第29回映画祭TAMA CINEMA FORUM
11.17 [SUN.] , 11.23 [SAT.] –12.1 [SUN.]
私たちは

第29回映画祭TAMA CINEMA FORUM

を応援しています

◦主催 TAMA 映画フォーラム実行委員会
◦共催 公益財団法人多摩市文化振興財団
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私たちは第29回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています

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11回TAMA映画賞

!

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。映画祭期間中に上映される受賞作品・受賞者関連プログラムをどうぞお楽しみください。
選考対象：2018 年 10 月から 2019 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

最優秀作品賞 ﹃嵐電﹄
鈴木卓爾 監督及び

最優秀男優賞
井浦 新

スタッフ・キャスト一同

11.17（日）中央大学 クレセントホール
【A-1】第 11 回 TAMA 映画賞授賞式
12.1（日）パルテノン多摩 小ホール
【B-8】あふれる映画愛 井浦新 特集

最優秀作品賞 ﹃長いお別れ﹄
中野量太 監督及び
スタッフ・キャスト一同

11.17（日）中央大学 クレセントホール
【A-1】第 11 回 TAMA 映画賞授賞式

最優秀男優賞
山﨑 努
最優秀女優賞
蒼井 優
©2019『長いお別れ』製作委員会

最優秀女優賞
前田敦子

©Migrant Birds/Omuro/Kyoto Univercity of Art and Design

特別賞
藤井道人 監督及び

最優秀新進女優賞
シム・ウンギョン

スタッフ・キャスト一同

11.24（日）パルテノン多摩 小ホール

【B-4】映画界のミューズ 女優・前田敦子

11.30（土）パルテノン多摩 小ホール
【B-5】日本のジャーナリズムを考える 2019

旅のおわり世界のはじまり

©2019「旅のおわり世界のはじまり」製作委員会／ UZBEKKINO

最優秀新進男優賞
成田 凌

新聞記者

©2019『新聞記者』フィルムパートナーズ

最優秀新進監督賞
山戸結希 監督

最優秀新進女優賞
岸井ゆきの

11.23（祝・土）パルテノン多摩 小ホール
【B-2】スクリーンに映える魅惑の役者 成田凌

最優秀新進男優賞
清水尋也

11.30（土）パルテノン多摩 小ホール

【B-6】暗闇の中の光 ――山戸結希監督特集――

最優秀新進監督賞
奥山大史 監督

愛がなんだ

©2019 映画「愛がなんだ」製作委員会

12.1（日）ヴィータホール

【D-2】逆輸入型新進気鋭監督 長久允×奥山大史
ホットギミック ガールミーツボーイ

© 相原実貴・小学館／ 2019「ホットギミック」製作委員会

特別賞
新海誠 監督及び

僕はイエス様が嫌い

©2019 閉会宣言
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スタッフ・キャスト一同

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

弓毛替え致します。使用しないピアノお引取します。

サウンドプラザ
電話・FAX

042-374-7020

〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘 1-60-5-102

ヘアメイクスタジオアルス

Hair make studio ＡＲＳ

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

あなたのマチが、
どこでも、カフェになる。

FAX、ATM
ローソンチケット、コピー

漢方相談、処方箋調剤・鍼灸マッサージはコサカ薬局へ

漢方薬・レバコール（体質強化に）・キヨーレオピン

コサカ
薬局

水～月、祝 9：00～19：00
定休日 火曜日、第1・3月曜日
ご来店はネット予約が便利です

http://b.hpr.jp/cd/H000176193/
多摩市豊ヶ丘1-58 ライフステージ豊ケ丘２-105
東京ガスグループだから任せて安心!!

多摩和田店

多摩市

ピアノ調律・管、弦、和楽器修理

ガスも電気も東京ガスへ!
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!

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

「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。

東京ガスライフバル南多摩株式会社
多摩市愛宕 4-18-1

TEL 042-373-0210

042-356-2550

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

多摩市和田 2005-7

〒206-0041 東京都多摩市愛宕4-25-2
TEL: 042-303-0888

URL https://www.kyosaitec.co.jp/
多摩八十八カ所十四番霊場
多摩十三仏霊場
東国花の寺百カ寺第六番札所

真言宗智山派
多摩不動尊

吉祥院

TEL. 042-374-3555 FAX. 042-374-1469

〒206-0041 多摩市愛宕4-22-11

おまかせ下さい !!

総 合 建 物 管 理（清掃・設備・警備）
マ ン シ ョ ン 管 理（管理組合運営補助）
木材・石材の補修（リペア）

多摩大学

多摩市豊ヶ丘1-51-2 （電話）042(374)2871

都市郊外型の高齢化に立ち向かうジェロントロジー

サービスエース

株式
会社

東京都多摩市愛宕4-19-5 SAセンタービル2F
TEL 042-372-7325 FAX 042-338-1980

文部科学省 平成29年度「私立大学研究ブランディング事業」採択

http://www.service-ace.com

人にやさしい

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。

「生涯就業力」を磨く

有限会社 イワオ企画
多摩市豊ヶ丘４-６

☎ 042-338-7200

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

http://www.iwaokikaku.com
外来
入院

内科・消化器内科・老年精神科
リハビリテーション科・もの忘れ診断
179
床

健診
脳ドッグ

一般病棟・地域包括ケア病棟
回復期リハビリテーション病棟 等

外来
通所リハビリ
（デイケア）

042-310-0333（代表）

【休診日】
多摩市中沢2-5-1
土曜午後・日曜・祝日 【多摩南部地域病院から徒歩2分】

訪問看護
ステーション

訪問
診療

外来

居宅介護支援事業所
（ケアプラン作成）

日曜・祝日も
午前オープン

【休診日】
土曜・日曜午後・祝日午後

042-375-9581（代表）
多摩市貝取1431-3
【永山駅より徒歩8分】

内科・小児科

訪問
診療

暮らしに寄り添うかかりつけ医

あいクリニック

天本病院
在宅療養支援

内科・消化器内科・呼吸器内科
循環器内科・老年精神科・整形外科

あいクリニック中沢
各種健診
予防接種

042-311-2820（代表）

多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢A棟1階
【診療日】月曜・火曜午前・木曜午前・第2･4水曜午後
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私たちは第29回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています

第20回TAMA NEW WAVEコンペティション

【D-1】

— 骨のある人求む！来たれ！本格派映像作家！— ノミネート 6 作品一挙上映&グランプリ発表 !!

11月30日（土） ヴィータホール

（聖蹟桜ヶ丘）

1 プログラム通し券 前売 1,200 円 当日 1,400 円

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 20 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 6 作品を一挙上映します。
今年のグランプリに輝く作品は…!!
10:30 － 11:12
11:20 － 12:31
13:30 － 14:37
14:50 － 16:05
16:20 － 16:56
17:05 － 18:41
19:00 － 19:40
20:00 － 20:20

第 19 回授賞式（2018 年）

ワンダラー［32 分 / 監督：小林瑛美］
レイのために［66 分 / 監督：坂本ユカリ］
おばけ［62 分 / 監督：中尾広道］
愛うつつ［70 分 / 監督：葉名恒星］
春［31 分 / 監督：大森歩］
旅愁［91 分 / 監督：呉沁遥］
ゲストコメンテーター VS 監督
授賞式

ゲストコメンテーター
©TAMA CINEMA FORUM

特典あり！ 一般審査員を募集しています！
一般審査員としてご参加いただく皆様には、審査日当日、
コンペティションプログラムへの入場が無料＋映画祭の
パンフレットをプレゼントいたします。
また、審査日当日を含む一部プログラムに無料ご招待。
詳しくは映画祭公式サイトをご覧ください。

今泉力哉 監督

ギフトのりかえ
キャンペーン
12月23日(月)まで

京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店
2019 WINTER GIFT

京王のお歳暮

7階ギフトセンター

11月7日(木)→12月23日(月)＜最終日は午後4時まで＞

産科・婦人科・内視鏡下手術

営 業 時 間 の ご 案 内
1階
：午 前 1 0 時 ― 午 後 8 時 ま で (11月中の日・祝は午後7時30分まで)
2 階―7 階 ：午 前 1 0 時 ― 午 後 7 時 3 0 分
聖蹟桜ヶ丘店 年内は、休まず営業いたします。＜12月31日（火）は全館午後6時まで＞

多摩市関戸2丁目69-3 tel: 042-337-6603
http://www.akaeda-clinic.com
※京王お買物券の有効期限は2019年12月31日(火)までです。

毎日のお買物応援します！

京王ストア
桜ヶ丘店
AM10：00 ～ PM11：30
（2FはPM9：00）
京王線聖蹟桜ヶ丘駅
せいせきSC A館1F2F

高幡店

稲城店

多摩センター店

AM10：00 ～ PM11：30 AM10：00 ～ PM11：30 AM10：00 ～ PM11：30
（2FはPM9：00）
京王相模原線稲城駅 京王多摩センターSC
京王線高幡不動駅
リトナード稲城 4F
東側 1F
京王高幡SC 1F2F

○京王グループ共通ポイントサービス実施店
毎週水曜日は「５倍ポイントの日」
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TAMA映画フォーラム実行委員会は、
これからも地域の皆様と、
映画を通した交流の場づくりに
取り組みます。
TAMA映画フォーラム実行委員会に
ついて

https://www.tamaeiga.org/about/

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

生涯現役
地域で働き
地域に貢献
◎派遣事業も始めました
公益社団法人

多摩市シルバー人材センター

〒206-0013 東京都多摩市桜ヶ丘 4-40-1

多摩市関戸 4-72

聖蹟桜ヶ丘駅徒歩１分

042-371-3580

休診日：木・日・祝
ごとう歯科も変化します。
副院長の息子が11月1日㈪に府中駅前で開業しました。
「府中エンライトデンタルクリニック」
府中市府中町1-6-1 吉沢ビル2F TEL 042-306-6998

042-371-3619

多摩市桜ケ丘 2-33-2

林歯科医院

医療法人社団 みゆき会

みゆきクリニック

【診療】月火水金土 9：00～18：00
（※土曜日は17：00まで）

地域の「ホームドクター」として貢献します。

042-337-5454

多摩市連光寺2-69-6
(電話)

042-338-8111

多摩市連光寺1-8-3

多摩市関戸2-40-27 SAラッシュビル2F

https://www.hijirigaoka.or.jp/

042-376-8548

内科・消化器内科・内視鏡内科

HAYASHI DENTAL CLINIC

内科・外科・婦人科・整形外科・ホスピス
人間ドック・市健診

TEL

春日神社バス停前
(電話)

042(372)4853

https://www.hayashi-dent.net/

聖蹟桜ヶ丘駅周辺のお店情報が満載 !!

株式
会社

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

検索

桜ヶ丘商店会連合会

飯島不動産

営業時間

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

多摩市関戸 1-11-8

あんしん、あったか、あかるく、元気。

もっと伸ばしたい生徒が選ぶ塾、
もっとも伸びている生徒が集まる塾

私塾 多摩ロベルト
指導実績48年、地域に根ざした寺子屋私塾

歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科
診 療 時 間

9:30 ～ 13:30 / 15:00 ～ 19:00

※土曜午後は18:00まで

休診日：日曜・祝日

新大栗橋交差点 レクサス多摩店目の前

Tel: 042-400-7223

多摩市関戸 3-14-8 シェモア桜が丘 101 http://www.kobori-dc.jp/

不動産のことなら、
お近くのハトマークのお店に！
公益社団法人

東京都宅地建物取引業協会 南多摩支部
〒206-0011 東京都多摩市関戸4-23-1-505
Tel 042-372-8620 Fax 042-372-8623

http://www.takken-373tama.jp

桜ヶ丘校：多摩市関戸 4-9-10
若葉台校：稲城市若葉台 1-43-3

www.tama-robert.com

聖蹟桜ヶ丘クリニック
Seiseki Sakuragaoka Clinic

院長：田中 園子

皮ふ科（小児皮ふ科・一般皮ふ科）アレルギー科
診 療 時 間

日

月

火

水

木

金

土

受 付 時 間

9:00 ～
14:30 ～

休

〇

休

〇

休

〇

〇

休

休

休

〇

休

〇

休

8:50 ～ 12:30
14:20 ～ 16:30

多摩市関戸 2-40-3 ハイマート第 4 聖蹟桜ヶ丘 102

国内トップメーカーのキッチン・浴室・洗面台・
トイレなどの水廻り設備が、ワンフロアで全て見て
まわれます。あなたの理想の暮らしを実現するお手
伝いをいたします。お買い物ついでに是非お気軽に
お立ち寄りください。
多摩店

＊ 第 1・3・5 土曜、
祝日は休診日

TEL 042-357-0511 http://seiseki-s.jp
ご相談
お見積
無料

聖蹟桜ヶ丘駅前 徒歩３分！

受付時間
10:00 ～ 18:00
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私たちは第29回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています

チケット

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

プレミアムチケット

前売

1,500 円

当日

1,800 円

（【B-2【
】B-4【
】B-6【
】B-8【
】C-12【
】C-13【
】D-3】）

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。

パルテノン多摩 小ホール（多摩センター）

G

ゲストあり

【B-1】TCF 特選洋画上映
▶ 11:00 － 13:10 グリーンブック
▶ 13:40 － 15:08 COLD WAR あの歌、2 つの心

11. 23日
【B-2】スクリーンに映える魅惑の役者 成田凌 プレミアムチケット
（祝・土）
▶ 16:00 － 17:56 さよならくちびる
▶ 18:10 － 18:50 トーク G 成田凌 氏、今泉力哉 監督、木村和平 氏 （写真家）
▶ 19:00 － 21:03 愛がなんだ

11. 24日
（日）

11. 30日
（土）

12. 1日
（日）

グリーンブック

©2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved.

【B-3】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＞
▶ 10:20 － 12:00 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
▶ 12:40 － 14:30 名探偵コナン 紺青の拳 （こんじょうのフィスト）
【B-4】映画界のミューズ 女優・前田敦子 プレミアムチケット
▶ 15:30 － 16:30 Seventh Code
▶ 16:45 － 18:45 旅のおわり世界のはじまり
▶ 19:00 － 19:40 トーク G 前田敦子 氏、黒沢清 監督

名探偵コナン 紺青の拳

©2019 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

【B-5】日本のジャーナリズムを考える 2019
ビデオメッセージ有り！
▶ 10:15 － 11:46 記者たち ～衝撃と畏怖の真実～
シム・ウンギョン氏、藤井道人監督
▶ 12:10 － 14:03 新聞記者
▶ 14:10 － 14:50 トーク G 河村光庸プロデューサー 聞き手：松崎健夫 氏 （映画評論家）
【B-6】暗闇の中の光 ――山戸結希監督特集―― プレミアムチケット
▶ 15:30 － 17:21 溺れるナイフ
▶ 17:30 － 19:29 ホットギミック ガールミーツボーイ
▶ 19:35 － 20:15 トーク G 山戸結希 監督、志磨遼平 氏 （ドレスコーズ）
【B-7】ニューヨーク公共図書館
▶ 10:00 － 13:35 ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス
（上映途中で 10 分の休憩有り）
【B-8】あふれる映画愛 井浦新 特集 プレミアムチケット
▶ 14:20 － 16:04 こはく
▶ 16:15 － 18:09 嵐電
▶ 18:15 － 18:55 トーク＆ライブ G 鈴木卓爾 監督、あがた森魚 氏 （ミュージシャン）

記者たち ～衝撃と畏怖の真実～

©2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC.
ALL RIGHTS RESERVED.

ニューヨーク公共図書館

©Migrant Birds/Omuro/Kyoto Univercity of Art and Design

玄米菜食とグリーンカレーが
人気のお店です。

OPEN

11:00 - 19:00
Fri/Sat - 21:00

京王堀之内駅から徒歩 3 分

phone: 090-6927-7977

1-9-6. Bessho. Hachioji.

instagram @ouchicafewako
https://ouchicafe.owst.jp/

東京西支社
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〒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

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

暮らしをつなぐ
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

よくわかる！ほけん案内

ココリア多摩センター店
営業時間

10：00～19：00
（年中無休 ※年始を除く）

フリーダイヤル：0120-02-1568
〒206-0033 多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター B1F

糖尿病・高血圧・
脂質異常症・
一般内科 ほか

営業時間（土日祝は7:00～）

（土日祝は9:30～）

多摩センター駅徒歩３分 ☎ 042-316-8570
多摩市落合 1-38 マグレブパーキングビル1F

多摩センター店
サンリオピューロランドとなり TEL: 042-357-8626
多摩市落合一丁目 30 番地 1（駐車場 :170 台）

LINE 限定のお得な情報を配信中！ @gokurakuyu-tama

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/

My First Planetarium
多摩市落合1-34

“初めてのプラネタリウム”

株式会社ベネッセコーポレーション

21F

https://blog.benesse.ne.jp/stardome/
内科、専門外来あり
（第 1・3・5 のみ）

人間ドック等各種取扱いあり
※詳細は電話にてお問い合わせください
バス停
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私たちは第29回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています
ベルブホール（永山）

G

ゲストあり ［R18+］ 18 歳未満の方のご鑑賞はできません

【C-1】地方で映画を創造する
▶10:30－11:15 YEAH ▶11:20－11:50 VERY FANCY
▶12:05－12:31 ブランク ▶12:40－13:47 ワイルドツアー
▶13:4７－14:25 トーク G 鈴木洋平 監督、柳英里紗 氏

11. 23日
（祝・土） 【C-2】笑って泣けて考える ～進化するインド映画～
▶15:00－17:12 ヒンディー・ミディアム
▶17:20－17:50 トーク G アンジャリ＜八尋美樹＞氏（インド楽しいこと案内人）
▶18:00－20:30 シークレット
・スーパースター

11. 24日
（日）

ヒンディー・ミディアム

【C-3】釜ヶ崎で逞しく生きる
▶10:00－11:23 ㊙色情めす市場［R18+］ ▶11:45－13:40 月夜釜合戦
▶13:45－14:25 トーク G 佐藤零郎 監督
【C-4】南米音楽の二人の巨匠
▶15:00－16:34 ピアソラ 永遠のリベルタンゴ ▶16:45－18:36 ジョアン・ジルベルトを探して
▶18:40－19:20 トーク G 中原仁 氏（音楽プロデューサー）

ジョアン・ジルベルトを探して

©Gachot Films/Idéale Audience/Neos Film 2018

【C-5】世界の巨匠・黒澤明 ―Vol. 1 －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 － 11:50 わが青春に悔なし ▶ 12:30 － 14:08 酔いどれ天使
11. 26日
【C-6】TAMA NEW WAVE ある視点 －Vol. 1－
（火）
▶15:00－15:35 辛酸リバーサルナイト ▶15:45－16:31 Share the Pain ▶16:40－17:52 バカヤロウの背中
▶18:00－19:10 OUT OF THE BLUE –俺の人生無駄ばかり ▶19:20－21:01 アボカドの固さ
11. 27日
（水）

【C-7】世界の巨匠・黒澤明 ―Vol. 2 －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 － 11:28 羅生門 ▶ 12:10 － 14:33 天国と地獄
【C-8】TAMA NEW WAVE ある視点 － Vol. 2 －
▶ 15:00 － 15:45 still dark ▶ 15:55 － 16:30 テラリウムロッカー
▶ 16:40 － 18:21 おろかもの ▶ 18:35 － 19:30 かく恋慕 ▶ 19:40 － 21:04 BOY

【C-9】万歳！ ここは愛の道－
▶ 12:00 － 13:26 万歳！ここは愛の道 ▶ 13:30 － 14:10 トーク G 石井達也 監督、根矢涼香 氏
11. 28日
【C-10】TAMA NEW WAVE ある視点 － Vol. 3 －
（木）
▶ 15:00 － 15:44 stay ▶ 15:50 － 16:40 中村屋酒店の兄弟 ▶ 16:50 － 17:55 彼女はひとり
▶ 18:05 － 19:04 OLD DAYS ▶ 19:15 － 20:57 ロストベイベーロスト
【C-11】ジョージアの大地で ＜保育つき上映＞
▶13:30－15:09 葡萄畑に帰ろう
11. 29日
【C-12】福島の声を聴く プレミアムチケット
（金）
▶16:00－19:00 福島は語る（上映途中で10分の休憩有り）
▶19:45－20:30 トーク＆ミニライブ G 寺尾紗穂 氏（音楽家・文筆家、
「原発労働者」著者）
【C-13】松田優作生誕70周年
11. 30日
（土）

12. 1日
（日）

羅生門

葡萄畑に帰ろう

プレミアムチケット

▶10:15－10:55 トーク G 丸山昇一氏（脚本家）
▶11:00－12:40 処刑遊戯 ▶13:00－14:59 野獣死すべし
【C-14】ひかりと旅
▶15:30－15:43 ざわめき ＜新作＞ ▶16:00－17:17 TOURISM ▶17:30－20:03 ひかりの歌
▶20:10－20:50 トーク G 杉田協士 監督、宮崎大祐 監督

【C-15】団地団、TAMAに参上2019
▶11:00－12:27 団地 七つの大罪
▶12:30－13:20 トーク G 団地団（大山 顕 氏、佐藤 大 氏、稲田豊史 氏、速水健朗 氏、妹尾朝子 氏、山内マリコ 氏）
【C-16】
『BLACKFOX：Age of the Ninja』東京初上映！
▶16:00－17:33 BLACKFOX：Age of the Ninja
▶17:33－18:10 トーク G 坂本浩一 監督、山本千尋 氏

処刑遊戯

© 東映

BLACKFOX： Age of the Ninja
©PROJECT BLACKFOX Age of the Ninja

【C-15】団地団、TAMA に参上 2019
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-15】の半券でご参加できます）

© 妹尾朝子（うめ）
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映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

「あなたの街のとっても元気な生活館」

http://www.greenade.com/

10:00 ～ 20:00 ● 西友永山店 10:00 ～ 22:00
● 飲食店 11:00 ～ 21:00（一部店舗は除きます）

［営業時間］ ● 専門店

（代）
〒206-0025 東京都多摩市永山1-4 グリナード永山会 ☎ 042 (373) 6091

世界のスペシャルコーヒー豆

モカジャバ

電気工事・空調工事・設計施工
東京都知事許可（般-27）第80514号

多摩焙煎アトリエ店

【営業時間】 AM11：00 ～ PM18：00
【定 休 日】 月曜日・年末年始（カレンダーをご参照ください）

TEL 0422-01-3759（多摩専用）
多摩市馬引沢 1-18-8

http://www.mokajava.co.jp/

電気工事の未来を拓く

デジタル産業株式会社
不 動 産 の 売 却 ・ 購 入 の ご 相 談 承 り ま す

東京建物 不動産
販 売 町田支店
FreeDial

0120-48-1009
一般土木・舗装工事

株式会社
〒206-0014

小磯組

多摩市乞田 1197

TEL 042(374)1859

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

国際計測器株式会社
振動・疲労・耐久の総合試験機メーカー

〒206-0025 東京都多摩市永山 6-21-1
TEL 042-371-4211（大代表）

http://www.kokusaikk.co.jp/

自然の素材を生かしたケーキ

ナチュランド

材料はすべて本物
添加物は一切使用して
おりません

ナチュランドオリジナル包装紙で
ギフトラッピングいたします。
全国発送承ります

定休日
日曜日
営業時間 10時～18時

多摩市永山 6-9-3 ハイム永山105

http://www.natuland.jp/

TEL
FAX

042-337-1020
042-337-1026

e-mail natuland@natuland.jp

イタリアの家庭料理レストラン
「きっちんカラーカ」で検索
〒206-0024 多摩市諏訪1-65-1 永山ハウス102

Tel: 042-319-3719 ※不定休

［ラ ン チ ］11:30～15:00 (14:30 L.O.)
［ディナー］17:30～21:30 (21:00 L.O.)

地域に根ざした医療を目指します

永山店
処方せん調剤

在宅医療

http://www.handsclover.com
多摩市諏訪 5-9-10

042-400-7138

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。

☎ 042-375-7753
多摩市諏訪 5-10-1 休診日: 木・日・祝

カラダだけではなく、ココロも明るく元気に。
永山

042-371-4111

聖蹟桜ヶ丘
042-337-2700

小田急線・京王相模原線永山駅徒歩3分

聖蹟桜ヶ丘駅徒歩1分

多摩市諏訪 2-12 アクロスビル 4F

多摩市関戸1-7-5 京王聖蹟桜ヶ丘SC C館3F

若葉台

042-350-5400
若葉台駅徒歩1分

稲城市若葉台 2-1-1 フレスポ若葉台 EAST 3F
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私たちは第29回映画祭TAMA CINEMA FORUMを応援しています

ヴィータホール（聖蹟桜ヶ丘）
11. 30日
（土）

ゲストあり ［PG12］ 12 歳未満の方は、保護者の同伴が適当です

【D-1】第20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6作品一挙上映＆グランプリ発表!! 本紙4Ｐ参照
【D-2】逆輸入型新進気鋭監督

12. 1日
（日）

G

▶10:00－10:12
▶10:12－10:39
▶10:50－12:06
▶12:30－14:30
▶14:35－15:15

長久允×奥山大史

Tokyo 2001/10/21 22:32-22:41
そうして私たちはプールに金魚を、
僕はイエス様が嫌い
WE ARE LITTLE ZOMBIES（ウィーアーリトルゾンビーズ）
［PG12］
トーク G 長久允 監督、奥山大史 監督

WE ARE LITTLE ZOMBIES
©2019"WE ARE LITTLE ZOMBIES"FILM PARTNERS

【D-3】魔法少年☆ワイルドバージン 先行プレビュー プレミアムチケット
▶16:00－17:43 魔法少年☆ワイルドバージン
▶17:50－18:30 トーク G 宇賀那健一 監督、山口明 氏（デザイナー）
魔法少年☆ワイルドバージン

©cinepoison

TAMA映画フォーラム実行委員会は、
映画を通して
地域コミュニティ醸成に
取り組んでいます。

Tel ���-���-����
http//zeirishikai-hino.jp
〒���-���� 日野市高幡���番地 岡崎ビル���
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

歯科
診療時間

休診日

月火木金 10：００～１３：００／１５：００～１９：３０
水
10：００～１３：００
土
９：００～１３：００
日・祝日
＊予約優先制

映画祭 TAMA CINEMA FORUM

https://www.tamaeiga.org/festival/

特別上映会

https://www.tamaeiga.org/special/

一般社団法人 子育てサポートハウス

marimo助産院

・一般治療・審美相談・ホワイトニング・精密義歯・スポーツマウスガード
・インプラント・口腔がん検診 等 ＊＊＊お気軽にご相談ください＊＊＊

https://www.marimo-josanin.com

八王子市別所1-3-15 A.Iビル 1F 京王堀之内駅徒歩3分 駐車場完備

相模原市南区文京2-7-2 TEL＆FAX 042-766-4381

☎

地域に根ざし心のこもった医療サービスを目指して

八王子中町メンタルクリニック
新社屋にて診療中

ファルマ802ビル6F

「保健所前」「ブックオフ隣」ガストのあるビルの6Fです

JR八王子駅 北口・京王八王子駅
〒192-0085 八王子市旭町12-1 ファルマ802-6F

医療法人社団
地域医療支援病院

必 要 なときに
必要な医療を提供

府中恵仁会病院

府中市住吉町5-21-1
TEL 042-365-1211
http://www.fuchu-keijinkai.or.jp
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救急車2台導入しています

Tel. 042-655-7321

恵 仁 会

急性期医療と在宅をつなぐ

UAE・下肢静脈瘤・循環器内科・脳神経内科

366リハビリテーション病院

調布 keijinkai クリニック

府中市住吉町1-34-6
TEL 042-366-0366
http://www.366rehabili.com

調布市菊野台1-14-12
TEL 042-488-0171
http://www.chofu-keijinkai.com

映画でつながる市民の広場・集まりTAMA CINEMA FORUM

東京多摩グリーンロータリークラブ会員

由井歯科医院

東京都多摩市桜ヶ丘の歯医者さん
月

火

水

木

金

土

9:00 ～ 13:00 〇
14:30 ～ 18:00 〇

診療時間

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

日

休診日：日曜、祭日、土曜午後

今治建設(株)
多摩市関戸1-5-1 電話
e-mail

多摩市桜ケ丘 4-2-5
(桜ヶ丘4丁目ロータリー)

TEL

042-375-6443

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！

042-373-7471

imabari@imabari-kensetsu.co.jp

http://www.imabari-kensetsu.co.jp
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

東京多摩グリーンロータリークラブ

大吟醸・生酒
創業大正三年

国際ロータリー第 2750 地区

地域とつながるロータリークラブ

ホッとするお風呂場作りの会社です

地元で活躍する各業界・企業のトップが加盟する奉仕団体です。
会員募集中！ 一緒に活動しませんか？

お問い合せ
Eメール

TEl: 042-372-6463
tamagrc@tamagrc.join-us.jp

全て低温貯蔵管理 !!

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

地酒の 小山商店
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)

042(375)7026 (代)

多摩十三仏霊場 曹洞宗

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

学校法人

井上学園

Since1968

東京多摩調理製菓専門学校
向陽台高等学校 多摩調理キャンパス

京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東口から徒歩3分
〒206-0011 多摩市関戸 4-20-3
PC http://www.tamacho.ac.jp

TEL: 042-375-8215

瑠璃光山

観藏院

多摩市東寺方1-3-15

☎ 042-374-3570

土地・家屋の運営・管理
（有）
ポイント・フォー企画
代表

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。

大松 誠二

東京多摩グリーンロータリークラブ会員

多摩市関戸6-25-24

(電話)

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

042(338)6454

一般事務用品・事務機OA用品・印刷・法令様式

文具の
〒206－0011 多摩市関戸2－39－9
TEL （042）375-6750
FAX（042）374-2411

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

親切・丁寧な治療で歯を守る

土地と住まいの

SAKURA Dental Oﬃce

(株)石坂商事
創業50余年、地域に根ざした不動産会社です。
(電話)
(
)
多摩市関戸4-72
ヴィータ・コミューネ1F http://ishizaka-cc.co.jp

042 355 0002

さくら歯科
ホワイトニング・矯正相談対応

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
多摩市関戸 4-6-5-1F
042-401-9464
http://www.sakura-dentaloffice.com
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