
11お多福、海山、VERDE TENERO、淡路ビーフ新谷 カリヨン店、
居酒屋とっくり、平野パン　他

道の駅あわじ、徳島藩松帆台場跡、野島断層、五斗長垣内遺跡、
伊弉諾神宮、津井の瓦、緑の道しるべ（阿那賀公園）、
松帆銅鐸、玉ねぎ畑、土生～沼島

バナナマン日村4/25
8/8 バナナマンのせっかくグルメ！！TBS

大鳴門橋・渦潮、山・田畑・花畑、
明石海峡大橋、玉ねぎ収穫、洲本城

--5/19 ZIP!日本テレビ

FCウィンドファーム南あわじ、津名の郷--6/1 岩谷産業会社案内VTRMV､PV、
PR映像等

〔映像提供〕玉ねぎ収穫映像--6/9 よじごじＤａｙｓテレビ東京

吉備国際大学南あわじキャンパス、
国立淡路青少年交流の家、吹上浜西山こころ8/13 令和3年度全国高等学校総合体育大会

北信越総体2021 総合開会式オープニング映像

令和3年度全国高等学校総合体育大会
北信越総体2021 総合開会式オープニング映像

８Ｋショートフィルム「さくらノート」

MV､PV、
PR映像等

ジェノバライン、多賀の浜海水浴場、
慶野松原海水浴場　他城山航太6/17 【Summer】ＭＶMV､PV、

PR映像等

--

タモリ
浅野里香アナ

9/9 絶景にっぽん紀行BS-TBS 明石海峡クルーズ、本四高速、道の駅あわじ

ブラタモリＮＨＫ総合

沼島中学校、沼島小学校、おのころ公園、沼島海水浴場、
沼島汽船㈱、沼島観光案内所、魚谷米穀店、神代のたまねぎ畑、
諭鶴羽ダム、慶野松原海水浴場、五色浜バス停、洲本オリオン、
たもやん桜、淡路市岩屋事務所、長浜理容所　他

柿原りんか８Ｋショートフィルム「さくらノート」うみぞら映画祭
淡路島短編映画祭

南あわじ市阿万グラウンド、
洲本市民球場　他

--11/1 連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」NHK総合
新型コロナウイルス
感染拡大の予防マナー

マスクを着用
咳エチケットの徹底

「ソーシャルディスタンス」
できるだけ2m 最低1m

手洗いは30秒
石けん 消毒液などの利用

体温測定・健康チェック
いつ誰とどこで会ったか記録

密閉 密集 密接

「3密」を回避

洲本平野を見下ろす小高い丘
陵地帯の奥に祀られている住
吉神社は、風の音と虫の声だ
けが響く閑静な場所でした。周
辺には古くから続くのどかな農
村地帯が広がっていて、神社の
背後には柏原山系の豊かな緑
が控えます。西を向けば、街並
みの向こうに別名『淡路富士』
とも呼ばれる先山の美しい山
稜が一望。また近くには大きな
運動公園もあります。

〔AIFO ロケーション FILE-01〕

洲本市木戸　住吉神社周辺
兵庫県洲本市木戸住吉86

p.2「うみぞら映画祭」開催します

p.3 連続テレビ小説
「カムカムエヴリバディ」撮影

「淡路島短編映画祭」
NHK「ブラタモリ」放送されました！

3年ぶり復活！

＆ 8Kショートフィルム「さくらノート」上映情報！

6/18

7/19

6/28 JFC令和３年度通常総会（書面議決）
場所：NATULUCK銀座 【東京都中央区】　

うみぞら映画祭実行委員会
場所：淡路島フィルムオフィス【洲本市】

「淡路島フィルムオフィス通信 AIFO NEWS LETTER」の発行
第11号…5,000部発行

令和３年度第１回理事会及び通常総会開催
場所：洲本市文化体育館 【洲本市】　

5/22 ８Ｋの世界　UHD-works技術クリエイターによるトークショーin淡路島
場所：洲本オリオン 【洲本市】　

ひょうごロケ支援ネット推進会議
場所：ひょうご共済会館 【神戸市】　

その他の活動報告

10/8

8/30

9/25
10/2

10/16
10/31

TEL0799-24-2001 FAX0799-25-2521 〒656-0022 兵庫県洲本市海岸通１丁目11-1 E-mailawaji-fo@kuniumi.or.jp URLhttp://awaji-fo.jp/［発行］淡路島フィルムオフィス　淡路島フィルムオフィス通信 第11号

連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」

これまでの支援作品一覧　【2021年度上半期】
公開日 放送局/種類 作品名 出演

8Kの世界　トークショー

理事会

ひょうごロケ支援ネット推進会議

撮影場所

＼私たちは淡路島のすばらしいロケーション、歴史、文化を全国に発信する【淡路島フィルムオフィス】の活動を支援しています／

淡路信用金庫
 ㈱夢舞台
淡路ヤクルト販売㈱
（一社）淡路島観光協会
（一社）淡路青年会議所
洲本温泉事業協同組合
（公財）兵庫県園芸・公園協会
（一財）淡路島くにうみ協会

特別支援会員 団体会員

■エキストラ・ボランティアスタッフ
映画やTVドラマのエキストラに出演してみたい方、制
作スタッフのアシスタントとして参加したい方、ボラン
ティアスタッフ随時募集中！！

■撮影協力企業
敷地内等をロケ撮影のためにご提供いただ
ける事業者。撮影隊への宿泊、食事、レンタ
ル等の関連サービス（有料可）も募集中！！

■おすすめロケーション
あなたが選ぶ、淡路島の素敵な風景を教
えてください！ （送って頂いた写真は淡路
島の広報等に使用することもあります）

淡路島フィルムオフィスの趣旨に賛同し、
活動を応援して頂ける会員、エキストラ
の方を随時募集しています。

サポーター募集

映画・
ドラ
マの
ロケ
で、淡

路島をもっともっと盛り上げ
よう！

詳しくは公式HP→http://awaji-fo.jp

兵庫県淡路県民局、洲本市、南あわじ市、淡路市
兵庫県立淡路景観園芸学校、伊弉諾神宮、㈱うずのくに南あわじ
サントピアマリーナ㈱、アワジシネマ倶楽部、福良漁業協同組合
淡路島マンモス、淡路地区商工会青年部連絡協議会
洲本商工会議所青年部、淡路ローターアクトクラブ、淡路おみなの会
淡路日の出農業協同組合、あわじ島農業協同組合、有限会社オリオン
合同会社メディアコンシェルジュ、ユーアールエー㈱
淡路島弁財天 厳島神社、淡路シネフォト、（公財）淡路人形協会、
㈱藤岡組、淡路ビーフブランド化推進協議会、淡路印刷㈱、
㈱フィールドコム、TOTOシーウィンド淡路、（有）ナガオビルメン 花ひろば

淡路島フィルムオフィス
は、ロケ誘致による観光
振興、地域活性化を目的
に、映画・ＴＶドラマ・CM
などの映像作品を誘致し、
実際の撮影をスムーズに
進めるための支援を無償で
提供する非営利組織です。  
（2005年設立）

随時募集中
エキストラ登録者：
522名（2021年10月現在）

淡路島フィルムオフィス通信
第11号 2021年10月8日発行News Letter

安心で
たのしい
新しい旅の
エチケット
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入場無料

『うみぞら映画祭』開催します！ ロ ケ 支 援 し ま し た
連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」

2021

うみぞら映画祭とは、淡路島の海の上に巨大なスクリーンを浮かべ砂浜から映画を楽しむ全国的にも世界的にも珍しい映画祭です。
「多くの人に、海を見ながら、波音を聞きながら、のんびりとした時間を過ごしてほしい」という主催者の想いからスタートしました。
今回も「淡路島が舞台となった映画」や「海が舞台となっている映画」を上映。淡路島フィルムオフィスが支援した2作品も上映されます。

■公式ウェブサイト http://umizora-cinema.com/
■ツイッター公式アカウント @UMIZORA_CINEMA 詳細はコチラをチェック！

主催：海の映画館をつくろうプロジェクト実行委員会

淡路島フィルム
オフィスも協力
しています！

2021.10/15●16●17●金 土 日

©海の映画館をつくろうプロジェクト実行委員会

10/16（土） 13：30～13：50
ホール映画館（洲本市文化体育館）にて

10/16（土） 14：00～16：07
ホール映画館（洲本市文化体育館）にて

©カンテレ ©2021映画『Arc』製作委員会

特別上映

淡路島フィルムオフィス
15周年記念事業として

無料上映※

※特別上映2作品以外の『うみぞら映画祭』
上映作品には入場するためのチケット購入・
提示する必要がありますのでご注意下さい。

『さくらノート』
(淡路島フィルムオフィス15周年記念作品）

『Arc アーク』
(淡路島フィルムオフィス支援作品）

「つくるということ」（ニューヨークフェスティバル 金賞）、「Three Trees」（ア
ジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード 最優秀賞）に続く、カンテレ超高
精細映像制作チーム「UHD-works」による8K制作第三弾で、同局初の8Kド
ラマとなる。淡路花博20周年、淡路島フィルムオフィス15周年の記念作品とし
て、島を舞台に制作された。

「愚行録」「蜜蜂と遠雷」の石川慶監督が、SF作家ケン・リュウの短編小説「円
弧（アーク）」を映画化。主演の芳根京子は、100歳を超えてなお生きるリナ役
を演じる。エマ役の寺島しのぶ、天音役の岡田将生ほか、倍賞千恵子、風吹
ジュン、小林薫らが脇を固める。

story

『カムカムエヴリバディ』について

2021年度後期放送の連続テレビ小説 
第105作「カムカムエヴリバディ」は、京
都、岡山、大阪を舞台に、昭和から令
和の3つの時代をラジオ英語講座と共
に生きた祖母、母、娘の3世代のヒロイ
ンの100年のファミリーストーリー。

放映日 2021年11月1日～予定
局/時間 NHK総合/毎週月～土 午前8時
出演 上白石萌音　深津絵里　川栄李奈 ほか
作 藤本有紀（オリジナル作品）
音楽 金子隆博
ＵＲＬ https://www.nhk.or.jp/comecome/

11月1日
放送開始

NHK大阪局が制作する2021
年度後期放送予定の連続テレ
ビ小説「カムカムエヴリバディ」
のロケ撮影が淡路島内で行わ
れました。昭和を思わせるなつ
かしい手動式のスコアボードが
今ものこる洲本市の市民球場
と、緑に囲まれたロケーション
が印象的な南あわじ市の阿万
スポーツセンターグラウンドの2
箇所がロケ地に選ばれました。

NHKブラタモリ「淡路島～神は
ナゼ淡路島を“はじまりの島”に
した!?」が去る9月25日と10月2
日の２回にわたって放送されま
した。北は江崎灯台から野島断
層保存館、五斗長垣内遺跡、伊
弉諾神宮など、南は松帆銅鐸
や三原平野のたまねぎ畑、さら
に沼島まで、街歩きの達人タモ
リさんが島内ぐるっと巡る盛り
だくさんの内容となりました。

前回から3年ぶりの開催が決
まった『淡路島短編映画祭』。
当オフィスも協力いたします。ち
なみに名前の「トランカミラン
カ」とは「自分たちで撮ろう、自
分たちで観よう！」を淡路弁で
表現したものだとか。
「今回は第1回の精神に立ち返
り、小さくとも作品発表の場を
作り、劇場で上映されることを
喜べるような機会にしたい」と
いうコンセプトのもと、会場であ
る洲本オリオンでも県のガイド
ラインを基に衛生管理や入場
制限を行って開催するとのこと
なので、当日はぜひ会場に足を
運んで地元の人たちによる地
元のための映画祭を一緒に盛
り上げていきましょう。

タモ リ 、 淡 路 島 に来る 。

伊弉諾神宮

明石海峡大橋

沼島 上立神岩

第5回 淡路島短編映画祭、開催決定！
10/31● 洲本オリオンにて日

公式ウェブサイトより

AIFO INFORMATION
■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■

■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■

淡路花博20周年、淡路島フィル
ムオフィス15周年の記念作品と
して島を舞台に制作された映像
作品「さくらノート」を、淡路島短
編映画祭にて特別上映いたしま
す。劇場上映としては全国初公開
になります。ぜひお見逃しなく！
　　

＼3年ぶり／

劇場
初公開

淡路島
ロケ作品

8K
制作※

※当日上映機材：2KDCP

AIFO NEWS LETTER vol.11

淡路島フィルムオフィスも協力しています！

上映機材2KDCP

予約
不要

ロケ地
マップ
制作中！
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