
　　

※五十音順

多目的ホール

（飲食 11:00 ～ 16:30）

上 映：10:00 ～ 12:00（開場 9:30)
料 金：大人５００円（高校生以下無料）

大人から子どもまで

楽しめる
素敵なお店が

６６ブース大集合！ １回 100 円でクジを引く。
そのお金はまとめて被災地へ。
何かが当たる！
景品はその日のお楽しみ！

前作を超える感動のドキュメンタリー
大ヒット映画　　　　　　シリーズ第 2作

前作を超える感動のドキュメンタリー
大ヒット映画　　　　　　シリーズ第 2作

研修室：一般上映 ( 定員 50 名）　和室：乳幼児同伴の方向け上映 ( 定員 30 名）

で

あ
な
た
に
逢
え
て
よ
か
っ
た
。

あ
な
た
に
逢
え
て
よ
か
っ
た
。

あ
な
た
に
逢
え
て
よ
か
っ
た
。

あ
な
た
に
逢
え
て
よ
か
っ
た
。 ※詳細は裏面をご覧ください。受付は先着順、定員になり次第終了

天空 ～ sora ～

とうふのきしかわ

ドライブイン館

農家の厨 野々香

平井花店

渕上酒店

ヘアー＆フェイス　サガラ美容室

hair ・shop Luci

まつお歯科医院

みくりや鮮魚店

満原建設　有限会社　スムコト設計

森外科医院

（有）岡衣料

（有）定松ファーム

（有）重富呉服店

（有）白石鋼業

有限会社　錦タクシー

有限会社　松尾石油店

ライブ・喫茶　ROAD - ロード -

渡辺技建　代表 渡邊幸一

久原豆腐店　代表 久原 敏彦

グループホーム  いこいの森

古賀石油店

五反田茶屋

さかなや 録ちゃん　藤原録郎

サラダ館　白石遠ノ江店

歯科医師　天野裕子

自家焙煎珈琲 ｇo eｎ

重富防水

仕出し料理　ふちかみ

社会福祉法人 白石町社会福祉協議会

社会福祉法人麗風会　桜の園

シャディサラダ館（片渕酒店）

JOYNTS

シルバーホーム・デイサービス小葉音

シロイロパン

セブンイレブン有明竜王駅前店

セブンイレブン佐賀白石町築切店

中央軒

デイサービス つどいの森

あったか助産院　助産師　宮田あけみ

有　ARIAKE　明

有島クリニック

医療法人醇和会 有島病院

池上茶舗

いこいの場　ぽえむ

石滝製菓店

居食亭 べんがら

岩永豆腐店

エディオン　白石店

カタフチ医院

かたふち産婦人科

（株）エムズクリーンサービス

（株）白石産業

（株）白石石油センター

株式会社 日出島建設

株式会社 祐徳ガーデン

くさば食堂

久野歯科クリニック

久原石油店

企画・監督・撮影：豪田トモ
製作：インディゴ・フィルムズ
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雑貨・アクセサリー飲食・食品 癒し 花 団体

映画上映下記２室にて同時上映。お子様と一緒にどうぞ。

■血のつながりのない息子を育てる父親
■最愛の妻を失った夫
■不治の障がいを持つ子を育てる夫婦

本作には、“最愛の妻を失った事実に向き合う夫” “血の繋がりがない息
子に向き合う父”、そして “重篤な障がいを持つ子を育てる夫婦” の、３
家族が登場する。
彼らの姿を通し、常に密接にある “生と死” を凝視しながらも、そこか
ら脈々と受け継がれていく生命、生きる力、そして、その土台となる
“家族の在りよう” に、深く感銘し、胸を打たれずにはいられない。

家族の絆ってなんだろう？
何もない人生なんてない。
誰もが向き合わなければならない課題を持って
生きている。

さくらむすび～桜結～
白石町から結びたい白石町を盛り上げ
たい！しろいし女子が集まり、小さな
命からずっとずっと…。
すべての世代の人と人が繋がっていけ
たらと思いを込めて。イベント、ワー
クショップなどの活動を発信！

白石町男女共同参画　みらいネットの会
「男女が互いに認め合いみんな
がその人らしく生きるための社
会づくり」をめざし、啓発活動
を行い、町民の男女平等の視点
に立った意識改革と社会システ

ムの構築のために活動をしていきたいと考えてます。

白石町の良さを再発見！
自分らしい生き方、
働き方を発信
白石町の団体の活動を知る
66ブース出店です。

-  映画のお申込み方法 -

お菓子工房シュクル

松島のお母さん

シフォンケーキさんた

5287pizza

咲楽（さくら）

大串農産

トマト農家ツルタ

農家の厨　野々香

居食亭べんがら

五反田茶屋

アトリエサンティヤン

シロイロパン

Happiness(ハピネス)

むぎわらや

まぁちゃんのおだし本舗

松永緑茶園×相川製茶舗

天然酵母の蒸しパン陽光林

わとわ×もじゃもじゃ

BODY＆NAIL ki-ko

くにこ横丁

HOT COCOASU

ねどかる

癒し空間 ra Morpho

PONOPONO-OHANA(ポノポノオハナ)

Sunny＊spot

Sha花

humming bird

Ali di luce ～アリディルーチェ～

いとこや

フラワーウッド

ヒワタシ商店 

H.

HIROカイロプラクティック

Belinda accessory

Smile space 呼春

グラスアートあず

Lily

足裏バランス癒しの杜

silky

香蓮 (karen)

パワーストーンカウンセラー協会

こころの休息♡サロン

Flower Cafe

CANDY PHOTO

AYHカウンセリングルーム

ミラクル☆インラケッチ

MILKY

とこあとこ

アトリエwoodyspoon

POTALUKA ポタルカ

Solyluna

アロマテラピー香のん

聴こえるアート工房

BAMBINO

gumicoco

似顔絵工房てるひりままfrom　mama似顔絵工房

Little Galaxy

SaKamichi

AYM -Aiyuimam-

古民家スタジオ あんどまーさ

Syara

お話会「ありあけ」
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Lily
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香蓮 (karen)

パワーストーンカウンセラー協会

こころの休息♡サロン

Flower Cafe

CANDY PHOTO

AYHカウンセリングルーム

チーズケーキ・焼き菓子

天然のワカメ・アカモク他

シフォンケーキ、ハンカチ

ピザ、フローズンデザート他

天然酵母パン、焼き菓子他

たまねぎスープ（試飲有）たまねぎ・大豆

トマト計り売り、トマト加工品

ハンバーグ、ドレッシング（試食有）

カレー・レンコンチップス・おにぎり弁当

和菓子

ダイエットパン・クッキー

地元の食材を生かした手作りパン

ホットドッグ･ドリンク他

自家焙煎コーヒー、冷たいもの、ドライフルーツ

おだし、調味料、他（試食有)

お茶（フレーバーティー他）takeout有

天然酵母の蒸しパン・焼き菓子他

手作り雑貨、その他

シンプルジェルネイル

ワークショップ・アクセサリー

手形アートのワークショップ、パステルアート

アクリル画・前掛け・帯のリメイクバッグ

もみほぐし、骨盤ストレッチ、オルゴナイト販売

椅子でのロミロミ。肩首腕を癒します。

布小物、ヘアゴムなど

編み小物・アクセサリーなど

禅タロットカードセラピー等

ガラスビーズアクセサリー・布小物など

布小物・リメイクデニムの小物

花苗、多肉植物、観葉植物、ドライフラワー  他

リネン服 小物 雑貨 

デニムバッグ小物・麻ひもバッグ小物など

骨盤矯正

ワークショップ・アクセサリー

ストレスケア、アロマハンドトリートメント

グラスアート体験

耳つぼ、アクセサリー販売

耳つぼ

気まぐれアクセサリー・布物・和物

陰陽五行体質チェック&オリジナル薬膳茶販売

パワーストーン鑑定

こころの癒しセッション＆グッズ販売

ハーバリューム ワークショップ、プリザーブド販売

CANDY PHOTOカメラマンの作品販売&写真紹介

人間関係を楽に６つの 性格タイプ

マヤ暦セッション・ハンドマッサージ

ハンドメイド雑貨、ドライフラワーアレンジ

オリジナルイラスト雑貨

ハンドメイド木製アクセサリー、カトラリー、食器などの販売

フラワーレメディ&アロマハンドトリートメント

 アロマハンドヒーリング・陰陽オルゴナイト販売

バッチフラワーボトル作成orロールオンアロマ

オリジナルポストカード、雑貨

布もの雑貨、バッグ、アクセサリー

布小物

あたたかみのある似顔絵

バンブー布おむつ、よもぎ蒸し気分布ナプキン＆もぐさライナー

幸せを運ぶオリジナルハンドメイド

ハンドメイド布小物&アクセサリー

お家でも出来る簡単筋膜リリース

革のキーホルダー ワークショップ・布小物インテリア小物販売

14:00～人形劇「まんまるぱん」

ルミナリエ、プリザーブドフラワー作成ワークショップ

だがしやさん＆キッズスペース

DV、紙芝居展示、茶話会の予定のお知らせ

活動紹介・すごろく・顔はめパネル展示


