＜東日本での上映会（5 月 10 日現在、日付順）＞

映画「１/４の奇跡～本当のことだから～」
～あなたはあなたのままで大丈夫～
石川県の養護学校（現、特別支援学校）の教諭である山元加津子さん（かっこちゃん）と子ども達との交流を描い
たドキュメンタリー映画。あたたかい心をもつ子ども達とのお話や、かっこちゃんが講演活動など精力的に行うよ
うになったきっかけの雪絵ちゃんとのお話を中心に描かれた本作品は、自主上映ながら 2017 年末までに約 2200 回
上映、約 18 万人の方が鑑賞しました。見終わった後、自分を大切に思えたり、あたたかい何かに抱きしめられた
ような気持ちにさせてくれる作品です。

制作：ひとさじの砂糖ムーブメント/E・E プロジェクト 監督：入江富美子 2007 年 2 月初上映 約 100 分
地域
内容
日時
会場
参加費
申込・連絡先
三重県
亀山市

上映会

2019 年 6 月 16 日（日）
10：00～12：00 上映

亀山市文化会館・リ
ハーサル室
（三重県亀山市東
御幸町 63 番地）

1080 円
小中高生 540 円
未就学児 無料

みらくる/森川久美子（モリカワ）
TEL 090-6072-8787

「日本一幸せな従業員をつくる！」
～カギは｢みんなで幸せになること｣～
名古屋駅前の老舗ホテルは、４期連続の赤字にあえいでいた。経営陣の退陣、新たな総支配人に選ばれたのは、柴
田秋雄。長らく労働組合の役員を務めた柴田氏は、柴田流の再建策に乗り出す。それは、リストラでも、成果主義
導入でもなかった。従業員が参加して、経営理念をつくり、みんなで合宿して夜を徹して夢を語り合い・・・。そ
う、夢は「日本一幸せな従業員をつくる」こと。従業員のお誕生日会、従業員食堂のリニューアル、続々はじまる
試み。いざ、結果はいかに？

制作：E・E プロジェクト 監督：岩崎靖子 2014 年 2 月初上映 約 92 分
地域
内容
日時
会場
参加費
宮城県
仙台市

上映会

2019 年 5 月 19 日（日）
（開場 9：20）
9:30～11:10 上映

更に詳しくはホームページをご覧ください

仙台市泉社会福祉セ
ンター1 階
（仙台市泉区七北田
字道 48-12）

申込・連絡先

1300 円
高校生以下 800 円
障がいの方 1100 円
未就学児 無料

サンクスラブ/寺嶋理奈（テラシマ）
✉terinaangel@gmail
TEL 090-3648-4907

http://www.heartofmiracle.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★☆ 映画配給団体 NPO 法人ハートオブミラクルでは会員募集中 ☆★
ハートオブミラクル新聞にも募集要領が書いてあります。あなたのご参加をお待ちしています！
上記 HP の『仲間を募集中！』から進んで、専用フォームからでも、お申込み頂けます。
～～～～～～～☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆～～～～～～～

ハートオブミラクル専用動画配信サイト＝ネットシアター好評配信中！
URL https://hom-theater.net/ にアクセスして、お客様登録をしていただくと動画をご覧戴けます。
現在１４作品を配信中。これからもどんどん増えますよ。

「蘇れ、生命の力」
「僕のうしろに〜」の上映予定は、反対の面をご覧ください

麻里ちゃん、編集ありがとう

＜東日本での上映会（5 月 10 日現在、日付順）＞

「蘇れ 生命の力～小児科医

真弓定夫～」

～すべての“力”はあなたの中にある～
真弓小児科。小さな診療所に「名医」との評判を聞きつけた人々が全国から訪れる。時間をかけて生活習慣のアド
バイスをする。
「病気を治しているのは、医者ではない。自然治癒力だ。
」真弓は問う。
「忘れては いないだろうか？
私達は自然に生かされている、いち “ 動物 ” である」
。 真弓に出会って、生き方まで変わってしまったという
親子も少なくない。現代社会の中に 埋もれていく叡智を、生涯をかけて伝え続ける小児科医 真弓定夫、そして各
界で同じように 生命の力を信じ、歩き続ける人々を追いかけたドキュメンタリー。

制作：E・E プロジェクト 監督：岩崎靖子 2017 年 11 月初上映 約 95 分
地域

内容

北海道
帯広市

上映会
他

北海道
伊達市

上映会

日時
2019 年 5 月 11 日（土）
10：00～17：00
10：00～12：00 上映
13：00～17：00
足もみ健康講座
2019 年 6 月 16 日（日）
（開場 13：00）
13：30～15：30 上映

会場

参加費

申込・連絡先

若葉福祉センター（帯広
市西 17 条南 5 丁目 9-5）

5400 円
映画のみ 2160 円
足もみ健康講座の
み 3240 円

だて歴史の杜カルチャー
センター（伊達市松ヶ枝
町 34 番地 1）

2000 円
（早割）
6/14 までに振り込
み 1500 円
倶楽部会員 1000 円

（株）足もみ塾/吉田潔（ヨシダ）
✉foot@ashimomi-factory.co.jp
TEL03-5711-3569（受付）
問い合わせ
090-8905-5325（前原）
ラッキーミラクルライフ倶楽部
（一般社団法人幸運体質養成
協会）/工藤（クドウ）
✉info@kouuntaisitu.com
TEL080-6513-0567

「僕のうしろに道はできる」
～聞こえる？ いのちの声 いのちの力～
この映画は、ある日突然脳幹出血で倒れ、万に一つも意識は戻らないと言われた宮田俊也さんが、同僚の山元加津
子さんや周りの人たちの支えによって、意思伝達装置を使って気持ちを伝えられるようになり、リハビリによって
どんどん回復し、車いすにも乗れるようになっていく軌跡を描いています。本作品を通して、リハビリのやり方に
よっては回復の可能性があるという常識が広がり、その可能性に確信をもつ周りの方の支援で、実際に回復される
方が、どんどん現れてくる事を願って制作されました。

制作：E・E プロジェクト 監督：岩崎靖子 2013 年 3 月初上映 約 90 分
地域
内容
日時
会場
参加費
愛知県
名古屋市

上映会

2019 年 6 月 2 日（日）
（開場 13：15）
13：30～16：30

更に詳しくはホームページをご覧ください

ウィルあいち
（名古屋市東区上竪
杉町１番地）

1500 円

申込・連絡先

ハートオブミラクル 名古屋支部／
山田さゆり（ヤマダ）
✉ai.cafe358@gmail.com
TEL 090-9186-7006

http://www.heartofmiracle.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ハートオブミラクル専用動画配信サイト＝ネットシアター好評配信中！
URL https://hom-theater.net/ にアクセスして、お客様登録をしていただくと動画をご覧戴けます。
現在１４作品を配信中。これからもどんどん増えますよ。

「1/4 の奇跡」
「日本一幸せな～」の上映予定は、反対の面をご覧ください
麻里ちゃん、編集ありがとう

