つながりの中で生きる

国際有機農業映画祭
●

in Osaka

上映作品

●
●
●
◆
●

セヴァンの地球のなおし方
ＧＭのワナ －農家から農家へ－
ミツバチからのメッセージ
講演：御園 孝 さん
田んぼは僕らの教室だ

懇親会

映画上映後、同じ場所で行います。

Sun
●

開場／ 9：30
開催時間／ 10：00
懇親会 17:30 ～
会場／玉水記念館

ビュッフェスタイルで、シェフ田中さん、農家、八百屋、酒屋のご協力のもと、
美味しく＆楽しく交流が出来ればと思っています。

懇親会だけの参加も受け付けています。
（定員 50 名）

販売 ・ 展示ブースにて
食 の販売
●

入 場 無料

● オーガニックカフェ「Atl」、沖縄料理「ポーポー屋」
、 和食「しるべえ」による、
おいしいナチュラルお弁当を販売！

● ちょっといっぷく

お昼に、休憩時にぜひぜひ！！

百合珈琲（コーヒースタンド＆豆販売）

● 有機野菜、ハチミツ、こだわり食品、ワイン、書籍等の販売

食 の展示
●

● 大阪市立環境科学研究所附設 栄養専門学校 『食べることを知ろう』
● 日本熊森協会

開催にあたり

大阪地区 『森を守ることは、日本の農を守ること』

森が川を肥やし川が里や海を育む。海は雲を作り森に降り注ぐ…。

森、里、海そして人と人。すべては繋がり巧みなバランスによって、すべてが生かされています。
有機農業は、そんな生命のつながりの中にあります。

今年はそのことを改めて考えさせられた年ではないでしょうか？

次世代の為に、今を楽しく生きる為に、今の自分に出来ることを一緒に考え行動していきましょう。
皆さまのご参加心よりお待ちしています。
映画祭は東北の復興を応援しています。

国際有機農業映画祭 in 大阪実行委員会

代表

坂東武子

主催／国際有機農業映画祭 in 大阪実行委員会
大阪ブログサイト http://blog.livedoor.jp/osaka̲yuki̲eiga

国際有機農業映画祭公式ウエブサイト http://yuki-eiga.com

つながりの中で生きる
● 開場 9：30 ● 開会挨拶 10：00
※作品上映前に解説が入ります。

国際有機農業映画祭 上映スケジュール
10 ： 15 セヴァンの地球のなおし方

2010 年 / フランス /115 分

監督：ジャン・ポール・ジョー

フランスでオーガニック・ブームを巻き起こした映画『未来の食卓』の続編。
環境サミットで伝説のスピーチを行った 12 歳の少女、セヴァン・スズキと日本とフランスで、
子どもたちの未来を救うために「食」を守り続ける人々を追ったドキュメンタリー。

12 ： 10

昼休み

弁当販売あります！

13 ： 15 ＧＭのワナ −農家から農家へ−
原題：Farmer to Farmer : The Truth About Gm Crops

2011 年 / 英国 /24 分

構成：ぺテ・スペラー

英語・日本語字幕

制作：ハート・プロダクション・フィルム

イギリスで有機農業を営み、1996 年の商業化以来ＧＭ栽培に警鐘を鳴らし続けるマイケル・ハートが、
十数年たったアメリカの農家を訪れ、そこで目撃したアメリカの農家が抱えるＧＭ栽培の現状とはどんなものか、
雑草と作物に対するＧＭの影響や、費用対効果と環境への影響などＧＭ作物栽培の実態を報告する。

13 ： 50 ミツバチからのメッセージ

ミツバチの大量死はなぜ起こったのか？

2010 年 / 日本 /57 分 構成・撮影・編集：岩崎充利 制作：ミツバチを救え DVD 制作プロジェクト実行委員会

そんな中、野菜や果物は安全なのか？

害虫を駆除する目的で散布した農薬が、益虫も微生物も殺している。
空気や水は汚染されていないのか？

虫は死んでも人間は大丈夫といえるのか。

ミツバチの大量死から様々な問題が見えてくる。

15 分休憩

15 ： 00

講演

御園 孝 さん

ミツバチを救え DVD 制作プロジェクト実行委員会実行委員長

15 分休憩

16 ： 15 田んぼは僕らの教室だ！

2009 年 / 日本 /45 分

日本語

ディレクター：松浦正登

制作：山形放送

舞台は有機農業運動の地、山形県東置賜郡高畠町二井宿小学校。運動を牽引してきた星寛治は、高度経済成長のなか
画一的で大量生産を目指す農業と教育の姿とを重ね、町の教育委員時代に学校農園を提唱した。
その考えに共鳴した若き教師伊澤良治が「農」の教育を始めて 30 数年。二井宿小学校長になった伊澤は、
「田んぼの教室」
で給食自給率 50％を目指し、
「食」から「農」へ、
「農」から「地域」へ、
「地域」から「生活」へと子供達の学びをつなげていく。

17 ： 00 一部閉会挨拶
17 ： 30 懇親会

〜 19：30 終了

● 映画 チケット（1 日券） 前売 1,800 円 ペアーチケット 3,000 円 ／ 当日 2,000 円
前売 映画＋懇親会 4000 円
※小学生以下は無料
● 懇親会

2500 円（要予約：50 名）

参加ご希望の方は、FAX、E メールまたは郵便にてお申し込みください。参加費の振り込みをもってお申し込みとなります。
当日振り込み控えをご持参ください。チケットと交換致します。
※この映画祭は、チケットの半券にて途中入場可能です。ただし、各映画開始後の入場はご遠慮ください。

土

佐

堀

通

FAX 06-6681-1710 E メール osaka.yuki.eiga@gmail.com
玉水教会

※ ご入金後のチケット・懇親会費は返金できません。予めご了承ください。
★ その他、記載している各店舗でもお買い求め頂けます。ぜひご利用ください。

玉水記念館

大阪市西区江戸堀 1 丁目 10-31

TEL. 06-6441-0169

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 8 番出口上がってすぐ

▲

玉水記念館

至本町

● 会場

N

8
●

肥後橋駅

ゆうちょ銀行 → ゆうちょ銀行 記号 14060 番号 11310601
銀行 → ゆうちょ銀行 店名四〇八 店番 408 口座番号 1131060

出口

■ 振込先 : ゆうちょ銀行

至西梅田

NTT

肥後橋商店街

〒559-0016 大阪市住之江区西加賀屋 3-2-23

地下鉄四つ橋線

国際有機農業映画祭 in 大阪 事務局

安田生命

前売チケット受付

ここで

見れます！

買えます！

Vin Santé

チケット買えます

チケット買えます

チケット買えます

連 （れん）

自然派直輸入ワイン、地酒、伝統製法の調

自然派直輸入ワイン、地酒、

有機野菜・調味料・いろいろな食品を

います。

お客様や生産者とのご縁、そしてその商品

昭和の終わり頃、或る若い女性が野菜をリ

フランスや日本の生産者を訪れ、造り手の

想いと共にお届けするよう心がけています。

自然派化粧品を販売しています。

を通じ、喜びを共有できる店にしたいと思っ
ています♪

応援してください (^-^)

大阪市住之江区西加賀屋 3-2-23

大阪市淀川区西宮原 2-3-35

TEL.06-6681-1710

TEL.06-6394-1644

地下鉄四つ橋線「北加賀屋」 徒歩 10 分
定休日：火曜日
定休日；火曜日

http://www.vin-sante.com

新大阪駅 4 番出口より徒歩 10 分

【 1F 】天然食堂かふぅ

【 おいしい野菜と玄米の食堂 】

チケット買えます

カラダに優しく、しみじみおいしいお野菜たっぷりの定食です。
こだわり野菜やパン・自然食材の販売コーナーもあります。昼￥900- 〜 夜￥1,500- 〜
TEL.06−6533−0775 定休日；日曜・祝日
定休日：日曜・祝日 http://cafuu-shokudou.com

【 2F 】ポーポー屋

【 沖縄料理ときどきもよおしごと 】

チケット買えます

沖縄の自然食の考え方を取り入れて料理をしています。昔ながらの無添加の調味料を使用。
ワークショップやライブなど、こころにも「ぬちぐすい（命薬）」を。http://www.po-po-ya.net
円〜
夜￥2,000TEL.06−6531−7827
定休日；月・火曜日
予算 昼￥1,000- 〜
夜￥2,000〜円〜
TEL.06−6531−7827
定休日：月・火曜日

【 4F 】＋Granny’ s

【 天然酵母ぱん教室 】

初心者に焦点をあてたレッスンです。
毎日の食卓ぱんを手作りする楽しさを学んでみませんか？ 受講料 ￥6,000定休日：不定休 http://ｗｗｗ.go-grannys.com
TEL.06−6533−0775 定休日；不定休
西区北堀江 1−14−21

地下鉄四つ橋線「四ツ橋」6 番出口

鶴見緑地線 4 番出口

株式会社イーアドバンス 大阪府有機農業研究会
楽しく学び、その日から活用できる体験と
ビジュアルを交えた独自の体系で食とコ
ミュニケーションの講座をご提供しています。

有機農業を学べるセミナーや見学会のほか、
堺市で田んぼと畑をつくっています。
お気軽にご参加ください。

大阪市都島区内代町 1-7-6-504
TEL.06-6964-4570 http://eadvance.jp

大阪府豊中市名神口 1-8-1
TEL/FAX 06-6864-1026
http://daiyuken.seesaa.net

Organic Crossing

現代を見る鋭い視点と社会的なバランス感覚を持ち、
誠実に活動する人たちを取り上げていきます。http://organic-crossing.org

オーガニック クロッシング

販売しています。

ヤカーいっぱいに積んで売り歩いたのが始
まりです。
阪急神戸線

園田駅下車

TEL.06-6493-5729

チケット買えます
手仕事屋
「ばんまい・やさいの広場」
【2F】自然食レストラン「ばんまい」は、

一階の有機野菜やこだわりのお肉、天然の
お魚などをふんだんに使った「ばんまい定

食」がおすすめ。【1F】有機野菜の八百屋

「やさいの広場」は全国から届く有機野菜や
果物をはじめ、1000 種を超えるこだわり

尼崎市東園田町 5-97-2

徒歩 5 分

定休日：日曜日

営業時間：11 時〜 19 時

（土・祝は 18 時まで）

定休日：火曜日

鳥かごビルヂング

見る・学ぶ

てく てく マッ プ

エスポアわだ

ワインや日本酒との食事会、試飲会等も企画。

食べる

自然派

ばんどう酒店
味料、こだわり食品、石鹸などを販売して

買 う

食べられます！

の食材や加工品を揃えています。
池田市鉢塚３丁目 15-5A

TEL.072-761-0064 http://teshigotoya.org

定休日：年中無休（年末年始、臨時休業を除く）

玄米かりぃオーガニック米野【昼】 オーガニックキッチン
Bar naturale Piko【夜】 レ コッコレ
肥後橋にある川を望むレトロビルの２F に

ある Bar Piko。自社農園の野菜や産直の魚
など素材にこだわった料理とバーテンダー
の作る本格的なお酒を楽しめる賑やかな
バールです。
予算

昼￥850- 程度

夜￥2,500- 程度

大阪市西区土佐堀 1-1-4 山内ビル 2F

地下鉄四ツ橋線「肥後橋」3 番出口徒歩１分
TEL.06-6444-3220

定休日：【昼】日曜・祝日

【夜】日曜・祝日（土は不定期）

http://proﬁle.ameba.jp/barpiko/

大阪市立環境科学研究所附設

栄養専門学校
【 栄養士養成施設 】
昭和 24 年に開学。徹底した少数精鋭教育
により多くの優秀な栄養士を輩出。
近年は、現役生のみならず、キャリアアッ
プを目指す社会人入学が増えています。
大阪市天王寺区東上町 8-34
TEL.06-67713414
http://www.eonet.ne.jp/~eisen/

【 オーガニックキッチン＆ビオ（自然派）ワインバー 】
弟が奈良で育てた有機野菜の料理や

ベジスイーツ、ビオワインなどを提供。
小さい庭付きのレトロなお店です。
予算

昼￥850-

夜￥2,000-

大阪市中央区北久宝寺町 3-4-1 豆庭ビル

オーガニック＆ベジタリアン
Atl
旬のビオ野菜で作るベジタリアン料理と
滋賀県産無農薬小麦を使い、天然酵母で
仕上げた自家製ベーグルのお店です。
予算

昼￥900- 〜

夜￥2,000- 〜

大阪市中央区心斎橋筋 2-1-24
アーバネックス心斎橋ビル 2F

心斎橋駅 6 番出口より徒歩３分
TEL.06-6212-0066

定休日：火曜日

営業時間 11：30 〜 24：00
http://atl-cafe.com

【 女性就労支援カフェ 】

CAF É 「トレピエ」

10/22 SAT OPEN ～イベント開催
有機野菜、エコ認証米、ほんものの調味料
等々を使い、旬のスープランチを中心に安
心安全を提供します。
予算

ランチ￥680- 〜

スープランチ￥680- 有機コーヒー￥380- 他
夜：貸切コースあり

本町駅から徒歩５分

尼崎市南武庫之荘 3-36-1

定休日：火曜日・祝日不定休

阪急神戸線「武庫之荘」南出口より南へ 200ｍ

TEL.06-6245-5556

営業時間 11:30 〜 23:00 ( 日曜 18:00 まで )
www.le-coccole.jp

【 映画館 】

チケット買えます

シネ ・ ヌーヴォ
下町にある小さな映画館ですが、アート映
画やドキュメンタリーなど世界の映画を上
映しています。
大阪市西区九条 1-20-24
地下鉄中央線 阪神なんば線「九条」
TEL.06-6582-1416
http://www.cinenouveau.com

尼崎市女性センター内
TEL.06-6431-2477

定休日：月曜・祝日

営業時間 9：30 〜 17：30

クラブ ・ パッション ・
デュ ・ヴァン
【 フランスワインの輸出 ワインの普及活動 】
自然なブドウ栽培に “ 情熱 ” を燃やすワイ
ン生産者を、一人でも多くの人に知っても
らう為に、私達も “ 情熱 ” を燃やします！
東京都中央区銀座 4-13-3 銀座カタヤマビル４Ｆ
大阪支社 TEL.080-2254-9203
http://www.cpvin.com

DELTA PLANNING OFFICE http://www.delta-planning.xrea.jp

