
自主上映会 開催要項書

映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」を地域で、学校で上映会しませんか？

映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」自主上映会事務局（ものがたり法人 FireWorks 内）
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1. はじめに ...「映画が生まれた背景」としての物語

世界中の子供たちが福岡で出会い、語り、わたしたちは友情でつながった

　映画を通して、その「OMOIYARI の心」を世界に届けたい！！
　映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」は、NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡(APCC) の２５周年事業として、

　ものがたり法人FireWorks とAPCC がタッグを組み、多くの方々のチカラを結集して生まれました。

　「出会えて嬉しい」、「みんな違くてそれがいい」、「あきらめない」・・・

　シンプルだけど力強いメッセージが込められたこの映画。

　言葉や文化、肌の違いを飛び越えて、人々にOMOIYARI の心の大切さを伝えてくれるはずです。

NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡(APCC) とは・・・

　1989 年に福岡市で開かれた「よかトピア」の参加事業として始まり、
　草の根レベルの国際交流事業として、25年以上続いています。

　25年間でアジア太平洋の国々から8,267人のこども達を福岡に招き、

　1,890人の福岡のこども達をアジア太平洋に派遣しています。

　APCCは、多感で純粋な年齢のこども達に世界の多様な価値観と触れ合うチャンスを与え

　「OMOIYARI の心を持った地球市民を育む」ことをビジョンに掲げ、活動しています。

ものがたり法人FireWorksとは・・・

　FireWorks とは花火。
　大事にしているのは「物語／ストーリー」。それは「人」と「世界」をつなぐもの。

　世界一元気な映画屋を目指して“新しいカタチの映画づくり”に挑戦し続ける、社会創造家集団。

　今まで全国各地で数十万の人を巻き込みながら、ものがたりを創造し続けています。

　映画「ふるさとがえり」は全国での自主上映回数が1000 回を突破し、今もなお継続中です！

※福岡県内での上映会を希望されている方は、
　NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡 (APCC) へご連絡ください。

　NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡 (APCC)
　住　所：〒810-001 福岡市中央区天神 1-10-1 福岡市役所北別館 5F
　電　話：092-734-7700
　メール：office@apcc.gr.jp
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２. 映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」自主上映会とは？

映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」自主上映会の開催

「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」
自主上映会事務局

想いを届けたい！
上映会やるぞ！

全力で

サポートし
ます！

作品の貸出

企画アドバイス
観賞料金
（P5参照）

企画主催
実施運営

上映会開催料
(P5参照)

地域のつながりって
素敵だなぁ

僕も国際交流団体に
参加したくなった！

人との出会いを
大切にしていこう

家族みんなで観て良かった

企業内研修に
ピッタリだ！

うちの学校の
生徒達に見せたい！

主催団体

映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」の上映会を「企画主催」して、

観賞者に映画を楽しんでもらい、様々な社会課題を考える場を設けることを、「自主上映会」と呼びます。

主催団体は、映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」地域上映会事務局より、上映用作品ディスクを預かり、

上映会場を用意し、観賞者を集めて、「自主上映会」を開催します。
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３．上映会までの道のり

1）上映会の「開催目的」を確認する
　映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」上映会は、以下のような「開催目的」で開催されています。
　●地域振興や地域づくりを見つめ直す
　●国際交流や地域間交流の楽しさ、大切さを学ぶ
　●学校の文化行事や学園祭
　●グローバル社会の課題を考える学術目的
　●企業などによる「文化・芸術・CSR」活動
　●大好きな映画「ふるさとがえり」上映会の反響が良かったため、もう一度やりたい

3）「プレ上映会」を開催 ( P6 参照 )

　「プレ上映会」で事前に内容を確認頂けます。
　日時、会場を決めたら「プレ上映会申込書」を事務局へお送りください。開催日の２～３日前に
　ご指定の住所へ、事務局より上映ディスクをお送りします。
　キーパーソン (※１) に声をかけ、映画に共感する仲間として
　「○○○上映実行委員会」を結成されると上映会実現への近道となります。
　上映会で育まれる、新しい出会いや「人と人とのつながり」も楽しんで頂けましたら幸いです。
　　※1：市長・議員・行政職員 / 教育長・教育委員会 / 学校長・PTA 会長・子供会 /
　　　　  国際交流・留学生会 / 商工会議所・青年会議所・商工会 / 子育て支援団体 /
　　※2：上映会の開催を検討してくださる方に限り、プレ上映会を開催頂けます。
　　※3：プレ上映会の参加者は、5 ～ 10 名を目安に開催ください。

4）上映会の「会場・日時」を決めましょう
　文化会館 / 図書館・公民館 / 学校・体育館 / 空き店舗 / 野外、等
　実行委員会の皆様で、アイデアを出し合うプロセスも楽しんでください。
　会場の空き状況から、日時を設定されるとスムーズです。

5）上映会の内容を検討
　映画の上映と下記のイベントを組み合わせることができます。
　●講演会やトークショー（ゲスト：映画監督、脚本家）
　●学校等での「白熱教室」（ゲスト：生徒の心に火をつける白熱教師）
　●絵本の読み聞かせ（ゲスト：絵本作家、読み聞かせコーディネーター）
　●コンサート（ゲスト：音楽監督）

2）「上映会を開催したい！」と思ったら「エントリーシート」を事務局へ送付
　事務局へお問い合わせ頂けましたら「エントリーシート」の書式をお送りいたします。
　まず、主催（ 個人でも団体・組織でも可能）を決めます。
　上映会の目的やイメージを固めて、「エントリーシート」を事務局へお送りください。

上映本番
2ヶ月前
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３．上映会までの道のり

6）収支計画を立てる
　収入：鑑賞料金×鑑賞人数
　支出：上映会開催料金・会場費・上映機材手配費・宣伝材料費・印刷費・通信費など

7）「上映会申込書」を事務局へ送付
　開催目的、上映会の内容、会場・日時、収支計画を決めて、上映会申込書を事務局へお送りください。

8）宣伝活動
　チラシの作成配布、ポスターの掲示など、宣伝活動を行います。
　「誰に、この映画を観てもらいたいか？」などメインとなる対象を
　スタッフ間で話合い、　たくさんの方に観てもらえるように頑張りましょう！

9）チケットの作成
　チラシに加え、チケットも配布することで、来場者へのリマインド効果が期待できます。
　また、来場者数の集計にも便利です。

10）上映会本番
　【事前準備】
　事務局は、上映会の 3日前迄に上映用ディスクをお届けします。
　機材の準備をお願いします。詳しくは 7ページをご参照ください。
　事前に、当日の「プログラムの確定」、「配布資料の準備」をお願いします。
　受付、会場整理、会場案内、司会、会計などの役割分担もお願いします。
　【上映会当日】
　上映ディスクが届き次第、映写チェックシートをもとに「映写チェック」を行ってください。
　当日の様子が分かる写真 ( 会場内 /可能であれば集合写真 ) の撮影をお願いします。
　※同日内であれば何回でも上映頂けます。（例えば：午前１回、午後１回、夜１回など）

11）上映会終了後
　「来場者のアンケート」と「上映ディスク」は、上映会翌日を目安に事務局へお送りください。
　上映会の模様を、「開催レポート」に記入して、事務局へお送りください。レポートには、
　当日の写真も掲載頂けましたら幸いです。事務局スタッフ、APCC の宝物となります。
　「開催レポート」をもとに御請求書を発行させて頂きます。
　「上映会開催料金」は、御請求書の到着日から２週間以内に事務局指定の銀行口座へご入金ください。

12）思いやりのバトンを次の主催者さんへ！
　上映会の開催に興味を持ってくださった方を、サポート頂けましたら幸いです。
　思いやりの心の輪を広げていきましょう！！

上映本番
1ヶ月前
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４．上映会開催料金について

・ゲスト有り　会場座席数×上映回数×1,000円（最低保障料金100,000円）
・ゲスト無し　会場座席数×上映回数×  500円（最低保証料金50,000円）
　※会場に座席が無い場合は、予定来場者数に基づき算出させて頂きます。
　※ゲスト有りの場合　→　ゲストへの謝金は上記上映会開催料金に含まれます。
　　　　　　　　　　  →　交通費、宿泊費、懇親会費を別途ご用意ください。
　　　　　　　　　　  →　上映開催後に想いを共有し心を繋ぐ場として、
　　　　　　　　　　　　  ゲストと主催者様、ご来場者との懇親会をご用意ください。
　　　　　　　　　　  →　料金は8ページの★印の記載されている者を対象とします。

無  料  上  映  会  の  開  催  料  金

無料上映会 とは、お客様から鑑賞料金をいただかない上映会です。

・開催料金
チケット販売数×500円（最低保証料金50,000円）
　※主催者様が招待されたご来場者分も上記料金計算に基づき算出させて頂きます。
　※チケットを用意されない場合は来場者数により算出させて頂きます。
・ゲスト費
1名につき　50,000 ～
　※ゲストの交通費、宿泊費、懇親会費を別途ご用意ください。
　※上映開催後に想いを共有し心を繋ぐ場として
　　ゲストと主催者様、ご来場者との懇親会をご用意ください。
　※ゲスト費は8ページの★印の記載されている者を対象とします。

有  料  上  映  会  の  開  催  料  金

有料上映会 とは、お客様から鑑賞料金をいただく上映会です。

※2014年 4月 消費税増税に伴う「上映会開催料金」改定のお知らせ。
上記の上映会開催料金は税抜き表記となっています。8％の消費税率が適用されることを予めご了承下さい。
だだし、監督や脚本家などの制作者をゲストにお招き頂く場合は、事務局が消費税分を負担致します。
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4. 上映会開催料金について

図書館・公民館など社会教育施設の主催上映会

学校教育施設の主催上映会

プ レ 上 映 会

児童・生徒の人数に関わらず、１学年＝一律 30,000円になります。
【例：小学校４～６年生向け上映会】　30,000円×３学年＝90,000円
　※開催料金は「上映の予定学年数」に基づき算出させて頂きます。
　※同日内であれば、1学年あたり何回でも上映頂けます。

図書館・公民館など社会教育機関の主催による上映会の場合、最低保証料金は30,000円
になります。来場者数が60名を越える場合は、会場座席数×500円を頂きます。
　※社会教育機関の主催ではなく、
　　別団体の主催により会場として公民館等を利用する場合は、
　　5ページの料金設定に準じます。

プレ上映会とは、上映会本番に向けて、事前に映画の内容を確認する目的での上映会です。
ここではプレ上映会と区別する為に、上映会本番を「本上映会」と呼びます。
本上映会の開催が決定している場合は、無料でプレ上映会を開催いただけます。
本上映会の開催が決定していない場合は、参加者１名につき500円の鑑賞料金を頂きます。

― ６ ―



5. 上映用ディスク・宣伝物について
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■プレ上映用ディスクの貸出
　本上映会をご予定の方へ、プレ上映用のディスクをお貸ししています。
　ご要望の方は事務局までご連絡を下さい。

■上映用ディスク
　映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」はデジタル上映会のみに対応しております。
　メディアはブルーレイディスク（BD）及びDVDディスクのどちらかを、お選び下さい。
　作品上映時間85分、画面比はシネマススコープ（1 ： 2.35）となっております。

■メディアのお届け
　メディアはご指定の場所に、上映日の３日前（休日除く）までに宅急便にてお届け致します。

■上映会に必要な機材環境／機材レンタル
　上映会にはBD/DVDプレイヤー、プロジェクター、スクリーン、音響機器が必要です。
　各上映会場の付帯設備をご確認下さい。特に音響設備については注意が必要です。
　スピーカーの種別や配置方法について、予め事務局へご連絡をお願いします。

　◎上映機材レンタル、上映オペレーター費用

■宣伝物
　お申込書の提出後、チラシ、チケット、ポスターのデータ（イラストレーター、PDF、JPEG）を
　お送りします。各印刷物の所定欄に、日時、会場・料金などを必要情報を記載頂きご利用ください。

　もし、データの扱いが困難という場合は、上映会事務局でチラシ・ポスターを有料で制作することが
　できます。必要に応じてご相談ください。
　　●チラシ（B5、コート紙90kg、両面カラー、所要日数７営業日）　１set　1000枚　15,000円
　　●チケット（コート紙110kg、片面カラー、所要日数8営業日）　１set　1000枚　15,000円
　　●ポスター（B2） １set　5枚　3000円
　

（１）プロジェクター【価格：5,000円】
　　　型番：IPSiO-PJ-WX5150
　　　主な仕様
　　　最大輝度：4000lm
　　　コントラスト比：　2100：1

（４）ケーブル系
　　　・HDMI【価格600円】
　　　・キャノン（オス・メス）【価格1,000円】
　　　・キャノン変換（ピン⇔キャノン）【価格400円】

（２）プレーヤー【価格：3,000円】
　　　型番：
　　　主な仕様
　　　BD,DVD,CDの再生が可能
　　　出力（HDMI,コンポジット,RCA）

（３）スピーカー　1set　【価格：6,000円】
　　　型番：BEHRINGER　UROLIVE　B210D

（5）上映機材レンタル一式　【15,000円】

（6）上映オペレーター一名　【30,000円（旅費別）】

※チラシ・ポスターともデータをダウンロードして、各自で印刷して頂くことも可能です。
※チラシ裏面下に上映日時・会場名等をご記入出来る空スペースがあります。

　※別途、消費税と送料は主催者様に、ご負担いただきます。
　※代金は「上映会開催料金」とまとめて、上映会後にまとめてお支払い下さい。



６．上映会との組み合わせイベントについて

次のイベントを、映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」上映会と組み合わせることができます。
映画の上映と合わせて、さまざまなイベントを企画することで、より一層、感動が深まる場を
つくることができます。

★　講演会、トークショー、来場者とのトークセッション
       ※また、主催団体様のメンバーと「クロストークセッション形式」もお薦めしています。
　　【ゲスト】映画監督　林 弘樹（はやし ひろき）
　　　　　　　脚本家　栗山 宗大（くりやま むねひろ）
　　【講演例】〈地域づくり〉出会えて嬉しい！地域をつくる映画のチカラ
　　　　　　　〈　教　育　〉あきらめない！人生とは、自分の未来をつくることである
　　　　　　　〈　国　際　〉ちがくていいな！国境を越えて、共に未来をつくるために
　　　　　　　〈　子育て　〉踏み出す一歩！子供の夢を叶えるためのスタート

　　　　　　　〈　映画論　〉フィルムに込められたクリエイティブ(創造力)

　　　　　　　
★　学校での「白熱教室」
　　【ゲスト】白熱教師　寳槻 泰伸（ほうつき やすのぶ）
　　【内　容】生徒の心に火をつける、偉人から学ぶ人生に大切なこと

●　絵本の読み聞かせ
　　【ゲスト】絵本作家、読み聞かせ師
　　【内　容】絵本「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」の読み聞かせ

　　　※聞く力を育てる/言葉から想像する力を育てる/本に対する興味を育てる/読み手と聞き手の交流

●　コンサート
　　【ゲスト】音楽監督　宮本貴奈（みやもと たかな）
　　【内　容】映画音楽のコンサート

ゲスト講師（APCC）について
NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡(APCC)の関係者にゲスト講師を依頼されたい場合は
上映会事務局まで、ご連絡ください。

ものがたり

ものがたり

※ご予算に応じて、楽器の編成をいたします。事務局までご相談ください。
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