映画『うまれる』自主上映会主催報告書

ドキュメンタリー映画「うまれる」自主上映会報告書

この度は映画「うまれる」の上映会を主催していただきまして、誠にありがとうございました。
上映代のご請求および今後、より良い作品・サービスをお届けするために以下の報告書にご
記入の上、【上映会終了から 1 週間以内にメールにて】お送りくださいませ。
※ 当てはまらないところは空欄のままで結構です。

■

上映会主催者様について

主催団体名

佐渡で「うまれる」を上映する

ご担当者名

代表 後藤千恵子

会

事務局 渡辺純子
引野弓佳（連絡業務）

お振込名義(お支払いがある場合)

佐渡で「うまれる」を上映する会 後藤千
恵子

■

上映会について

上映日時

2013 年 1 月 27 日

2013 年 1 月 27 日

10 時〜 11 時 44 分

14 時〜15 時 44 分

2013 年 1 月 27 日
18 時 30〜20 時 14 分
上映場所

新潟県

佐渡市 アミューズメント佐渡
大ホール

上映メディア

フィルム

(いずれかを選択)

DVD

ブルーレイ

※ ブルーレイは 2012 年 1 月お申込以降は+5,000 円になり
ます
上映方式

有料上映

無料上映

(いずれかを選択)
鑑賞者数(4 歳以上の方すべ 1 回目

608

人

て)

274

人

鑑賞者合計(4 歳以上の方す

3 回目
1540

人

2 回目

658

会場の座席数

人

1300 席

べて)
試写会参加人数
「ママさんタイム」は実施されましたか?

42 人
はい
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3 歳以下の赤ちゃんの人数
いいえ

94

人
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虐待防止キャンペーンは実施されまし

はい

いいえ

過去に映画「うまれる」の上映会を開催 はい

いいえ

たか?

された事はございますか？
上映会案内チラシを配布いただけましたでしょうか?
はい

いいえ

『うまれる』側よりブルーレイ・プレーヤーはレンタルされましたでしょうか? (+3,150 円)
はい

いいえ

障がい者様用バリアフリー版をレンタルされましたでしょうか? (+5,250 円)
はい

いいえ

DVD は追加でもう一枚、レンタルされましたでしょうか? (+3,150 円)
はい

いいえ

監督・豪田トモは講演をさせていただきましたでしょうか? (+52,500 円)
はい

いいえ

学校上映のための支援金ボックスは設置させていただきましたでしょうか?
はい

いいえ

宣材物(チラシ、ポスター)は以下のうちいずれをご選択いただきましたでしょうか?
①買い取りによる現物郵送 ②特別セット価格での買取

③無料でのデータ転送

①「買い取りによる現物郵送」の場合、以下のいずれをご購入いただきましたでしょうか?
チラシ

3,100 枚

ポスター

1枚

②「特別セット価格での買取」の場合、以下のいずれをご購入いただきましたでしょうか?
5,250 円(税込)

■

10,500 円(税込)

21,000 円(税込)

販売物について
取扱

サウンドトラック CD

販売

余り

販売価格

売上

30

枚

20

枚

10 枚

1,890 円

37800

円

パンフレット

100

冊

28

冊

72 冊

600 円

16800

円

書籍『うまれる かけが

0

冊

0

冊

0 冊

1,470 円

0

円

0

冊

0

冊

0 冊

1,050 円

0

円

えのないあなたへ』(白)
書籍『えらんでうまれて
きたよ』(ピンク)
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CD およびパンフレットの販売形態

委託販売

買取販売

■ 告知・宣伝・集客について
告知・宣伝・集客の方法につきまして、「この方法が良かった!」というものがございました
ら、お教えいただけないでしょうか?
・佐渡市が運営するケーブルネットテレビ（CNS）にて何度も CM を放送していただいた。（無
料）
・佐渡市のいろいろな情報チラシなどに、無料掲載で宣伝していただいた。
・労働組合さんや農協さんの支部にチケットを預けて大勢の方へ呼びかけてもらった。
・佐渡市内の保育園・小学校・中学校に白黒印刷のチラシを配布させてもらった。
・実行委員自身も地道に歩いて多くの方々にチラシの配布、チケット販売を行った。

協賛・後援などはとられましたか?
たくさんご協賛・ご後援いただきました。（佐渡オリジナルパンフレットをご参照ください）
協賛・後援の獲得方法のコツなどございましたら、お教えいただけないでしょうか?
実行委員それぞれが、何かしらの繋がりがある所に赴き、映画の概要を告げたり、趣旨を
告げたら ご理解いただけたケースが多かったです。また、個人病院の先生などにお話を
してご理解いただけたこともございました。実行委員に保育士・高校教諭がおります。

■ 上映会全体を振り返って
上映会当日の様子について簡単にお聞かせください。
上映会当日は天気に恵まれました。

10 時からの上映は赤ちゃん連れの方が一番多くいらっしゃいました。
上映１時間過ぎた頃から、2～3 歳くらいのお子さんは飽きて、会場から出てきてしまうケー
スが少し見られました。

14 時からの上映については、看護学校の生徒様が一度に大勢いらしたので、総動員数が
一番多かったです。
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18 時半からの上映は、外も暗く寒くなって来たのですが、昼間仕事などで来られなかった
方が 200 名以上いらしてくださいました。

上映会を開催された感想をお聞かせください。（実行委員より出た感想をまとめます）
☆「高校生の息子を誘って観に行ったのよ」と知人。「帰りのクルマの中でね、お母さんもあ
んなふうに頑張ってあなたを産んだんだよ、なんて話したのよ。上映してくれてありがとう」
と。

思いがけない感想に、感謝と共にポーンとバトンを渡された気がします。ご夫婦で、親子
で、観た映画のその後で、交わされたであろう会話を想像すると温かい気持ちになります。

無事に上映会を終えることに集中していましたが、上映会の終わりは、何かはじまりでもあ
る気がしてなりません。それが何であるかは、今日現在まだうまく整理できていません…。
ご来場くださった皆さまも、私も、今日も命のリレーを続けている、つながっていることに感
謝し、忘れずにいなければ思います。

☆最初は、ただダンナさんに観てほしい、という気持ちで実行委員に参加しました。
実際に活動が始まると、確かに右も左も分からない…という状態でしたが、同じ実行委員
のメンバーの素晴らしい行動力で上映までたどり着けました。

私が担当したことはほんのわずかですが、上映までのマニュアルに詳しく記載があったの
で、とても心強かったです。自主上映会というものは、本当に『自主』で出来るものだと感じ
た貴重な経験になりました、ありがとうございます。

☆今回の上映は、これから先も、絶対に経験することの出来ない貴重な時間でした。
上映会を振り返り感じたことは、観客の年齢層が幅広かったという事。家族連れ、学
生、年配のご夫婦、母娘などなど。男性の入場者も想像していた以上に多かったこと
に驚きました。

エンドロールが終わっても、退席する方もほとんど無く、監督のメッセージを多くの方々に聞
いて頂く事が出来たのも嬉しかったです。アンケートは、いい部分も、悪い部分も、見た
方々の思い思いの生の声を聞くことが出来、次に繋がる大切な糧となると思います。
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何より、上映会を終えたその日のうちに、観覧された方からたくさんの嬉しい感想を頂きま
した。「上映してくれてありがとう」「涙が止まらなかった」「色んなことを考えさせられた」。
この声を聞いて、改めてどんな人でも観るべき映画なのだと強く感じました。
この映画をきっかけに、たくさんの人との繋がりが生まれたこと、周りの人を好きになれた
こと、こんな自分でも出来ることがあるということ、たくさんの事に気づかせてもらった素晴
らしい映画との出逢いに、心から感謝します。

☆自主上映会なんて初めての事で準備等とても大変でしたが、本当に人とのつながり、温
かさを感じさせてもらえた映画になりました。
一生忘れられない経験をさせてもらい、ありがとうございました。
当日会場に足を運んでいただいた方にもとても感謝の気持ちで一杯です。

☆実行委員として 5 ヶ月間活動していて最も強く感じたことは、人との繋がりがうまれ、強く
なるということでした。近い友人、家族、近所の方、行政の方、地域の方々など、身近な人
や思ってもみなかった人と、偶然ではなく必然のように出逢い、繋がり、どんどん広がって
絆が深まっていくのを感じました。

それがとても嬉しく、エキサイティングな日々でした。上映日当日もそうでしたし、上映後も、
もちろんそれがさらに広がって深まっていくと思うととても素敵なことだと思います。開催の
狙いの一つと考えていた「地域の活性化」に、間違いなく貢献できたのではないかと思って
います。

また、広報活動の一つとして地元のテレビ局の番組に出させてもらいましたが、メディアの
力の大きさを感じました。

☆目標人数を高く設定し、大勢入る会場を上映会場に選んだことで、宣伝方法や準備の多
さやチケットの売れ行き動向、DVD がちゃんと再生されるか・・・など、心配事も多数ござい
ました。

DVD が再生されるかどうかが、本当にものすごいプレッシャーでした…。しかし、そんない
ろいろな事も上映会が滞りなく終わったことで、非常に安堵しております。今は感謝の気持
ちだけです。
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☆プライベートで落ち込んでいた時に、他会場にて「うまれる」を観ました。とても考えさせら
れるものがありました。悲観的になっていた私の考えを変えさせてくれたこの「うまれる」を
佐渡で上映したい！佐渡でも私のような人がいるかも？そんな人に届けたい！
この映画は、そんな人の力になってくれるのではないかと思いました。

素人の私が出来るのだろうか？不安もありましたが、話をすると私の想いに共感してくれた
人が、また新たな人を紹介してくれて、人の繋がりが繋がりを生んで実行委員会を立ち上
げることが出来ました。

上映会の準備は初めてのことばかりで、仕事をしながらの活動は大変でした。中でも、実
行委員内の意見の食い違いに悩みました。でも、「うまれる」を届けたい一心で続け、上映
日を迎えました。

会場には大変多くの方が足を運んで下さり、皆さんが鑑賞されている姿を見て胸が熱くなり
ました。上映会準備で多くの人とのご縁ができ、いろいろな方々と話をし、「うまれる」を通し
て沢山のものを得ることが出来ました。上映会を開催できて本当に良かったと思います。

ひとりでは何も出来ませんでした。多くの方々の支援、協力、実行委員８人がいたからこそ
開催できた上映会だと思います。

もし今回の上映会における反省点などございましたらお聞かせください。
上映に関する必要事項もろもろのデータが一人の実行委員に一度に送られましたが、当
初連絡係になっていた担当者には小さいお子さんがおり、なかなかじっくり資料に目を通す
ことができず、どの資料が重要で、どの資料を後で見ればいいのか判別がつかず、試写会
の準備や協賛集めに追われておりました。

他の実行委員は、どれだけの資料が送られているのかわからず、一番初めは『うまれる』
HP からダウンロードできる資料だけを頼りに活動しておりました。従って、一番初めにやる
べきであった上映の目的や会の意志統一などをしっかり行う手順が抜けてしまい、途中で
実行委員メンバーの関係が良くない状態になってしまったことが反省点でした。

6/8

映画『うまれる』自主上映会主催報告書

『上映会開催に当たってチームの皆さまで考えていただきたいこと』
に関しましては、自主上映を行うために数人メンバーが集まったら、必ず記入し、自主上映
を申し込む時に、うまれる LPP 様に提出することを義務付けてほしいくらい重要なことだと
思いました。

何よりもまずこの書類に目を通し、グループで書いて意思統一をはかるべきだったと心から
反省しております。

もし内外のトラブルやクレーム等がございましたら、今後のためにお聞かせください。
アンケート回答が多く、把握しきれていないので後日改めて送信させてください。

実行された独自のアイデアや企画などございましたらお聞かせください。
1 月の上映会でしたので、大ホール入口にマスクとアルコール消毒液をご用意しました。
大変好評でした。（無料のサービスとしました）

夕方の時間帯の上映では足元が冷えるのでひざ掛けを少しですが用意して無料レンタル
致しました。

前にも書きましたが、地元メディアでのコマーシャルはとても集客に効果がありました。

その他、何かございましたらご自由にご記入くださいませ。
本当にこういうイベントが初めて・・・という主催者については、ある程度会場規模や入場人
数に制限を設けておいた方が、リスクやトラブルも少ないかも・・・？と思いました。

素人が、いきなり大きな場所で大人数相手にイベントを行うことは、かなりのリスクやお金
を伴うことになりますので、今回佐渡での上映が成功に終わったことは本当に喜ばしいこと
ですが、万が一これで上映メディアに当日なんらかのトラブルが・・・などの事態になると、
損害金額もカバーしきれないものになったかもしれません・・・。

実行委員内にこのようなイベントを経験した人間もおらず、本当に手探りのまま進めていま
したので、心労は多々ありました・・・。
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大勢の方がいらしてくださったおかげで苦労は吹き飛びましたが、これで DVD の調子が悪
くなり上映中止などになっていたら・・・と思うと、今でも恐ろしいです・・・。

誰でも自主上映会を行えるというフレーズから、もっと簡単な作業で上映会ができると思っ
ておりましたが、思ったより準備など大変でした。
赤字になるとしても、一人１万円くらいの痛手をおえば済む・・・くらいの規模から初めての
上映会を行う場合はスタートするのが良いのではないかと思いました。

また、他会場で自主上映を行った団体さまとの横の繋がりを密にして、自主上映会のノウ
ハウをたくさんシェアしあって、間違いの無い上映会を本当に誰でも行える様になっていけ
たら最高だと思いました。

私たちに伝えられることがありましたら、情報はいつでもお伝えしますので、ご連絡くださ
い。

ご記入ありがとうございました!
・ 上映終了から 3 日以内に上映メディアを郵送返却くださいませ。
・ 上映終了から 1 週間以内にアンケートおよび余ったチラシ・販売物等を郵送返却ください
ませ。
・ 上映終了から 1 週間以内に本報告書をメールへの添付にてお送りくださいませ。いただい
た報告書をもとに請求書を発行させていただきます。
・ 請求書到着後、一週間以内に指定の銀行口座へのお振込をお願いいたします。

映画「うまれる」
自主上映会担当
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