
角野栄子さん
鎌倉市市民栄誉表彰記念映画上映会

2月1日（金）
上映スケジュール

　3日（日）
　2日（土）

10：30 *親子上映会

14：00
14：00 *英語字幕付上映

14：00
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“Kiki‛s Delivery Service”
English subtitled 

screening

2PM Friday, Feb. 1 



主催：川喜多・KBSグループ【鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者】

〒248-0005　神奈川県鎌倉市雪ノ下2-2-12
TEL:0467-23-2500

HP:  http://www.kamakura-kawakita .org
開館時間　9:00～17:00（入館は16:30まで）

休館日　毎週月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日休）

映画鑑賞料金 ：
一般 1000円　小・中学生 500円 ＊入館料含む
チケット発売開始日：1月19日（土）
チケット取り扱い窓口 ：
鎌倉市川喜多映画記念館 
島森書店（鎌倉駅東口）：0467-22-0266
たらば書房（鎌倉駅西口）：0467-22-2492
上州屋（大船駅東口）：0467-43-1000
※チケットが完売した場合はご入場いただけません。

角野栄子さん鎌倉市市民栄誉表彰記念映画上映会

鎌倉市在住の児童文学作家・角野栄子さんは、代表作「魔女の宅急便」をはじめ、「ちいさなおばけ」シリーズ、
「ズボン船長さんの話」「わたしのママはしずかさん」など、想像力にあふれた素敵なおはなしを数多く発表され
てきました。2018年、「児童文学のノーベル賞」とも呼ばれる「国際アンデルセン賞 作家賞」の受賞に続いて、
このたび「鎌倉市市民栄誉表彰」を受けられたことを記念して、鎌倉市川喜多映画記念館では、スタジオジブリ制
作によるアニメーション映画『魔女の宅急便』を上映します。
世代をこえて愛され続ける本作ですが、映画館で上映される機会はあまり多くありません。この機会に是非、大き
なスクリーンでキキとジジの物語をお楽しみください。

Eiko Kadono, the children’s literary writer residing in 
Kamakura, has published numerous works full of imagina-
tion, including her masterpiece "Kiki's Delivery Service". She 
recently received the Kamakura City Citizen's Honor Award 
followed by the Hans Christian Andersen Award, also 
known as the Nobel Prize for Children's Literature in 2018. 
To celebrate these prestigious honors, Kamakura City 
Kawakita Film Museum cordially presents a screening event 
of the animated classic "Kiki's Delivery Service" produced 
by Studio Ghibli.
This film continues to be loved across generations, but there 
are not many opportunities to see it screened at movie 
theaters. Please take this rare opportunity to enjoy the story 
of Kiki and Gigi on the big screen. 

1989年／カラー／Blu-ray／103分
原作：角野栄子　監督・脚本：宮崎駿　音楽：久石譲　主題歌：荒井由実
声の出演：高山みなみ、佐久間レイ、戸田恵子、山口勝平、加藤治子
制作：スタジオジブリ

魔女の血を受けつぐ少女・キキは、「13歳の満月の晩に故郷を離れ、魔女のい
ない町に定住して修行をつむこと」というしきたりに従って、愛猫・ジジ
と共にほうきに乗って旅立ちます。海に囲まれた都会で様々な人と出会
い、特技を生かして宅急便屋さんをはじめたキキが、困難に見舞われなが
らも人として成長していく姿を描いています。

＜2月3日（日）の親子上映会について＞

【料金】一律500円（未就学児は無料）

【対象】中学生までのお子様と保護者の方
　　　　＊お子様のみでの参加も可能ですが、未就学児は必ず保護者の付き添いが必要です。

　　　　＊大人の方お一人での参加はできません。

【申込方法】1月19日（土）より電話で受付いたします。
　　　　　　①お名前　②人数　③年齢　④電話番号　⑤ベビーカーの有無をお伝えください。

【上映環境】少し明るめの場内で、保護者の方とお話ししながら映画を見たり、泣いてしまっても大丈夫です。
                     周囲に気兼ねなく映画を楽しんでいただけます。

魔女の宅急便

“Kiki’s Delivery Service” (1989/Color/Blu-ray/103min)
Original Story: Eiko Kadono Screenplay/Director: Hayao Miyazaki

Screening with English subtitles: 2:00PM Friday, February 1
The story follows a young witch named Kiki, on her mandatory year of 
independent life, who finds fitting into a new community difficult 
while she supports herself by running an air courier service.

Movie Ticket (including Exhibition Admission Fee)
Adult: 1,000 yen / Child: 500 yen (under 15 years old)

Tickets will be on sale from January 19th, 2019 and  are available at : 
Kamakura City Kawakita Film Museum, Taraba Bookstore (Kamaku-
ra Sta. West exit), Shimamori Bookstore (Kamakura Sta. East exit), and 
Joshu-ya (Ofuna Sta. East exit)
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Kamakura City Kawakita Film Museum  HP: http://www.kamakura-kawakita.org
Address: 2-2-12, Yukinoshita, Kamakura City, Kanagawa, 248-0005  Museum Hours: 9:00AM-5:00PM (Monday Closed except on National Holidays)


