＜西日本での上映会（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 2018 年 7 月初上映 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

大分県
杵築市

上映会&
三浦喜美子
さんお話

ピースルーム Terra Coya
KUH (大分県杵築市鴨川
９３６)

前売り / 当日
2500 円/ 3000 円
前日催しと 2 日間通
し 4000 円
子ども 無料

ピースルーム Terra Coya KUH
／
永徳 真理（エイトク）
✉terra.coya.kuh639@gmail.com

福岡県
福岡市

上映会

2018 年 9 月 17 日（月祝
（開場 12：00）
12：30〜14：10 上映
14：10〜14：40 三浦さん
お話
14：50〜15：30 シェア会
2018 年 9 月 26 日(水)
昼の部 13：00〜16：00
（13：00〜14：40 上映）
夜の部 18：30〜21：30
（18：30〜20：10 上映）

(株)玄米酵素福岡営業所
（福岡県福岡市博多区御
供所町３‐３６）

吉笑／吉開 美鈴（ヨシガイ）
✉moonrine.358@gmail.com
FAX 0944-33-1484
TEL 090-8403-9125

福岡県
大木町
&
佐賀県
鳥栖市

上映会

2018 年 9 月 28 日(金)
福岡県
昼の部 14：00〜17：00
（14：00〜15：40 上映）
佐賀県
夜の部 18：45〜20：25
（18：45〜20：25 上映）

昼 の 部 ： わ っ か WAKKA
（地域創業・交流支援セ
ンター）（福岡県三潴郡大
木町横溝 177）
夜の部：鳥栖商工センタ
ー 協同組合（佐賀県鳥
栖市藤木町２−１）

石川県
金沢市

上映会

2018 年 9 月 29 日(土)
1 回目 10：30〜12：10
2 回目 12：30〜14：10
3 回目 14：30〜16：10

川 上 幼 稚 園 (石 川 県 金
沢市幸町 17−34)

2000 円
高校生以上 1500 円
中学生以下 1000 円
未就学児 無料
ペア割引お一人
200 円割引
家族割(3 人以上)
お一人 300 円割引
2000 円
高校生以上 1500 円
中学生以下 1000 円
未就学児 無料
ペア割引お一人
200 円割引
家族割（3 人以上)
お一人 300 円割引
1000 円
小学生以下無料

更 に詳 しくは ホームページをご覧 ください

吉笑／吉開 美鈴（ヨシガイ）
✉moonrine.358@gmail.com
FAX 0944-33-1484
TEL 090-8403-9125

川上幼稚園／
改田 陽子（カイデン）
✉
kawakami7i@m2.spacelan.ne.jp
TEL 076-231-1521

http://www.heartofmiracle.net/
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★☆ 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。
	
 
	
 
「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

＜西日本での上映会（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 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

会場

参加費

申込・連絡先

大分県
杵築市

上映会&
三浦喜美子
さんお話

2018 年 9 月 16 日(日)
(開場 13：00)
13：30〜15：05 上映
15：20〜16：20 お話
16：20〜17：00 シェア会

ピースルーム Terra Coya
KUH （大分県杵築市鴨
川 936）

前売り /当日
2500 円/3000 円
※シェア交流会は、
当日受付にて希望者
は別途 500 円にて受
付、準備します
（オーガニックコーヒ
ー、手作り焼き菓子）
子ども無料

ピースルーム Terra Coya
KUH／
永徳 真理（エイトク）
✉
terra.coya.kuh639@gmail.com
FAX 0978-62-3102
TEL 080-5804-0639

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 FAX 088-642-5802
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
（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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★☆ 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９作品を配信中。これからもどんどん増えますよ。
	
 
	
 
「みつばちと地球とわたし」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

