
注目の作家 万城目 学氏の人気小説

鴨川ホルモー 松竹

大学で謎のサークル
「京大青竜会」から勧誘
を受けた学生・安倍は、
新歓コンパで一目ぼれ
した女子学生に会
うためにサー
クル入り。

サークルは普通の人に見えない「オニ」
を使った競技（ホルモー）で他大学と対
抗戦を繰り広げていた…。
奇抜な発想と描写が人気で、１８万部以

上売れた万城目学（まきめ・まなぶ）氏
のベストセラー小説『鴨川ホルモー』の
撮影が今春、大津市の社会教育会館で行わ
れました。
サークル「青竜会本部」の飾り付けは、歴代の

会長の写真やホワイトボードのマグネット、会長の机上
に設置した小物に至るまで懲りにこった飾り付けが施さ
れました。不思議なオニ語を出演者のみなさんが連呼す
るシーンなど、主にサークル活動のシーン撮影が行われ
ました。来春に松竹の配給により全国ロードショーの予
定です。ぜひご覧ください！

原 作：万城目学、監督：本木克英
出 演：山田孝之、栗山千明、濱田 岳、石田卓也、

芦名 星、荒川良々、石橋蓮司 他
製 作：「鴨川ホルモー」製作委員会

異色時代劇ファンタジー「しゃばけ」
シリーズ第２弾

第１３回「日本ファンタジーノベル大賞」優秀賞を受賞
した畠中恵さん原作の大ヒット小説「しゃばけ」のドラ
マ化。昨年１１月にテレビ放映され、大きな反響と話題を
呼びました。
そのシリーズ第２弾「うそうそ」のロケが炎天下の琵
琶湖畔で行われました。
このドラマは手越裕也さんが演じる体の弱い日本橋の
大店の若旦那・一太郎が、妖（あやかし）と繰り広
げるファンタジー作品で、CGを多用し登場人
物の半分以上が妖という異色の時代劇。
今回は、齢三千年の祖母様からのお告げ
で、腹違いの兄・松之助たちと初めて江
戸を出て箱根へ湯治の旅に出るが、道中
トラブルに巻き込まれてしまい、妖の手
助けもあって乗り越えていくお話し。
ロケは、「小田原湊」見立てで、彦根市

新海浜で１日がかりで行われました。
海水浴客やカラフルなウインドサーフィンの

セールに囲まれながらの時代劇撮影ということでミ
スマッチな光景ではありましたが、夕方には無事撮影が
終了しました。

ロケ地 ：彦根市新海浜 など
放送網 ：フジテレビ系
放送予定日：今冬放送予定
出 演 ：手越祐也、谷原章介、宮迫博之、

高杉 亘、早乙女太一、高木雄也、
中村俊介、柏原収史、日向ななみ 他

Webサイト�
http : //wwwz.fujitv.co.jp/fujitv/news/pub_
2008/080716 shabake 2_frame.html
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サポーターさんも参列者役で参加
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みうらじゅん×田口トモロヲ

みうらじゅんさん原作の『色即ぜねれいしょん』が田口
トモロヲ監督により映画化されます。この作品は、１９７０
年代の高校生・純が主人公の青春小説。７月２９日�、湖南
市の笹ヶ谷火葬場でワンシーンが撮影されました。朝か
ら天候が不安定な中、葬式シーンが撮影され、当オフィ
スサポーターも６名がエキストラとして喪服に着替え、
参列者役で参加してくださいました。撮影はワンシーン
を様々な角度から、何度もくり返し行われます。サポー
ターのみなさんも演技指導をうけながら、一役者として
演じてくださいました。

撮影終了後、参加記念品として、みうら
じゅんさん自らがデザインしたオリジナ
ルＴシャツをもらい、和やかな雰囲気で
終了しました。
この映画は２００９年夏公開予定です。出

演者は主人公・乾純に渡辺大知さんが大抜
擢。父親役にリリー・フランキーさん、母
親役に２３年ぶりの映画出演となる堀ちえみさん。
サポーターのみなさんの演技も注目してください。

ロケ地：大津市 草津市
湖南市

今回、田口トモロヲ監督「色即
ぜねれいしょん」のロケにエキス
トラ出演させて頂きました。
昔、テレビドラマでのエキスト

ラ出演は経験あったのですが、映
画は今回が初めてでした。
映画好きの私としては念願叶っ

たりでしたが、撮影現場は監督を
はじめ沢山のスタッフの皆さん、
そして俳優の方々の熱意を全身で
感じられよい体験となりました。
数分のシーンでもこれだけの手

間をかける映画づくりは正に芸術
です。
これからも滋賀で素晴らしい映

画、ドラマが撮影されることを願
っております。 （S.Hさん）

「はい、ほんばーん（本番）。
よーい、カチン」私の初エキスト
ラ体験は、こうして始まりました。
来年公開予定の映画『色即ぜねれ
いしょん』の葬式参列者としての
参加です。この日のエキストラは、
私を含め計６名。撮影現場へ向か
い、控えの部屋に案内されると、
そこにはなんと堀ちえみさんやリ
リー・フランキーさんが！撮影も、
初めはどうしていいのか分からず
緊張＆興奮の連続でしたが、滋賀
ロケーションオフィスのスタッフ
やご一緒したエキストラの方々に
体験談やアドバイスをしていただ
き、そのおかげで楽しく参加する
ことができました。撮影日は私の
○歳の誕生日の翌日で、記念すべ
き日となりました。 （K.Mさん）

「控え居ろう！この紋所が目に入らぬか！」のセリフ
でおなじみのテレビドラマ「水戸黄門」のロケが、７月
９日、１０日の両日猛暑の中、近江八幡市で行われました。
このドラマは、１９６９年８月４日にテレビ放送が始まっ
て以来、今年３月には、放送回数が通算１，１３０回を数え
る世界でも類を見ない人気長寿番組となっています。
最近では、「弥七」を“いぶし銀”の内藤剛志さんが
演じるほか、「助さん格さん」には原田龍二さんと合田
雅史さんのイケメンお二人。さらには「疾風のお娟」を
演じる由美かおるさんの入浴シーンが定番となっている
など何かと話題も多く、３月の放送では視聴率が１７．０％
を越え、相変わらず根強い人気を示しています。
今秋、１０月６日からは装いも新たに第３９部がスタート
します。
その第４話では、ご老公一行が美濃街道から中山道を
経て近江八幡市の琵琶湖岸で、しばし旅の疲れを癒すと
ころから始まります。
定番どおり、庶民をいじめる悪代官をご老公一行が成敗

するお話ですが、音羽屋の女主人を演じる川中美幸さん
の活躍、そしてご老公との親密な関係が見所となってい

ます。キャストのみなさんも撮影の合間には気
楽にギャラリーの声に応えていただくなど、
フレンドリーな雰囲気の中で撮影が行われ
ました。ぜひご覧ください。

ロケ地：近江八幡市（八幡堀、新町通り、
西の湖、佐波江浜）

出 演：里見浩太朗、原田龍二、合田雅吏、
由美かおる、松井天斗、磯山さやか、
内藤剛志、川中美幸 他

放送網：TBS系３１局全国ネット
放送日：平成２０年１０月２７日� ２０時００分～２０時５４分
Webサイト�：http://www.tbs.co.jp/mito/

全国ロケ地フェア２００８に参加しました
「映像制作者が２日で全国のロケハンができるフェ

ア」というテーマのもと、７月２３日・２４日の２日間にわ
たって全国ロケ地フェア２００８が東京で開催されました。
全国のFC（フィルムコ

ミッション）が一同に集結
して、各地の魅力などを１３０
人以上の映像制作関係者に
対してプロモーションを行
いました。

みうらじゅんさんデザインのオ
リジナルＴシャツ！稀少です！

『色即ぜね
れいしょん

』

新町通りにて
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放送予定日

第３回 １１月１５日� ２１時～２１時５８分

第５回 １１月２９日� ２１時～２１時５８分
（最終回）

今秋放送予定番組『柳生一族の陰謀』
３０年前の大ヒット映画「柳生一族の陰謀」（東映京都製作、深作欣二監督）をテレ

ビドラマで完全リメイク。柳生十兵衛役に上川隆也さん、柳生但馬守宗矩役に松方弘

樹さん（映画では徳川家光役）など豪華キャストで送る痛快娯楽時代劇巨編です。

放送網：テレビ朝日系 放送日：９月２８日 ２１時～

ロケ地：国宝彦根城（彦根市）

Webサイト�http://www.tv-asahi.co.jp/yagyuu/

今冬放送予定番組『忠臣蔵外伝 音無しの剣（仮）』
我々日本人に長年愛され続けている忠臣蔵。その物語の裏で赤穂浪士たちを助け

た男・結城慶之助（田村正和さん）が本作品の主役です。今回の作品は、お馴染みの

忠臣蔵を従来とは異なる角度から描いた娯楽時代劇となっております。

放送網：テレビ朝日系 放送予定日：今冬放送予定

ロケ地：八幡堀（近江八幡市）

Webサイト�http://www.tv-asahi.co.jp/otonashi-ken/
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■■■■■■■映画『火天の城』 東 映

原作『火天の城（山本兼一著）』は、２００４年松本清張賞を受賞した作品で、織田信長に仕えた熱田神宮の宮大工・岡部

又右衛門（西田敏行さん）が、総棟梁として天下の事業安土城を建築していくストーリーです。

木曾檜の全てを知り尽くした杣頭・大庄屋 甚兵衛、石垣造りを任された石工頭・戸波 清兵衛。自らの知恵と技術のす

べてを注ぐ数多の職人。絢爛豪華な意匠を誇った安土城建築にまつわる人々の苦難と情熱に満ちた日々を描いています。

■■■■■■■ドラマ『ジャッジ�』 NHK大阪

裁判官として離島に赴任してきた主人公が、様々な事件と向き合い、

当事者の止まった時間を少しずつ動かしていく、若き主人公の成長を

描くドラマです。

昨年、「ジャッジ～離島の判事補 奮闘記～」としてNHKで放送され、好評を博した番組の続編です。

滋賀県内で撮影されるのは第３回と第５回（最終回）のシーンです。

■■■■■■■NHKスペシャル終戦ドラマ『最後の戦犯』 NHK名古屋

終戦後、国内で４年余り逃亡生活を送った元陸軍士官が残した「告白緑」。それは個人の戦争責任を問い続けた何百

枚の手記である。ドラマは、膨大な手記をもとに“あるBC級戦犯の心の軌跡”を忠実に追い、“戦争責任”を個人で背

負った一人の若者の姿を描いていく作品です。

■■■■■■■ドラマスペシャル『肉体の門』 東 映

昭和２１年夏の東京。謎の多い美人娼婦：せん（観月ありささん）を中心に戦後の混乱の中で食べるものも無く売る物

もない時代に、権力ややくざと戦いながらたくましく生きる女達を描いています。
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私たちは、滋賀の素晴らしい風景や文化などを全国に紹介するため、滋賀ロケーションオフィスの活動を支援しています。

滋賀県信用保証協会 �中央精器滋賀支店 琵琶湖ホテル
滋賀県興行協会 �滋賀銀行 ひこねステーションホテル
琵琶湖汽船� �びわこ銀行 北ビワコホテルグラツィエ
近江タクシーサービス� ＮＴＴ西日本�滋賀支店 長浜ロイヤルホテル
宮川印刷� 関西電力�滋賀支店 �井筒屋
新江州� びわ湖放送� �南洋軒
�ＴＭオフィス 大津プリンスホテル ランチサービスポポロ
白浜荘 明治亭� （敬称略・順不同）

エキストラとして出演してみたい！と思っている人いませんか？ 映画やドラマの制作に参加する。そんな経験

ができるかも…� サポーターに登録された方には映像制作者からエキストラ出演の依頼があれば、募集案内して

おります。

その他、サポーター登録証を県内映画館で提示すると入場割引が受けられます。

また、現サポーターのみなさん、今お持ちの登録証の有効期限が今年の９月末日をもって終了いたします。

引き続きサポーター登録をご希望の方は、お手数ですが１０月１日以降に再度滋賀ロケーションオフィスのホーム

ページ（もしくはFAX）により登録いただきますよう、お願い申し上げます。

第4回甲賀映画祭が開催されます。
市民的で芸術性の高い娯楽である映画にたくさん出会い「みんながつくる住みよさと

活気あふれるまちづくり」を目指して、今年も甲賀映画祭が開催されます。
みなさまお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

１ 開 催 日 平成２０年（２００８年）１０月１１日�～１２日�、
１７日�～１９日� ５日間開催

２ 開 催 場 所 甲賀市碧水ホール、水口アレックスシネマ（１０月１７日のみ）
３ 上映作品等 「スクリーンにきらめく青春」をテーマに１７作品上映
４ 入 場 料 １回券 一般前売８００円、当日１，０００円

こども（４歳～中学生）前売４００円、当日５００円
３回券 前売２，１００円、当日２，７００円
フリーパス４，０００円

５ お問合せ先 甲賀シネマパーティー（甲賀映画祭実行委員会）事務局
TEL０７４８‐６３‐２００６ FAX０７４８‐６３‐０７５２ E-mail：info@cinepa.jp
URL http://cinepa.jp/

サポーター登録をするとこんな体験もできます。

『声楽アンサンブルオペラ歌劇カルメン』に出演しました
平成２０年８月１０日� びわ湖ホール

今回このような素晴らしい舞台に出演させていただきましてあり
がとうございました。
収録では味わえない一発本番ならではの緊張感や感動を得ること
ができ、大変感謝しております。
稽古初日から楽屋まで用意して頂いたり、当日は大入袋まで頂き
ました。
そしてなにより嬉しかったのはパンフレットに名前を載せて頂け
たということに感激しました。
今回はエキストラという肩書きではなく助演という素晴らしい肩
書きで参加させていただき、共演の山口さんや声楽の方々、スタッ
フの方々と共に感動を得られ、オペラという素晴らしい歌劇に出会
えたことは一生の宝です。
舞台終了後に出演者の方々の打ち上げにも参加させていただき、
一気に打解けることができ改めて素晴らしい方々だと実感できました。
こんな素晴らしい機会を与えていただきました滋賀ロケーション
オフィスに感謝です。 （T.Kさん）

オペラの舞台ということで、観客の前で演じるやり直しの出来な
い事に緊張を感じましたが、本番当日は満員の客席の前で私は感動
に包まれながらも無事役を終えました。
映画のロケとは違う経験ができ、貴重な夏の思い出となりました。

（Y.Mさん）

みなさん、ご覧になったでしょう
か�今年は取材を受ける機会が多く、
テレビやラジオ、新聞などで滋賀ロ
ケーションオフィスの活動を取り上げていただ
いております。
ロケ地交渉の際、はじめてお会いする地元の

方に「滋賀ロケーションオフィスなんて、知ら
ん」と言われるよりは、「知ってるよ～、この
前テレビに出てたね」と言われた方が交渉が早
く進みます。
撮影の仕事も大切ですが、滋賀ロケーション

オフィスの知名度をあげることも必要だと痛感
しました。

最後列２名がサポーターさんです
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