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    上映会用提供フライヤー 

映画千代子運動情報 34号 2３・新春号 

あの人の生きたように ! 感動と共感に包まれ 

上映運動―４６都道府県に拡大 

22年度419会場・75,000人が鑑賞 

★新春トピックス・日本語字幕入り (DVD &ブルーレイデスク) 

3 月完成! ― 難聴者・高齢者に朗報 

★試写会の希望に応じます(新しく映画会を計画する地域に応じます) 

感 想⦿小二・7歳・埼玉 かなしいけどむかしはこんなひどいことをしてい 

たというのが分かってよかったです。なけました。ちよこさんはがんばっ 

ていることが分かりました。/小五・埼玉 ここまでがんばっていきぬいた 

いとうちよこさんは、なぜ、ここまでがんばりつづけられたのかふしぎで 

ありましたが自分の意志があったからこそだったんだと思いました。 

エピソード 

 岩波八千代さん (千代子従姉妹)が続けた墓参 = 小 3から母方の岩波家に引き取られた千代子と姉

妹のように育てられた八千代さん(原作 82-84㌻)は帰郷のたび毎に、「千代子さはひとぼっちで可哀そうだ」

と墓参を欠かしませんでした。上映会に参加された従姉妹の子にあたる方が、いつも車で墓参にお連れして

いたことを語られました。1980年代、原作者らの取材に「そっとしておいてほしい」と断られておられた

東京在住の八千代さんの―心温まるひとこまです。 

 

映画「わが青春つきるとも―伊藤千代子の生涯」 

全国上映会場 ２３-Ⅰ     (2023.1.1現在) ★ 日時が経過したものは上映済み ・企画中含む     
●共同発行 = 桂壮三郎監督=ゴーゴービジュアル企画 / 畑田重夫記念・「映画製作を支援する全国の会・事務局/ 

●総合照会窓口 藤田  📳090--4527-1129  FAX04-7174-2028  mail fujitahiro@outlook.com 

 

都道府 

県名 

地域・市町村 上 映 

月 日  

会 場 名 各開映時間                  問合せ先                 備考 

Am pm n   

北海道 西・手稲区 1.28 札幌手稲区民センタ-  2 6 大橋 090-95276863  

手稲区 2.19 札幌手稲区民センター2F  2 5.30 作田 090-5982-3867  

青森県 青森市 3.4 アピオあおもり  1.30 4.30 館田 090-2026-5384  

山形県 新庄最上地区 1.22 最上広域交流センターゆめりあ 10 2.30  瀬野 090-2950-0192  

北村山地区 4.29 村山市民会館    〃  

鶴岡地区 4 or5 月 鶴岡まちキネ・企画中    〃  

福島県 喜多方市 3.4 喜多方プラザ文化センター 10 2  熊谷 090-3756-8461  

栃木県 宇都宮市 2.4 とちぎ福祉プラザ      小貫 090-5802-6290  
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                                                            (提供・全国の会 事務局) 

 

 

 

★映画鑑賞用グッズ 案内 

 

原作・ 

増補新版・時代の証言者-伊藤千代子 

定価・税込 

1,760円 

全国の会扱 

  〇 

学習の友社扱 

  〇 

新日本出版社扱 

映画鑑賞用パンフ 700円   〇   〇  

オリジナルサウンドトラック CD 2,500円   〇   

地しばりの花―獄中最後の手紙   500円   〇   

漫画・伊藤千代子の青春 １，４３０円        〇 

 

栃木市 2.6 栃木市文化会館小ホール     〃  

東京都 足立アンコール 2.12 竹ノ塚地域学習センターホール 10.30 2 6 濱谷  

山梨県 中巨摩 2.18 甲斐市・敷島総合文化会館 10 2  田中 090-6152-6841  

岐阜県 土岐市 1.15 せラトビア土岐３F会議室  1.30  土屋 090-3568-6298  

高山市 2.26 高山市民文化会館 ４-７会議室 9.30 企画中  田中 090-7692-0003  

愛知県 南区  計画中      

 知立市 5 計画中      

三重県 四日市 1.21 四日市市総合会館８F 視聴覚室 10 1.30  谷 059-392-2211  

滋賀県 日野町 2/5 勤労福祉会館ホール 10 1.30  藤岡 090-0752-5436  

京都府 中丹地域 3.4 ハピネスふくちやま４Fホール 10     2  福知山法律事務所  

大阪府 

 

 

池田地区 1.14 池田市民文化会館アゼリアホール 10     1 4 佐々木 090-1714-3921  

泉南地域 1.29 サラダホーム小ホール 10.30 2 6 辻 090-9090-6434  

大阪保険医協 2.23 大阪府保険医協会ホール 10   足立 06-6568-7721  

和歌山 田辺市 1.8 紀南文化会館 10 2  津村 090-8759-3714  

島根県 松江市 2.11 企画中    原屋 090-4699-8867  

広島県 呉 & 福山  計画中    吉岡 080-5230-3558  

高知県 高知市 1.8 自由民権記念館ホール    森岡 090-4699-8867  

福岡県 筑紫野市 6.7 筑紫野市生涯学習センター  2.30 6 井上 090-3665-5140  

 久留米市 7.23 えーるピア久留米 10.30 13.30  〃  

 大牟田市  企画中    〃  

宮崎県 延岡市 3.12 カルチャープラザのべおか 3Fホ―ル 10 12.30  甲斐 080-8588-3166  

鹿児島 阿久根市 2.23 風テラス阿久根(市民交流センタ)  2  川畑 090-1928-3861  

 奄美市 2.26 奄美市市民交流センター 10 2 5.30 崎田 090-3072-1730  


