
「かさま郷想曲」の DVD（もしくはブ
ルーレイ）を４月以降に貸し出しをしま
すので、ご希望の方は企画政策課ま
でお問い合わせください。

回想法　 懐かしい写真や道具を用いて
　　　　  思い出を語り合う

地域教育 土地の文化・風俗を学ぶ
民俗学　 当時の生活文化の記録

活用
　回想法
　地域教育
　民俗学

地域映画「かさま郷想曲」は、

昭和時代の笠間市の日常風景

を伝える映画です。以前は行事

ごとに集まっていた地域活動が

少なくなる中、皆さんのつながり

を生み出す場づくりに役立てたい

と考えています。ぜひ、集まりの場

等で皆さんで視聴してくださ

い。今後、高齢者施設をはじめ、

地域の公民館、学校の授業など市

民の方々がさまざまな場所でこ

の映画が活用できるよう準備を進

めていきます。観るたびに新しい発

見のあるこの映画を、ぜひご活用

ください。

２０２０年 ３月 完成上映会
コロナ禍により計画
されていた完成上映会
は２０２１年に延期
となりました。

２月　B G M の録音

幼稚園から市民の演奏家
まで、多世代の市民による
音楽を録音しました。

２月　ポスター教室

笠間在住のイラストレーター森下豊子さん
によるポスター教室。

１月　編集教室

地域映画監督の三好大輔さんによる編集教室。

１２月　インタビュー

 学生たちがフィルム提供者
さんたちにインタビューを
行いました。

１１月　門前菊あかりイベント会場で
　　　　ＰＲ映像を放映しました。

１１月　ホームムービーの日

 地域交流センターあたごで、８mmフィルム
を鑑賞する上映会を行いました。

１１月　効果音教室

      講師：滝野ますみ さん
（フォーリーアーティスト）

音の無い８mm
フィルムに効果
音を創る作業を
行いました。

１０月 　インタビュー教室

講師：川内有緒さん（ノンフィクション作家）
 インタビューの方法を実践を通して学びました。

創作
インタビュー・　

音楽・効果音・編集
映画づくりに関わる各分野のプロフェッショナルをお招きし、学生たちが学びながら進め
る地域映画づくり。市民の方々と昭和時代の映像を共有しながら交流を深めました。

カサマノシネマ監修　 三 好 大 輔
　　　　　　　　　　 　　　　（アルプスピクチャーズ）
昭和時代の８mmフィルムに価値を見出し、全国各地で
８mm フィルムによる地域映画プロジェクトを実践す
る。笠間市では大学生が主体となったプロジェクトを
構築し、世代を超えたプロジェクトとして地域映画の
新たな可能性を広げている。

修復
調査・保存・
デジタル化

提 供のあったフィルムは内 容 調 査を 行 い、
クリーニングをした後に、デジタル変換します。
地域映画に使用し、提供者にはお預かりした
フィルムと同内容の D V D を進呈しました。

昭和時代に市民
が記録した８mm
フィルムを掘り起
こし、多世代の市民が参加して創り上げる記録映画です。フィルム
の散逸が進む今こそ、この貴重なフィルムを守ることを通して市民
同士が出会い、過去の記憶を未来に繋げ、地域を元気づけていく
活動です。

カサマノシネマ
　の
地域映画づくり

８月　はじまりの会

地域映画づくりを担う大
学生とスタッフを中心に、
市民の方々が集まり、こ
れからはじまる地域映画
についての魅力を学び
ながら、完成までの道の
りを共有しました。

８mm フィルムは、主に昭和３０年代から５０年代にかけ
て市民により記録された映像です。半世紀あまりの時
を経て、個人の記録が地域の記録としての価値を持ちは
じめています。

収集
昭和時代の

８mmフィルム

　昨年度、市民と若者（大学生）が中心となり笠間市に眠っている８mmフィルムを掘り起こして、地域映画

をつくることを通した地域コミュニティの再生に取り組みました。制作過程において若者が市民と出会い

プロと協働することで、地域で活躍するクリエイターの創出につながることを期待するものです。運動会

やお祭り、地域の行事や子どもの成長記録などが復元され、数十年前の笠間の暮らしが鮮明に蘇りました。

多くの市民が参加しながら完成した地域映画「かさま郷想曲」。当時を知る人たちにとっては懐かしさを、

若い世代にとっては新しさと発見がある笠間市民必見の映画です。

８mmフィルムの取り扱い
について講習を受けた後
に、フィルムの箱に書かれ
た情報の文字起こしをし
ます。根気のいる作業で
すが筆跡等から、当時の
暮らしを垣間見ることが
できます。

９月　調査

さん

プロジェクト

きょうそうきょく

み  よ し だ い す け

かわうちありお

たきの

もりしたとよこ
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し

新型コロナウイルスワクチン接種
※このワクチン接種に関する情報は2月18日現在の内容です（予定を含む）。

ワクチン供給状況により接種スケジュールや予約開始時期が変更となる場合がありますので、

ご理解をお願いします。

現在お知らせできるのは上記の内容のみとなります。詳細に関する電話等でのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします 。

基礎疾患（※表1）

1. 次の病気や状態の方で、通院や入院している方

接種順とスケジュール　

接種方法

最新情報は
市ホームページ＆LINEから

2. 基準（BMI30以上）を満たす肥満の方

・慢性の呼吸器の病気
・慢性の心臓病(高血圧を含む)
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病(肝硬変等)
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
・血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
・免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む） 
・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
・染色体異常
・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
・睡眠時無呼吸症候群

①

②

③

④

⑤

⑥

接種
担当 対　象　者

県 医療従事者等

65歳以上の高齢者
※S32.4.1以前生まれ

基礎疾患のある方
※表1参照

※医療機関名は接種の準備が整いしだい公表

持ち物【①接種券　②記載した予診票　③身分証明書（運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等）】

※予約用のコールセンターを3月下旬開設予定 

※接種の予約はお手元に接種券が届くまでお待ちください。　　　　　　 

※接種間隔はワクチンによって異なります。

高齢者施設等の
従事者

60～64歳の方

16～59歳の方

市内協力医療機関 23か所を予定
笠間公民館・友部公民館・市民センターいわま （変更の場合あり）
市内公共施設 3か所を予定

1人2回〈21日間隔（ファイザー社）〉

1.市から自宅に接種券・予診票などが入ったA4サイズの封筒が届きます。 

2.各医療機関に電話等で予約をします。　

3.予約日に予防接種を受けます。 

2.WEBまたは電話で予約をします。 

無　料

スケジュール

2月 3月 4月 5月 6月～

ワクチン接種スケジュールや接
種方法の詳細は笠間市ホーム
ページやLINEで随時お知らせ
しています。

問） 新型コロナウイルスワクチン接種
プロジェクトチーム（内線271）

市ホームページ

笠
　間
　市

接種

接種

接種

接種

接種券
送付

接種券の
発行準備

接種券の
発行準備

接種券
送付

接種会場

個別接種 集団接種

接種の
流れ

接種回数
接種費用

〇かさま郷想曲ってどんな映画？

〇誰と一緒に見たいですか？

　テレビなどで見る昔の映像とは違う、等身大で生き生きとし
た姿、そして懐かしさが感じられます。
　微笑ましい映像や、映像を見た方々の中で自然に生まれる
会話などを見て温かい気持ちになり、自分も自然と笑顔になっ
ているような作品です。

フィルムで撮られたころの地元の街並みやそこに住む人々
の表情から、懐かしさや新鮮さなど、様々な感情が湧いてき
ます。

祖父や祖母とのんびり一緒に見たいです。高校の時の部活仲間
にも見せたいです。

ながみね まい

長嶺 真衣 さん

たやま

田山　すみれ さん

ねもと　 　もえ

根本　萌 さん

上映会HP

お申し込み

予告映像が
ご覧になれます
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