
【イントロダクション】
　15歳の頃からデジタルカメラで本格的に撮影を始め、18歳の時から、京都市内や、地元･八幡市内
で何度も写真展を開いている青年がいる。
　米田祐二さん（京都府八幡市在住・映画撮影当時 満21歳／2015年1月現在23歳）。
　祐二さんは、会話が得意ではない。ゆえに人とのコミュニケーションに障がいを持つ。
　３歳児検診で「自閉症」と診断され、突然 奇声を発し、裸足で近所を走り回る野生児のような少年だ
った祐二さんは、養護学校に入学し、小学部５年生になった頃、母の携帯電話についていたカメラに
興味を持ち始め、写真を撮り始めた。
　視力が悪いことが中学２年の頃にわかり、そのときに母・千鶴さん（撮影当時 満54歳）は、祐二さん
が見えにくいものを写真でアップにして確認していたのだと気づく。眼鏡をかけるようになったら多
動も治まった。祐二さんが撮った写真は彼の教科書であり、言葉では伝えられない想いを自分に伝える
手段だったのだと気づき、以来、千鶴さんは祐二さんにデジタルカメラを持たせ、写真を大切に保管。
　そして高等部3年生の時に初めての写真展を開いて以降、祐二さんはアマチュア写真家として数多く
の作品賞を受賞してきた。
　
　2013年2月、そんな祐二さんが「観光バリアフリーモニターツアー」に参加するチャンスを得た。
　母の手を離れて、沖縄を旅することになったのだ。
　生まれて初めて飛行機に乗り、初対面の支援者と過ごす「おきなわ（？）」での時間･･･。
　理解の範疇を超える挑戦と、大きな不安を乗り越えて、初めて出会う人と、沖縄の海や空･･･。
　彼の目を通して見えた沖縄は･･･そして、苦手だった人との交流はどうなるのか･･･。
　その３日間に「普通に生きる」を制作したマザーバード･貞末のムービーカメラが密着した。
　祐二さんは気が向くと、首から提げたカメラのシャッターを押した。
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ぼくは写真で世界とつながる ～米田祐二 22歳～
ドキュメン

タリー映画



                                                主な登場人物

米田祐二（よねだゆうじ）さん・・・1991年生まれ。
撮影時は21歳。京都府八幡市在住。自閉症。
京都府立桃山養護学校の小学部高学年頃より
母の携帯電話のカメラで写真を取り始め、中学
部3年生よりデジタルカメラで本格的に撮影を
始める。
高等部3年生の時に、プロカメラマンの豆塚猛
氏に出会い、初めて写真展を開催。
以後、八幡市を中心に毎年写真展を開催。
現在は、就労移行支援B型「エクスクラメーショ
ン･ファクトリー」に通所している。
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●写真展歴・受賞歴

2009 年   7 月「ゆうじくんの不思議カメラ」ぎゃらりー喫茶ジロ―にて初めての写真展
　　　　  9月  京都府立八幡高校南キャンパス 祐二展
2010 年   1 月「素敵な写真を撮りましたよ」八幡市文化センターミニギャラリー
2011 年   3 月  祐二展「僕の空」八幡市文化センターミニギャラリー
　　　     6 月  祐二展「あきない写しん」京都市堀川商店街 まんまん堂ぎゃらりー
2012 年   4 月  祐二展「二十歳の空」八幡市文化センターミニギャラリー
　　　　  6月  祐二展「空をみあげて」京都市堀川商店街 まんまん堂ぎゃらりー
　　　　11月  祐二展「ぼくの乗るでんしゃ」八幡市文化センターミニギャラリー
2013 年   2 月  沖縄県モニターツアーに参加 　　
　　　　  4月 祐二展「ぼくの旅日記ｉｎ沖縄」八幡市文化センターミニギャラリー
　　　　  6月 祐二展「ぼくのともだち」京都市堀川商店街 まんまん堂ぎゃらりー
　　　　  9月 祐二展「ぼくのすむまち」八幡市文化センターミニギャラリー    
2014 年   2 月  米田祐二写真展「ぼくの旅日記ｉｎおきなわ」沖縄県名護市立中央図書館
　　　　  3月  米田祐二写真展「ぼくの旅日記ｉｎおきなわ」  沖縄小児発達センター
　　　　  4月  米田祐二写真展「ぼくの旅日記ｉｎおきなわ」 イオン那覇店
　　　　  4月  米田祐二写真展「ぼくの旅日記ｉｎおきなわ」 イオンタウン南城大里 なんじぃ～ホール
　　　　  5月  米田祐二写真展「ぼくの旅日記ｉｎおきなわ」  沖縄県立南部医療センター  ギャラリー和 
　　　　  5 月  ドキュメンタリー映画「ぼくは写真で世界とつながる～米田祐二 22歳～」完成
　　　　  6月  米田祐二写真展「ぼくの旅日記ｉｎ沖縄」京都市堀川商店街 まんまん堂ぎゃらりー
　　　　  9月  祐二展「ぼくの宝もの」八幡市文化センターミニギャラリー
　　　　10月  栗原紀代美プロデュース米田祐二写真展「ぼくの宝もの」
　　　　　　    1日～ 31日 玄米食カフェ白椿
　　　　　　    3日～ 18日 兵庫医科大学ささやま医療センター玄関ホール
2015 年   3 月  米田祐二写真展「ぼくのなかまたち」八幡市 カフェ エ デセール ゴリール
　　　　  4月  米田祐二写真展「ぼくのなかまたち」八幡市文化センターミニギャラリー
　　　　  6月  米田祐二写真展「ぼくの出会い」京都市堀川商店街 まんまん堂ぎゃらりー
　　　　  6月  米田祐二写真展  まちの駅クロスピアくみやま（予定）
　　　　  7月  米田祐二写真展  八幡市 カフェ エ デセール ゴリール（予定）
　　　     
2009 年「京都とっておきの芸術祭」実行委員会会長賞受賞
2010 年「京都とっておきの芸術祭」知事賞
　　　　　第6回 万博公園に咲く花のコンテスト 特別賞受賞　
2011 年「京都とっておきの芸術祭」優秀賞受賞
　　　　　八幡市文化賞 優秀賞受賞
2012 年「京都とっておきの芸術祭」佳作受賞
2013 年「京都とっておきの芸術祭」優秀賞受賞
2014 年「京都とっておきの芸術祭」優秀賞受賞
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　今回の旅で、那覇市にあるGallery＆Bar ごうさんのご案内で、幸運にも彫刻家 
金城実さんのアトリエへおじゃますることになった。アポなしだったが、祐二さんは
あたたかい歓迎を受け、短い時間だったが金城さんのアトリエでお話を伺う機会
を得た。

彫刻家 金城 実さん
　読谷村在住の彫刻家。平和運動家としても知られる。

　1939年沖縄県生まれ。1965年京都外語大学卒業。大阪市立天王寺夜間中学校、西宮市立西宮西高校、近畿大
学付属高校などの講師をつとめながら彫刻活動に従事。1994年沖縄に帰り読谷村に在住し彫刻に専念。
　1970年沖縄での反米「コザ事件」に刺激され彫刻制作を開始、1971年代表作「沖縄」制作、1979年「戦争と人
間」大彫刻展で全国80箇所キャラバン実施、1987年読谷村チビチリガマに「世代を結ぶ平和の像」建立、長崎原
爆記念館に「平和の母子像」建立、1999年韓国英陽郡に「恨之碑」建立、1997年より100ｍ大レリーフ「戦争と人
間」制作に着手、2007年完成、大展示会。2008年「アートで表現するYASUKUNI展」出品等多数。
著書に、『土の笑い』（筑摩書房）、『神々の笑い』（径書房）、『沖縄を彫る』（現代書館）、『民衆を彫る』（解放出版社）等。

　　　　　　　　　　       主な登場人物　　　　　　　　　
　米田千鶴さん（祐二さんの母）・・・1958年生まれ。
　次男祐二さんが誕生する前に実家に戻って、長男と両親との5人暮らし
を選んだが、祐二さんが2～3歳の頃、障がいに気づく。
　それからの人生は、野生児のようだったという祐二さんを生かすことに
文字通り心血を注いできた。2人の息子の父親代わりとなった千鶴さ
んの父は、2008年に他界。それ以降は、1929年生まれの母・美栄子
さんと 4人で暮らしてきた。
　祐二さんが入学した京都府立桃山養護学校は、自宅から車で1時間以

上かかった。近くに養護学校を作る運動を始めたのは、祐二さんが小学部2年生のとき。それから12年、府
会議員や市議会議員、市長などを相手に、支援学校建設運動の中心となり、八幡市内に京都府立八幡支
援学校が開講したが、時すでに祐二さんが卒業後であった。
　そうした千鶴さんの活動が地域の意識を育てた。祐二さんの兄 宏平さんは映画の中で、母を「八幡のト
ロツキー」と揶揄しているところも愉快だ。

　米田宏平さん（祐二さんの兄）・・・1989年生まれ（2歳上、長男）
　龍谷大学法学部卒。彼が大学で4年間学んで出した答えが、ノンポリだ
そうです。当時宏平はまわりから福祉の道を強く進められてました。でも彼
は、福祉は学ばない。それは当たり前にあるものだから。今さら何を学ぶ？
と問われてしまいました。誰よりも福祉には強い！（文・母 千鶴）

　一般社団法人Kukuru 鈴木 恵さん & インクルラボ 山村哲也さん・・・
Kukuruは、重度の障がいがある人とそのご家族が、円滑に沖縄旅行を楽
しめるようにサポートする団体。　
　看護師の資格も持つ鈴木さんはKukuruの代表。
　今回、米田祐二さんと、中畑忠久さんの二名が、京都からこのモニターツ
アーに応募して参加が決まり、祐二さんの専任ヘルパーとして、山村さんが
派遣された。

　
　中畑忠久さん・・・NPO法人 医療的ケアネット理事として、モニターツアー
の聞き取り調査段階から企画の協力者でもあった。当初、参加を予定して
いた方の急逝により、米田祐二さんと、中畑さんがその枠に応募し、参加す
ることとなった。八幡市在住。養護学校建設運動をきかっけに、千鶴さん母
子と知り合った。
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　＜制作スタッフ・撮影協力＞

製作・著作・配給 ： マザーバード 
  ： PD・撮影 ･構成･編集： 貞末麻哉子  
 ： 制 作 補 ： 梨木かおり・洪 福貴 

   
ナレーション&音楽 ： chiharu

   

ポストプロダクション ： 
　　　　CSW Cinema Sound Works  
 ： 整音・MA ： 中山隆匡  

制作協力 ： media EDIX 

   

特別協力
 ： 京都府八幡市
 ： 豆塚 猛 

＜制作母体 マザーバードについて＞
　　マザーバードは、貞末麻哉子、梨木かおり、洪 福貴の女性3名によって、
有限会社メディア･エディックスの傘下で結成した制作共同体として、2017年
1月で16年を迎えた。
　貞末は1986年、プロデューサーとしてデビュー作となった35mm 劇映画
「ゴンドラ」（伊藤智生監督作品）を皮切りに、1993年からは主にドキュメ
ンタリー作品の制作・上映プロデュースを手掛けてきた。
　2001年、横浜市にある重度心身障害者の通所施設のパイオニアである朋の
日常を記録した「朋の時間～母たちの季節～」（西山正啓監督作品）の製作委
員会に3人で参加したのをきっかけに、マザーバードを結成。
　以来、3人で、主にドキュメンタリー映画の制作・販売・関連本の出版など
を行ってきた。マザーバードが制作した作品としては、「晴れた日ばかりじゃ
ないけれど」に続き、「普通に生きる～自立をめざして～」が第2作目。本作
「ぼくは写真で世界とつながる～米田祐二22歳～」は3作目となる。
　現在は、2作品の全国上映を続ける中、「普通に生きる」続編の編集と同時
平行で、30年を経てリバイバル公開されている「ゴンドラ」のために奔走中。

【プロダクションノート】
　「素晴らしい写真を撮るアマチュア･カメラマンが京都にいるんですが、ほとんどファインダーを見ないでシャッター
を切るんですよ」と、映画にも登場してくださっている中畑さんに紹介されて、その方の写真展「祐二展」を京都に訪
ねたのは、2012年秋のことだった。
　カメラマンは米田祐二さん。地元では人気者だという。深く印象に残る写真が何枚もあった。
　その日、初対面の祐二さんと母･千鶴さんとランチをご一緒させていただいた。自閉症だと聞いていたが、会話を交
わさなければ、祐二さんのどこに障がいがあるのかはわからない。首から提げたカメラがコンデジだと知った。
　母は祐二さんのアルバムをいつも持ち歩いていて、他にもたくさん祐二さんの作品を見せてくれた。素晴らしかっ
た。帰りがけ、祐二さんが店の外の銀杏を見上げて撮影する姿を目撃した。ファインダーは、噂どおり、ほとんど覗いて
いなかった。撮りたいと思った瞬間がシャッターチャンス。写真を撮るという行為の原点を見た思いがした。
　翌年２月、祐二さんは、沖縄に来る障がい者の旅をサポートする法人と中畑さんの支援を得て、沖縄へと旅をするこ
とになった。生まれて初めて家族の元を離れて、初対面のヘルパーさんに支えられる2泊3日の旅の計画が練られた。
　祐二君が沖縄に到着する前日、ちょうど沖縄で前作の上映会があってわたしも沖縄に呼ばれていたので延泊を決
め、レンタカーも延長して旅のお手伝いすることにした。そして、その旅の様子をお母さんに見せてあげられたらと思
って撮影をさせてもらうことにした。楽しい撮影だった。作品にまとめる予定はなかった。
　初めて乗る飛行機で無事に着いた祐二さんは、機上で撮った素晴らしい雲海の写真を見せてくれた。
 初めて見たシーサー。綺麗な海と水平線に沈む夕日を撮影する祐二さんの活き活きした表情。アトリエにおじゃまし
た彫刻家の金城実さんは、祐二さんの写真を素晴らしいと誉めてくれた。初めて飲んだコーヒー。楽しかった美ら海
水族館。祐二さんは沖縄と出会って、楽しそうにシャッターを切った。
　わたしのカメラにも、その挑戦がおさまった。
　そしてその2ヶ月後、京都府八幡市（祐二君の地元）で、祐二君が撮影した沖縄旅行の写真を集めて「祐二展～ぼ
くの旅日記in沖縄～」が開かれた。母はそれを奇跡の始まりと言った。
　わたしも出かけて行き、その写真展と、祐二君のご自宅での様子を撮影をさせていただいた。晩ご飯をごちそうに
なるだけの予定だったのだが、母千鶴さんの話は楽しかった。途中で兄 宏平さんが帰宅すると、ますます興味深いお
話を撮影できた。なんと祐二さんは出発前夜まで熱があったなど裏話も満載。
　2泊３日の旅の記録に、たった数時間のインタビューだったが、やたらと内容深い映像がわたしの手元に残った。し
かも撮影中に、祐二展を沖縄でも計画しようという次の展開も決まったのだった。母 千鶴さん曰く「奇跡の始まり」
は、さらに沖縄で大きな花を咲かせることになった。ドラマも十分ある。この映像からわたしたちが学べることはたく
さんあるぞと思った。この映像を通して伝えたいことが山ほどあった。
　映画が紡げるのか･･･机上の空論の積み重ねで時間ばかりが過ぎたが、その翌年の5月に、沖縄の鈴木さんや山
村さんが、祐二展沖縄に合わせて、上映会の日程を決めてくださった（逃げられなくなった）。
　ちょうどその頃、わたしの中学高校の同級生chiharuが「あおぞら」というミニアルバムを出した。子育てを終えた
母親の気持ちで作った楽曲だった。その優しいメロディーと chiharuの澄んだ透明な歌声が映画のイメージにぴっ
たりだった。そんなわけで、編集はほとんど曲を流しながら、音楽のちからに助けられて仕上がっていった。
　京都の千鶴さんからは、祐二さんの過去の作品を送っていただいたり、映画の完成にあたり、細やかにお世話にな
った。特に祐二さんの障がいを説明したり、対処法を解説したりするテロップには細心の注意を払い、深くアドバイス
をいただくこととなった。
　そして沖縄では2014年2月、3ヶ月にわたって『祐二展ぼくの旅日記inおきなわ』が開かれ、上映会が予定されてい
た5月18日の前日に作品は完成した。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PD・撮影・構成・編集　貞末麻哉子



　
いろんな意味で社会にある「障害」

　国鉄（現在のＪＲ）の順法闘争によって、乗車率 300％とかいう超うるとら満員電車で痴漢に遭い、過呼吸
を起こした中学生の時以来、私は電車に乗れない。今でこそ PTSD とかパニック障害なんて病名がつくけれど、
当時はそんな風に社会に認知されていなかった。結局、誰にもそのことを話せず、ホームの端で満員電車を見
送って、学校では遅刻魔のレッテル ...。いろんな意味で社会は私の「障害」だった。
　祐二君は写真を撮ることが大好きな、気持ちの優しい青年だ。彼は「自閉症」とか「発達障害」とかって呼
ばれているワケなんだけど、彼の「障害」を理解して一緒に時間を過ごしてみたら、彼が社会の障害になって
いることなんてひとつもないことがわかる。そして、祐二君が息苦しさを感じるとき、祐二君が私たちの提案
を拒むとき、自分の思うようにいかなくて混乱するとき、私たちは彼の個性や意思や状況を理解できていない。
むしろ彼の障害になっているのは私たち自身であり、社会なんだと気づく。
　この映画は、初めて母のそばを離れてチャレンジした祐二君の旅の記録に、ご自宅での取材を加えた。
　ご家族が獲得してきた引き出しは、多くの障害に生きずらさを感じている人の一助になると確信している。 
　　
　　　                                                                               　　　　   　

ＰＤ・撮影・構成・編集担当  ： 貞末麻哉子
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マザーバードの作品が伝えたいこと

　｢ぼくは写真で世界とつながる～米田祐二22歳～｣を制作したマザーバードの前作「普通に生きる～自立をめざして～」
は、2011 年 5 月に完成し、同年 9月、イオンシネマ富士宮にて劇場ロードショー公開されたのを皮切りに、以降、
全国各地にて300カ所にわたって現在でも上映会を展開中です。
　親たちの努力によって、富士･富士宮市に作られた重症心身障害児者といわれる人たちの
通所施設を５年にわたって追ったこの作品｢普通に生きる｣に登場する親たちは、『どんなに
重い障がいがあっても、本人もその家族も「普通に生きる」』という理念のもと、重い障
がいの子をもつ親たちに対して、多くの人が抱くイメージの暗さや偏見を見事に打ち破り、
柔軟かつ大胆な発想で自らの道を切り拓き、地域の中で、不屈の信念で理想を目指しながら、
子どもの自立と自己実現の夢を模索しているのでした。
　はじめは、我が子のために、親なき後の未来を案じて始めた活動がきっかけでしたが、親た
ちが獲得した"場作り"は、やがて障がいをもったわが子はもちろん、親自らと、地域社会をも豊
かに育んでゆきます。

　そういう意味では、両作が持つテーマのもつ深い部分は共通しています。　
　「普通に生きる」も、「ぼくは写真で世界とつながる」も、障がいのある人たちの世界だけをテーマにした映画ではなく、
大きな意識変革によって社会を突き動かした、家族や支援者たちの、優しく、力強い行動の記録でもあります。
　親たちや地域が、その成果として得たものが何だったのか。それをぜひご自身の目で確かめていただきたい。そして、
成熟した社会づくりのために力強く今も闘い続けている、小さくて大きな存在をぜひ、取材していただきたいのです。

　｢ぼくは写真で世界とつながる～米田祐二22歳～｣は、2015年6月27日より、イオンシネマ久御山にて劇場ロードショー
させていただく運びとなりましたが、マザーバードでは、その後も市民の手による全国での自主上映会開催のお手伝いを
して参ります。市民の手による上映会開催という、地域をつなぐ活動を大切だと感じているからです。

　日本は今、厳しい試練と岐路に立たされています。 繁栄の裏で現代社会が失ってきたものの大切さと、生みだしてしまった
「いのちの格差」の問題が顕わになり、今こそパラダイムシフトが必要な時であることを、東日本大震災と、原発事故が教え
てくれているように思います。
　そしてこの映画の中には、困難な状況にある人たちが、明日と向き合う勇気を再び強く得るためのヒントを見出すことが
できます。 我が子に障がいがあるとわかった時から、混乱を乗り越え、やがて笑顔を取りもどしてゆく過程で気づいたご家
族の価値観の変化にもまた、未来へと明るく生き抜くヒントがあるように思います。
　災害だけでなく、事故、病気･･･と、誰の身にも明日、何が起こるかわかりません。今の社会のままで、今の意識のままで、
身に起こるすべてを受け止め、最期まで笑顔で生きられるでしょうか。いつまでも、米田祐二さんの活動と笑顔を支えられ
る地域社会こそ、わたしたちが大切にしなければならないのではないでしょうか。
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　映画「レインマン」で 初めて サヴァン症候群を知りましたが、
　いわゆる自閉症と呼ばれる人々の <異能 >には、
　人間という生物の神秘を感じます。
　平凡な風景、平凡な物が 祐二君のカメラを通すと 
   不思議な輝きを発することに感動します。ありがとう。
                                                      　　　　　　　　　詩人・谷川俊太郎さん
　

「ぼくは写真で世界とつながる」　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人 療育ねっとわーく川崎　谷　みどりさん  

　ＮＰＯ法人療育ねっとわーく川崎では、年に1回映画会をすることを決めています。今回は、会員のお
母さんたちから、「普通に生きる」の続編をぜひ上映したいという声が上がりました。残念ながら、完成は
まだとのこと。先に抑えた区民館の大ホールの日程には間に合いません。そこで、紹介されたのが「ぼく
は写真で世界とつながる」でした。誰も見たことがないのに、きっと良い映画に違いないと、信じて、市内
の特別支援校や施設にチラシを配布してしまいました。障害のある方の家族もたくさん来られる映画
会、正直いうと、内心はドキドキでした。
　上映会開始。やはり、間違いのない映画でした。それ以上に、障害のある人のドキュメンタリ―で、こん
なに暖かくほっとできる映画ができるのかと、驚きました。多分、それは、貞末さんの手法にあるのだろう
と思います。一緒に旅をしながら、その場その場で主人公である祐二さんや祐二さんに関わる人に、貞
末さんが語りかけ、思わずお世話までしながら、一緒に驚き、感動したことが、観ている私たちに、そのま
ま伝わってくるからだと思います。それは、もしかしたら、撮影の最初から、祐二さんの方が、貞末さんを
旅の同行者として巻き込んでしまったからできたことなのかもしれません。
　祐二さんが沖縄で撮った写真がふんだんに出てくるのも、この映画の魅力です。単なるスナップ写真
ではありません。デジタルカメラで、たくさん撮った中から、よいものを選んだのではなく、ここと決めた
一瞬にシャッターを押す時には、彼の頭の中には完成した絵として出来上がっている。そういう彼の「天
才」ぶりがわかる、写真なのです。
　私にとってのこの映画の見どころは、米田家の家族です。お母さんは、養護学校をつくるために奔走
されたたくましい方ではありますが、特別な子育てをされているわけではありません。お兄ちゃんは弟を
宿敵として、取っ組み合いをしてきたことを本音で語っています。どこにでもある家族のようではありま
す。だけど、今、「自閉症」の子どもを育てるということのしんどさもおもしろさも、米田さんがみんなを代
表してきっちりと語って下さっているように思われます。この映画を見た家族の方からも共感の声が上
がっています。
　いつもは、関係者だけになってしまう映画会。思い切って大ホールを借りたことで、一般の方も観に来
られました。中には、「生きづらさを抱えていたけれど、この映画をみて、がんばりたい」という感想も。
「自閉症」といわれる青年から、私たちが励まされる映画なのです。アンケートには、「もっともっとたくさ
んの人に見て欲しい。」との声が多く寄せられ、次回の上映会の問い合わせが、もう来ています。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いただいたご感想より
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〒167-0021　東京都杉並区井草5-6-8-206
TEL&FAX：03-6913-5591
e-mail：office@motherbird.net

「ぼくは写真で世界とつながる」公式ホームページ  http://www.motherbird.net/̃bokutuna/
■作品に関するお問い合せや取材依頼・上映の申込みはマザーバードまでご連絡下さい■

【上映用メディア（BD）の貸出料金（すべて税別価格です）】
■100名までの一般上映 （1日の上映回数に制限はありませんが、入場者数の合計が100名を超える場合は加算料金がかかります）
・個人・数人のグループ等が主催される上映会（入場料無料の場合）1日　40,000円  (101名を超える人数×100円加算)
・個人・数人のグループ等が主催される上映会（入場料有料の場合）1日　50,000円  (101名を超える人数×200円加算)
・法人･自治体・事業所・施設等 が主催・共催
　　　　　　　（または母体がその場合）の上映会（入場料無料の場合）　　 1日　60,000円  (101名を超える人数×300円加算)
・法人･自治体・事業所・施設等 が主催・共催
　　　　　　　（または母体がその場合）の上映会（入場料有料の場合）　　 1日　70,000円  (101名を超える人数×400円加算)
■学校上映の場合　1日60,000円　（教育機関特別価格として人数制限なし）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1日の上映回数が2回以上でも同一料金・入場料金は主催者がご自由に設定して結構です）

各施設・団体・グループ等主催による自主上映のために上映用メディア（BD＝ブルーレイ・ディスク）をお貸出いたします。
お住まいの地域でもぜひ「ぼくは写真で世界とつながる」の上映会を企画してください。

マザーバードでは「ぼくは写真で世界とつながる」の自主上映会を企画してくださる方を探しています！

　私たちが「ぼくは写真で世界とつながる」を制作した本来の目的はもちろん、おひとりでも多くの方にこの作
品をご覧いただくことです。そのためには、全国での劇場公開の展開に力を入れたいことはもちろんですが、重
ねてなお、強く希望するのは、この映画をたくさんの人の手によって、少しでも多くの地域で、その地域に暮ら
す人々主催による自主上映会を開催していただくことなのです。
　上映会を開くためには、多くの人の労力と時間と経済的体力が必要です。しかし、上映会を成功させることが
必ず、地域の連帯や、地域の活性、地域の理解、地域の成長に繋がります。
　そのために、多くの方にこの「普通に生きる」を利用していただけたら本望です。

「ぼくは写真で世界とつながる～米田祐二22歳～｣劇場ロードショー公開予定詳細

●名古屋 シネマスコーレにて
　　　　　　愛知県名古屋市 中村区椿町8－12 アートビル 1F
　　　　　　052-452-6036

　 2017年 4月15日(土)～4月28日(金)まで
　開映時間　連日午前10:30
　当日一般：1300円／前売り：1000円

　


