東京ガスライフバル南多摩株式会社

ガス機器の販売・取付・工事から本格的リフォームまで
お住まいのことなら何でもご相談ください!

ガスも電気も東京ガスへ!

URL https://www.kyosaitec.co.jp/
TEL: 042-303-0888

「計測」「医療」「情報／通信」「環境」の分野における

電子機器製品の修理・サポートをメーカー問わず

総合的に行っています。

〒206-0041 東京都多摩市愛宕4-25-2

おまかせ下さい !!

サービスエース
東京都多摩市愛宕4-19-5 SAセンタービル2F

株式
会社

総 合 建 物 管 理
マ ン シ ョ ン 管 理
木材・石材の補修（リペア）

TEL 042-372-7325  FAX 042-338-1980

（管理組合運営補助）
（清掃・設備・警備）

http://www.service-ace.com

「 生涯就業力 」 を磨く

http://www.keisen.ac.jp/

〒206-0041 多摩市愛宕4-22-11
TEL. 042-374-3555 FAX. 042-374-1469 

多摩市落合1-9-3 セゾン・ド・大貫1F

住まいのことなら何でも！
お気軽にお問い合わせください。

八王子市・多摩市の
お部屋探し

多摩センター本店

物件情報が満載！
★ 紹介者特典もあります。詳しくはスタッフまで ★

TEL 042-338-7111

http://www.wako-g.co.jp/

多摩市豊ヶ丘４-６ 042-338-7200

 

 

 

☎

 

 

 

快適な住まいづくりのおてつだい
お住まいのリフォームお任せください。

有限会社 イワオ企画

http://www.iwaokikaku.com

人にやさしい

多摩市豊ヶ丘1-51-2（電話）042(374)2871

吉祥院

多摩八十八カ所十四番霊場
多摩十三仏霊場

真言宗智山派
多摩不動尊

東国花の寺百カ寺第六番札所

多摩センター店
ココリア店
北口店
堀之内店
心休マッサージ院

042-373-5552
042-339-2500
042-337-7217
042-675-6500
042-689-6066

新たに『鍼灸・マッサージ院』を新規開業しました！

漢方薬・健康相談・鍼灸マッサージ治療・処方箋調剤
多
摩
市

コサカ
薬局

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM
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※京王お買物券の有効期限は2018年12月31日（月）までです。

階 ：午 前 時 ― 午 後 時 ま で 月中の日・祝は午後 時 分まで

階―7 階 ：午 前 時 ― 午 後 時 分

営 業 時 間 の ご 案 内

２０１８

京 王 の お 歳 暮
7階ギフトセンター 月 日 木 → 月 日 月･振休 ＜最終日は午後 時まで＞

京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店
ギフトのりかえ

キャンペーン

12月24日(月・振休)まで

－ 骨のある人求む！来たれ！本格派映像作家！－ ノミネート 5 作品一挙上映&グランプリ発表 !!

第19回TAMA NEW WAVEコンペティション

ゲストコメンテーター

菊地健雄監督 片桐はいり氏
（俳優・もぎり）

（聖蹟桜ヶ丘）

©TAMA CINEMA FORUM

第 18回授賞式

私たちは第28回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています

1 プログラム通し券 前売 1,200 円  当日1,400 円

10:20　開場予定
10:30 － 11:20　チョンティチャ ［40 分／監督 : 福田芽衣］

11:30 － 12:57　ドブ川番外地［82 分／監督 : 渡邉安悟］

14:00 － 15:27　向こうの家［82 分／監督 : 西川達郎］

15:40 － 16:55　カルチェ［70 分／監督 : 植木咲楽］

17:10 － 18:44　オーファンズ・ブルース［89 分／監督 : 工藤梨穂］

19:00 － 19:45　ゲストコメンテーター VS 監督
20:00 － 20:20　授賞式

TAMA NEW WAVE は映画祭 TAMA CINEMA FORUM 内のプログラムとして 2000 年よりスタートした
“日本映画界に新風を送り込む新しい才能の発見” を目的とする中・長編コンペティションです。今
年で 19 回目を迎え、全国から集った応募作品のなかからノミネート 5 作品を一挙上映します。今年
のグランプリに輝く作品は…!!

【D-1】

11月23日（祝・金）  ヴィータホール 

tel: 042-337-6603
http://www.akaeda-clinic.com

多摩市関戸2丁目69-3

産科・婦人科・内視鏡下手術

毎週水曜日は「５倍ポイントの日」
○京王グループ共通ポイントサービス実施店

桜ヶ丘店

せいせきSC A館1F2F

AM10：00 ～ PM11：30
（2FはPM9：00）

京王線聖蹟桜ヶ丘駅

高幡店

京王高幡SC 1F2F

AM10：00 ～ PM11：30
（2FはPM9：00）
京王線高幡不動駅

稲城店

リトナード稲城 4F

AM10：00 ～ PM11：30

京王相模原線稲城駅

多摩センター店

東側 1F

AM10：00 ～ PM11：30

京王多摩センターSC

毎日のお買物応援します！

京王ストア 聖蹟桜ヶ丘駅周辺のお店情報が満載 !!

検索

桜ヶ丘商店会連合会
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映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

多摩市関戸4-72聖蹟桜ヶ丘駅徒歩１分 多摩市桜ケ丘 2-33-2 　TEL 042-376-8548

休診日：木・日・祝

ごとう歯科は今年もTAMA映画祭を応援します。
多摩市の芸術活動がより一層盛んになればとの想いから
11月11日（日）にパルテノン多摩小ホールで
「Coloration」を企画開催しました。

内科・外科・婦人科・整形外科・ホスピス

多摩市連光寺2-69-6

在宅診療ご相談ください

http://www.hijirigaoka.or.jp/
042(338)8111(電話)

多摩市関戸1-7-5 京王聖蹟桜ヶ丘SC C館3F

聖蹟桜ヶ丘

カラダだけでなくココロも明るく元気にする

042-337-2700
聖蹟桜ヶ丘駅徒歩1分

www.room-i.co.jp
info@room-i.co.jp

多摩市関戸1-11-8

株式
会社

 042-373-7539
9:30～ 18:30 （定休日：水曜日）
京王線聖蹟桜ヶ丘駅徒歩1分

営業時間

飯島不動産

http://www.kobori-dc.jp/

歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

※土曜午後は18:00まで 

多摩市関戸3-14-8 シェモア桜が丘101

あんしん、あったか、あかるく、元気。

診  療  時  間 15:00～ 19:00

Tel: 042-400-7223

9:30～ 13:30 /
休診日：日曜・祝日

新大栗橋交差点 レクサス多摩店目の前

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

生涯現役

公益社団法人 多摩市シルバー人材センター

地域で働き
地域に貢献

〒206-0013  東京都多摩市桜ヶ丘 4-40-1

◎派遣事業も始めました

042-371-3580 042-371-3619

多摩市連光寺1-8-3 042(372)4853

医療法人社団 みゆき会

みゆきクリニック

内視鏡内科（胃・大腸カメラ）
消化器内科・内科

地域の「ホームドクター」として貢献します。

春日神社バス停前
(電話)

東京都多摩市関戸4-23-1-505

公益社団法人
 東京都宅地建物取引業協会 南多摩支部 

http://www.takken-373tama.jp
Fax 042-372-8623Tel 042-372-8620

〒206-0011

不動産のことなら、
お近くのハトマークのお店に！

042-357-0511 http://seiseki-s.jpTEL

Seiseki Sakuragaoka Clinic

多摩市関戸 2-40-3  ハイマート第 4 聖蹟桜ヶ丘 102

院長： 田中 園子
 聖蹟桜ヶ丘クリニック 

皮ふ科（小児皮ふ科・一般皮ふ科）アレルギー科

8:50 ～ 12:30

診  療  時  間

14:20 ～ 16:3014:30 ～
休
休

休 休
休 休 休 休

〇
〇

〇
〇
〇 〇

受  付  時  間

9:00 ～

日 月 火 水 木 金 土

＊ 第1・3・5 土曜、
 祝日は休診日
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パルテノン多摩 小ホール（多摩センター）

17日（土）

 【B-1】 牙をむく男たちの魅力
▶ 11:15－13:30  孤狼の血［R15+］

 【B-2】 ファミリー・デー コナン&しんちゃん最新作上映 !　お土産つき !＜株式会社ロッテ提供＞ 
▶ 15:00－15:20  ファミリー・デー・スペシャル・イベント
▶ 15:20－17:04  映画クレヨンしんちゃん　爆盛 !カンフーボーイズ ～拉麺大乱（らーめんたいらん）～
▶ 17:15－19:05  名探偵コナン　ゼロの執行人（しっこうにん）

18日（日）

 【B-3】 最優秀新進監督特集 ―― 今泉力哉＆三宅 唱 ――
▶ 11:00－12:51  パンとバスと2度目のハツコイ
▶ 13:10－14:56  きみの鳥はうたえる
▶ 15:00－15:40  トーク G 今泉力哉監督、三宅 唱監督

 【B-4】 東出昌大 ―― 躍動と温もりと ――
▶ 17:15－19:14  寝ても覚めても
▶ 19:25－19:55  トーク&表彰式 G 東出昌大氏

23日（祝・金）

 【B-5】 TCF 特選洋画上映 
▶ 10:00－11:52  フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法［アメリカ］ 
▶ 12:10－14:22  君の名前で僕を呼んで［伊・仏・ブラジル・米］ ［PG12］

 【B-6】 名優・樹木希林
▶ 15:00－16:44  歩いても 歩いても
▶ 16:55－18:53  わが母の記

24日（土）

 【B-7】 日本のジャーナリズムを考える
▶ 10:00－12:17  タクシー運転手 約束は海を越えて［韓国］
▶ 12:35－14:31  ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書［アメリカ］
▶ 14:35－15:15  トーク G 望月衣塑子氏（東京新聞社会部記者）

 【B-8】 大九明子監督特集
▶ 16:00－17:57  勝手にふるえてろ
▶ 18:10－19:39  ―― 特別先行プレビュー ―― 美人が婚活してみたら
▶ 19:40－20:20  トーク G 大九明子監督

［R15+］この作品は 15 歳未満の方のご鑑賞はできませんG ゲストあり

©U/F・S・A・A 2018

©2018 映画「寝ても覚めても」製作委員会 / 
COMME DES CINÉMAS 

©HAKODATE CINEMA IRIS

©Frenesy, La Cinefacture

©2017 SHOWBOX AND THE LAMP. ALL 
RIGHTS RESERVED.

©2008「歩いても 歩いても」製作委員会

©2017 映画「勝手にふるえてろ」製作委員会

再

首都圏西支社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビル2号館11階  TEL 03-3342-2301

［PG12］12 歳未満の方は、保護者の同伴が適当です

一般（標準チケット） 前売  1,200円 当日  1,400 円

子ども（４歳～小学生） 前売  800円 当日   900円
チケット

障がい者とその付添者1名・60 歳以上の方・支援会員は前売料金で当日ご覧になれます。

  

多摩市豊ヶ丘1-58 ライフステージ豊ケ丘２-105  

 

Hair make studio ＡＲＳ
ヘアメイクスタジオアルス

水～月、祝　9：00～19：00 

定休日　火曜日、第1・3月曜日  

落ち着いた雰囲気の中で、きめ細かい技術・サービスを
心掛けているサロンです 

ご来店はネット予約が便利です 
http://b.hpr.jp/cd/H000176193/

プレミアムチケット

プレミアムチケット

プレミアムチケット

前売  1,500円　 当日  1,800 円
【B-3】最優秀新進監督特集、【B-4】東出昌大、
【C-12】遊戯シリーズ、【D-4】深川麻衣は上記の価格になります

私たちは第28回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています
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暮らしをつなぐ暮らしをつなぐ
ココロをつなぐココロをつなぐ

全館年中無休

京王・小田急・多摩モノレール「多摩センター」駅前

http://www.okanoueplaza.com

多摩市落合一丁目30番地1
TEL: 042-357-8626

LINE 限定のお得な情報を配信中！ @gokurakuyu-tama

営業時間

多摩センター店
サンリオピューロランドとなり

（土日祝は7:00～）

（土日祝は9:30～）

（駐車場:170台）

ニュータウンライフのトータルアシスタント

株式会社 多摩ニュータウンサービス

東京都多摩市落合6-15-6
電話 042-371-1831（代） FAX 042-376-7441
http: //www.tamanew.com/

https://blog.benesse.ne.jp/stardome/

“初めてのプラネタリウム”
多摩市落合1-34  株式会社ベネッセコーポレーション 21F

My First Planetarium

ココリア多摩センター店

〒206-0033 多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター B1F

フリーダイヤル：0120-02-1568
営業時間　10：00～19：00（年中無休）

よくわかる！ほけん案内

☎ 042-316-8570 

糖尿病・高血圧・
脂質異常症・
一般内科 ほか

多摩センター駅徒歩３分
多摩市落合 1-38  マグレブパーキングビル1F

※詳細は電話にてお問い合わせください

内科、専門外来あり

人間ドック等各種取扱いあり

バス停

（第 1・3・5のみ）

オーダーメイド革手袋の専門店 

〒206-0033 多摩市落合１丁目１－19  須藤ビル 1F

オーダーメイド革手袋
多摩に根付いて30年

営業時間 10:00～18:00

http://blossomglove.sakura.ne.jp

TEL: 042-376-3878

ブロッサム

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM
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14 時からグリナード１号ホール（グリナード
永山 5F で「団地団、TAMA に参上 2018」第
2 部あり。（【C-13】 の半券でご参加できます）

【C-13】団地団、TAMA に参上 2018

© 妹尾朝子（うめ）

ベルブホール（永山）

17 日（土）  【C-1】 作品を豊かにする個性派俳優 ――祝！新進俳優賞・伊藤沙莉、吉村界人――
▶11:00－12:34  獣道［R15+］　▶12:50－14:４0  榎田貿易堂［R15+］

18 日（日）

 【C-2】 映画のあたらしい可能性
▶10:30－12:27  ゾンからのメッセージ　▶12:50－14:10  わたしたちの家
▶14:10－14:50  トーク G 清原 惟監督、佐々木 敦氏（批評家/HEADZ）ほか

 【C-3】 異形の饗宴 ― ベルトラン・マンディコ監督特集 ー日仏映画交流ー 共催：広島国際映画祭

▶15:30－16:21  ホルモン▶16:30－17:08  アポカリプス・アフター▶17:15－19:05  ワイルド・ボーイズ［フランス］
▶19:10－20:00  トーク G ベルトラン・マンディコ監督、エリナ・レーヴェンソン氏（女優）

20 日（火）

 【C-4】 昭和を彩る個性派監督 ――Vol. 1 鈴木清順監督――
  －文化庁／国立映画アーカイブ　平成 30 年度優秀映画鑑賞推進事業－
▶ 10:00－11:26  けんかえれじい　▶ 12:10－13:32  東京流れ者

 【C-5】 TAMA NEW WAVE ある視点 －Vol. 1－ 
▶14:30－15:34　撤退、及びそれに伴う孤独についてのブルースと超越論的銃撃戦　▶15:45－16:30　シアノス
▶16:40－18:22　52ヘルツの鯨　▶18:35－19:20　すばらしき世界　 ▶19:30－20:58　あなたにふさわしい

21日（水）

 【C-6】 昭和を彩る個性派監督 ――Vol. 2 岡本喜八監督――
  －文化庁／国立映画アーカイブ　平成 30 年度優秀映画鑑賞推進事業－
▶ 10:00－11:48  独立愚連隊　▶ 12:10－14:47  日本のいちばん長い日

 【C-7】 TAMA NEW WAVE ある視点 － Vol. 2 － 
▶ 15:30－16:52　さらば大戦士トゥギャザーＶ　▶ 17:05－17:48　ただ・いま　
▶ 17:55－18:30　dear TOKYO　▶ 18:40－19:15　棘の向き　 ▶ 19:25－21:10　Thank you for coming 

22日（木）
 【C-8】 TAMA NEW WAVE ある視点 － Vol. 3 －  
▶ 15:00－15:59　茶漬けの味　▶ 16:10－16:46　ヴィニルと烏　▶ 16:55－17:39　リクエスト・コンフュージョン　
▶ 17:50－19:10　歌ってみた 恋してみた　▶ 19:20－20:58　想像だけで素晴しいんだ -GO TO THE FUTURE-

23日（祝・金）

 【C-9】 台湾映画 青春映画の系譜
▶10:00－11:50  あの頃、君を追いかけた　▶12:10－13:34  藍色夏恋
▶13:35－14:15  トーク G 有坂 塁氏（移動映画館「キノ・イグルー」代表）

 【C-10】 平成の終わりに原 一男が伝えたいこと
▶15:00－18:45  ニッポン国VS泉南石綿村（途中休憩有）
▶18:50－20:20  トーク G 原 一男監督

24日（土）

 【C-11】 アピチャッポン×遠藤麻衣子
▶11:00－12:54  ブンミおじさんの森［英・泰・独・仏・西］ ▶13:10－14:26  KUICHISAN
▶14:26－14:56  トーク G 遠藤麻衣子監督、夏目深雪氏（批評家、編集者）

 【C-12】 遊戯シリーズ40周年 「素敵なゲームをありがとう」
▶16:00－17:29  最も危険な遊戯　▶17:40－19:12  殺人遊戯
▶19:12－19:50  トーク G 村川 透監督

25日（日）

 【C-13】 団地団、TAMAに参上2018
▶11:00－12:26  下町の太陽
▶12:30－13:20  トーク G 団地団

 【C-14】 特集“非”本格派時代劇だよ。
▶16:00－18:04  真夜中の弥次さん喜多さん
▶18:10－19:07  小河ドラマ 織田信長
▶19:10－19:45  トーク G 細川 徹監督、三宅弘城氏

©2017 THIRD WINDOW FILMS

文化庁／国立映画アーカイブ

文化庁／国立映画アーカイブ

© 疾走プロダクション©Sony Music Entertainment Taiwan Ltd.
写真提供㈱マクザム

©Kick the Machine Films

©1963 松竹株式会社 © 時代劇専門チャンネル

© 東映

※  14 時からグリナード１号ホール（グリナード永山 5F）で「団地団、TAMA に参上 2018」
第 2 部あり。（本プログラム半券でご参加できます）

プレミアムチケット

私たちは第28回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています

［R15+］この作品は 15 歳未満の方のご鑑賞はできませんG ゲストあり
［PG12］12 歳未満の方は、保護者の同伴が適当です
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電気工事・空調工事・設計施工
東京都知事許可（般-27）第80514号

デジタル産業株式会社
多摩市永山 6-2-9  エミナン永井106
TEL 042-376-8881(代表) FAX 042-375-0012
http://d-sangyo.com/  E-mail: akiyama-m@d-sangyo.com

電気工事の未来を拓く

株式会社 小磯組
多摩市乞田 1197

042(374)1859TEL
〒206-0014

一般土木・舗装工事

永山駅前郵便局隣り

永山耳鼻咽喉科

多摩市永山1-5-211  2F　    042-373-8741

火 · 土 · 日／ 9:00 ～ 12:00（午後休診）
診療時間／ 9:00 ～ 12:00　15:00 ～ 19:00

休診日／木曜・祝日

NAGAYAMA

● 西友永山店 10:00 ～ 22:00

〒206-0025 東京都多摩市永山1-4

● 専門店 10:00 ～ 20:00    

http://www.greenade.com/

☎ 042 (373) 6091（代）グリナード永山会

* HPリニューアルいたしました。

● 飲食店 11:00 ～ 21:00（一部店舗は除きます）
［営業時間］

「あなたの街のとっても元気な生活館」

多摩市永山 6-9-3 ハイム永山105　

定休日   日曜日
営業時間  10時～18時　

自然の素材を生かしたケーキ

ナチュランド
手作りのケーキと焼菓子を
ご指定の時間にお届けします

材料はすべて本物
添加物は一切使用して

おりません

http://www.natuland.jp/ natuland@natuland.jpe-mail

TEL 042-337-1020  
FAX 042-337-1026

イタリアの家庭料理レストラン

Tel: 042-319-3719
〒206-0024 多摩市諏訪1-65-1 永山ハウス102

［ランチ］11:30～15:00 (14:30 L.O.)　
［ディナー］17:30～21:30 (21:00 L.O.)　

※不定休

「きっちんカラーカ」で検索 Tel. 042-356-4343 Fax. 042-356-4300

Fax. 042-311-6600Tel. 042-311-6565

本社

多摩営業所

多摩市永山1-17-11

多摩市東寺方1-20-5

東京多摩グリーンロータリークラブ会員

多摩市諏訪 5-10-1

042-375-7753
休診日: 木・日・祝

内科・皮膚科

多摩クリニック
地域のかかりつけ医として
貢献したいと願っております。

☎

042-400-7138

http://www.handsclover.com

地域に根ざした医療を目指します

多摩市諏訪5-9-10

処方せん調剤　在宅医療

永山店

フリーダイヤル 0120-1-365-24

グループ葬儀件数16000 件の実績グループ葬儀件数16000 件の実績

お急ぎのご依頼からじっくり検討する事前相談まで、いつでもお電話ください メモリードのお葬式 検索

鎌倉街道沿い 「永山橋」交差点すぐ

第28回映画祭チケットはこちらで
ｅ＋（イープラス）

※ ファミリーマート店頭端末 
Fami ポートでも取扱い

チケットパルテノン（パルテノン多摩） 

啓文堂書店 多摩センター店 / くまざわ書
店 永山店 / くまざわ書店 桜ケ丘店
多摩市立永山公民館（ベルブ永山）
多摩市立関戸公民館（ヴィータコミューネ） 

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM
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＊痔 専門病院 
＊直腸がん・大腸がん検査 
＊大腸内視鏡 

医療法人社団桧垣会 

多摩肛門科病院 
☎０４２‐６７４‐１７００ 

 

八王子市堀之内３－９－１４ (京王堀之内より徒歩10分） 

http://www2u.biglobe.ne.jp/~tamakoh 
診療時間：9：00～１２：００  休診日：日曜・祝日

ヴィータホール（聖蹟桜ヶ丘）

23 日（祝・金） 【D-1】 第19回TAMA NEW WAVE コンペティション　
―― 骨のある人求む！来たれ！本格派映像作家！ ―― ノミネート5作品一挙上映＆グランプリ発表!!　本紙4Ｐ参照

24 日（土）

 【D-2】 『カメラを止めるな！』
▶12:00－13:36  カメラを止めるな！
▶13:45－14:30  トーク G カメ止めチーム

 【D-3】 東京国際サメ映画祭 in TAMA
▶15:30－17:30  シャークネードラスト・チェーンソー

 * 2D での上映になります。また上映の前後にトークがあります
▶17:40－19:30  トーク G ― サメらを止めるな！ ―

中野ダンキチ氏（サメンテイター）、藤田みさ氏（ラジオパーソナリティー）、中野将樹氏（芸術家）ほか

25 日（日）

 【D-4】 深川麻衣 ― この先へ
▶10:00－11:51  パンとバスと2度目のハツコイ
▶12:00－12:40  トーク G 深川麻衣氏、志田彩良氏

 【D-5】 枝 優花監督特集
▶14:00－14:42  さよならスピカ　▶14:50－15:20  放課後ソーダ日和（3話分）
▶15:30－17:11  少女邂逅
▶17:11－17:50  トーク G 枝 優花監督ほか

医 療 法 人 社 団   恵 仁 会
 

 

循環器内科・UAE・下肢静脈瘤 

調布市菊野台1-14-12
TEL 042-488-0171 TEL 042-366-0366 TEL 042-365-1211

http://www.chofu-keijinkai.com

調布 keijinkai クリニック

急性期医療と在宅をつなぐ地域医療支援病院

府中市住吉町1-34-6 府中市住吉町5-21-1 

http://www.366rehabili.com http://www.fuchu-keijinkai.or.jp 

366リハビリテーション病院府 中 恵 仁 会 病 院

必要なときに
必要な医療を提供

救急車2台導入しています

安心低価格 ＆ 多彩なプラン！ 

トータルオーダーメイドビューティー 

日本一低料金の増毛ヘアパーク

〒192-0081 八王子市横山町14-8 二宮ビル1F, B1
営業時間 10:00～19:00

https://www.gokuburohananokumo.com/
TEL: 042-621-3331

東京都美容生活衛生同業組合加盟店

©2017 映画「パンとバスと 2 度目のハツコイ」
製作委員会

©2017「少女邂逅」フィルムパートナーズ

©ENBU ゼミナール

FreeDial 0120-48-1009

不 動 産 の 売 却 ・ 購 入 の ご 相 談 承 り ま す

町田支店東京建物不動産
販　売

  

相模原市南区文京2-7-2  

 marimo助産院

TEL＆FAX 042-766-4381

一般社団法人 子育てサポートハウス

marimo助産院は妊娠・出産・
子育てがあなたらしく健康的に
経過できるよう寄り添います

https://www.marimo-josanin.com

文具の
一般事務用品・事務機OA用品・印刷・法令様式

多摩市関戸2－39－9  〒206－0011

TEL
FAX
E-mail:info@ti5.co.jp
http://www.bungu-taiko.com

（042）375-6750
（042）374-2411

プレミアムチケット

私たちは第28回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています

G ゲストあり
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多摩市桜ケ丘 4-2-5 
(桜ヶ丘4丁目ロータリー)

休診日：日曜、祭日、土曜午後

由井歯科医院
東京都多摩市桜ヶ丘の歯医者さん

TEL 042-375-6443

〇
〇

〇
〇 〇

〇
〇
〇

〇
〇 〇9:00 ～ 13:00

14:30 ～ 18:00

日月 火 水 木 金 土診 療 時 間 今治建設(株)
多摩市関戸1-5-1　電話 042-373-7471

http://www.imabari-kensetsu.co.jp
e-mail imabari@imabari-kensetsu.co.jp

相続や遺言、不動産や会社の登記、
成年後見、許認可のご相談、承ります！

東京多摩グリーンロータリークラブ会員

多摩市関戸6-14-7
 TEL 042-375-3655
 FAX 042-375-3674

ホッとするお風呂場作りの会社です 地酒の小山商店

日本全国の幻の地酒･手造り甕壺仕込み焼酎･無添加ワイン･無添加食品

大吟醸・生酒　全て低温貯蔵管理 !!

創業大正三年

雑貨･灯油･タバコ･塩･宅配便・配達OK (多摩市内）
（毎月第三日曜日定休日）

多摩市関戸5-15-17 (電話) (代)042(375)7026

まえはら小児科
〒206-0011 多摩市関戸 4 丁目 72

聖蹟桜ヶ丘オーパ 5F
TEL 042-374-5028
FAX 042-374-5024

TEL: 042-375-8215
http://www.tamacho.ac.jp

学校法人　井上学園

向陽台高等学校 多摩調理キャンパス

〒206-0011多摩市関戸4-20-3

京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東口から徒歩3分

東京多摩調理製菓専門学校

PC

Since1968

多摩市東寺方1-3-15 042-374-3570

観藏院
多摩十三仏霊場

瑠璃光山

曹洞宗

☎

〒206-0011 東京都多摩市関戸 2-69-3  
TEL: 042-357-3030  FAX: 042-357-3032

私達はお子様の健康と
健やかな成長を願うご家族を応援します。

多摩市関戸6-25-24

代表 大松 誠二

042(338)6454

（有）ポイント・フォー企画

(電話)

土地・家屋の運営・管理

東京多摩グリーンロータリークラブ会員

多摩市関戸4-72
　　

(電話) 042(355)0002

創業50余年、地域に根ざした不動産会社です。

http://ishizaka-cc.co.jp

石坂商事(株)

土地と住まいの

ヴィータ・コミューネ1F
042-401-9464

http://www.sakura-dentaloffice.com

ホワイトニング・矯正相談対応

多摩市関戸4-6-5-1F

診療時間／ 9:00～ 11:30　13:30～ 17:00
休診日／日曜・祝日・火曜・土曜午後

親切・丁寧な治療で歯を守る

さくら歯科さくら歯科
SAKURA Dental Office

TEl: 042-372-6463
ホームページ http://www.tamagrc.join-us.jp/
Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp

国際ロータリー第 2750 地区

東京多摩グリーンロータリークラブ

お問い合せ

増強から広げる

わたしたちは多摩市内の社会奉仕団体です。
会員募集中 !　一緒に活動しませんか？

　TAMA 映画フォーラム実行委員会の支援会員に
なっていただくことで、さまざまな特典をご利用い
ただけます。映画を通じた市民の広場として活動を
ひろげていくため、多くの方のご理解とご協力をお
願い申し上げます。
特典①：�映画祭 TAMA�CINEMA�FORUMご来場時に

パンフレットを贈呈。
特典②：�映画祭TAMA�CINEMA�FORUMの当日チケッ

トを前売価格にて。（予定数終了などによ
る当日チケット販売停止時を除く。）

特典③：�年数回開催の映画フォーラム特別上映会の
当日チケットを、支援会員特別価格にて。

特典④：�年数回、TAMA映画フォーラム実行委員会
の活動状況のおしらせ。

など詳細は http://www.tamaeiga.org/support/ にて

支援会員制度の
お願い

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM



映画祭出張展示会開催中！
アンケートにご回答で素敵なグッズプレゼント

映画祭出張展示会開催中！
アンケートにご回答で素敵なグッズプレゼント

私たちは第28回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています


