＜西日本での上映会（6 月 25 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〜
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 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
石川県
金沢市

上映会

2018 年 6 月 30 日(土)
(開場 18：20)
18：50〜20：30 上映

金沢勤労者プラザ（金沢
市北安江 3-2-20）

1200 円

銀座まるかん遠藤隊本部
TEL0776-52-8640

	
 

映画「僕のうしろに道はできる」
〜奇跡が奇跡でなくなる日に向かって〜
この映画は、ある日突然脳幹出血で倒れ、万が一つにも意識は戻らないと言われた宮田俊也さんが、同僚の山元
加津子さんや周りの人たちの支えによって、意思伝達装置を使って気持ちを伝えられるようになり、リハビリによ
ってどんどん回復し、車いすにも乗れるようになっていく軌跡を描いています。本作品を通して、リハビリのやり
方によっては回復の可能性があるという常識が広がり、その可能性に確信をもつ周りの方の支援で、実際に回復さ
れる方が、どんどん現れてくることを願って制作されました。	
 
制作：E・E プロジェクト	
  監督：岩崎靖子	
  2013 年 3 月初上映	
  約 90 分	
  配給：NPO 法人	
  ハートオブミラクル	
 

地域

内容

鳥取県
鳥取市

上映会

日時
2018 年 7 月 1 日(日)
(開場 13：00)
13：30〜15：00 上映

会場
とりぎん文化会館だい５
会議室 （鳥取市尚徳町
101 番地 5）

参加費
前売り / 当日
1300 円/ 1500 円

申込・連絡先
ハートオブミラクル自主映画上映
実行委員会
TEL 070-7562-3628（サカモト）

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/

	
 
	
 
「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（6 月 25 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

福岡県
福岡市

上映会

2018 年 6 月 30 日(土)
１回目 10：00〜12：00
２回目 14：00〜16：00

日時

会場

参加費

福岡県
新宮町

上映会

2018 年 7 月 4 日(水)
そぴあしんぐう 小ホー 800 円 （オーガニッ 環境啓発団体 地球のめぐみ／
午前 10：00〜11：35 上映 ル （福岡県糟屋郡新 クドリンクとスイーツ 梅﨑 由美子（ウメザキ）
11：45〜交流会（満席）
宮町新宮東 4 丁目 1 番 付き）
✉ume@chikyu-megumi.org
午後 13：30〜15：05 上映 1 号）
※7 月 1 日までに事 TEL070-5690-5327
15：15〜交流会
前予約を
お知らせ：午前の部のみ託児を予定しております。1 人あたり 300 円、定員 10 名。（1 歳以上のお子様）
※ご希望の方は６月２７日（水）までにお申し込みください。
託児申し込みは✉chikyumg@yahoo.co.jp 地球のめぐみ佐藤まで。

鳥取県
鳥取市

上映会
＆岡野
眞規代
さん
講演会

2018 年 7 月 14 日(土)
(開場 9：45)
10：00〜12：00 上映
13：00〜15：00 講演

鳥取県立博物館 2 階
講堂 （鳥取県鳥取市
東町 2 丁目 124 番地）

福岡県
福岡市

上映会

2018 年 7 月 15 日(日)
(開場 10：00)
（10：15〜13：30）
10：30〜12：05 上映

料 理 教 室 「 Tunagu 」
（福岡県福岡市南区高
宮 1 丁目）

ヨガライフ・リンサーラ
（福岡市東区和白丘
2-18-19）

前売り/ 当日
1700 円/1800 円
（お茶とお菓子付

申込・連絡先
角上 里菜（ツノウエ）
✉rina@linsara.jp
ＴＥＬ070-5534-9383

前売り / 当日
女性と子どものサポートセンター
ひとつのみ
いのちね／和田 トミエ（ワダ）
1000 円/1500 円
✉info@inochine.com
両方
TEL0858-71-0369
1500 円/2000 円
お知らせ：当日は、託児を行っていますのでご希望でしたら事前予約を。12：45〜15：00、
1 人あたり 500 円。先着 10 名 3 才以上のお子様でお願いします。

更 に詳 しくは ホームページをご覧 ください

1500 円+お茶とスイ
ーツ料金 500 円

料理教室「Tunagu」／
下條 和子（シモジョウ）
✉kazuko.shimojo@gmail.com
FAX092-921-7023
TEL090-4510-9105

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。
	
 
	
 
「1/4 の奇跡」「僕のうしろに〜」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

