￥1,200

中学以下

￥800

5枚に切り離しても使えます

市

大学生以下

館

回数券（5枚） ￥5,000

レンタルスペース

ホームビデオや思い出の写真を

ゲームやインターネットを

バンドやカラオケの練習など

スクリーンを活用した会議や

大画面の迫力で！

ステージと館内ホールで！

料理やお酒を持ち込みで懇親会！

個人利用：1 人 1,300 円／ 2 時間

音響設備：800 円／ 2 時間

※営業時間（9:00〜21:00）ご利用時間は映画上映時間以外になります。
※季節により暖房費等かかる場合があります。
※ご利用時間などはお問い合わせください。
※イベント利用・団体利用についてはお問い合わせください。

設備

プロジェクター／ PA・スピーカー
スクリーン（サイズ 3.5 メートル ×8.5 メートル）
照明／インターネット

メッセージ

開館するも、3年後の1955年に火災により焼失。同年に再建され、以後、
2005年に閉館するまで、50年余り市民の映画館として親しまれてきま
した。4年前には同館の活用策が提案され、一夜限りの映画上映も開

Access Map

アクセスマップ
館駅

JR 大

フィルム映画の美しさに迫ります。

大館駅前郵便局 〒

●

ホテル
ルートイン
大館駅南

復活にあたり、ドルビー SR-5.1chの音響施設を増設、アルテック
では味わえない、大画面（3.5メートル×8.5メートル）と音響設備で

旧小坂鉄道

樹海ライン

●

参ります。
A-7、A-5による驚愕の音響空間に生まれ変わりました。ホームビデオ

大館商工会議所

ロイヤル
ホテル大館

●

店街の活性と歩調を合わせ、古今東西の名画座として再スタートして

7

駐車場
50台

この度、新生御成座として復活するにあたり、大館市を始め、地元
館が再建される運びとなりました。今後は市民の映画館として駅前商

秋田県大館市最後の映画館

●

としての活用は留保され、今日に至りました。
商店街、市民の皆様の声援が糧となり、大館市に現存する唯一の映画

●

flamingo ●
交番

奇跡的に復活した
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忠犬ハチ公像

市
大館 協会
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次今
焼肉
善
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●

かかることと建物、施設の老朽化がさらに進んだこともあり、常設館

御成座の看板うさぎ「てっぴ〜」

●

かれ、シンポジウムも開催されましたが、再建の為には多額の費用が

※設備使用料・仕様などはお問い合わせください。

↑弘前・青森方面

御成座は、1952年（昭和27年）に洋画専門のロードショウ館として

樹海ドーム→

株式会社日本コンプリート
〒017-0044 秋田県大館市御成町 1-11-22

TEL：0186-59-4974

MAIL：onariza.kirikaeyoshin@lime.plala.or.jp

FAX：0186-59-4975

前

￥1,100

家族や友人と一緒に！

駅

大

高校以下

※全て税込金額です

Message

館

県

￥1,300
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Rental Space
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映画鑑賞料金

秋

Price

http://onariza.oodate.or.jp

Movies

上 映 作 品 （2014 年 7 月〜2015 年 8 月）

ル・アーブルの靴みがき（2011年/フィンランド）

007 ／危機一発（1963年/イギリス）

フレンチ・カンカン(1954年/フランス・イタリア）

昼下りの情事（1957年/アメリカ）

鉄道員(1956年/イタリア）

ウエスト・サイド物語（1961年/アメリカ）

真夜中のカーボーイ（1969年/アメリカ）

荒野の七人（1960年/アメリカ）

ひまわり（1970年/イタリア）

ビッグ・ヒート 復讐は俺にまかせろ（1953年/アメリカ）

ハロルドとモード（1971年/アメリカ）

ONCE ダブリンの街角で（2006年/アイルランド）

友だちのうちはどこ？（1987年/イラン）

転校生 さよならあなた（2007年/日本）

過去のない男（2002年/フィンランド）

木洩れ日の家で（2007年/ポーランド）

冒険者たち（1967年/フランス）

幸福の黄色いハンカチ（1977年/日本）

街の灯（1931年/アメリカ）

3時10分、決断のとき（2007年/アメリカ）

ファンタスティック Mr.FOX（2009年/アメリカ、イギリス）

瞳の奥の秘密（2009年/スペイン、アルゼンチン）

男はつらいよ 葛飾立志篇（1975年/日本）

ファースト・ミッション（1985年/香港）

釣りバカ日誌15 ハマちゃんに明日はない!?（2004年/日本）

ニュー・シネマ・パラダイス（1988年/イタリア、フランス）

地下室のメロディー（1963年/フランス）

映画館とは

時間と文化の

共有空間である

Event

太陽がいっぱい（1960年/フランス、イタリア）

イ ベ ン ト （2014 年 7 月〜2015 年 8 月）

2014
7月18日御成座復活
7月23日大館歌まつり 大館のど自慢オナリ座大会
8月26日・11月24日ＧＯ！ＧＯ！オナリ座
主催：カラオケクラブ夢

主催：バーディグリーンミュージック

カラオケクラブ夢

感謝・感謝祭

10月11日-12日秋田ゆかりの映画祭（県北会場）

「この空の花 ―長岡花火物語」シネマトーク（大林宣彦監督）
「断層紀」シネマトーク（波田野州平監督）
「天地明察」シネマトーク（脚本家 加藤正人）
「季節風の彼方に」
主催：秋田ゆかりの映画祭実行委員会／秋田魁新報社・アートNPOゼロダテ

11月1日-2日平田オリザ アンドロイド演劇「さようなら」

世界初の本格的なアンドロイド演劇。国内外で上演され話題を呼んだ作品の秋田県内初演。
主催：大館・北秋田芸術祭2014「里に犬、山に熊。」／アートNPOゼロダテ

御成座は映画館を変えていきます

11月15日大館駅開業115周年イベント「銀河鉄道999」無料招待上映

映画上映を軸としながらも、映画館のスクリーンやステージを使ったライ

全国でも奇跡的な映画館の復活

3月1日シアター 6 小劇場inオナリ座 主催：演劇集団 シアター６

映像上映

まで楽しめるような場所として、地域が元気になるようなコミュニティー
として、文化の発信基地として、様々な取り組みを行っていきます。

2015

映画館

ブやイベントなどに活用していきます。子どもや若者向けからご高齢の方

5月23日「健さん！」を偲ぶ会

ライブ

イベント

コンサート

パーティ

全国でもどんどん映画館がなくなっている現在、このような古い老舗映画

ゲスト： 藤巻健二（写真家／青森市）
「八甲田山」スチール
ムトー清次（写真家／東京）文春ムック「高倉健」に写真提供
福田文昭
（記録カメラマン／東京）
写真集
「健さん」
企画・構成

6月14日柴咲コウ カバーアルバム「こううたう」リリース企画
ミニライブ・PV撮影／ビクターエンタテインメント

御成座

懐かしい

館が復活することは奇跡に近い。大館市においても若者の文化の中心で

映画館の座席

はならない大館市の宝であると考えます。

応 援 します！

2015年7月で御成座が復活してから一周年を迎えるため、

行っていきます。ファンクラブの概要についてのお知ら
せや、最新情報、ボランティア募集など発信していきます。

http://onariza.oodate.or.jp/fan/

http://www.facebook.com/onarizacinemafanclub
http://twitter.com/onariza̲cfc

見学

セミナー
講演会

落語

「御成座 シネマ ファンクラブ」を立ち上げました。これを
機会にもっと多くの人が応援できるような取り組みを

館内にも

見どころがたく
さん
！

あった映画館も残るはこの御成座のみである。この映画館はもう無くして

カラオケ

主催：JR東日本

無料

お土産品や売店コーナーも充実
あの方のサインも！
珍しい手書きの
映画看板

コミュニティ

休憩スペースには

スペース

映画関連書籍や
グッズもたくさん
御成座にあった古い映写機や
映画ポスターや雑誌など

