＜関東・関西以外での上映会（12 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〜
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
日時
会場
参加費
申込・連絡先
福岡県
春日市

上映会

宮城県
名取市

上映会

2017 年 12 月 23 日(土)
13：15〜1/4 の奇跡
15：05〜天から見れば
上映
2017 年 12 月 24 日(日)
(開場 13：30)
14：00〜16：00

春日クローバープラザ
（福岡県春日市原町 3
丁目 1 番 7 号）
名取市文化会館３F 小
ホール（宮城県名取市
増田字柳田 520 番地）

映画 1 本につき
1000 円
中高生 500 円
小学生以下 無料
800 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
ここほっとネット／
髙橋 和代（タカハシ）
✉kzkzwkwk@gmail.com
TEL 090-6681-5351
お知らせ： 開場から上映開始までの間、チェロ演奏の
ミニコンサートがあります。上映会開始までチェロの音
色をお聴きしてお待ちください。

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
日時

2014 年 2 月初上映 約 92 分 配給：NPO 法人ハートオブミラクル

地域

内容

会場

参加費

沖縄県
石垣市

上映会

2017 年 12 月 24 日(日)
10：30〜12：30

石垣市立図書館（石垣
市浜崎町 1 丁目 1）

無料

福岡県
筑前市

上映会

2017 年 12 月 24 日(日)
14：00〜15：30

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）

1000 円

申込・連絡先
日本一幸せな従業員をつくる石
垣上映実行委員会／
玉城 享子（タマキ）
✉utaki.k@gmail.com
TEL090-8661-3937
FAX0980-83-6104
草野 章（クサノ）
FAX 0948-52-0391
TEL 090-2507-3722

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 2015 年 8 月初上映 約 95 分 配給：NPO 法人ハートオブミラクル
地域
鹿児島県
霧島市&
姶良市

内容

日時

上映会

2017 年 12 月 17 日(日)
午前（霧島会場）
10：00〜12：00
午後（姶良市会場）
14：00〜16：00

更 に詳 しくは ホームページをご覧 ください

会場
(午前)霧島市公民館（鹿児
島県霧島市国分中央
3-45-1）
(午後)姶良市公民館（鹿児
島県姶良市西餅田 589）

参加費
前売り 1200 円
当日 1400 円

申込・連絡先
あいの(愛で命を延ばす会)／
塚元 冬史（ツカモト）
✉ken-ko1@i.softmank.jp
FAX 0995-42-2379
TEL 090-2968-6284

http://www.heartofmiracle.net/
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「蘇れ	
  生命の力」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（12 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〜
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 配給：NPO 法人ハートオブミラクル
地域

内容

日時

新潟県
上越市

上映会

2017 年 12 月 15 日(金)
1 回目 14：00〜16：00
2 回目 18：00〜20：00

地域の茶の間 うちの実
家北出丸（上越市東城町
3-9-23）

1100 円
小中学生 100 円
未就学児 無料

景山しのぶ(カゲヤマ)
✉shinokage@me.com
TEL 090-4095-0707

岩手県
盛岡市

上映会

2017 年 12 月 17 日(日)
午前 10：00〜12：00
午後 13：30〜15：30

香川県
綾川町

上映会

前売り /当日
1500 円/ 2000 円
中高生
1000 円/ 1500 円
1300 円

子どもの未来を考える会／佐々
木 人美（ササキ）✉↓
mitsuharu.yoshida1978@gmail.co
m TEL090-9742-2580(ヨシダ)
たなごころ
TEL090-3186-1730｛（ソガメ）

新潟県
新潟市

上映会

新潟ユニゾンプラザ 2 階
新潟県女性財団 交流室
2（新潟市中央区上所
2-2-2）

大分県
中津市

上映会
＆講演

2017 年 12 月 18 日(月)
1 回目 10：00〜11：40
2 回目 13：30〜15：10
3 回目 19：30〜21：10
2017 年 12 月 23 日(土)
13：10〜14：45
「大地の花咲き」上映
15：10〜16：45
「蘇れ 生命の力」上映
2017 年 12 月 23 日(土)
午前 10：00〜11：40
講演 12：15〜13：15
午後 13：30〜15：10

アイーナ いわて県民情
報交流センター803 号室
（盛岡市盛岡駅西通１丁
目７番１号）
たなごころ（香川県綾歌
郡綾川町羽床上 379-1）

「傍を楽にするプロジェクト新潟」
実行委員会／
池野 比呂史（イケノ）
✉ikeno31913@nifty.com
TEL 090-8015-0168
食育グループ いいたま会／菅
原 ひろみ（スガワラ）✉↓
iitama.for.coming.generation@gma
il.com
TEL090-7471-5640

北海道
札幌市

上映会
&：講演

1500 円(２本鑑賞で
2000 円）
中高大生 500 円
(２本鑑賞 800 円）
小学生以下無料
前売り/当日
映画のみ
1200 円/1500 円
映画+講演
1500 円/1800 円
中学高校 600 円
予約 ／ 当日
午前
2,000 円／2,500 円
午後
3000 円／3500 円
小学生〜高校生
各 1000 円
未就学児 無料

2017 年 12 月 24 日(日)
午前 9：10〜10：50 上映
11：00〜12：00 講演
午後 13：00〜15：00
石川眞樹夫医師、池川明
医師 対談
15：00〜17：00 講演

会場

中津市教育福祉センター
多目的ホール（大分県中
津市沖代町 1 丁目 1-11）

札幌市男女共同参画セ
ンター 大ホール（札幌市
北区北８条西３丁目札幌
エルプラザ内）

参加費

申込・連絡先

光のつどい／
石川 功惠（イシカワ）
✉makio̲ishikawa@icloud.com
TEL 011-561-5111
参加申し込みは、出来れば✉で
お願いします。お申し込みの際に
は、①氏名、②電話番号、③住
所、④メールアドレス、⑤午前、
午後の両方、あるいはどちらに
参加されるか⑥参加人数（大人
〇人、子ども〇人。お子さんは年
齢等詳細に）

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/
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「大地の花咲き」「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

