
 
 
 
 1.「LIFEいのち」上映会を企画したきっかけ　ご自身の活動内容もご紹介ください 
 
実施　2019年8月30日（金）藤沢平面版『LIFEいのち』上映会＆橋本昌彦氏「こころのコ
ンサート」 
 
【開催への想い】2019年３月でした。全く知らなかった「LIFE」。東京のｷﾞｬﾗｸｼﾃｨで上映
されていたことをFBで知り、とても気になりホームページを開き、そのLIFEの紹介映像で
心に衝撃ドーン！そして！！橋本昌彦さんのLIFE映像紹介と音楽。心に響く歌声♪をお聴き
して、衝撃がﾄﾞﾄﾞ―ﾝ！！もう！そこで、私の心は大きく動かされました！揺るがない思い
が湧いてきました。あと数ヶ月で迎える新しい時代。「令和」時代に寄せられる思いは、

「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味（中略）それぞれの花を大き

く咲かせることができる・・」この新しい時代を迎えるにあたり、この「LIFE～いのち」
を地域に届けたい。これが令和のはじまりであり、まだ見ぬ「LIFE～いのち」とのはじま
り。そして平面上映から2020年には地元プラネタリウムで観ていただけるようにいのちを
感じられる空間へとつなぎたいと思っていたら‥未曾有のできごと。コロナ感染。 
本当にあの時、想い湧いた実施を不安に思うだけで躊躇していたら・・と思うときっと今頃

悔やんでいたと思います。でも想いはつながる。LIFEは奇跡の上映会でした。 
 
私は長年藤沢市で、赤ちゃんの頃から思春期まで縦横につながりあい育ちあえることを願

う、支援型の赤ちゃんから未就園児の支援サークルと２歳児からお母さんリーダーあっての

親子活動サークル。３歳児保育ｸﾞﾙｰﾌﾟｻｰｸﾙ。この異なる３つのサークルを長年主宰し、 
その歴史は25年過ぎようとしています。この地域で育ちあってきた親子と育ちあう親子・
ご家族・大切な方々と『LIFE～いのち』を湘南で待ち望んでおられる方と共有したい！想
いは募り、昌彦さんにメールを出したのです。そして、長年、OGとしてつながり、ｻｰｸﾙを
支えてくださっていたOGお母さん達が、ボランティア協力で開催することになりました。 
 
もう一つの開催の想いに、近年、小さな命にかかわる事件やニュースを耳にするたびに、哀

しみを憶え、その背景に誰かが気づいてあげれたら、もう少し寄り添えたなら・・と心に

想っていた時期でもありました。誰もが忘れていることを、想いだすことから、ひとりひと

りの「いのち」はとても大事で、CGではない『お腹の中の実写』から、それぞれが、いの



ちいっぱい生きていることを、感じてもらえるのではないか。私自身、10年近く、未来あ
る子ども達にうまれてきた力を伝えていただけに、大人自身もひとりひとりが「生きる意

志」をもって、支えあえる人のつながりを大事にし、今を、未来を大切にしていける時代を

願いたかったのです。 
 
 
2.  実現までの道のり 
（会場選びのポイントや集客の際に工夫したこと、スタッフの人数、チーム作り、 
   チラシ作成方法など） 
 
◆会場選び 
3月末にご依頼のメールをして、親子イベントととして開催したかったので、8月の夏休み
予定で、調整させていただきました。 
市内の公共施設の小ホール（収容人数400人規模）で開催を考えてみました。（経験として 
2011年に自主上映企画を経験していたのでイメージはできていました 
市の会場施設はイベントや発表会などで使用される方も多く、予約方法で規約があり、1年
前から使用希望を抽選する形式だったので、既に8月は空いている日で、日程を抑えるしか
ありませんでしたが、8月30日（金）実施したい日が備わっていて空いていました。 
（市内のプラネタリウムにもあたってみましたが、想い届かず、開催日にご招待したのです

がこれまた想い届かずでした） 
・4月初めに、正式に施設の予約を取り、舞台技術スタッフの方との打ち合わせ（これは橋
　本さん遠方なので電話で舞台・音響の方と直接お話をしていただく等して当日を迎えま

す） 
・チケットに関しても設定額超えると、割増料がかかるため、集客人数とチケット料金の

設定を色々と考慮しました。 
・当日はリハーサルとして午前を借りて午後に本番を迎えます 
 
◆後援をつける 
プラネタリウムにつなげたいことと、教育的な視点からも多くの方に知っていただきたいこ

ともあり、市の後援と教育委員会の後援を申請しつけることができました。 
時間を要するのですが、チラシ・案内に告知に間に合うことができました。 
 
◆スタッフ・チーム 
STAFF：事前の動きは私含め3人で（私は全体と広報）2人にはチラシ・チケット製作・名
簿管理等。あと当日のチームから、お弁当の手配や貼り紙など協力。 
チーム：『MOMOPIYO』長年地域親子活動のOGとしてつながり、サークルを支えてくだ
さっていたお母さん達当日14人がスタッフとして、ボランティア協力くださいました。 
staffミーティングは　全体2回。あとはライングループで共有。 
 
◆チラシとチケット作成は、ネット業者を選択し、集客人数から枚数設定してカラー版を製

作。近隣の子育てママ達が接点あるお店に貼らせていただき、子育てのサークル・OG・お
友達を中心にみんなが協力して手渡しして、コピー含め約2000枚配布。その他、FBでの告
知。 
湘南経済新聞社の掲載記事 
https://shonan.keizai.biz/headline/2612/ 
 

https://shonan.keizai.biz/headline/2612/


3. イベントを終えてからの感想　 
　よかった点・もっとこうしておけばよかったなと後から気づいた点 
 
平面版LIFE～いのちプラネタリウム上映感想アンケートおとな➀～③2019.8月30日 
アンケート質問 
➀平面版『LIFE～いのち』上映はいかがでしたでしょうか？ご感想をお聞かせください　 
 

 
 
 
  
・見に来て良かったです。今、ここにいられることを、幸せを、再認識できました  
小さな子どもも集中してみていました  
・おなかの中の赤ちゃんの映像を見て、我が子の妊娠・出産のキセキを感じました  
美しい映像と共にキレイな音楽でいやされました。おなかの中の映像がとてもキレイでし

た  
・宇宙の誕生と生命の誕生が同じとは驚きました。人の誕生の神秘を味わった時間となりま

した。とても素晴らしかったです・ありがとうございました  
・お腹の中の赤ちゃんの姿、娘と一緒に見ることができて良かったです  
・子供の写真がとてもキレイでした。人生で一番苦しい「生まれること」がとても愛おし

く感じました  
・子供たちの話声でトークが聞きづらいところがありました。残念  
・映像がとてもきれいで良かったです  
・改めて子供が今近くにいる奇跡に感謝したくなるような気持ちになりました  
・いのちの大切さを実感しました。本当にありがとうございました  
・とても濃い内容でした。全体を通して大切なことが多すぎて伝えきるのが大変だと思い

ます。未就学児バージョンと就学～大人バージョンと分けて構成や語り掛けの内容もよ

り伝わりやすくしたほうがより伝わると思いました。プラネタリウムでぜひ見たいです  
・子供に見せたくて来ましたが、私が見れてよかったです。子育ての覚悟が決まったよう

に思えます  
・とても良かったです  



・とても美しく手これを平面でなくプラネタリウムで見られたらもっと良いだろう、と思

いました  
・実際の写真のつなぎ部分がもう一つ実感が持てないことで全体的にフィクション感が強

まってしまい残念でした。川崎にプラネタリウムを科学的技術で仕上げる方がいます。 
つながれると精度が上がるのではないでしょうか   
・とても神秘的で良かったです  
・180度プラネタリウム版でも見てみたいです  
・プラネタリウムでぜひ見てみたいです②  
・宇宙と人の誕生のつながりに腑に落ちました。生きるすべてのものが同じである  
・うまれくることが奇跡なんだと改めて思いました。 
　これから何があっても子供と乗り越えられると心に刻みました  
・いのちの偉大さを改めて感じました。  
・美しい映像と（写真）に感動が止まりませんでした。生まれてきてくれた我が子への感

謝の気持ちをおもいだしました。  
・素敵な映像でした。あっという間に終わりました。  
・忘れていた気持ちを思い出させてくれるようなとても素敵な映画でしたプラネタリウム

だったらもっと素敵なんでしょうね。ぜひ湘南で開催してほしいです  
・感動しました②  
・自分の娘もそうですが余命宣告を受けた父の娘としても自分、娘がまだ赤ちゃんの頃、

毎日ベビーカーを押して散歩してくれた父を思い出し、つながっていくいのちを感じま

した。  
・子供がもうすぐ1歳になるので生まれたときを思い出してウルっとしました  
・美しかったです  
・素晴らしかったです  
・この映画（想い）をどんどん拡げてゆきたいと切に思いました。  
・とても感動しました。プラネタリウムでも見てみたいと思いました。  
・とても良かったです②  
・感動しました。自分と宇宙がつながっている感覚、いのちと宇宙が繋がっている感覚に

なりました  
・これからも頑張ろう、つながりを大切にしよう、と思いました  
・妊娠・出産のときの感動を久しぶりに思い出し心があたたかくなりました  
・やわらかくてあたたかくて悠久の命、奇跡の命のパワーを感じました  
・お腹の中の赤ちゃんの写真を見たときにとても感動しました  
・神秘的で素晴らしい映画でした  
・宇宙の始まりと子供の誕生はとても似ているのかも、と思った  
・今は大きくなった息子を思い涙が止まりませんでした  
・とても豊かな時間を親子で過ごせました  
・お腹の中の写真。一緒に見れてよかったです。アートですね  
・毎日の忙しさで忘れていた大切な思い出が蘇りました  
・つながり素敵でした  
・見たこともない感動的な映像にドキドキして感動しました  
・6歳の息子と一緒に拝見しました。ありがとうございました 
・プラネタリウムも楽しみにしています②  
・赤ちゃんとの映像が素晴らしかった。またプラネタリウムで見たら違うのかな  
　と想像してみてました  
・たまたまお休みのだんなも一緒に子供と見れてよかったです  



・宇宙と自分たち（いのち）のつながりを改めて感じました、  
　映像と音楽がと共キレイで感動しました  
・良かった！母の素晴らしさを子供たちに見せられて！  
・CGでないのがすごいです。でもなぜか初めて見たのに懐かしい感覚になりました  
・子供と共に宇宙と命のつながりを感じる時間となりました  
・子どもがお腹にいるときから今に至るまでいろいろなことを思い出しました  
・今日連れてこなかった長女にも見せてあげたいです  
・あたたかく愛おしい  
・美しい映像に心が洗われるようでした  
・すごく美しかった  
・地球にいたるまでの宇宙の映像が素晴らしかった。  
　とくにお腹の中の胎児の写真は息をのむくらい美しかった  
・受精卵の写真からどんどん育ってゆくのがすごいなあ、と思いました。  
　最初の写真が本当に宇宙みたいでした。‘産まれる時に一番つらい思いをする`のなら  
　その記憶があれば生きているのは少しは楽になるのに、って思いました  
・ただただ感動いたしました  
・出産シーン、お腹の中のシーンすべてに感動しました。子供（3歳）も興味深くみてい
ました  
・いのち、出会いの奇跡を感じられました。宇宙を感じられた。映像が綺麗でした  
・今、中1の兄のテスト前でイライラしていましたが少し優しく見守ろうかと反省しまし
た。産んだ時のことを思い出しました  
・お母様の体の中に宇宙があるなんて知らなかったのでホント驚きました。感動しまし

た。  
・いのち、つながる。今まで以上に大切にし自分の夢をかなえていきたいと思います。  
　命ある限り。  
・同じ想いを抱いていることに気付いた  
・よく内容をわからず見に来ました。いろんな年代の方がそれぞれの感動できる内容  
・感動しました。小学校で働いていますがぜひ子供たちにも見てほしい！と思いました  
・神秘的でとても良かったです。5年生2年生の息子もじっと見入っていました 
・命の大切さを考えさせられました  
・お腹の中の赤ちゃんの写真を見るのは初めてでしたがそんなことが可能だなんて  
とても神秘的でした。宇宙とつながるってこういうことなんだ、と思いました  
・お腹の中の写真や宇宙の様子と合わせての動画。神秘的でした。  
・素晴らしい映像と音楽の融合で時間の経過がわからないほど楽しめました  
・あたたかい時間をありがとうございました。プラネタリウムでぜひ見たいです。  
　会場で赤ちゃんの声が響いていたのがすごく良かったです  
・宇宙を見てみたい。見ることが出来たような気がしました  
・神秘的な映像と音楽がマッチしていてとても心に残る映画でした。ぜひプラネタリウム

版をみたいと思いました。また一人でも多くの人に見てほしいと思いました。  
・写真が貴重でした。命の大切さを娘と一緒に体験できたこと、とても良い時間でした。  
・見に来て良かったです。今、ここにいられることを、幸せを、再認識できました  

  
 
 
 
 



●②橋本昌彦氏「こころのコンサート」はいかがでしたか？ご感想をお聞かせください 
 

 
  
・すごく声も歌詞もキレイで素敵でした 
・とても甘い歌声でとても癒されましたし、歌詞がとても良くて心に響きました 
・子どもの幼少の頃や卒業式、入学式を思い出してしまいました 
・清流に浮かんでいる気持ちになりました 
・とても熱い想い伝わりました。ご家族もご一緒でよかった。あたたかい！ 
・橋本さんのコンサートは過去にも見たことがありますがいつも心に響く歌声に感動してい

　　　ます 
・素敵な歌詞でした。いつもお子さんにも大きな愛を注がれているんだろうなと感じました 
・とても心地よい歌声であたたかいコンサートでした 
・とても心に残る歌でした 
・歌声がとても素敵でした。本当に上手で聴き惚れました。素晴らしかったです 
・歌詞も歌声もやさしく包み込まれるようでした 
・歌声に残暑を癒すことが出来た 
・心の綺麗な人の想いを感じました 
・とてもあたたかく心優しい人だと思いました。私も近づけるよう一つづつ捨てていきたい

　　　です 
・素敵な歌声に思わず泣いてしまいました。歌詞もほろりと来るようなものばかりで・・・ 
・とてもやさしい気持ちになりました。娘が私のことを抱きしめてくれてほんわかしました 
・歌声が素敵！心に染みました。映像と一緒に聞けて良かったです 
・すべての唄、詩にぐっときて涙してしまいました 
・声が素敵で心の奥底まで届き笑顔がうまれました 
・声が素敵でした 
・SAKURAが好きです。心を込めて歌ってくれたものを聴くってすごく楽しい体験だな、
と 
　思いました。自分の夢は指揮者になりたい、を強く思い出しました。 
隣の友達と手をつないで聴いていたらあたたかくて眠くなりました 
・小さい甥っ子姪っ子を見る目がガラッと変わるような体験。あたたかい。声が伸びやか 
・涙が出てきました 
・自分の中心に戻らせていただける歌でした 
・心に響きました 



・癒されました。1歳の我が子もリラックスしたのか寝ました 
・心地のいい音楽で癒されました 
・橋本氏の声が素晴らしくてびっくりしました。詩やメロディも勿論素晴らしかったです 
・素晴らしい声が良かったです 
・昌彦さんの声、歌声にとても癒されました 
・心に響く歌でよかったです 
・素敵な歌声でした。歌詞もよかったです。分かりやすくて心にきました。 
・涙出そうでした 
・穏やかな時間を過ごすことが出来ました 
・癒しのひと時になり、やさしい気持ちになりました 
・橋本さんのメッセージ、私の心に強く残ると思います 
・ステキでした 
・素敵な声でした 
・心に響きました。いろいろ反省・・・心が温かくなりました 
・とても落ち着きました 
・素敵な歌声で癒されました 
・とても声が綺麗でした。ありがとうございました 
・まずは素敵な声を聴かせていただき感激です。橋本さんのお人柄、想いのあふれるすば

らしいコンサートでした。もっと聞かせていただきたかったです。 
・心に染みました 
・歌声・メッセージとても心に響きました 
・とっても素敵でした。約10年ぶりの”生”橋本昌彦さんの”生”歌！心に響きました 
・素敵な歌声でうっとりしました。心に響きました 
・とても貴重な体験でした 
・一つ一つのフレーズが心に届くものでした 
・橋本さんの歌、とても素敵でした！心が癒される時間でした。ありがとうございました 
・甘い声で聴いていてとても癒されました。温かいメッセージを感じ取ることが出来まし

た 
・歌詞がとても共感でき、ふと忘れてしまうことが言葉になっていて涙が出てしまいまし

た 
・やさしい歌声に包まれて心地よかったです 
・やさしい歌声で癒されました。自然な映像もとても良かったです 
・やさしい言葉と歌声が心に響きました 
・心のこもったお歌で人柄が感じられました。もっとバラエティのある曲調でも聞いてみ

た　いです（バラードが多かったので） 
・ステキな歌詞、歌声で聴き惚れてしまいました 
・本当に素敵な声と素晴らしいうたごえにとても癒されました。歌詞に込められたやさし

い 
　気持ちに感動しました。子供たちもおとなしく聞けていたので伝わっていたと思います 
・とても良い歌声とやさしい声で心が癒されました 
・心に染みる歌声でした 
・気持ち良かったです。心地よい歌声ありがとうございます 
・イケメン橋本氏の歌声とトーク、とっても素敵でした。次はプラネタリウムで！ 
・やさしい歌声に癒されました 
・やさしい歌声に感動しました 
・母親とは…父親とは…泣けました 



・さくらのうた、感動しました 
・歌の時、子供を抱きしめたくなりました 
・とっても癒されました 
・声はとてもステキだと思いました 
・とても良かったです。やさしい歌声、思ったとおりのお人でした 
・すごく良かったと思う 
・大好きだよ、って伝えてなかったです。いっぱい伝えていきます 
・生歌を子供と聞けて良かったです。ありがとうございました。ラストの母親というもの

は、父親というものは、の価値観はちょっと自分の感覚と違うな、と思ったり。自分の心の

声をきけて素敵な歌声をきけて幸せな時間でした！ 
・やさしい声でした 
・とても素敵な歌ばかりで感動しました 
　とてもきれいな声に癒されました。ありがとうございました 
・声がとてもきれいで聞き入ってしまいました。とてもよかったです 
・言葉がとても丁寧に伝わりました 
 

 
◆③企画・製作・監督の橋本昌彦氏へ作品へのﾒｯｾｰｼﾞお願いいたします 

 
 
  
・最初のトークがとても良かったです。今日は一人できましたが、子育てをしていたころ

を思い出し涙しました。LIFEを大切に生きていきます 
・藤沢に来ていただきありがとうございました 
・これからも頑張ってください。ご活躍応援しています 
・低い声が素敵でした。私もそんな風に子供に話しかけたいと思いました。 
・ありがとう、伝わりました。つながること。自分軸。・これからもたくさん方々で癒し

てください 
・歌声に癒されました 
・愛を感じました 
・ますますのご活躍をお祈りしています。橋本さんご一家がこれからもずっとお幸せであ

りますように。 
・素敵な歌をありがとうございました 



・本当に素敵な声・歌でした。なんだろう、心の深いところまで響いてくるような染みる

　歌声でした。ありがとうございました。 
・これからも活躍を続けてください 
・また素晴らしい歌声を聴ける機会がありますように。ありがとうございました。 
・ご夫婦で活動、頑張ってください 
・これからもご家族仲良く。活躍を期待してます。 
・子供たちに愛を言葉で伝えていこうと思います。素敵なコンサートでした。 
・歌声、素晴らしかったです。 
・私は2007年から生殖医療の看護師をしてまいりました。命を宿すことのお手伝いをする
仕事です。現在 、無精子症などの方を対象に第三者の生殖医療のサポートをアメリカの
エージェンシーと組んではじめた所です。そんな中、橋本様ご夫婦のお話やこころのコ

ンサートは一言一言が染みわたり、心が震え終始胸がいっぱいになりました。また命に

係わる仕事に携わる人間として今日の上映会、つながり、愛を大切にしたいと思いまし

た。ありがとうございました。また機会があったら参加します。 
・子供たちと一緒に見に来ることが出来て良かったです 
・自分軸を大切に、そして子供を大切に愛していく。想いを伝えていくことの大切さを教

えてくださりありがとうございました。そして夢を持つ大切さ。 
・素敵な映像の製作と共に癒しの歌をありがとうございました 
・今日の出会いにただただ感謝です 
・3人の子育てに誇りを持つことが出来ました。本日に感謝いたします。ありがとうござい
ました。 
・これからもたくさんの人に愛を届けてください 
・これからも「いのち」のすばらしさをつなげていってください。少し長く生きている者　

からのお願いです 
・素敵な会をありがとうございました 
・また湘南台プラネタリウムでの上映でぜひお目にかかりたいです 
・映画の内容と橋本さんの歌と歌声がシンクロしてお母さんのお腹にいるような安心感に 
　包まれました。橋本差が「手をつないで・・・」の言葉のおかげで高1（16歳）の息子が 
　自然に手をつないでくれたのが感動だった。（なんと10年ぶりくらい）歌声に包まれ15
分くらい 
　ずっと手をつなぎながら息子たちの今までとこれからの幸せを、またつながってくれてい

る 
　すべての方々の幸せだけを願っていました。ありがとうございました。 
・とても落ち着きました 
・たくさん浄化されました。改めてしっかり息子と向かい合いたいとおもいます。 
　素敵なメッセージありがとうございました。 
・これからもたくさんの方々、子供たちに優しさパワーを届けてください 
・宇宙、地球、星、生命、すべてに癒されました。ありがとうございました。 
・日本中でコンサートをしてください。日本が平和になると思います。 
・あたたかい気持ち、伝わりました。 
・「子供のやさしい言葉」ほんとに宝物ですよね。同感です 
・眠りにつく前の声掛け…気持ちを入れ替えやさしい一言がかけられるよう頑張ります。 
　勉強になりました。 
・日々の生活に追われ、忘れていたことを思い出しました。素晴らしいコンサート、映画を 
　ほんとうにありがとうございました。 
・これからもこのようなコンサートをお願いします 



　心に響く歌声、ありがとうございました 
・素敵な歌ありがとうございました。これからもたくさんの人を癒してください 
・歌声が素敵でした。 
・笑顔と白いコーディネイトが素敵です。またいらしてください。小学5年生のお子さんの
反応、感想が聞いてみたいです。 
・素敵なコンサート、ありがとうございました。 
・皮膚感覚は暗闇だとさらに増していきます。たまには電気を消してハグするのはとても良

いことだと思います。”クォーク”でみんなできてる！素粒子！宇宙も”クォーク”！ 
・新しいと思い、また。 
・今回のような親子で参加できるイベントやコンサートを藤沢でまた行ってほしいです。 
・声が素晴らしい！たくさんの人にその歌声を届けて癒してください。 
・これからも母たち、父たちを癒してください。応援しています。 
・全国につなげていってほしいです 
・日本だけでなく世界へ発信してください。FaceBookで紹介しますね。 
・ありがとう！See You! 
・これからも素敵な歌声をたくさん届けてほしいです 
・日本中に、世界に、愛を届けてください 
・お母さんとは、お父さんとは…の歌、特に心に響きました。とっても素敵な歌詞、歌声で
　した。また聴きたいです 
・ぜひまた歌を聴きたいです。 
・伝えること！本当に素晴らしいことだと思います。これからもたくさんの方に感動を届け

てください。 
・いつも西新井だけではなく、横浜でもコンサートを開いてください 
・素敵な作品をありがとうございました。 
・美しい時間をありがとうございました。 
・素敵な作品をありがとうございました。 
 
◆平面版LIFE～いのちプラネタリウム上映『子ども達からの感想』2019.8月30日 

 
  
●こどもたちの感想 
・ありがとう　② 
・ちょっとこわかったけどたのしかったよ 
・絵がきれいですてきだった 
・いのちがどんなに大切か大事かが分かった気がする 



・おちつきました。心がポカポカしました 
・いい勉強になりました。ありがとうございました 
・本当に地球から生まれてきたんだと知りました。ありがとうございました。SNSでシェ
アさせて下さい 
・さいしょの赤ちゃんがうちゅうの星みたいでびっくりしました 
・おなかの中で育っていくようすが見れてよかったです 
・となりの人と手をつないだ時にとてもぬくもりを感じました 
・ちきゅうや赤ちゃんのことがよくわかりました 
・いっしょうけんめいみました！！ 
・子どもにわかりやすいようにおしえてくれて、ありがとうございます。「いのち」の大　

　切さがわかったような気がしました。本当にありがとうございました。 
・写真などがあって。分かりやすかったです 
・なんでおなかの中にいるときのことをおぼえていないかふしぎです。みのまわりの物も 
   人間とおなじというのをはじめてしりました。よかったです。 
・歌やいのちのお話がとてもすてきだなと思ってかんどうしました 
・おばあちゃんが亡くなったばかりでまだ立ち直ることができなかったので心にひびきま　

した。生きているときはすごく温かかったのにすぐ冷たくなってしまって、それが恐かった

のですが  今日、立ち直れた気がします。ありがとうございます。 おじいちゃんが愛媛に今
1人で居て立ち直れていなく、元気が無いので愛媛でもやってほしいです。 
・たのしかったです。すてきなうたでした 
・自分も同じように育ったのだな、と思い感動した 
・赤ちゃんのトンネルをおもいだしました 
・いのちのはなしだったからかなしかったです 
・よくわかりました。おもったこと　人も死んだらまた生まれるか 
   写真がほんとにうちゅうみたいだった 
・楽しかった。プラネタリウムしょうなん台文化せんたーでみたい 
・きれいな歌声で伝わりました。語りもやさしくゆったりとしていて、とてもよかったで

す。 宇宙の映像の時は地学のことばかり考えてしまいました（笑） 
・いのちのことがよく分かってよかったです 
・五年生で習ったけどすごいいろんなことがもっとしれた 
・改めて命の大切さを知った。今回学んだことを忘れないでこれから生活していきたい 
・あかちゃんがあんなふうにできているとわ、わたしもしらなかったし、べんきょうになり

　ました。 じぶんもおなかの中のこともおぼえていなかったので、またおもいだしました 
・おもしろかった。ママのお腹の中を思い出した 
・大切 
 
 
 
【開催を終えて】 
2019年8月30日金曜日。新月の日。当日を迎えました。朝方から降っていた雨もあがり 
約350人(staffをふくめ)の皆様をお迎えし無事に、藤沢平面版『LIFE~いのち』上映&橋本昌
彦氏のこころのコンサートを開催することができました。 
遠方、名古屋、大阪、兵庫県からも！多くの方に見守られ、多くの方から 
開催へのお気持ち寄せてくださった開催に、心から皆様に感謝の想いです。 
本当に本当に感慨無量の日でした。 
 



多くの地で「LIFE～いのち」がプラネタリウム上映されることを願います。 
「LIFE」は人をつなげます。観た人をつなげます。開催される人の想いを繋げます。 
素晴らしい作品であり「いのち」がつながりあうことを実感します。 
私もまた、希望をもって市内でプラネタリウム上映できる道筋、また野外上映開催を実施で

きたらと思います。 
 
 

　　チラシデータ　　当日の写真など　添付 
 
 
 　 　  　 　  

 
 

 

 
 
 
 



 
 

【開催様子】（準備） 

 
 
 

 

 
 

 
 

（本番） 



 
 
  
　  
 

 
 
 
  
　  

 
 

 
 



 
　　終わったあとのダブルレインボー！ 
　　　　　　最高の日となりました。 
　　　　橋本昌彦さん・さやかさん 

　　　　本当にありがとうございました 


