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「いのちがいちばん輝く日」～あるホスピス病棟の 40日～ 

自主上映会 開催要項 

（※記載情報は 2015年 5月現在のものです。今後変更になる可能性があることをご了承ください。） 

 

■「いのちがいちばん輝く日」の自主上映会を開催しませんか？ 

 

例えば・・ 

◆映画を見たいけれど、近くで劇場公開の予定が無い・・ 

◆見せたい人、この映画のメッセージを伝えたい人がいる・・ 

 

 

そんな時、あなたが主催者となって「いのちがいちばん輝く日」の上映会を開催しませんか？ 

少しずつですが、自分たちの手で上映会を開催される方も増えてきました。上映委員会事務局

がお手伝いしますので、皆さま自身の手で作り上げる「自主上映会」の開催をご検討ください。 

 

自主上映会とは、あなた（個人や団体・組織）が主催者となって、「いのちがいちばん輝く日」の

上映会を開いていただくことです。主催者には「いのちがいちばん輝く日」上映委員会より、上

映用ディスク（DVD またはブルーレイ）が貸し出されます。企画から上映まで、会場を用意し、鑑賞

者を集め、皆さま自身の手で作り上げる「自主上映会」を開催しませんか？ 

 

■自主上映会を開催いただいた皆様の一例  

 

団体 お名前（敬称略） 人数（大凡） 

学校 大阪府立八尾高等学校 322名 

NPO NPO法人徳島アルク 350名 

病院 医療法人社団つかさ会尾原病院 36名 

教会 近江八幡教会  78名 

病院 訪問看護ステーションなごみ 石井医院 20名 

病院 東海中央病院 40名 

行政 滋賀県東近江健康福祉事務所 100名 

市役所 海南市教育委員会 220名 

病院 ヴォーリズ記念病院 300名 

学会 日本死の臨床研究会 1800名 

図書館 東近江市立図書館 80名 

学校 上智大学大阪サテライトキャンパス 80名 

財団法人 公益財団法人近江兄弟社 500名 
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■検討することは？ 

 

◎ 開催方法を決めましょう 

・団体やサークルで開催しますか？企業主体ですか？ 

・主催はどうしますか？共催は募りますか？ 

◎ 企画を決めましょう 

・映画の上映だけですか？ 

・講演やトークショーも併せて開催しますか？ 

◎ 具体的な事柄を決めましょう 

・会場は？日程は？鑑賞費は有料？無料？ 

・宣伝、告知の方法は？販促物は？ 

※詳しいご相談はお気軽に、上映委員会までご連絡ください。 

 

■上映委員会とのやりとりは？ 

 

開催が決まったら上映委員会へ申し込みましょう。 

◎ 申し込み 

・申し込み用紙に記入、上映委員会へ提出ください。 

◎ 告知宣伝 

・鑑賞者を募りましょう 

※公式ホームページに上映会情報を掲載することも可能です。 

◎ ディスクの貸し出し 

・上映委員会よりディスクをお送りします。 

※実際に上映する機材での映写チェックをお忘れなく。 

◎ 上映会開催 

◎ ディスクの返却 

・自主上映会終了後、ディスクを返却ください。 

※実施報告書も返送ください。 

◎ 精算 

・請求書をお送りしますので費用をお支払いください。 

 

■上映用機材レンタルについて 

 

大規模な上映会を企画される場合はそれに応じた機材（大型スクリーン、高輝度プロジェクタ

ー、PA・スピーカーなど）が必要になります。機材レンタルのご案内もいたしますのでご相談く

ださい。 
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■費用は？ 

 

◆ディスク（DVDまたはブルーレイ）レンタル費（税込） 

鑑賞者数 ディスクレンタル費 

 鑑賞費「無料」の場合 鑑賞費「有料」の場合 

50名まで 32,400円 54,000円 

100名まで 75,600円 108,000円 

101名から 

（追加お一人あたり） 

540円×人数 540円×人数 

 

◆講師派遣費用 

上映会と併せて、関係者による講演会・トークショーもご検討ください。 

講師 費用 

細井順医師 75,600円 

溝渕雅幸監督 54,000円 

お二人によるトークショー 108,000円 

※別途、会場までの交通費、また宿泊が必要な場合は宿泊費、付き添いスタッフ1名分含め必要に

なる場合があります。詳しくはご相談ください。 

 

◆販促ツール 

・フライヤー（B5サイズ・表 4色・ウラ 1色） ※裏面下段に上映会開催情報を印刷できます。 

枚数 印刷費 出稿手数料 デザイン費 

500 5,180円 3,240円 5,400円 

1,000 6,320円 3,240円 5,400円 

2,000 8,920円 3,240円 5,400円 

3,000 11,520円 3,240円 5,400円 

4,000 14,120円 3,240円 5,400円 

5,000 16,720円 3,240円 5,400円 
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・チケット（表 4 色・ウラ 1 色） ※表面下段に上映会開催情報、裏面に会場への地図などを印刷で

きます。 

枚数 印刷費 出稿手数料 デザイン費 

100 3,050円 3,240円 5,400円 

200 3,500円 3,240円 5,400円 

300 3,550円 3,240円 5,400円 

400 3,600円 3,240円 5,400円 

500 3,950円 3,240円 5,400円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ポスター（B2サイズ・表 4色） ※フライヤー表面と同デザイン 

部数 費用 送料 

1枚から 100円 別途 

 

・公式パンフレット（B5サイズ・24ページ・フルカラー） ※委託販売も可能です。 

部数 費用 送料 

1部 700円 別途 

 

 

 

 

 

 

 

 

■詳しくは、上映委員会までお気軽にご相談ください！ 

 

 「いのちがいちばん輝く日」 上映委員会 

事務局：株式会社ディンギーズ 担当：藤原福次 

 〒573-1134 大阪府枚方市養父丘 1-11-9  

TEL/FAX：072-396-0729 E-mail：jyo-ei@dinghies.jp 

mailto:jyo-ei@dinghies.jp
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【お問い合わせ・お申し込み用紙】 

以下ご記入の上、FAX・郵送・または E メールにて、「いのちがいちばん輝く日」上映委員会まで

お送りください。折り返しご連絡させていただきます。 

 

記入日：       年      月     日 区分：個人・法人・その他（            ） 

□お申し込み                    □お問い合わせ 

※どちらかにチェックを入れてください。 

ご連絡先 

お名前： 

 

団体名 

 

TEL：                            FAX：                          

Eメール：                       ＠ 

 

上映会開催予定について、わかる範囲でご記入ください。 

会場名： 

 

 

住所： 〒 

 

 

TEL：                          

日時：      年      月      日 

鑑賞者数：      名 

鑑賞費の徴収：  □有り    □無し 

その他 

お問い合わせ・お申し込み内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。 

 

【送付先】 

「いのちがいちばん輝く日」 上映委員会 

事務局：株式会社ディンギーズ 〒573-1134 大阪府枚方市養父丘 1-11-9  

TEL/FAX：072-396-0729 E-mail：jyo-ei@dinghies.jp 

mailto:jyo-ei@dinghies.jp
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【上映会実施報告書】 

上映会終了後、「いのちがいちばん輝く日」上映委員会までご報告ください。 

 

記入日：       年      月     日  

ご連絡先 

お名前： 

 

団体名 

 

TEL：                            FAX：                          

Eメール：                       ＠ 

 

上映会実施概要についてご記入ください。 

会場名： 

 

 

住所： 〒 

 

 

TEL：                          

日時：      年      月      日 

鑑賞者数：      名 

鑑賞費の徴収：  □有り    □無し 

その他 

ご意見・ご感想などご自由にお書きください。今後の参考にさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご報告、ありがとうございます。 

 

【送付先】 

「いのちがいちばん輝く日」 上映委員会 

事務局：株式会社ディンギーズ 〒573-1134 大阪府枚方市養父丘 1-11-9  

TEL/FAX：072-396-0729 E-mail：jyo-ei@dinghies.jp 

mailto:jyo-ei@dinghies.jp

