
「圧殺の海」上映予定
上映スケジュール最新情報は、森の映画社札幌編集室 httpブ/amettca― banzal.blogspot.ip/

【劇場公開】

●ポレポレ東中野 (アンコール上映)

東京都中野区東中野 4-4-1ポ レポレ坐ビル B2F
TEL 03-3371-0088
4/11(土)～4/24(金)①12:30②15:30

毎日、豪華ゲス トX藤本幸久・影山あさ子監督による 卜

―クあり (12:30の上映終了後)

4月 11日 (上)福間健二 (詩人・ 映画監督)

4月 12日 (日 )首都圏と沖縄を結 rs~i若者たちの訴え

by辺野古リレー

4月 13日 (月 )」 森ヽ陽― (東京大学教授)

4月 14日 (火)半田滋 (東京新聞論説兼編集委員)

4月 15日 (水)成澤宗男 (週間金曜日編集部員)

4月 16日 (木)橘家扇三 (落語家)

4月 17日 (金)朴壽南 (映画監督)

4月 18日 (土)佐々木弘文

(カヌー隊・辺野古ぶる― リーダー)

4月 19日 (日 )佐々木弘文

(カ ヌー隊・ 辺野古ぶる一 リーダー)

4月 20日 (月 )高橋哲哉 (東京大学教授)

4月 21日 (火)」 池ヽ征人 (映画監督)

4月 22日 (水)野平晋作 (ピースボー ト共同代表)

4月 23日 (本)柴田昌平 (映画監督)/予定

4月 24日 (金)加藤宣子 (辺野古・抗議船船長)

※15:30の回上映前には、藤本幸久 0影山あさ子監督に

よる舞台挨拶あり !

●兵庫県・ 元町映画館

神戸市中央区元町通 4丁目 1-12
丁EL:078-366-2636
4/26(日 )・ 5/1(金) 12:20～
5/4(月 )・ 5/6(水) 10:30～
*5/4(月 )は上映終了後、影山監督 トークあり。

●名古屋シネマテーク 5月アンコール上映

●福島県・福島フォーラム 公開決定

【自主上映】

●4/19(日 )長野県・富士見町コミニュティー・プラザ

① 10時②午後 1時 主催 :「圧殺の海」を見る会

問 :0266-65-3809 090-1124-6701(奥 村)

●4/25(土 )愛知県・全港湾名古屋支部 3階会議室

15:OO～2回上映 主催 :平和と憲法を守る港区連絡会

間 :全港湾名古屋支部 TEL052-652-1421
●4/26(日 )富山市フォルツア総曲輪ライブホール

11:∞～ 2回上映

主催 :実行委員会 間 :090-1391-1764(小原)

●4/26(日 )沖縄県・宮古島市立中央公民館

10:00～ 2回上映 主催 :宮古平和運動連絡協議会

間 :090-9784-1545(清水)

●4/29(水 0休)長野県・ 佐ス教育会館

①13:00② 15:30③ 19:00
主催 :ピースアクション佐久

間 i080-6936-6311(岩 下)

●5/2(上)奈 良市ならまちセンター

14:00～ 1回上映 監督 トークあり

主催 :戦争をさせない奈良 1∞0人委員会

間 :80742-64-1010/090-2707-3794
●5/3(日・ 祝)奈 良県橿原市社会福祉総合センター

14:00～ 1回上映 監督 トークあり

主催・ 問い合わせは、5/2の奈良市上映と同じ

●5/3(日・ 祝)Jヽ松川区民館ホール

13:20～ 1回上映

主催 :メ イシネマ上映会間 :雪03-3659-0179(藤 崎)

●5/9(上)熊本県山都町中尾児童館2F
ll:00よ り3回上映

主催 :シネマ・ ポコアポコ 間 :0967-83-0558
●5/9(土)愛知県名古屋市愛知民主会館

10:OOよ り 2回上映

主催 :上映する会 間 :8090-9922-2484(中 村)

●5/10(日 )広島県甘日市市 阿品市民センター

14:00よ り 2回上映

主催 :岩国基地の拡張・ 強化に反対する広島県西部住民

の会 間 :0829-31-3356
●5/10(日) 千葉県市りll市・ グリーンスタジオ

13:00より 2回上映 主催 :市川・浦安地区労働組合

連合会 間 :070-6527-6238(中 陣)

●5/12(火 ) 17:30～ 北海道美瑛町民センター

主催 :びえい9条の会 katuobcメンahoO.ooJp

●5/31(日 )大 阪市 HRCビル 5F
13:30～ 1回上映 影山監督 トークあり

主催 :公益社団法人 子供情報研究センター

間 :奮06-4708-7087/FA× 06-4394-8501
●6/6(土 )あいち平和映画祭 2015
●6/13(土 )東 京都調布市文化会館たづくり

18:00よ り 主催 :調布 ドキュメンタリー映画くらぶ

間 :080-6517-2557(田 中)

●6/14(日 )さいたま市プラザイース ト

10:∞～ 3回上映

主催 :実行委員会  間 :mldorlku_elga@yahoo.co.Jp

●6/14(日 )三重県・四日市市総合会館

ピースネット5.3市民の集い 開会 13:30
13:50よ り 1回上映

主催 :ピースネット5.3実行委員会

問 iFAX 059-352-43488090-2925-0138
●6/.20(土 )愛知県・ 一宮市民会館 大会議室

10:OOよ り 3回上映 主催 :憲法 9条を守る一宮市

民の会 間 :80586-76-6557(柴 田)

●6/.20(土 )埼玉県

●6/23(火 )北海道札幌市

●6/28(日 )北海道江別市・ 野幌公民館ホール

●7/12(日 ) 札幌市教育文化会館 大ホール

第 58回北海道母親大会 特別分科会 10iOO～
●8/2(日 )埼玉県 0岩槻本丸

/AN民館

平和のための岩槻戦争展 13:30～ 1回上映


