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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 うまれる＠船橋実行委

員会 

ご担当者名 橋本知枝 

お振込名義(お支払いがある場合) 橋本 知枝 

 

■ 上映会について 

上映日時   ２５ 年 １月 ２７日   

１０時３０分〜１２時３０

分 

   年  月  日   時〜 時 

   年  月  日   

時〜 時 

   年  月  日   時〜 時 

上映場所 (都道府県) 千葉県 (市区町村) 船橋市 

上映メディア 

(いずれかを選択) 

フィルム           ブルーレイ             

○DVD 

※ 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 

(いずれかを選択) 

○有料上映 無料上映 

鑑賞者数(4 歳以上の方すべ

て) 

1 回目   １７７ 人 2 回目    人 

3 回目    人 4 回目    人 

鑑賞者合計(4 歳以上の方す

べて) 

  １７７ 人 会場の座席数   ２０８ 席 

試写会参加人数    人 3 歳以下の赤ちゃんの人数   ３１ 人 

「ママさんタイム」は実施されましたか? ○はい いいえ 
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虐待防止キャンペーンは実施されまし

たか? 

○はい いいえ 

過去に映画「うまれる」の上映会を開催

された事はございますか？ 

はい ○いいえ 

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 

英語字幕版をレンタルされましたでしょうか? (+5,250 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 

託児・授乳室での同時上映用に DVD を 1 枚追加されましたでしょうか? (+3,150 円) 

○はい いいえ 

バックアップ用に DVD を 1 枚追加されましたでしょうか? (+3,150 円) ※ ブルーレイや英語

字幕版、バリアフリー版などをご注文いただき、付属されていた場合を除きます 

○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� 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  枚 ポスター  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) 
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■ 販売物について 

  取扱   販売   余り  販売価格 売上  

サウンドトラック CD   枚   枚  枚 1,890 円   円 

パンフレット   冊   冊  冊 600 円   円 

書籍『うまれる かけが

えのないあなたへ』(白) 

  冊   冊  冊 1,470 円   円 

書籍『えらんでうまれて

きたよ』(ピンク) 

  冊   冊  冊 1,050 円   円 

CD およびパンフレットの販売形態 委託販売 買取販売 

※ CD およびパンフレットにおける主催者様手数料は、委託販売は 20%、買取販売は 40%と

なります。 

 

■ 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? 

ブログやフェイスブックで告知しながら、スタッフ募集をしました。また船橋で有名なフリーペ

ーパーの社長さんにお願いしてスタッフになってもらい、web 記事を書いてもらいました。 

 

協賛・後援などはとられましたか? 

公民館での上映会だったので、船橋市教育委員会の後援が必要でした。ですので、船橋

市と船橋市教育委員会と、せっかく虐待防止キャンペーンを行ったので、NPO 法人児童虐

待防止ネットワークさんにも後援をいただきました。また、託児をお願いした保育園も後援

という形にしました。 

 

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? 

「うまれる」の映画自体がとても、質の高い内容も教育的に優れたものなので、後援はいた

だきやすいと思います。 
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■ 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。 

当日は、会場の公民館の老朽化でエレベーターの緊急工事が入り、エレベーターが動か

ないというハプニングがありました。事前にお客様にはお知らせしましたが、当日もスタッフ

が荷物やベビーカーを４階まで運ぶ作業でなんとか乗り切りました。そのお手伝いをするこ

とでお客さんとのコミュニケーションがよく取れて、和気あいあいとしました。 

 

また、ほとんどが事前受付だったので混乱することもなく、開場時間には席の半分が埋ま

り、上映開始時間５分前にはみなさん席に座っている状態でした。上映中もそれほどうるさ

くならず、じっくり観ていただけたと思います。 

 

会場がとても温かい空気に包まれていて、優しい気持ちになりました。帰りにたくさんのお

客様に「開催してくれてありがとう」と言っていただきました。本当にうれしかったです。 

 

上映会を開催された感想をお聞かせください。 

誕生学アドバイザーをしながら「うまれてきれくれてありがとう」という言葉を、どうしたら子ど

もたちが大切な人から直接言われる機会が提供できるのかということをずっと考えていまし

た。 

 

その時にこの「うまれる」を観て、これを親子で（もしくは親に）観てもらえば、きっと自然と

「うまれてくれてありがとう」というところにつながってくれるだろうと思いました。そんな思い

を抱えながら１年近く過ぎ、子どもが小さいから・・・・と延ばし延ばしにしていることが気に

なる日々。 

 

とある NPO で活動を始めて、高校生や大学生と会ううちに、３０歳の私はもう大人なんだと

いうことに気づきました。大人が世の中を変えるために動かなきゃいけない。誰かが何かを

しれくれるのを待っていてはいけないのではないかと思うようになりました。 

 

また、私が生まれ育った船橋という町で、私の子どもたちも育っていきます。この町が温か

い素敵な町であれば、子どもたちもこの町に育ったことを誇りに思えるに違いない。そんな

思いで上映会をしようと踏み切りました。 
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いち主婦ですので、こういった大きな企画をすることが初めてでした。右も左もわからず、手

探りでの準備。後援などの関係で何度も市役所に行ったり、会場となる公民館とやりとりを

したり・・・とても古い体質の自治体で理解がなく、冷たい対応に涙が出ることも多々ありま

した。 

 

それでも協力するよ、一緒にやるよ！という方がたくさんいてくださり心の支えでした。 

今回の上映会のテーマを It takes a village to raise a child.（たったひとつのいのちを育て

上げるのにも、村中の人の知恵と力が必要だ）と決めました。 

 

こんな大きな重たい命を一人で抱えるなんて、無理なこと。みんなで知恵と力を出し合って

子育てしていけるような地域にしよう、そしてそれは、子育てのみならず、子供からお年寄

りまでつらいとき、大変な時に、知恵と力を出し合える、支えあえる地域になる第一歩にな

ればという思いを込めて。 

 

その思いをもとに、集まってくれた仲間と一緒に活動しながらも、主催者の私がみんなに迷

惑を掛けたくないという思いから、一人で抱え込みすぎた時期がありました。一人でパンク

してしまいそうだったとき、「ちょっときつい」と声をあげたら、みんなが役割を分担して、あ

れこれぱぱぱっとやってくれました。 

 

そしてそれは、さらにみんなのスパイスが加わって、より素敵なものとなったんです。これも

テーマの It takes a village to raise a child.につながります。たったひとつの企画をやりとげる

にもたくさんの人の知恵と力が必要なんだと、改めて実感しました。 

 

頼ることは相手を信じること。迷惑をかけるのではなくて、あなたを信じて頼ります！という

ことなのだと知り、少し人に頼れるようになりました。 

また、当日は今までほかの地域で上映会を主催された方が何人もお手伝いに来てくださっ

たのですが「お客様の意識が高い！雰囲気がいいね」と言われました。 

 

船橋市では初めての上映会だったので、「楽しみにしてます」「船橋市で上映されるのを待

ってました」というお声をたくさんいただいていたのですが、来てくださるお客様はみなさん

素敵な方ばかりで、笑顔で挨拶をしてくださったり、会場の運営にとても協力してくださった

りと会場の雰囲気もとても温かいものとなりました。 



映画『うまれる』自主上映会主催報告書 

6/8 

また、スタッフの子どもたちを「子どもスタッフ」と名付け、メダルづくりと上映会終了後の募

金やアンケート回収、メダルプレゼント係りに任命したところ、どの子どもスタッフも責任感

を持って、しっかりとお仕事をしてくれました。 

 

大人が募金のお声かけをするよりも、とても愛嬌がありついつい募金しちゃう！といった感

じで次から次に募金していただいたり、アンケートを忘れていた方が、書きに戻ってくださっ

たりと、子どもたちのパワーを感じました。 

 

とても頼れるスタッフがたくさんいて、ありがたく思いました。上映会終了後たくさんの方に

「素敵な機会をありがとうございました」とか「観ることができてよかったです」と声をかけて

いただきました。私の長年の思いを形にできて、その思いが観てくださった方に少しでも届

いたとすれば、本望です。 

 

大変なことも多く、涙もたくさん流しました。眠れない夜もありました。チラシのとらちゃんを

毎日見つめながら、あれこれ悩む日々。いつの間にか、とらちゃんが息子のように思えてし

まったり、CD を聞きながらドキドキしてしまったり・・・そんなこともありました。 

 

でも、終わってみて、ほんとにやりきった！終わった！！万歳！！やってよかった！できれ

ばまた、やりたいなと思ったりしています。 

 

また、今回は私の家族も全面協力してくれました。特に６歳の長女が私と同じくらいやる気

で、近所の方や幼稚園でも「うまれるやるんだよー」なんて声かけたり、あちこちで宣伝して

くれました。 

 

２歳の息子と一緒にイベントで「うまれるチケット、ありまーす」と販売活動もしてくれました。

寝言で「うまれるやりまーす」と二人で言うくらい。チラシやポスター作りの作業を一緒にや

ったり、あれこれ案を出してくれたり、家族全員で「うまれる」に染まった４か月でもありまし

た。 

 

実は当日、一番うまれる色に染まっていた娘がインフルエンザに会場に来られず大泣きし

ていたのですが、「また、やろうね」の一言で納得してくれました。たくさん協力してくれまし

た。 
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たくさん成長させてくれた「うまれる」に感謝！「オメデトウ！」の歌は我が家の家族のうたに

なっています。 

 

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。 

お申し込みが多く、キャンセル待ちやお断りをしなくてはいけなくなりました。それがとても

残念でした。もう少し大きな場所を用意してもよかったのかもしれません。 

 

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。 

当日エレベーターが工事で動かなかったこと。空調が大元から動いていなかったこと。（何

名か「寒い」と訴える方がいらっしゃいました）途中で大元をつけてもらいました。 

 

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。 

大人の方にはうまれてくれてありがとうハガキと、子どもたちにはうまれてくれてありがとう

メダルをプレゼント。メダルを子どもにあげるときにぜひ、「うまれてくれてありがとう」と言っ

て首にかけてあげてくださいね。とアナウンスさせてもらいました。 

 

どちらも、大切な人がうまれてきてくれたことを幸せに思ってくれるように、という思いを込め

てすべてスタッフで手作りしました。また、子連れの方と大人だけの方との座席を分けまし

た。（大人だけでいらっしゃった方にはゆっくり見られてよかったと好評でした） 

 

子連れの方のお席側にはスペースを広く作り、お子様連れが出入りしやすいようにしたり、

脇や後ろで立ってもみられるようにしました。またキッズスペースも後ろに作り、おもちゃは

おかず折り紙とぬりえのみとしました。 

 

上映会後にいのちのまつりを開催。いのちのまつり「つながってる」の読み聞かせや歌や

わらべうたなどを歌ったり、船橋市にある児童養護施設の紹介をしたりしました。 

 

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。 

アンケートを観ていただければわかりますが、学校上映を望む声がとても多かったです。今

回教育委員会の方も観ていただいたので、学校上映や子どもたちが観られる企画につな

げていけたらと思っています。 
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また、教員を目指す大学生にもぜひ観ていただきたいと思うので、大学での学校上映も積

極的に働きかけていきたいと思います。 

 

 

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 

 


