
はじまりは、小さなつぶやきでした。

「この映画の上映会やりたいんだよね」何気なくつぶやいた独り言を拾い上げて、一緒にやろう！と背中を押してくれた大切な

友人。その場に偶然居合わせ、仲間となってくれた大事なメンバー。あの人がやるならお手伝いしたい、と声をあげてくれたたくさ

んの仲間たち。

１つでも多くの場所にチラシを置いて、手にとってもらうには？

実行委員の中には子どもが小学生以上の母も多く、大きくなると子育て支援施設などに行く機会はグッと減ります。そういう人に

チラシをみてもらうには？どうすれば伝えられる？と話し合いました。

集まったメンバーが１つ１つ考え行動を起こし、助け合いました。苦手という不利、時間がないという不利、家が遠いという不利、

それらを仲間同士が補いあって少しでも多くの方にこの映画を知ってもらいたい、と支えあう姿がありました。

小さな種だったつぶやきが芽を出し、半年の間に気づけばとってもとっても立派な、大木に成長しました。

この映画はドキュメンタリー映画です。映画が終わったあとも、出演されたご家族の日常の生活は続いています。

私たちも、この映画上映会だけが ゴールではありません。

これからこの活動をさらに大きくするには？とさらに枝を伸ばし、葉っぱを増やそう！次は何ができるかな？と試行錯誤しています。

良かったら、今度はあなたもぜひご一緒に！！

今日ここに観に来ていただいた皆様の心のどこかに種が芽生えたら、これほど嬉しいことはありません。

副実行委員長 菊池奈保子

本日はご来場いただきまして、まことにありがとうございます。

これをお読みいただいているのは、上映前でしょうか？ それとも、映画を観終わったあとでしょうか。

「これはあなたの映画です。」というのが、この映画のキャッチコピーです。 映画をご覧いただければ、この言葉の意味がお分かり

いただけると思います。 目に映るすべてのひとに、物語があること。

もしよかったら、いったん目線を上げて、 周りを見渡してみてください。

（会場を出られたあとでしたら、あの上映会場を思い浮かべていただけたら！）

それぞれが唯一無二の物語を抱えながら、同じ空間で、同じまちで生きている。 そのことを感じていただけたら嬉しいです。

そして、今日の終わりか、明日の朝か、はたまた1週間後か…、ご自身の「いま、ここ、にある しあわせ」に気づいたら。それを

私たち実行委員に、ぜひ聞かせてください。この上映会が、皆様にとってしあわせについてあらためて見つめ、感じるきっかけに

なれば、それが私たちにとってのひとつの「しあわせ」です。

重ねてになりますが、本日は上映会へ足をお運びいただきありがとうございます。どうか、善き1日をお過ごしください。

実行委員長 本保美由紀
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本日の上映会は、多くの皆様のご協力により開催することができました。

心よりお礼申し上げます。
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こちらに掲載している以外にもたくさんの応援をいただいております。ありがとうございました。

Given～いま、ここ、にある しあわせ～ 上映会

主催：NPO法人 こまちぷらす http://comachiplus.org/

共催：リスニング・ママ プロジェクト https://lis-mom.jimdo.com/

後援：戸塚区／戸塚区社会福祉協議会

ご意見・感想・お問い合わせはこちらまで

★Facebookページからメッセージ：https://www.facebook.com/given.totsuka/

★メール ：given@comachiplus.org

★レターポット：https://letterpot.otogimachi.jp/users/5612 （実行委員足立さとみのアカウント）
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あなたも に今後のアクション

NPO法人こまちぷらすは、

「子育てを、まちでプラスに。」

を合い言葉に、子育てで孤立

することなく、子どもの誕生が

歓迎される社会を創るために、

様々な社会課題を解決する

事業を提案しています。

必要な方に必要な情報を届け

る事業や、親子でくつろげる

「こまちカフェ」の運営、おしゃべ

り会や様々な興味関心がきっ

かけとなるイベントの開催、

社会とつながりたい人が活躍・

貢献するための場づくりなど

様々な事業に取り組んでいま

す。

また、「ウェルカムベビープロジェ

クト」「フューチャーセッション」な

どを通して、異なる立場からの

視野の共有を図り新たな価値

の創造をしています。

「話せる場、聴く力をすべての

人に」リスニング・ママ プロジェ

クトは、オンラインの無料通話

を使って、子育て中の女性が

安心して話せる場づくりをして

います。1対1で傾聴するおは

なしDay、共通のテーマで少

人数で話せるお茶会。また、

聴き手ボランティアの養成、

「子どもの話を聴くコツ」などの

保護者向け講演を通じて「聴

く力」の底上げを行っています。

上映会を通じて、共感の土台

となる体験をまちで共有できる

ことは、お互いの気持ちに耳を

傾ける社会＝共生社会への

第一歩かもしれません。

普段はオンライン活動をしてい

る私たち。地域の子育て支援

を行うこまちぷらすとの協働に

より、新たな可能性を感じて

います。

上映会後、この映画で感じた

こと、ぜひ聴かせてくださいね。

※上映会後のアクションのページへ！

こまちぷらすの理念に共感し、

メンバーとして登録したあと、

様々な業務のパートナーとして、

カフェ内外で一緒に活動を創っ

ていくボランティアメンバーです。

子育てをきっかけに地域に目を

向けたとき「自分も何かしてみ

たい」「自分がしてもらったことを

次の人にお返ししたい」など思っ

ても、なかなか個人では動きだ

せないもの。

そこで、すでに活動の基盤を

持つ、こまちぷらすのパートナー

として、お手伝いしたり、一緒に

創りあげたり、というチャレンジ

ができる場です。

この自主上映会も、1人の想い

からスタートし、実行委員会が

立ち上がりました。多くのパート

ナーが加わり、地域に広がりを

見せています。

※「パートナー登録説明会」は

毎月こまちカフェにて開催して

います。

プロジェクトに わる 間たち
Given上映会から始まるこのまちのしあわせプロジェクトには

３つの柱（関わる団体・チーム）があります

メルマガ

https://www.facebook.com/groups/1981600822091552/

「Given」の感 お話会@オンライン3/11 (日)
ご自宅またはお好きなwifi環境から参加できる
オンライン会議室で感想シェア！

時間：10:00~12:00
場所：オンライン会議室ＺＯＯＭを使用
参加費：無料 定員：10名
主催：リスニング・ママ プロジェクト
申込：http://lismom-given.peatix.com/

Given

場所：こまちカフェ 時間：10:00～12:30
参加費：無料（ランチ代・ドリンク代別途）
定員：10名 お子様連れ歓迎
主催：NPO法人 こまちぷらす
申込：http://kokucheese.com/event/index/508494/ 

こまちカフェのランチを召し上がりながら感想を
シェアしませんか？

「Given」を見 わった後の感 を話す会3/7 (水)

場所：こまちカフェ 時間：10:00～12:00
参加費：540円（税込）定員：8名
主催：NPO法人 こまちぷらす
申込：http://kokucheese.com/event/index/503965/

こまちパートナー登録にご興味、関心のある方お待ちしています。

こまちパートナー3/16(金)

「リラのいえ」は難病の子どもを持つ家族のための宿泊施設（ファミリーハウス）で、その多くはボランティアと支援の力
で運営されています。近くにある神奈川県立こども医療センターには、重い病気の治療を受けるために県内はもちろん
全国から来院して、長期にわたり入院している子どもたちがたくさんいます。 自宅から離れて入院する子どもたちにとっ
て、そばにいて支えてくれる家族の存在は治療のためにも重要なことです。

：2/26 (月)〜3/9 (金) 

ファミリーハウス 「リラのいえ」 へ する物品を めます！

●黒マジック(油性、水性どちらでもOK) ●洗濯洗剤 ●シャンプー、リンス
※保管場所に限りがあるため、ケースでの持ち込みはご遠慮下さい。１個単位からお受けいたします。
※いずれも未使用の物に限ります。

受付場所：こまちカフェ(受付10:00〜17:00・日祝休み)

こまちぷらす

ホームページ▶
リ ス マ マ

ホームページ ▶
こまちパートナー

紹 介 ペ ー ジ
▶

上映後のアクションや、皆様から
いただいた感想（掲載許可をいただ
いたもの）などをお知らせするメール
マガジンを発行します。
配信をご希望の方は、アンケートにて
メールアドレスをお知らせください。

岩崎純子 小倉美詠 神谷美奈 菊池奈保子 くろいわたか 玄長裕子 齊藤益子

澤田美帆 清水泉 髙松未穂 Ｙ．Ｎ 本保美由紀 松本千恵 涌井里菜

有馬智子 石川奈美 大塚朋子 北本若葉 佐藤貴美 志田幸子 菅原陽子

多田香菜 田中妃呂美 谷洋子 守家文子 横島紀子

足立さとみ 高橋ライチ

&
この上映会を企画して、新たな出会いや地域でのつながりが生まれ、やりたいことを応援し合える、「仲間」ができました。

さらに今日、映画を観て、自分も何かを始めたい、と思ったあなた！実行委員会の活動に興味を持ってくださったあなた！

このまちから始まるしあわせプロジェクトの、次のアクションを一緒に考えませんか？

例えば、多様性を学ぶ勉強会、みんなで共有したいテーマで上映会、お話会など…まちにしあわせを創り出す自主活動が

どんどん芽を出す苗床のようなグループを一緒に創りましょう！

Facebookグループ
▶

Join us!!

こまちパートナー

こ ま ち ぷ ら す
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