＜関西での上映会（6 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輪のおはなし〜
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
前売り/当日

大阪府
高槻市

上映会

2018 年 7 月 28 日(土)

高槻現代劇場 大ホール

大人 3500 円/4500 円

トーク

12：00 〜 15：30 予定

（大阪府高槻市野見町

中高生 2000 円/2500 円

ライブ

（開場 11:00）

2-33）

小学生以下無料
4 枚ｾｯﾄﾁｹｯﾄ 12000 円

2018 年 7 月 29 日(日)
兵庫県
西宮市

上映会

~8 月 27 日(月）
ご要望に応じて上映
（火・水は定休日）

滋賀県
長浜市

上映会

株式会社大和 グリーンラ

勤労福祉会館 臨湖

13：30〜15：10

多目的ホール & 和室

（開場 13：00）

(滋賀県長浜市港町 4-9)

高島市

上映会

2018 年 7 月 29 日(日)

３階会議室

10：00 〜 12：00

(滋賀県高島市今津町弘川
59)

2018 年 7 月 29 日(日)
京都府

上映会＆

京都市

ｼｪｱﾀｲﾑ

午前 10：00〜13：00
（開場 9：30）
午後 16：00〜19：00
（開場 15：30）

三浦喜美子（ミウラ）
TEL：080-3817-3962
（水・日祝を除く 10：00〜17：00）
event@heartofmiracle.net

廣野 順子（ヒロノ）
info@greenlife-hyogo.com

前売り/当日

ハートフルプロジェクト in びわ湖

大人 1200 円/1500 円

／轟 実枝（トドロキ）

中高生 600 円/750 円

mie11231026@icloud.com

小学生以下無料

TEL：090-2067-4743

無料
※事前に申込が必要で
す。

ミツバチまもり隊／
小織 健央（サオリ）
TEL：0740-20-1300
info@mitsumamo.pw

大人 3500 円

学び場とびら
(京都市下京区室町通綾小
路上る鶏鉾町 480 番地 オ
フィスワン四条烏丸 13 階)

更に詳しくはホームページをご覧ください	
  	
  	
 

E・E プロジェクト／

TEL: 0120-184-670

園 2F)

高島市立今津東小学校
滋賀県

1080 円

15-1 ルーブルコート苦楽

2018 年 7 月 29 日(日)

NPO 法人 ハートオブミラクル

グリーンライフ／

イフ兵庫 苦楽園事務所
(兵庫県西宮市南越木岩町

申込・連絡先

中高生 2500 円

株式会社夢びと／

小学生以下 無料

中田 俊（ナカダ）

とびら会員さん 500 円引

info@act-dodo.com

き

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。

「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

＜関西での上映会（6 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
兵庫県
伊丹市

大阪府
岸和田市

内容
上映会
&お話
し会

日時

会場
伊丹のおうちヨガスタジオ

大人 1800 円

13：00〜14：35 上映会

ayanas

（手作りおやつとお茶つき）

（開場 12：30）

（兵庫県伊丹市寺本 5 丁目

中高生 500 円

14：45〜15：15 お話し会

170 番地）

小学生以下 無料

2018 年 7 月 1 日(日)
上映会

参加費

2018 年 6 月 28 日(木)

14：00〜16：00
（開場 13：30）

大阪府岸和田市立文化会館

申込・連絡先
竹島 彩子（タケシマ）
TEL：080-4364-4311
ayanasyoga@gmail.com
NPO Happiness Garden／

（マドカホール）

大人 1000 円

栢原 隆泰（カヤハラ）

（大阪府岸和田市荒木町１丁

中学生 500 円

TEL：090-8386-0834

目１７番１号）

npo̲happiness̲garden@yahoo.co.jp

映画「大地の花咲き」
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。虫も雑草も仲間たち。その想いの裏には、大切な我が子	
 大地君の存
在があった。農場の運営で家族で意見が対立。憎しみは限界点へ。すべてを投げ出して、この地を去ろうとしたその時、
大地君は突然天国へお引っ越しした。「僕が家族を守るからね」という言葉を残して。生きるって？命って？命が織り
なす喜びのタペストリーが今、現れる。	
 
虫や草も仲間。命とともに歩む農業を通して、新たな地球の未来を模索する農家があった。	
 
制作：E・E プロジェクト監督：岩崎靖子 2015 年 8 月初上映：約 94 分配給：NPO 法人ハートオブミラクル	
 

地域

内容

日時
2018 年 6 月 16 日(土)

大阪府
大阪市

上映会＆
村上さん
おはなし

17：30~20：30
（開場 17：00）
17：30~19：05 上映
19：15~20：15
村上さゆみさんおはなし

会場

参加費

申込・連絡先

日本メンタルヘルス協会

津波古 美奈子（ツハコ）

大阪校

TEL：090-8919-6544(ウエノ)

（大阪市中央区心斎橋筋

3000 円

または

1-9-17 エトワール心斎橋

TEL：090-3718-6245(ツハコ)

6 階）

info@chihiro.link

	
 

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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「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。	
 

恵子さん、編集ありがとう

