＜関東・関⻄での上映会（

5 ⽉ 10 ⽇現在、⽇付順）＞

「みつばちと地球とわたし」
～大自然全体のおかげで生きている私たち人間～
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 2018 年 7 月初上映 約 97 分
地域

内容

日時

会場

参加費

申込・連絡先

2019 年 5 月 26 日(日)
東京都
荒川区

東京都
渋谷区

兵庫県
伊丹市

上映会

（開場 12：00）
12：15～12：30 挨拶

ムーブ町屋
（東京都荒川区荒川 7-50-9

2000 円 ～ 2500 円
※決まり次第追記し

ままてらす／カヤ 亜矢子
mama8terrace.jyouei@gmail.com

12：30～14：07 上映
14：20 ～ シェア他

センターまちや 3F）

ます

TEL：090-2915-7727

2000 円

代官山ネオシネマ／
幾島 健司（イクシマ）

2019 年 5 月 26 日(日)
上映会

17：00～18：40 上映
18：40～19：00 頃シェア
2019 年 6 月 1 日(土)

上映会

13：30 ～ 15：10
（開場 13：00）

代官山 comecafe & Osamu bar
（東京都渋谷区）

(ワンドリンク付き)
小学生以下 700 円
（ドリンク代）

伊丹市中央公民館
（兵庫県伊丹市千僧 1-1-1）

hrtfl_deer_ikuchan@yahoo.co.jp
TEL：090-6538-1380
（会場オーナーの西尾）
伊丹市中央公民館／

600 円

村上 美香（ムラカミ）
TEL：072-784-8000

「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
2019 年 5 月 21 日(火)

東京都
墨田区

上映会

13：30～15：10 上映
（開場 13：00）
15：10～15：30 シェア

会場

参加費

両国エコロホール
（東京都墨田区両国 3-24-10
両国エコロビル）

更に詳しくはホームページをご覧ください

申込・連絡先
迫田 重樹（サコダ）

3000 円

meiridou0358@docomo.ne.jp
TEL：03-3327-5697

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」「大地の花咲き」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・関⻄での上映会（

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
神奈川県
茅ヶ崎市

東京都
渋谷区

東京都
渋谷区

大阪府
和泉市

東京都
町田市

内容
上映会

上映会

上映会

上映会

上映会

日時

会場

参加費

申込・連絡先

2019 年 5 月 12 日(日)
14：00 ～ 15：40

茅ヶ崎市民文化会館 練習室 1
（ミニホール）（神奈川県茅ヶ

1500 円
学生 1000 円

斉藤 公子（サイトウ）
koiki39kimi@gmail.com

（開場 13：30）

崎市茅ヶ崎 1-11-1）

12 歳以下 無料

TEL：090-3802-0744

2019 年 5 月 12 日(日)
17：00 ～ 18：40

代官山 comecafe & Osamu bar
（東京都渋谷区鶯谷 8-10

2000 円

代官山ネオシネマ／

※上映後シェア会あり

代官山トゥエルプⅡ 2F-A）

（ワンドリンク付）
小学生以下 700 円

幾島 健司（イクシマ）
hrtfl_deer_ikuchan@yahoo.co.jp

（ドリンク代）

TEL：090-6538-1380（ニシオ）

2019 年 5 月 26 日(日)

NEO ビジョンスタジオ宮益坂

13：00 ～ 14：40

（東京都渋谷区渋谷 1-11-3

（開場 12：30）

第１小山ビル 302 号室）

2019 年 6 月 1 日(土)
13：30 ～ 16：00

和泉シティープラザ

1500 円

(和泉市いぶき野五丁目 4－7)

子供 500 円

13：30～15：02 上映
15：05～16：00 シェア
2019 年 6 月 5 日(水)
13：20 ～ 16：30
（開場 13：05）
13：20～14：55 上映

巽 綾子（タツミ）
2000 円

freemamaclan@gmail.com
TEL：080-3677-2085
Team☆Osaka／
浦林 八須代（ウラバヤシ）
shunyusaki.141028@ezweb.ne.jp
母力高めたい／近藤（コンドウ）

町田生涯学習センター
(東京都町田市原町田６丁目８)

2000 円

ingeborugu1129@gmail.com

学生（15 歳以上）
1000 円

TEL：090-8948-0292(11:00～16:00)
https://48auto.biz/shopsacle/registp.php?pid=3

「大地の花咲き」
～ “喜びの循環”でみんながうれしい～
毎朝「愛と喜びを循環するぞ！」と宣言して畑に入る。野菜は自分たちの言葉を全部聴いている。「元気か？」「ありがとう」と声を
かける。農薬も肥料も使わない。虫も雑草もみんな仲間。その想いの裏には、大切な我が子 大地君の存在があった。どうやったら野
菜に幸せに育ってもらえるかな？育った野菜がまた誰かの命につながって。そんな愛と喜びの循環、きっとできるはず。
新たな地球の未来を模索し続ける佐々木ファームの日々を追った。

制作：E・E プロジェクト 監督：岩崎靖子 2015 年 8 月初上映 約 95 分
地域

内容

日時

会場

2019 年 6 月 2 日(日)
１部 9:40～11:15 上映
神奈川県
厚木市

上映会

参加費
中学生以上

（開場 9：20）

アミューあつぎ

前売り 1700 円／当日 2000 円

11:30～12:30 シェア

（神奈川県厚木市中町

小学生

２部 13:20～14:55 上映

2 丁目 12-15）

前売り 1000 円／当日 1300 円

（開場 13：00）
15:10～16:10 シェア

未就学児・シェア会 無料

申込・連絡先
厚木こころの映画♪上映部／
脇田 由美子（ワキタ）
https://form.os7.biz/f/f422f9a9/
kokoronomamani.hypno@gmail.com
FB:https://www.facebook.com
/events/539775123215565/

「みつばちと地球とわたし」「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

