
「団地」特別試写会7/18
祝・月

7/23 ～ Denkikan にて一般公開 

50 代以上の人にぜひ観てもらいたい話題の映画を
新市街の Denkikan で上映します！

リビング熊本創刊 30 周年特別企画

応募は 50 代以上。抽選で 140 人を無料招待！

ハガキ・mailとも2016年7月11日（月）中必着

藤山直美主演、団地に越して来た
夫婦にまつわる噂が引き起こす
一大騒動を描く話題作

℡096（359）3311問い合わせ／熊本リビング新聞社

配給／キノフィルムズ　コピーライト／Ⓒ２０１６「団地」制作委員会

あらすじ

※招待ハガキの発送をもって当選とします
※個人情報は当試写会の案内にのみ使用します

主催／熊本リビング新聞社　協力／Denkikan、リビング・アクティブクラブ
月～金曜
9:30～18:00

■日時　7月18日（祝・月）　10:00受付　10:30上映開始

■応募方法　ハガキかメールに氏名・年齢・〒住所・電話番号を記入し応募を
■会場　Denkikan　中央区新市街8-2

大阪近郊の団地に暮らす、山下ヒナ子・清
治夫婦。家業の漢方薬局を廃業後、ヒナ
子はパート仕事、清治は植物図鑑片手に
散歩三昧。そんなある日、団地内の小さな
事件をきっかけに清治が床下の収納庫に
潜ってしまう！　突然姿を消した清治につ
いて、近所では失踪説が流れ、やがてある
きっかけに噂が一気にエスカレートし…

震災後、大きなスクリーンで映画を楽しむ
ことも難しくなっているいま。たまにはゆっ
くり街中の映画館で娯楽時間を…との思
いから、特別試写会を企画しました。団地
に住む個性豊かな人々を描くコメディであ
ると同時に生死を考えさせる哲学的な内
容は、Denkikan社長のお墨付きです。
ぜひふるってご応募を。

ハガキ　〒860-8511  熊本リビング新聞社「団地」係
mail    danchi@living-k.co.jp

○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2016年7月9日号 〈40Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は32ページに掲載
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TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


