＜関東・関西での上映会（9 月 10 日現在、日付順）＞	
 

映画「みつばちと地球とわたし」	
 
〜ひとつぶの命に秘められた大きな環のおはなし〜
みつばちが一生をかけて集められるはちみつ、ティースプーン 1 杯。みつを集めるために 1 日に飛び回る花の数、3000。私たちが
口にする食べ物の 70％が、みつばち達の受粉のおかげ。そしてみつばちは森をつくり、森が豊かな海を育て、すべての命が繋がって
いく。	
 今、みつばち達が世界的に減っている。みつばち絶滅は人類の危機。この危機を何とかしようと立ち上がった養蜂家	
 船橋康
貴さん。みつばちをめぐって今、地球がひとつになる。	
 
制作：E・E プロジェクト	
  監督：岩崎靖子	
  撮影・編集／小野敬広、石川真喜子	
  2018 年 7 月 21 日初上映	
  97 分	
 
地域
内容
日時
会場
参加費
申込・連絡先
2018 年 9 月 14 日(金)
兵庫県
姫路市

上映会

上映会
＆

大阪市

船橋さん
講演

京都市

(株)アイスタイル モデルハウス

500 円

井上 尚美（イノウエ）

毎月第２金曜日

(兵庫県姫路市飯田３丁目 116)

小学生以下 無料

TEL：079-231-4190

10：30 〜 12：10

toiawase@istyle-hyogo.jp

2018 年 9 月 15 日(土)

生長の家大阪教区栄える会／

13：00〜14：00 主催講演

＆

高砂市

三浦さん

2018 年 9 月 16 日(日)

向塾 (京都市上京区西堀川通

15：30 〜 17：10

元誓願寺上る竪門前町 414 番地

（開場 15：00）

西陣産業会館地下)
ファーマーズキッチン

TEL：06-6763-5476
o-sakaeru@sakaerukai.com

（開場 18：00）
※上映終了後、三浦喜美
子さんのお話し有り

(兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀中
道９９−１)
代官山 comecafe & Osamu bar

18：30 〜 20：30

(東京都渋谷区鶯谷８−１０

18：30 〜 20：10 上映
20：10 〜 20：30 シェア

代官山トゥエルプⅡ ２Ｆ−Ａ)

アソシア志友館関西（京都）／

2000 円

幸山 博（コウヤマ）

会員 1000 円

TEL：090-1057-7294
000 グローバルビジョン／

2500 円

”イヌイット”

2018 年 9 月 22 日(土)
上映会

2000 円

kgh02437@nifty.com

19：00 〜 21：30

兵庫県

渋谷区

(大阪市天王寺区上本町 5-6-15)

14：10〜15：50 上映

2018 年 9 月 18 日(火)

上映会

東京都

蛭本 浩介（ヒルモト）

生長の家大阪教化部

15：50〜16：30 船橋氏

上映会

お話し

~ 12 月まで

13：00 〜 16：30

大阪府

京都府

株式会社 アイスタイル／

児島 一裕（コジマ）

中高生 1300 円

TEL：079-446-8003

小学生以下 無料

000globalvision@gmail.com

2000 円（１ドリンク込み）
小学生以下 700 円
（１ドリンク込み）

幾島 健司（イクシマ）
hrtfl̲deer̲ikuchan@yahoo.co.jp
TEL：090-6538-1380（comecafe
& Osamubar／ニシオ）

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 2015 年末までに約 2000 回上映、約 17 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 100 分 配給：NPO 法人ハートオブミラクル
地域
内容
日時
会場
参加費
申込・連絡先
兵庫県
伊丹市

上映会

2018 年 9 月 14 日(金)

Cafe hitoyasumi（カフェ ヒトヤスミ）

昼の部 13：00〜15：45

（伊丹市西台1-6-6フォレスト伊丹

夜の部 19：00〜21：45

201）

更に詳しくはホームページをご覧ください	
  	
  	
 

1900 円（1 ドリンク＋ミニ
デザート付）

Cafe hitoyasumi 杉分 美紀
TEL: 080-4985-0613
info@hitoyasumi.jp

http://www.heartofmiracle.net/	
 

	
 
「蘇れ 生命の力」「日本一幸せな従業員をつくる！」の上映予定は反対の面をご覧ください
	
 
恵子さん、編集ありがとう

＜関東・関西での上映会（9 月 10 日現在、日付順）＞	
 

映画「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。院内には	
 クスリも注射もない。代わりに、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。」失われつつある生命の力。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	
  撮影・編集／小野敬広、石川真喜子	
  2017 年 11 月 26 日初上映	
  95 分	
 
地域
内容
日時
会場
参加費
申込・連絡先

上映会

2018 年 9 月 19 日(水)、
25 日(火)、27 日(木)
１回目 10：00〜12：00
２回目 15：00〜17：00
2018 年 9 月 22 日(土)、
23 日(日)、29 日(土)
１回目 12：00〜14：00
２回目 17：00〜19：00

ギャラリー＆カフェにじのいろ
（神奈川県相模原市南区相模
大野 7-40-7）

1000 円＋ワンオーダー

真弓 園枝（マユミ）
nijinoiro93@gmail.com

大阪府
吹田市

上映会

2018 年 9 月 13 日(木)
10：00 〜 12：00

山田夢つながり未来館
（大阪府吹田市山田西 4 丁目
2-43）

800 円
組合員 500 円
大学生以下 200 円
未就学児 無料

生活協同組合コープ自然派おお
さか／紅林 みな（クレバヤシ）
TEL：0120-408-300
kodama07@shizenha.co.jp

東京都
渋谷区

上映会
＆
梅津先生
講演

2018 年 9 月 17 日(月・祝)
13：00 〜 16：45
13：00〜14：40 上映
15：00〜16：45 講演

NEO ビジョンスタジオ IN 渋谷
（東京都渋谷区渋谷 1-11-3 第
一小山ビル 3 階）

3000 円

セルフリライアンス／
根本 洋子（ネモト）
TEL：080-5051-5668
yokomama.fine@self-reliance.jp

3000 円

堀坂 美央（ホリサカ）
受付 HP よりお問合せください
https://www.kokuchpro.com/eve
nt/47653c5a11f095282c622a62c6
e80e99/

神奈川県
相模原市

東京都
江戸川区

上映会
（真弓さん
来場予定）

2018 年 9 月 24 日(月・祝)
13：30〜16：15
13：30〜15：05 上映
15：15〜16：15 講演

江戸川区総合文化センター
（東京都江戸川区中央 4-14-1）

	
 

映画「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 撮影・編集／小野敬広 撮影／入江富美子 2014 年 2 月 22 日初上映 92 分
地域
内容
日時
会場
参加費
申込・連絡先
埼玉県
飯能市

上映会

2018 年 9 月 24 日(月・祝)
１回目 10：30〜12：15
※ お子様連れ歓迎
２回目 14：00〜15：45
３回目 18：00〜19：45

Bookmark
（埼玉県飯能市仲町 3-2）

更に詳しくはホームページをご覧ください	
  	
  	
 

前売り 1500 円／
当日 2000 円
中学生以下 無料

Bookmark
（有限責任事業組合 Akinai）
contact@akinai.site

http://www.heartofmiracle.net/	
 

=========================================================================================
「みつばちと地球とわたし」「１/4 の奇跡」の上映予定は反対の面をご覧ください。
恵子さん、編集ありがとう

