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イベント
◆源氏ボタル観賞会
11日 囲～17日 回 、□ 6時～ 9時

(17日 は 8時まで)、 東京 0銀座 7

丁目の源吉兆庵銀座本店 (銀座駅、
803・ 3569・ 2360)。  金艮歴E`DF誕 ノしにい資T
ホタルを楽しんでほしいと、 2階特

設会場で開催。淡い光を点滅させな
がら飛び交うホタルは約600匹 。昨
年開催時に生まれた「銀座生まれの

岡山育ち」だ。開催に伴い、ホタル

にちなんだ数量限定の和菓子や懐石
料理を各階で販売する (期間限定 )。

◆candlenight@OMOTESANDO
―Eco Avenue

22日□□ 7時
～10時、東京都

渋谷区神富前の

表参道一帯 (表

参道駅 )。 初夏
σ)をに、 糸,3000輌ヨ

のキャン ドルが表参道を彩る=写真
は昨年。東京近郊の美大生 らが作る
キ ャン ドルはチ ャリテ ィー販売 さ
れ、その収益金は東 日本大震災被災
者への義援金 として全額寄付 され
る。参道沿いで展開される、キャン

ドルを駆使したインスタレーション

も見どころ。23日 □□ 7時には、渋
谷川遊歩道周辺に約500本の竹ぼん

ぼ りを並べ る 「竹宵 まつ り」を開
催。 e実行た委 (03・ 5469・ 1022)。

■

講座・講演
◆「歌う」で老化を防ぎま しょう
24日 固□ 3時、横浜市西区みなと

みらい 1丁目のパシフィコ横浜会議
センター (みなとみらい駅 )。 日本
抗加齢医学会主催の公開講座。人は

昔から、ス トレス発散の一つとして

歌を歌 ってきた。歌うことが体に及
ぼす効用を医学的見地か ら探 ると
ともに、簡単な健康法を紹介する。

出演は、斎藤一郎・鶴見大歯学部教
授と俳優の益戸育江さん。当 日先着
1000人。直接会場へ。8アイディア
バ 3ノイン (o3・ 6859・ 8490)。

第3種郵便物認可 20t2_し 、プ (

試写会ご招待
■それいけ !アンパンマン よみ

がえれ バナナ島 (矢野博之監督、

アニメ、約45分)24日 回図 1時、

東京都千代田区内幸町 2丁目のイイ
ノホール (霞ケ関駅 )。 戸田恵子、本

村佳乃ら声の

出演。おいし

いバナナがあ
ふれている南
の国のバナナ

島にやってきたアンパンマンたち。
ところが原因不明の寒さでバナナが
すべて枯れてしまう。島の女王バン
ナとアンパンマンたちは、変わり果
てた島を元通 りにするため力を合わ
せる。「リズムでてあそび アンパ
ンマンとぶしぎなパラソル」(約20

分 )を 同時上映。 7月 7日□公開。

読者親子25組 (1組 3人まで )。

〒15000032渋谷区鶯谷町15の 7の 4

階、 ドロップ「それいけ !ア ンパン
マン」朝 日係。 6月 14日 必着。

日崖 っぷちの男 (アスガー・ レス
監督、米、102分)25日 囲□ 6時
半、東京・有楽町、よみうリホール

(有楽町駅 )。 ニューヨークに立つ

高級ホテルの高層階から、ある男が
飛び降りようとしている。彼はニュ

―コーク市警
の 元 警 察 官
で、30億円の

ダイヤモン ド
を横領し投獄
された脱獄囚

ニ ック (サム・ ワーシントン)。 や
じ馬やテレビリポーター、元同僚の

警官たちで路上が騒然とする中、ニ

ックは交渉人として女性刑事 リディ
ア (エ リザベス・バンクス)を指名
する。彼には「ある計画 」があ っ
た。 7月 7日□公開。

読者ペア25組。〒104・ 0061中央区
銀座 3の 14の 2の 4階、レオ・ エン

タープライズ「崖 っぷちの男」朝 日
係。 6月 14日 必着。

日プ リンセス・ カイウラニ (マ ー

ク・ フォービー監督・脚本、米、98
分)26日 囚□ 7時、東京都千代田
区一ツ橋 2丁目の一ツ橋ホール (神

保町駅 )。 ハワイのカラカウア王の
めいとして1875年に生まれたカイウ

認めさせるためアメ リカヘ向かう。
7月 7日□公開。

読者ペア25組。〒104・ 0045中央区
築地 2の 14の 1の 3階、アニープラ
ネ ット「プ リンセス 0カイウラニ」
朝 日係。 6月 14日 必着。

日ユナイテ ッ ド ミュンヘンの悲
劇 (ジ ェームズ・ス トロング監督、

英、94分) 29日 □□ 7時半、東京
都中野区中野 2丁目、なかのZERO
(中野駅 )。 デイ ビ ッ ド・ テナ ン

ト、ダグレイ・ スコットら出演。イ
ングラン ドの名門サ ッカークラブ、

マンチェスター
0ユナイテ ッド

(マ ンU)をか
つて襲 った悲劇
と復活の物語を

Lt画化。 1958年
2月、マンUはユーゴスラビアでの

試合を終え、国内リーグ戦のためチ
ャーター機による強行 日程で帰国し
ようとしていた。だが給油に立ち寄
ったミュンヘ ンの空港で離陸に失
敗。主力選手 8人を失 つてしまう。
7月 7日□公開。

読者ペア25組。〒15000002渋谷区
渋谷 2の 7の 6の 201、 パ レ ッ ト
「ユナイテ ッド」朝 日係。 6月 14日

必着。

■                     ‐

劇場鑑賞券ブレゼント
■ベルフラワー (エバン 0グロー

デル監督・ 脚本・ 出演 、米 、106
分)16日 □から、東京・ 渋谷のシ
アターN渋谷 (渋谷駅 、80305489

02592)。 映画 「マッドマ ックス 2」

に登場する悪の首領に憧れるウッド
ロー (グローデル)とエイデン (タ

イラー・ ドーソン)。 働く気もない
2人は朝からビールを飲み、爆破実
験や火炎放射器づくりに明け暮れて
いた。そんな中、ウッドローはミリ
ーという女と激しい恋に落ちるが、

やがて彼女の裏切 りを知 り、怒 りか
ら火炎放射器を手に狂気と妄想の世
界へ突き進む。

読者ペア15組。 〒15300043目黒区
東山 1の 1の 2の 7階、ビーズイン

ターナショナル「ベルフラワー」朝
日係。14日必着。
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◆いい眠 りのために

7月 14日□□ 2時、東京都文京区
本郷 7丁目の東大医学部教育研究棟
(本郷三丁目駅 )。 いびきや突然の

眠気を引き起こすだけでなく、脳卒
中や心臓病につながるといわれる睡
眠時無呼吸症候群。グ ッドスリープ
・ 大森ク リニ ックの斎藤恒博院長
が、その症状や怖さ、治療法などに
ついて話す 。 100人。要予約 (先
着 )。 〒住所、氏名、電話番号、年
齢、性別を伝え、電話か Eメ ールで

申し込む。8NPO法 人睡眠時無呼
吸症候群ネ ットワーク (09001462・ 2

040、 info@sas― joorg)。

ラニ王女 (ク

オ リアンカ・

キリレヒャー)。

反王政派の反

乱を避けるた

め13歳でイギ
リスに留学、偏見や孤独と闘う中で
イングラン ド人青年と恋に落ちる。
だが王が亡くなり、即位した女王か
ら王位継承順位第 1位に指名された
カイウラニは、王朝存続を大統領に

料金は当日料金。記載のないものは無料、
「劇場鑑賞券」は1800円。時間や内容の変更、

完売の場合もあるので事前に問い合わせを。

園田 爵官:磨彗醤櫻譜二
あて先へ。個人情報は各あて先の企業・団体


