＜関東・関西以外での上映会（8 月

10 日現在、日付順）＞

映画「大地の花咲き」
〜洞爺・佐々木ファーム“喜び ”ですべてをつなぐ〜
制作：E・E プロジェクト 監督：岩崎靖子
地域

内容

熊本県
益城町

上映会

2015 年 8 月初上映 約 95 分 配給：NPO 法人 ハートオブミラクル

日時

会場

2017 年 10 月 17 日(火)
13：00〜15：00 上映

益城町テクノ仮設団地 A
集会所（熊本県上益城郡
益城町小谷 2083-7）

参加費

申込・連絡先

無料(復興支援)

チーム☆ミラクル/
寺崎 拓(テラサキ)
✉terasaki@kinkei-net.co.jp
TEL 090-1695-3449

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〜
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
配給：NPO 法人ハートオブミラクル
地域

内容

福岡県
春日市

上映会

2017 年 8 月 12 日（土）
13：15〜 1/4 の奇跡
15：10〜 天から見れば

春日クローバープラザ
(福岡県春日市原町
3-1-7)

宮城県
仙台市

上映会&
山元加
津子さ
ん講演
会
上映会

2017 年 9 月 24 日(日)
10：30〜16：00
第1部
10：30〜12：30 上映
12：30〜13：30 講演
2017 年 11 月 12 日(日)
10：00〜12：00

スタジオ１９５１（宮城県
仙台市青葉区一番町
1-8-34）

新潟県
長岡市

日時

会場

長岡市立中央図書館
講堂（長岡市学校町
1-2-2）

参加費

申込・連絡先

映画 1 本につき
1000 円
中高生 500 円
小学生以下 無料
第1部	
  第 2 部
それぞれ 3,000 円
セット 4,000 円

ラベンダーブルーパス
島田薫(シマダ)
✉fireblsm@ac.csf.ne.jp
TEL 090-1927-5956
株式会社えん&かっこちゃん
を応援する会/首藤(シュト
ウ)&佐藤(サトウ)
TEL 022-257-9152

前売り / 当日
1000 円/ 1200 円
中高生 500 円
小学生以下 無料

ページ・ワン/
谷崎容子（タニザキ）
FAX 0258-24-7937
TEL 080-5655-7937

徳島市定期上映 マチコミ図書室(徳島市国府町府中 742-1)／町田雅俊（マチダ）
℡ 090-1575-1892
毎週土曜 僕のうしろ〜 16：00〜、宇宙の約束 18：00〜
毎週日曜 日本一〜 13：30〜、1/4 の奇跡 16：00〜
平日
大地の花咲き 19：30〜 ※日中・土・日は相談。
FAX 088-642-5802
（参加費）1000 円、小中高生 800 円、未就学児 無料

更 に詳 しくは ホームページをご覧 ください

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。
	
 
「日本一〜」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

＜関東・関西以外での上映会（8 月

10 日現在、日付順）＞

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｣〜
制作：E・E プロジェクト 監督：岩崎靖子
配給：NPO 法人ハートオブミラクル
地域

2014 年 2 月初上映 約 92 分

内容

日時

会場

岩手県
盛岡市

上映会&
講和

2017 年 8 月 20 日（日）
（開場 13：00）
13：20〜16：50

4000 円

Happy Maker Project
✉happymaker.pj@gmail.com
TEL 080-2826-3571（事務局）

愛知県
豊橋市

上映会

2017 年 9 月 8 日(金)
13：00〜14：40
「日本一幸せな〜」上映
15：00〜16：40
「大地の花咲き」上映

いわて県民情報交流センタ
ー ア イー ナ 会 議 室 804A
（盛岡市盛岡駅西通１丁目
７番１号）
あいトピア（豊橋市総合福
祉センター）３階 研修室
（豊橋市前畑町１１５）

1200 円
(映画一本に付き)
小中学生 1000 円
(映画 1 本に付き)

愛知県
豊橋市

上映会

あいトピア（豊橋市総合福
祉センター）３階 研修室
（豊橋市前畑町１１５）

1200 円
（映画 1 本につき）
小中学生 1000 円
（映画 1 本につき

熊本県
熊本市

上映会

2017 年 9 月 18 日（月）
10：30〜12：10
「日本一幸せな~」
12：40〜14：20
「僕のうしろに〜」
14：20〜14：40
「紹介ビデオ(宮ぷーの
その後)上映(無料)
15：00〜16：40
「1/4 の奇跡」
2017 年 9 月 23 日(土)
(開場 18：00)
18：30〜20：10 上映

かっこちゃんの魔法にかかる
会／野口 久美（ノグチ）
お申込みはできるだけ✉で
kirara93chan@softbank.ne.jp
TEL090-8458-5533
FAX0532-53-5207
かっこちゃんの魔法にかかる
会／野口 久美（ノグチ）
お申込みはできるだけ✉で
kirara93chan@softbank.ne.jp
TEL090-8458-5533
FAX0532-53-5207

無料

チーム☆ミラクル/
寺崎 拓(テラサキ)
✉terasaki@kinkei-net.co.jp
TEL 090-1695-3449

福岡県
筑前町

上映会
(ランチ
付き)

熊本市市民活動支援セン
ター・あいぽーと(熊本市中
央区大江 5-1-1)※熊本市
総合保健福祉センター ウ
ェルパルくまもと 1 階
木と音楽の森 ぱすとらー
れ（福岡県朝倉郡筑前町砥
上 805-2）

ランチ付き（要予約）
1500 円
映画のみ 1000 円

草野 章（クサノ）
FAX 0948-52-0391
TEL 090-2507-3722

2017 年 9 月 24 日(日)
12：00〜13：30 ランチ
13：30〜15：30 上映

更 に詳 しくは ホームページをご覧 ください

参加費

申込・連絡先

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。
〜〜〜〜〜〜〜☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆〜〜〜〜〜〜〜	
 

◆◇	
  メルマガで最新情報を発信中	
  ◇◆
是非、登録してお読みください。定期的に最新情報をお届けします♪

http://www.mag2.com/m/0000274825.html
携帯からは	
  a0000274825@mobile.mag2.com に空メールを送ると登録できます。

「大地の花咲き」「1/4 の奇跡」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

