
平成１４年４月からこれまでに、１２本が制作された滋賀県発
の地域情報番組『琵琶湖プロジェクト』。スカイパーフェク
ＴＶ！の京都チャンネルのシリーズ企画として、このたび続
編制作が決定しました。
郷愁を誘われる日本最大の湖「琵琶湖」。そこで育まれた

ひと、自然、歴史、文化遺産、さらには暮らしや食などを総
合的に紹介する情報番組として、オフィスも積極的に協力し
ていきます。
現在、番組プロデューサーの田原敏孝さんを中心として、

企画の準備が進行しており、新シリーズ第１作目では長浜の
曳山まつりを密着取材する予定です。曳山の舞台で演じられ
る子ども歌舞伎にスポットをあて、まつり当日だけでなく稽
古風景から本番まで、子ども達の姿をカメラで追うことで、曳
山まつりの魅力を探りま
す。また、番組レポータ
ーが街を訪ね歩き、長浜
の様々な表情を紹介する
予定です。
この番組は、シリーズ

企画として、今後も県内
各地を訪ねて取材と撮影
が行われる予定です。

全国のフィルムコミッション（※
略して「ＦＣ」といいます。）が映像制
作者に対し、プロモートを行う催し
が、全国フィルムコミッション連絡
協議会の主催で開催されました。
この催しには、北は北海道から南

は沖縄まで全国２６のFCが参加し、映像制作者に対し、各FCの
活動方針やロケ地の特長などをプレゼンテーションしました。
近畿地方でトップバッターとなったオフィスは、映像制作

者に滋賀の魅力を実感していただくため、映像を駆使しなが
ら説明を行いました。
プレゼンテーション終了後の名刺交換会では、プレゼンを

聞いた映像制作者から「滋賀県はイメージ的に遠いと思って
いたが、京都から本当に近いことに驚いた。琵琶湖をはじめ
魅力的なシーンが撮影できそうなので、作品に応じて、ぜひ

滋賀を訪れたい。」などの感想をい
ただきました。
オフィスでは、さまざまな機会を

通じて、プロモート活動を展開する
とともに、映像制作者との人的なつ
ながりを活かし、ロケ撮影の誘致を
行っていきたいと考えています。

本県が舞台となる全国劇場公開映画
『火火』が製作されることになりました。
この映画は、白血病の長男や多くの同

じ病と闘う人たちを救うため、母として、
長男とともに骨髄バンク設立に奔走した

こうやまきよ こ

本県信楽町の陶芸家神山清子さんをモデ
ルにした映画で、美しい滋賀の風景や信
楽焼を背景に、「いのち」の大切さを感
動的に描こうとするものです。主役の神
山清子さん役は、ドラマ『おしん』でそ
の名を知られる女優の田中裕子さんが演
じることとなっています。
また、この映画は一般劇場で公開され

るエンターテインメント映画である一方、
本県出身の元サッカー日本代表で主将を
つとめた井原正巳さんが特別出演し、骨
髄移植に欠かせないドナー登録を呼びか
けるシーンが予定されるなど、公益的な
意義をあわせ持つ映画です。

滋賀ロケーションオフィスでは、地域
活性化に資するこの映画の実現に積極的
に協力してきました。本年５月にクラン
クインが予定されていますが、地元の信
楽町と連携し、撮影がスムーズに進むよ
う支援することとしています。
本県が舞台となる全国劇場公開映画は、

平成６年に長浜市を中心に撮影された
『男はつらいよ 拝啓車寅次郎様』以来、
１０年ぶりとなります。来年の春には、全
国の劇場で公開が予定されています。
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ささききごごろろ、、１１年年間間ににわわたたるる放放送送がが終終了了ししたたここののドドララママ、、登登
場場人人物物たたちちがが劇劇中中でで突突然然踊踊りり歌歌いい出出すすミミュューージジカカルルススタタイイルル
のの演演出出ででもも話話題題ににななりりままししたたがが、、昨昨年年１１１１月月にに大大津津市市のの県県立立アア
イイススアアリリーーナナににおおいいてて、、オオフフィィススののササポポーータターーもも参参加加ししてて大大
規規模模ななロロケケがが行行わわれれままししたた。。
ここれれままででににももＮＮＨＨＫＫ大大阪阪ののドドララママ制制作作をを支支援援ししててききたたオオフフ

ィィススにに対対ししてて、、今今回回ののロロケケででもも支支援援依依頼頼ががあありりままししたた。。全全国国
放放送送さされれるる国国民民的的ドドララママをを通通じじてて、、滋滋賀賀県県とと県県立立アアイイススアアリリ
ーーナナをを広広くく紹紹介介すするる絶絶好好のの機機会会とと、、オオフフィィススはは積積極極的的なな支支援援

をを行行いいままししたた。。
ドドララママのの中中心心ととななるる岩岩田田家家のの

長長女女春春子子役役のの紺紺野野ままひひるるささんんがが、、
フフィィギギアアススケケーートト選選手手ととししてて、、
全全日日本本選選手手権権やや国国体体ななどどにに出出場場
すするるシシーーンンがが撮撮影影さされれままししたた。。
ここののロロケケでではは、、岸岸谷谷五五朗朗ささんんやや
浅浅野野ゆゆうう子子ささんん、、ヒヒロロイインンのの石石
原原ささととみみささんんらら岩岩田田家家のの人人々々がが

応応援援ににかかけけつつけけるる設設定定でで、、ササポポーータターーのの皆皆ささんんににはは観観客客役役とと
ししてて出出演演ししてていいたただだききままししたた。。２２日日間間ににわわたたっったたロロケケ当当日日のの
アアリリーーナナ内内のの気気温温はは、、わわずずかか６６度度。。観観客客役役ははアアリリーーナナででじじっっ
ととベベンンチチにに座座っってていいるるたためめ、、長長時時間間ののロロケケ撮撮影影はは、、防防寒寒対対策策
ををほほどどここししてていいててもも底底冷冷ええががししてて、、ささななががらら冷冷蔵蔵庫庫のの中中にに居居
続続けけるるよよううなな苛苛酷酷ななももののととななりりままししたた。。
ロロケケ地地ととななっったたここののアアリリーーナナ。。ここここはは、、ああのの市市川川染染五五郎郎ささ

んんががフフジジテテレレビビでで放放映映さされれたた人人気気ドドララママ『『ププラライイドド』』出出演演のの
たためめ、、秘秘密密特特訓訓をを重重ねねたたススケケーートトリリンンククでですす。。ああななたたももドドララ
ママのの主主人人公公ににななっったたつつももりりでで華華麗麗にに滑滑っっててみみまませせんんかか。。詳詳しし
くくはは県県立立アアイイススアアリリーーナナままでで。。
hhttttpp :: ////wwwwww..bbiiwwaa..nnee..jjpp//bbiiwwaaiiccee

寒中ロケお疲れさまでした

NHK連続テレビ小説『てるてる家族』

織織田田信信長長にに仕仕ええ、、農農民民かからら太太閤閤にに
ままでで駆駆けけ上上ががりり、、天天下下をを取取っったた豊豊臣臣
秀秀吉吉のの一一代代記記ででああるる「「太太閤閤記記」」。。ここ
れれままででににもも何何度度ととななくく、、テテレレビビででドド
ララママ化化さされれててききままししたた。。今今回回のの主主役役
ははSSMMAAPPのの草草��剛剛ささんん。。知知略略にに長長
けけ、、戦戦上上手手ななイイメメーージジがが強強いい““秀秀吉吉””
をを、、草草��ささんんはは、、ややささししくく人人にに愛愛ささ

れれ、、戦戦ににおおいいててもも人人をを殺殺すすここととをを嫌嫌いい、、兵兵糧糧攻攻めめやや奇奇襲襲ななどど
ののアアイイデディィアアをを用用いいたた““新新ししいい秀秀吉吉像像””ととししてて演演じじてていいまますす。。
年年末末ににフフジジテテレレビビ系系列列でで放放送送さされれたたここののドドララママででもも、、おお馴馴

染染みみのの滋滋賀賀のの風風景景がが登登場場ししまますす。。
宮宮沢沢りりええささんん扮扮すするる信信長長のの妹妹ででああ

るるおお市市のの方方がが、、浅浅井井長長政政にに輿輿入入れれすす
るるシシーーンン、、石石黒黒賢賢ささんん扮扮すするる黒黒田田官官
兵兵衛衛がが捕捕ららええらられれてていいるる摂摂津津有有岡岡城城
攻攻めめののシシーーンンななどどがが彦彦根根城城でで撮撮影影ささ
れれたたほほかか、、桶桶狭狭間間のの合合戦戦やや墨墨俣俣一一夜夜
城城ののシシーーンンななどどがが竜竜王王町町やや蒲蒲生生町町でで撮撮影影さされれままししたた。。
今今回回ののロロケケででもも、、オオフフィィススははロロケケ地地のの事事前前調調整整かからら撮撮影影当当

日日ままでで、、全全面面的的なな協協力力をを行行いいままししたた。。県県内内ででののロロケケもも延延べべ１１
週週間間近近くくににわわたたりり、、彦彦根根城城ロロケケでではは秋秋のの行行楽楽シシーーズズンンとと重重なな
っったたととこころろにに、、草草��ささんんやや藤藤木木直直人人ささんん（（信信長長役役））、、宮宮沢沢りり
ええささんん、、国国仲仲涼涼子子ささんん（（ねねねね役役））ななどど人人気気俳俳優優がが一一同同にに集集まま
っったたたためめ、、見見物物客客でで大大混混雑雑をを極極めめるるここととにに。。警警備備員員にによよるる誘誘
導導でで、、ななんんととかか無無事事にに撮撮影影をを終終ええるるここととががででききままししたた。。
撮撮影影のの合合間間、、ススタタッッフフとと””ううどどんん””ををすすすするる草草��ささんんはは、、

テテレレビビでで見見るるととおおりり気気ささくくでで、、ままささにに今今回回のの秀秀吉吉ののイイメメーージジ
ににピピッッタタリリででししたた。。

“時代劇のハリウッド”彦根城
年末時代劇スペシャル

『太閤記～サルと呼ばれた男～』（関西テレビ）

恋恋愛愛小小説説のの名名手手ででああるる
作作家家高高樹樹ののぶぶ子子ささんん原原作作
のの小小説説「「透透光光のの樹樹」」がが、、
永永島島敏敏行行ささんんとと秋秋吉吉久久美美
子子ささんんのの主主演演ででここののほほどど
映映画画化化さされれるるここととににななりり、、
新新年年早早々々、、ＪＪＲＲ米米原原駅駅でで
ロロケケがが行行わわれれままししたた。。
ここのの映映画画はは、、東東京京ででテテ

レレビビ番番組組のの製製作作会会社社をを経経
営営すするる郷郷（（永永島島ささんん））とと、、
金金沢沢のの刀刀鍛鍛治治のの娘娘ででああるる千千桐桐（（秋秋吉吉ささんん））ののははかかなないい恋恋をを描描
いいたた作作品品でですす。。
ＪＪＲＲ米米原原駅駅でではは、、千千桐桐にに逢逢ううたためめ、、金金沢沢にに向向かかうう郷郷がが列列車車

をを乗乗りり換換ええるるシシーーンンがが撮撮影影さされれ、、ササポポーータターーのの皆皆ささんんににもも、、
足足早早にに駅駅構構内内をを急急ぐぐ旅旅行行客客役役ななどどででエエキキスストトララ出出演演ししてていいたた
だだききままししたた。。
撮撮影影当当日日はは、、朝朝かからら雪雪がが舞舞うう寒寒いい一一日日ででししたた。。ごご協協力力いいたた

だだいいたた米米原原町町のの皆皆ささんん、、ササポポーータターーのの皆皆ささんん、、あありりががととううごござざ
いいままししたた。。映映画画はは本本年年１１２２月月、、東東宝宝系系のの劇劇場場ににてて公公開開予予定定でですす。。

““出出演演ののササポポーータターーのの方方かからら””
（（前前略略））撮撮影影でではは、、主主役役のの永永島島敏敏行行ささんんにに一一番番近近いい位位置置とと

ななりり嬉嬉ししかかっったたでですす。。永永島島ささんんはは、、テテレレビビでで見見てていいたたイイメメーー
ジジととははずずいいぶぶんん違違いいままししたた。。すすごごくく背背がが高高いいののにに顔顔ががももののすす
ごごくく小小ささいい、、細細身身ななののにに肩肩幅幅ははががっっししりりししてていいてて、、モモデデルルささ
んんののよよううななととててもも格格好好いいいい方方ででししたた。。振振るる舞舞いいもも紳紳士士的的でで、、
ととててもも素素敵敵でで、、ここれれをを機機にに大大フファァンンににななりりままししたた。。

普普段段、、米米原原駅駅をを利利用用すするるとと連連絡絡通通路路がが暗暗くく寒寒々々ししいい感感
ががあありりままししたたがが、、懐懐古古シシーーンンやや雰雰囲囲気気ののああるる撮撮影影ににははなな
るるほほどどぴぴっったたりりだだとと感感じじままししたた。。便便利利ささもも大大切切でですすがが、、
古古いいももののをを残残すすここととでで、、そそれれをを受受けけ入入れれててももららええるるとといい
ううののもも嬉嬉ししいいももののでですす。。 上上松松 珠珠美美ささんん

出会いと別れ、恋の始まりは駅から
とう こう き

映画『透 光 の 樹』（アルゴ・ピクチャーズ）

古古典典的的名名作作「「四四谷谷怪怪談談」」をを題題材材にに、、直直木木賞賞作作家家京京極極夏夏彦彦ささ
んんがが独独自自のの感感性性でで書書きき上上げげたた小小説説「「嗤嗤うう伊伊右右衛衛門門」」。。映映画画化化
ににああたたっっててはは、、監監督督にに世世界界的的舞舞台台演演出出家家のの蜷蜷川川幸幸雄雄ささんん、、主主
演演のの民民谷谷伊伊右右衛衛門門役役ににドドララママ『『白白いい巨巨塔塔』』のの唐唐沢沢寿寿明明ささんん、、
民民谷谷岩岩役役ににはは映映画画『『ララスストトササムムラライイ』』のの小小雪雪ささんん、、ほほかか豪豪華華
キキャャスストトがが揃揃いい踏踏みみししたたここのの作作品品。。実実はは県県内内ででももロロケケがが行行わわ
れれままししたた。。
守守山山市市ににああるる美美崎崎公公園園でではは、、月月がが皎皎々々とと照照ららすす夜夜更更けけにに伊伊

右右衛衛門門がが舟舟かからら釣釣りり糸糸をを垂垂ららすすシシーーンンがが、、そそししてて、、近近江江八八幡幡
市市のの八八幡幡堀堀とと新新町町通通りりでではは、、雪雪のの舞舞うう中中をを岩岩ががひひととりり歩歩くくシシ
ーーンンがが撮撮影影さされれままししたた。。
ロロケケがが行行わわれれたた美美崎崎公公園園はは湖湖岸岸道道路路沿沿いいににああっってて、、森森とと川川

のの水水辺辺がが調調和和ししたた美美ししいい公公園園でですす。。園園内内かからら琵琵琶琶湖湖のの方方向向にに
川川をを望望むむとと、、ババレレ物物（（※※時時代代劇劇ででははＮＮＧＧととななるる人人工工物物ののこことと））
ももななくく、、時時代代劇劇撮撮影影ににははピピッッタタリリのの場場所所です。
しかし、午前３時半まで続いた夏場の撮影では、ヒルとライ

トに寄ってくる大量の
虫との戦いで、キャス
ト、スタッフともに苦
難のロケとなりました。
劇場公開は既に終了

していますが、興味の
ある方はビデオや
DVDで、ぜひチェッ
クしてみてください。

“究極の純愛物語”湖国ロケを実施
わら

映画『嗤う伊右衛門』（東宝）
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中山道は江戸時代に整備され、江戸日本橋から武蔵、上野、
信濃、美濃の国々を通り、近江で東海道に合流して京都に至
る６９次１３５里（約５４０キロ）の街道です。
このシリーズは、ピアニストの村松健さんが旅人として、

日本橋から京都をめざして街道を歩き、そこに暮らす人々と
ふれあい、鳥の声や風の音に耳を傾けます。
滋賀ロケーションオフィスでは、この番組の撮影企画を聞

きつけ、「武佐宿編」、「守山宿編」、「草津・大津宿編」での
撮影調整について積極的に支援しました。
「武佐宿編」では、八幡山からの市内風景を撮影の後、豊

臣秀次公銅像、八幡堀、街道風景、さらには本陣跡などの撮

影が行われました。また、国道８号線沿いのレストランでは、
本県特産の近江牛のＰＲを兼ねて、旅人との出会いのシーン
が撮影されました。
「「守守山山宿宿編編」」でではは、、守守山山宿宿のの面面影影をを残残すす街街道道風風景景ををははじじめめ、、

甲甲屋屋跡跡、、東東門門院院、、郷郷土土人人形形資資料料館館のの撮撮影影がが行行わわれれままししたた。。まま
たた、、村村松松健健ささんんとと和和ろろううそそくく屋屋ささんんのの出出会会いいをを通通じじてて、、守守山山
宿宿のの魅魅力力をを浮浮きき彫彫りりににししままししたた。。
「「草草津津・・大大津津宿宿編編」」でではは、、草草津津宿宿本本陣陣ををははじじめめ瀬瀬田田のの唐唐橋橋、、

義義仲仲寺寺、、三三井井寺寺ななどどをを撮撮影影しし、、エエンンデディィンンググででははびびわわ湖湖ホホーー
ルルののホホワワイイエエをを借借りりてて、、夕夕日日のの琵琵琶琶湖湖をを背背景景ににししたたピピアアノノ演演
奏奏もも撮撮影影さされれままししたた。。
ささままざざままなな表表情情をを見見せせるる滋滋賀賀。。オオフフィィススでではは、、今今後後とともも、、

ここううししたた番番組組のの誘誘致致・・支支援援をを通通じじてて、、滋滋賀賀のの魅魅力力にに光光ををああてて
てていいききまますす。。
ななおお、、ここのの番番組組ははびびわわ湖湖放放送送ででもも放放送送さされれてていいまますす。。

ピアニスト、いにしえの街道をゆく

『中山道 風の旅』（テレビ埼玉・群馬テレビ共同制作）

わわずずかか２２分分ののミミニニ番番組組ななががらら、、美美ししいい映映像像ととアアナナウウンンササーー
道道上上洋洋三三ささんんのの暖暖かかくく心心地地よよいい語語りりでで多多くくののフファァンンをを持持つつ番番
組組『『歴歴史史街街道道～～ロロママンンへへのの扉扉～～』』。。
３３月月にに２２回回ににわわたたりり、、オオフフィィススのの支支援援ののももとと、、ここのの番番組組のの

ロロケケ撮撮影影がが県県内内でで行行わわれれままししたた。。
ままずず、、ロロケケ地地ととななっったたののはは近近江江商商人人ゆゆかかりりのの地地、、五五個個荘荘町町

とと日日野野町町。。五五個個荘荘町町でではは、、舟舟板板塀塀とと白白壁壁のの土土蔵蔵がが美美ししいいたたたた
ずずままいいをを残残すす五五個個荘荘商商人人のの屋屋敷敷ままちちやや当当時時ををししののばばせせるる商商いい
とと暮暮ららししのの面面影影ななどどをを、、日日野野町町でではは日日野野商商人人のの歩歩みみとと豊豊富富なな
文文化化遺遺産産、、そそししててググリリムム冒冒険険のの森森ややブブルルーーメメのの丘丘ななどど豊豊かかなな
自自然然環環境境をを生生かかししたたメメルルヘヘンンのの世世界界をを撮撮影影ししままししたた。。
ままたた、、信信楽楽町町ににおおいいててもも、、１１２２６６００年年のの伝伝統統をを誇誇るる信信楽楽焼焼のの歴歴

史史とと今今、、そそししててここれれかかららのの新新ししいい取取りり組組みみののほほかか、、貴貴重重なな発発
し が らきのみやあと

見見がが相相次次ぐぐ紫紫香香楽楽宮宮跡跡ななどどのの撮撮影影がが行行わわれれままししたた。。「「五五個個荘荘
町町＆＆日日 野野 町町
編編」」はは既既にに３３
月月中中旬旬にに放放送送
さされれままししたたがが、、
「「信信楽楽町町編編」」
はは、、AABBCCテテ
レレビビでで４４月月１１２２
日日��かからら１１６６日日
��ままでで午午後後６６
時時５５４４分分よよりり放放
送送さされれるる予予定定
でですす。。

悠久の歴史と文化の舞台を訪ねて

『歴史街道～ロマンへの扉扉～』（ABCテレビ）

信楽町では、数少なくなったのぼり窯の窯元も取材しました

すすででにに３３月月１１９９
日日かかららＴＴＶＶでで放放
送送さされれてていいるる富富
士士通通��のの企企業業ＣＣ
ＭＭををごご覧覧ににななりり
ままししたたかか？？自自然然
界界にに悪悪影影響響をを与与
ええるる鉛鉛をを使使わわなな
いい環環境境ににややささしし
いい「「鉛鉛フフリリーーはは
んんだだ」」をを紹紹介介すす
るるＣＣＭＭでですす。。
ＣＣＭＭオオーーププニニンンググのの湖湖ののシシーーンンととエエンンデディィンンググのの雨雨上上ががりり

のの水水辺辺をを子子供供たたちちがが傘傘をを閉閉じじてて歩歩くくシシーーンンはは、、琵琵琶琶湖湖畔畔でで撮撮
影影さされれままししたた。。全全国国のの湖湖ででロロケケ地地をを探探ししてていいたた制制作作会会社社にに対対
ししてて、、オオフフィィススかかららイイメメーージジににああうう琵琵琶琶湖湖畔畔のの風風景景をを紹紹介介しし、、
本本県県ででののロロケケがが実実現現ししままししたた。。
撮撮影影はは、、ままだだ寒寒気気のの厳厳ししいい２２月月下下旬旬、、安安曇曇川川町町とと志志賀賀町町でで

行行わわれれままししたた。。
早早朝朝かからら現現地地入入りりししたたロロケケ隊隊はは、、湖湖面面とと空空のの様様子子ががイイメメーー

ジジににああうう瞬瞬間間をを根根気気とと忍忍耐耐ででたただだひひたたすすらら待待ちち続続けけるる一一方方、、
雨雨上上ががりりののシシーーンンでではは路路面面にに水水ををままくくななどど小小技技もも駆駆使使ししなながが
らら、、無無事事イイメメーージジどどおおりりのの映映像像ををおおささめめるるここととががででききままししたた。。
オオフフィィススでではは、、環環境境をを考考ええるる映映像像作作品品のの支支援援をを通通じじてて、、「「環環

境境滋滋賀賀」」ののイイメメーージジアアッッププにに貢貢献献ししたたいいとと考考ええてていいまますす。。
ここののＣＣＭＭはは、、次次ののＷＷＥＥＢＢササイイトトででももごご覧覧ににななれれまますす。。

hhttttpp :: ////aadd..ffuujjiittssuu..ccoomm//aadd//eeccoo//ttvvccff//ttvvccff..hhttmmll

ＣＭから考えよう環境問題

企業環境ＣＭ『すべてをグリーンに』
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滋賀県での映像制作を幅広く支援し
ているオフィスでは、自主製作映画の
撮影に対しても支援を行っています。
映画製作の次代をになう人材を支援す
ることは、映画人口の裾野を広げて文
化振興にもつながる一方、滋賀県での
映画を含めた映像制作がプロ・アマを
問わず盛んになることを願い、商業映
画だけに限らず学生や若手映画人の映
画づくりにも協力しています。
さて、このたび２本の自主製作映画

のロケが県内各地で行われましたので
ご紹介します。

�映画『赤を視る』（仮題）�
作風やプロ・アマを問わず自主製作

映画の発表の場として、関係者の注目
を集める“映画の異種格闘技戦”「シ
ネトライブ」。年１回行われるこの映

画祭で監督賞を受賞した浅川周監
督による短編映画『赤を視る』（仮
題）が、このほど全編県内で撮影

されました。主人公の少女が姉の死を
通して、少しずつ「生きる」というこ
とを意識するようになる過程を、白黒
映像により静かなタッチで描く作品で
す。この作品では、近江八幡市内の中
学校や草津市内の個人宅などをお借り
してロケを行いました。また、主人公
の学校シーンや姉の葬式シーンでは、
サポーターの皆さんにもエキストラと
してご協力いただきました。

�映画『囿圜 YU-EN』�
京都市立芸術大学の学生で構成する

アートユニット「Antenna」が、関
係者の間で評価された前作『カミー
ユ』に続いて取り組む映画製作の第２
弾です。
今までに無かった新しいタイプの時

代劇映画として、県内では彦根城や甲

賀の里忍術村などでロケが行われまし
た。写真は１月中旬に行われたロケ撮
影でのひとコマです。森の中での祭礼
シーンは、焚き火を囲んで村人達が踊
り盛り上がるというもの。ロケ撮影は
希望ヶ丘文化公園にある野外活動セン
ターで行われました。厳寒の夜間ロケ
にもかかわらず、１９名のサポーターの
方がエキストラとして出演。自主製作
映画ながら、本格的な衣装と小道具を
使用しての撮影に、サポーターの皆さ
んにも映画づくりの現場を体感してい
ただきました。

滋賀県は、映画のロケ地として、これまでから多くのロケ
撮影がされてきました。オフィスでは、県やびわこビジター
ズビューローと共同で、ロケ地を観光地として紹介するため、
時事通信社や小学館など全国の新聞・出版社２５社を対象に、
去る２月１２日・１３日の両日、「湖国シネマ紀行」と銘打った
ロケ地訪問ツアーを実施しました。
今回のロケ地訪問ツアーでは、ホテルの会議室を借りて、

事前に県内で撮影された映画などのシーンを上映した後、実
際にその場所を訪ねる形式で行いました。
ツアーのオープニングは、映画『砂の器』で有名な米原駅

です。この映画では、犯人の足跡をたどる刑事が、夜の米原
駅で乗換電車を待つシーンが撮影されています。駅のホーム
は、今なお、旅情たっぷりに撮影当時の面影を残していまし
た。その後、“時代劇のハリウッド”と言われている彦根城、
ベネチア国際映画祭の監督賞受賞作品『西鶴一代女』の撮影
が行われた天寧寺、映画『渋滞』に登場した多賀町の料亭か
ぎ楼、さらには映画『男はつらいよ 拝啓車寅次郎様』の長
浜市黒壁周辺なども訪れ、観光とロケ地の視点で取材をして
いただきました。
ツアーに参加した記者からは、「今までにない新しい切り

口で、滋賀県の魅力を発見できた。滋賀の隠れた魅力を全国
のロケ地ファンに伝えたい。」などの感想をいただきました。

今回参加の新聞・出版
社は、発行エリアが全国
にわたり、発行部数も全
体で２，０００万部以上とな
ることから、今後、本県
を訪れる観光客の増加が
期待されます。
既に、一部の新聞・雑

誌には「湖国シネマ紀
行」と銘打った記事が掲
載されています。

私たちは、滋賀ロケーションオフィスの活動を応援しています。
滋賀県信用保証協会 株式会社滋賀銀行
滋賀県興行協会 株式会社びわこ銀行
株式会社ゼンリン 西日本電信電話株式会社
琵琶湖汽船株式会社 株式会社NTTネオメイトみやこ
アインズ株式会社 NTTオートリース株式会社
宮川印刷株式会社 大津プリンスホテル
株式会社ＴＭオフィス ホテルニューサイチ
株式会社ヒサダ昭栄堂 （敬称略・順不同）

おかげさまで、滋賀ロケーションオフィスもこ
の４月から３年目を迎えます。サポーター登録も
遂に８００人を超えましたが、登録メールは現在も
日々寄せられ、まだまだ増える様子。スタッフ一
同、厚く御礼申し上げます。
春からは、滋賀が舞台の映画製作に加えて、多くの映画の
県内ロケが待機中です。サポーターの皆さんあっての滋賀ロ
ケーションオフィス、どうか今後ともよろしくお願いいたし
ます。

県立芸術劇場「びわ湖ホー
ル」では毎年秋にプロデュース
オペラを制作・上演しています。
日本最高水準の力を結集して上
演されるこのオペラは内外の評
価も高く、公演を見ようとオペ
ラ愛好家が全国から集まります。
昨年１１月、日本初演の大作ヴェルディ作曲『シチリアの夕

べの祈り』が上演されました。オフィスではびわ湖ホールと
タイアップし、このオペラの助演者（※映画でいうエキスト
ラのことです）として、５名のサポーターの方に出演してい
ただきました。助演者といっても、衣装はイタリアで制作さ
れたものを着用し、公演に先がけて約１０日間の稽古やリハー
サルをこなす本格的なものです。ライトを浴びて立つ舞台は
客席１８００席余りの本格的な４面舞台。サポーターの皆さんに
とって映画やドラマのエキストラと違い、やり直しのきかな
い舞台公演はすごく緊張を伴いますが、やりがいのある貴重
な体験（快感？）となったようです。
さて、びわ湖ホールでは今年もプロデュースオペラの助演

者を募集しています。応募はオフィスあてメールかFAXま
たは電話にて。５月７日�が応募締め切りです。どうぞふる
ってご応募下さい。

―――２００４年度 びわ湖ホール プロデュースオペラ―――
ヴェルディ作曲『十字軍のロンバルディア人』（全４幕）
公演日：２００４年１０月１６日�・１７日�

両日とも１４時開演（１３時１５分開場）
会 場：県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール
※演出家と調整中のため、性別・年齢・人数等は現在未定です。
演出の都合により、ご応募いただいても出演いただけない
場合があります。出演料はお支払いできませんのでご了承
下さい。また、１０月に必ず参加していただかなければなら
ない約１０日間の稽古等があります。

�


