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　等身大の、６ヶ月間の避難所密着ド
キュメント。悲しさ、悔しさ、それで
も新しい人との出会いは、予期せぬ生
きる力を生む。

●自主上映 問い合わせ
ムヴィオラ　担当：武井・五島　

03-5366-1545　 03-5366-1546
 info@moviola.jp

※詳細はHP参照。
http://www.minatohinanjo.com/

  「その人は森で木を伐り、自分の家を
建て直した」。陸前高田市在住、佐藤
直志さん77歳の震災後を描いた愛と
勇気のドキュメンタリー。（「先祖にな
る」facebookより）

●自主上映 問い合わせ
蓮ユニバース　

03-5830-7202 
03-5830-7203
 joei@senzoninaru.com

※詳細はHP参照。メール連絡の際には、
件名に「先祖になる上映会希望」と明記。

http://senzoninaru.com/

　逃げようと思っても身体がままなら
ない。避難所に行っても、みんなに
迷惑をかけてはいけないと気をつか
う。表には出にくい障がい者の声を収
録したドキュメンタリー。

DVD販売: 
団体・ライブラリー用 ¥10,000 ／ 一般
用 ¥3,000
※上映会には講師派遣も可能。

●自主上映 問い合わせ
東北関東大震災障害者救援本部（東京事務局）

042-631-6620 042-660-7746
 9enhonbu@gmail.com

http://shinsai-syougaisya.blogspot.jp/

　震災で被災したのは人だけではな
かった。ペット、野良、家畜、それぞ
れの被災状況を追いながら、「いのち」
の意味を問う。

●自主上映 問い合わせ
合同会社 東風 上映会係
担当：石川・向坪・酒井　

03-5919-1542  03-5919-1543
 info@inunekoningen.com

※詳細はHP参照。
http://inunekoningen2.com/

東日本大震災後から３年が経とうとし
ている今、震災の記憶を人ごとではな
く、私たちの記憶として残していきた
い。映画を観て振り返ることもひとつ
のきっかけになるだろう。

◉石巻市立湊小学校避難所
（監督：藤川佳三）

　南三陸町志津川、津波で自宅を失っ
た女子高生と、大阪のボーカリストた
ちが出逢う。うたを通して、人と人と
の “絆”が深まっていく姿を描く。

●自主上映 問い合わせ
http://utagokoro.info/

※サポーター募集のページより

◉うたごころ（監督：榛葉健）
〈2011年度版／2012年度版〉

◉先祖になる
（監督：池谷薫）

　“対話 ”を通し、100 年先に被災の記
憶をつないでいこうとする『なみのお
と』、その続編である『なみのこえ気
仙沼』と『なみのこえ新地町』、“民話 ”
によって先祖たちの声を現代につたえ
る『うたうひと』の三部作。

●自主上映 問い合わせ
サイレントヴォイスLLP
担当：相澤・簗瀬（やなせ）　

03-3560-2047
 info@silentvoice.jp

http://silentvoice.jp/utauhito/

東北記録映画三部作 :
◉なみのおと 
　なみのこえ気仙沼/新地町
　うたうひと

（監督：酒井耕・濱口竜介）

◉逃げ遅れる人々
ー東日本大震災と障害者

（監督：飯田基）

◉犬と猫と人間と２
ー動物たちの大震災

（監督：宍戸大祐）

今だからこそ自主上映を

　南三陸町から気仙沼市に抜ける国道
45号線沿いの小さな漁港、蔵内に小
さなお店ができた。浜のおかあさんた
ちが奮起して立ち上ちあげた店、海の
駅「よりみち」。朝とれた魚、地の野菜、
手づくりの小物。食事もできる。まるで、
仮設商店街がコンパクトになって現れ
たみたいだ。そして、なにより興味深
いのが店内で交わされる微笑ましい
掛け合い。お薦めは「こいわかめうど
ん（400 円）」。お近くを通る時には是
非お寄りください。

　2008 年3月から始まり、2011年3月
11日をまたいで撮影に5年半を費やし
たドキュメンタリー。震災前のゆった
りとした三陸漁師町の生活を知る我妻
和樹監督が、震災後をどんな視線で
描くのか、興味深い。

日にち：1月13日（月）
時間 (1)10:00 ／ (2)13:30 ／ (3)17:00
先着順に入場券を配布。
※事前に予約希望の方は、参加する回、
人数分のお名前を明記の上、下記まで
ご連絡ください（〆切 :1/11 正午）。

peacetree_products@yahoo.co.jp

サポーター制度のご案内と募集のお知らせ
　東日本大震災から2年9ヶ月が過ぎました。被災地の風景も徐々に変わって
来ています。瓦礫処理場は縮小し、何も無かった平地には土砂が積み上げられ、
高台整備もあちこちで始まりました。被災地では、数々の出会いを縁に、継続
している活動もあれば、いったん終止符を打った後、新たな展開へと向かう活
動もあります。『FORTUNE宮城』では、そんな変化も含めて、皆さんに現在進
行形の情報をお伝えしたいと思っています。ぜひサポーターとなって、応援いた
だけますよう、よろしくお願いいたします。　　　　　　　FORTUNE宮城　編集部

■個人サポーター　1 口 3000 円／年
　毎号 3 部ずつ冊子を送付＋ HP にお名前を掲載

■企業サポーター　1 口 50000 円／年
　毎号 20 部ずつ冊子を送付＋誌面と HP に企業名とロゴを掲載

サポーターお申し込みは HP から受けつけています。
FORTUNE 宮城 HP ：http://www.fortune-miyagi.com/support.html

http://www.fortune-miyagi.com/

http://fortune-miyagi.blogspot.jp/

「Fortune宮城」で検索してみてください。

●FORTUNE宮城 HP

●FORTUNE宮城 ブログ

●FORTUNE宮城

もよろしく！
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今回はどうにかこうにか終わったものの、
反省の数々だった。本当に水産業について
何も知らなかった。三陸の町といっても一
様ではない。地形に合わせた漁業、歴史
的背景、交通事情、加工業、消費者、流
通経路、それぞれの事情があり、それに合
わせて、産業の展開がある。その全体が絡
んでまわってこそ、水産業は成り立つのだ
と知った。とりあえず、vol.7に終止符を打
てることに安堵している。　　　　　［河崎］

編集後記

以下の図書館で閲覧できます。
荒川区立南千住図書館／葛飾区中央図書館他区内分館／江東区立江東図書館他区内分館／渋谷区立中央図書
館／墨田区立ひきふね図書館他区内分館／中央区立京橋図書館／文京区 真砂中央図書館／狛江市立中央図書
館／調布市立中央図書館他市内分館／八王子市立中央図書館他市内分館／東久留米市立中央図書館他市内分館
／府中市立中央図書館他市内分館／福生市立中央図書館／三鷹市立三鷹図書館他市内分館／西多摩郡瑞穂町
立 瑞穂図書館他町内分館／東京都立中央図書館（出納式）

東京都：宮城ふるさとプラザ（池袋）／ジュンク堂本店７階（池袋）／西村文生堂（自由が丘）／ MC FOREST 
（丸の内）／東京ボランティア・市民活動センター（飯田橋）／立教大学ボランティアセンター（池袋）／南三陸

さんさん商店街すがも店（西巣鴨） ／古書ほうろう（千駄木）　　その他、大学内ボランティアセンター等（お問
い合わせください）
京都府：さいりん館（室町二条）
山形県：復興ボランティア支援センターやまがた （山形）
宮城県：コンテナおおあみ（登米）／ GATI（登米）／とめ市民活動プラザ（登米）／入谷Yes 工房（南三陸町）
／南三陸まなびの里・いりやど（南三陸町）／伊里前福幸商店街（南三陸町）／リアス・アーク美術館 （気仙沼）
／紫市場 （気仙沼）／ IRORI 石巻 （石巻）／ピースボートいしのまき （石巻）／かめ七呉服店 （石巻）　　その他、
三陸沿岸各所

FORTUNE 宮城は以下の場所で手に入ります

　勉強会などでの利用を希望される場合は、着払いで送付いたします。
以下の事項を明記し、メール、または faxでご連絡ください。
送付内容：団体名、住所、ご担当者、メールアドレス、電話番号、希望冊数、イベント名（あれば）、
イベントの内容、その他コメント等

FORTUNE 宮城 事務局   e-mail : info@fortune-miyagi.com     fax: 0220-44-4202送付先
※また、FORTUNE宮城のHPからバックナンバーもダウンロードできます。http://www.fortune-miyagi.com/

有限会社コンテナおおあみ

株式会社アスランフィルム ことばのポトラック

富士ゼロックス株式会社

シーアーツ株式会社

株式会社東北技建

広島県立三原高等学校32期生同窓会

FORTUNE宮城
企業サポーター／ご寄付いただいた団体・企業のみなさま （50音順）

海の駅「よりみち」
浜のおかあさんの店

日曜日・月曜日 9:00〜14:00 オープン

お父さんがつくる「こいわかめ」
購入先：蔵内之芽組HPより

http://kurauchi-no-megumi.jp
080-8202-4223

波伝谷に生きる人びと

南三陸ポータルセンターにて
無料上映会開催！

有限会社ヤマモト石油


