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映画「写真甲子園 0.5秒の夏」
公開直前特別四者対談
映画「写真甲子園 0.5秒の夏」の道内先行上映が11月11日、全国上映が11月18日と決まり、期

映画「写真甲子園 0.5秒の夏」の一コマ（C）シネボイス

待も高まっています。そこで映画を応援しているJAひがしかわでは去る8月8日、地域交流センター
すがわら ひ ろ し

ただき、JAひがしかわ・樽井組合長とともに対談を行いました。東川町の農産物や水といった話題
に、菅原監督はじめ出席者が東川町や映画にかける熱い思いを語りました。

映画監督

菅原 浩志

へ菅原浩志監督、コープさっぽろ旭川地区委員長の川辺ひろみ氏をお招きし、松岡町長にも出席をい

べられる、
できるんだな、と思いました。

氏

樽井組合長（以下樽井） 本当にそうですね。

― 樽井組合長は写真甲子園にはどのように関わって
いらっしゃいましたか？

松岡町長（以下松岡）

そうですね、北海道で旭岳

の雪質が一番いいというのは良く耳にしますね。

樽井

はい、最初のころは「写真の町」の企画委員を

5、6年やっていて、そのころから写真甲子園の色んな
お手伝いをさせて貰ってました。JAとしては女性部・
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―昭和47年から東川町をご存知ということですが、

青年部が中心となり食事の支援や準備のお手伝いを

写真甲子園は今年で24年目を迎えました。当初から写真

しています。それこそ、一度や二度じゃなくて24年間

甲子園はご存知でしたか？

全てお手伝いして貰っています。ありがたい事です。
朝早くからキトウシのケビン（宿舎）から家の前の

菅原

高校卒業以来、長くアメリカに居り日本を不在

道路を選手たちがずーっと歩いてくるんです。家で仕

にしていましたので、写真甲子園の大会が東川町で

事をしていると「写真撮ってもいいですかー？」
「どう

開かれているのを知ったのは、松岡町長と初めてお会

ぞどうぞ！」といって、写真を撮って貰うという経験を

いした2014年、町長から「写真甲子園を知っています

しました。

か？」と聞かれたのがきっかけでした。
― 本日はお忙しい中、皆さんこのようにお集まり頂
き、ありがとうございます。本日は映画公開直前特集といた

川町に一番最初にいらした時、東川町を知ることになった
きっかけはどのような事がありましたか？

しまして、映画「写真甲子園 0.5秒の夏」についてお話い
ただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。

菅原浩志監督と東川町と
写真甲子園
― まずは、菅原監督ご自身への質問です。監督が東

2015年に「ほたるの星」という映画を持って東川町へ上
映会のために訪れた時、3月のことでした。四十数年ぶ

菅原監督（以下菅原）

記憶が正しければ、私が一

番最初に東川町に来たのは、昭和47年、1972年でし
一同 よろしくお願いします。

スキーで旭岳へ来て以来、東川町を訪れたのは、

りの冬の東川町に再訪したわけですが、雪も相変わら
ず素晴らしいし、お米がこんなに美味しいんだと。

た。当時高校生のころで、旭岳にスキー合宿で東川町

美味しいものは、何も考えずに口に入れただけでも

を訪れました。滑っても滑っても、滑っても！ふもとに

体が反応するじゃないですか。体が覚醒するんです。

たどり着かない「こんな山があるのか！」と思いました

おむすびを何気なく食べたときに、体が目覚めたのを

― 松岡町長も写真甲子園に中心人物として関わって

ね。それからアメリカのネバダ州やユタ州など色々な

印象的に覚えています。理屈や能書きじゃなくて体が

いらっしゃいました。映画の写真甲子園と現実の写真甲子

所でスキーをしました。世界中を滑っているわけでは

反応するのが、ここのお米（東川米）でした。もちろん

園で重なる部分はありましたか？

ないですが、東川町のこの雪は海外から見ても本当

お米がおいしいことに加えて、あのお水（大雪旭岳源

に素晴らしいです。

水）がある東川町だからこそこの美味しいお米が食

東川町内での撮影に臨む菅原監督

松岡

ほとんど重なっています。まさに大会そのも
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｢写真甲子園 0.5秒の夏｣Story
舞台は夏の北海道東川町、仲間と目指すのは、全国
高校写真部の頂点
高校写真部日本一を決める大会｢写真甲子園｣の本戦出場を目指
し、大阪、関西学園写真部員の夢叶、さくら、未来は、日々街
に出て写真を撮っていた。一方、東京の進学校である桜ヶ丘学
園で唯一の写真部員、3年生の翔太も、幼なじみの大輝と後輩
の絢香に頼み込み、なんとかチームを結成する。初出場にして
念願の本戦出場を勝ち取った桜ヶ丘学園、同じく本戦に駒を進
めた関西学園。全国から選ばれた強豪18校が本戦の地、北海
刈り取りを待つ東川米

道東川町へ集結し、全国高校写真部の頂点を争う熱き戦いの幕
が切って落とされた。挫折や葛藤に心折れそうになったときに

ていると、僕は見て思いました。

氏

菅原

写真甲子園を実際に体験した高校生というの

は、ほんの一握りの数しかいません。毎年3人1チー

コープさっぽろ旭川地区委員長

かわべ

川辺 ひろみ

の、実際に携わって感動するところが映画で表現され

気づく仲間との絆。そして必死にシャッターを切る選手たちの
目に映るものとは…。

けば現場で、そうでなければ宿舎へ持ち帰って夕食を
食べます。時には1ヶ月以上もお弁当が続くわけですか
ら、中身が必然的に決まってくるお弁当は、当然残して
しまいます。揚げ物や、もちろんご飯自体も。
でも、今回の撮影で東川米を使ったロケ弁は、残し

ムの18校で54名、それが24回。わずか1,000人の生徒

た人がほとんどいなかったですね。

しかこの24年間で東川町の本戦には参加していませ
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ん。参加したくてもできなかった、初戦で敗退してし

24年前はまだ写真甲子園の存在も知らず、実際にそ

まった選手たちというのはたくさんいるわけです。そ

こまでのドラマがあったというのは全然知りませんで

のような人たちにも、写真甲子園というのはどういう

した。でも、この映画を通してみると、こんなすごいこ

ものか、是非見て貰いたいですし、写真甲子園に参加

とを東川町はやっていたんだ、たった一週間の写真

した高校生たちしか味わえない彼らの青春を見て欲

甲子園を良くあの短い映画の中に切り取って凝縮し

しかった。

たな、というくらい伝わるものが大きくて、東川町のア

も好評で、我が家でも東川米を食べているので、私も

ピールだけじゃない、高校生の青春とかも全て詰まっ

もちろんキャンペーンに応募してみました。美味しく

た映画になっていると思います。

食べて、当たればラッキーのつもりで3口応募したの

特に今の時代はみんなスマホを手にしていて、コ
ミュニケーションもラインであったりスマホであった
り、人と対話をすることが無くなって来ているこの時

今は高校1年生と小学6年生の子がいるんですけ

代に、人の写真を撮らなくちゃいけない、3人でチーム

ど、子どもたちに「ちょっと写真撮ってみて応募してみ

ワークを作らなくちゃいけない、3人で写真を選んで、

なよ」なんて簡単には言えないですね。

プレゼンテーションをしなくてはいけない。しかも審

（一同笑）

査員の先生方から厳しいことを言われ、受け止め、
それでも立ち直って写真を撮り続ける3日間の戦い、

車内で朝食を食べ、ロケ地で昼食を食べ、夜撮影が続

｢食」と「映画」

なかなか体験できることではない、この経験を是非

映画「写真甲子園 0.5秒の夏」の一コマ（C）シネボイス

樽井

おお！それは嬉しいですね！

菅原

普通、スタッフって言うのは映画の撮影一本が

終わると、みんな痩せて帰りますが…みんな太って帰
りました！
（一同笑）

ですが、外れましたね…。

菅原

（一同笑）

す。スタッフが太って帰ったんですよ、ご飯を食べて。

こんな事は私の長い経験の中でも初めてで

撮影が終わった際の打ち上げでも、町民の皆さんを
川辺

ご存知かも知れませんが、コープさっぽろは

交えたBBQを開いていただきましたが、その時スタッ

米・野菜に関しても「東川米」・「ひがしかわサラダ」

フが「今度は家族を連れてプライベートで来たい」と、

なしでは語れません。なので、一緒に歩んで相乗効

そう言ったんです！私は嬉しかったですね…。仕事で

果を生み出せればと思います。東川町の取り組みのよ

散々つらい思いをして、朝から晩まで仕事をして、普

知ってほしかった。写真ばかりじゃない、そういうも

―大阪チーム役の3名の女優さん（P11に後述）にも

うに、町・JA等の垣根なく「チーム・東川町」として頑

通そういう場所へ戻って来たいなんて思わないでしょ

のを全て受け入れるこの東川町！この町だから成立

コメントを頂く機会がありました。東川町の農産物がとに

張っているのを見て、私たちも「チーム・コープさっぽ

うけど、プライベートで戻って来たいと言ってくれたん

する写真甲子園、この町じゃないと出来ない、二十四

かく美味しかったとコメントを頂きました。コープさっぽろ

ろ」として盛り上げたいと思いました。

です。映画の撮影現場は戦場といわれるほど過酷な

年の写真甲子園という歴史があるから「どこから来た

さんも東川町の農産物を扱って頂いていますが、お客さま

の？」
「写真撮っていいですか？」
「いいよ、撮って」と

の反応はいかがでしょう？

― 東川町の農産物を召し上がったスタッフさんの様
子等はどうでしたか？

受け入れてくれる町という事を表現したかった。
川辺
川辺地区委員長（以下川辺）

のですが、それにも関わらず彼らがいい仕事をしてく
れたのはやっぱり東川町の食べ物が美味しかったこ
とと、この環境のおかげです。
豊かな自然に囲まれた空気と水、東川町の環境と

コープさっぽろでは映画と「東川米」のコラボ

ちょうど今お聞きし

キャンペーン（P12に後述）などでも地区ニュース等で

菅原

映画のスタッフというのは、撮影期間中の一日

人々があったから、ストレスを抱えないでいい仕事が

たら長男の年が写真甲子園と同じ24歳になります。

大きく告知をしております。コープの組合員さんたちに

3食をお弁当、いわゆるロケ弁で過ごします。移動中の

出来たのかな、と私は強く思います。やはりそれは東
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大雪山が育む大雪旭岳源水。この水を活かし守ることはJAひがしかわのテーマでもある。

東川町は上水道がない。人も農産物もまったく同じ「みずとくらす」

川町の皆さんのおかげでこの映画が出来ました、と言

たら、流通を通してマーケットに並ぶまでどれほど時

出来ました。それをステップにして新たな展開が出来

菅原

えます。

間が経っているか。でもね、ここで食べるトマトは朝採

る、いい機会に恵まれたと思いますし、映画って言う

神、強い魂を米作りから学んだ学生たちが、今、映画

りの、しかも完熟のトマトです。

のはそれこそ映像を追っかけるだけで簡単に出来る

界でたくさん活躍しています。

川辺

ものだ、などと素人考えで思っていましたが、ワンカッ

暑い中、過酷な撮影で年頃の女の子たちが体

力的にも落ちていかずに太って帰れたって言うのは一

樽井

そうですね、そのとおりです。

トずつ撮影し、それを繋ぎ合わせて2時間の作品にす

う！そういう意味では東京では何でも食べられていい

楽しかったよ！」って帰ってこれたならきっと「あ～良

ねって言われますけれど、とんでもない。一番美味し

かった！」ってほっとしたんじゃないかと思います。

いものは、地元の方が食べているんだと思いました。

氏

スタッフもね、東京に帰ってご飯を食べていると「美
BBQのときに東川町のお米は美味しいね、と

菅原

の大変さを改めて感じましたね。
東川町長

体壊してないかな？」って心配するでしょうし「東川町、

これは最高に決まっていますよ！香りがまず違

まつおか いちろう

菅原

松岡 市郎

ら女優さんだとしても、親御さんは「撮影大丈夫かな？

樽井

松岡 監督は田植えやったこと無いんでしょ？（笑）

るわけで「これはなんと大変な作業だ」と、映画作り

母親として良かったんじゃないかなって思います。いく
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映画も同じなんです。それを乗り越えていく精

から、パンを捏ねていました。
（一同笑）

川辺

コープさっぽろでも、新卒で宅配部署に配属さ

れた新入社員には田植えを経験させています。自分た

味しくないね…」って言うんですよ？

ちが届けるお米が、どこからどういう風に来ているんだ

（一同笑）

いう話題で盛り上がったのは良く覚えています。監督

はい（笑）アメリカは米じゃなくてパンでした

が言ったように恵まれた環境の中で水もきれい、農

ろう、って言うのをそれこそ映画学校じゃないですけ

産品を作る人たちも一生懸命米や野菜を作る。そう

れど体験すること、東川町の土地柄に触れることで愛

いう環境で育ったお米、野菜は、本当に皆さんに喜ん

着を持って「このお米美味しいから、安心して食べてく

でもらえたら、JAとして、何より東川町に住む人間と

菅原

して一番嬉しいことだと思います。主演の子達も、ト

の大先輩に当たります有名な映画監督は日本で始め

こういう風に農業に参加するっていうのはすごく意

マトとお米が美味しかったって言ってくれていますし

て映画学校を作られまして、新入生の一番初めにやる

義ある事なんだろうと、お話を聞いて実感しました。

授業がなんと、米作りなんです。農家に行って、自分

どんどん私たちも東川町にお邪魔して交流を深めて

の手で苗を植える。そこから授業が始まるんです。米

行きたいなと思います。

ね。
（笑）
東川産の美味しい食材はスタッフに好評

菅原

菅原

川辺

主人も出張で一週間、二週間地元を離れて

毎日差し入れにトマトとかトウモロコシとか頂

戻って来てご飯を食べると「米がうまい！」っていつも

いたのですが、その度に撮影が中断します。みんな差

言うんです。だからご飯だけは美味しく炊いてあげよ

し入れに寄って行って、撮影にならない！

う、っていつも思います（笑）

｢映画づくり」と「米づくり」
―東京で食べるトマトとは違いますか？

｢映画づくり」と「米づくり」が、同じだったんですよ！
（一同感心）

つまり、自分ではコントロールできない天候・

気候であったり、様々な要因があるわけですよね、農
豊作を願い本年も北海道神宮神饌田御田植祭を斎行

業にも。
松岡

もちろん違います。東京に出荷することを考え

作りに着手するんです。

菅原

（一同笑）

菅原

ださい！」って組合員さんにおすすめできるように。

を育てることがどういうことか分かって初めて、映画

この子達、食べ物の事しかコメントしてないね！
（一同笑）

ご理解頂き、ありがとうございます。私の映画

我々はこの映画・映画製作を通じて、普段あま

り親しくお話できないような人たちと知り合うことが

樽井

はい、そのとおりですね。

樽井

ありがとうございます。
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厳冬の田園地帯

いさお

― 今 年のどんとこい祭り、初日の 夜には主 題 歌
『latitude～明日が来るから～』を作詞・作曲・歌われて
いる大黒摩季さんの無料ライブが開催されました。1万2
千人が来場されたとか。

松岡
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全道各地からいらっしゃいましたね。監督と大

松岡

松岡 映画では、全部を見て欲しいですね！全部を見

J
A

ひがしかわ代表理事組合長

たるい

樽井 功

映画を楽しみにしている皆さんへ

明年は25回目の開催となる「写真甲子園」。近年では初戦
応募が500校を下回ることがなく、本戦への参加を勝ち取る
のは極めて狭き門となっている。

歌がいいでしょ！「青い風がそよぎ渡り、若い

黒さんとの関係で、大黒さんはボランティアで出演し

緑が踊る」まさに東川町、そよ風が吹いて青い稲穂が

ていただきました。お二人の関係が無ければ、東川町

風に揺れているという雰囲気ぴったりですよ。聞いた

のような小さな町でライブ、しかも無料で、なんてまず

人は、これは北海道、この地方の歌だなって良く分か

有り得ないことですよ！

る。住んでいる人はなおさら分かる！

て、最高の感動を得て欲しいと思います。

樽井

校生はもちろん、写真甲子園OG・OBの皆さんにも是非
見て貰いたいし、映像を通して東川町へまた訪れて貰い
テリーはすぐ切れるし、吹雪いたら撮影どころじゃな

たいなと思います。東川町だ、懐かしいなぁ、という人た

いし、役者は台詞が言えない位カチカチになっちゃう

ちがたくさんいると思うので、そういう人たちからもクチ

し、大変なんですよ！

コミで広がって貰えればありがたいと思います。

松岡

川辺

菅原

撮影では冬の山に行かれたでしょ！
（笑）

写真だけではない、ストーリーの深さ、素晴ら

しさを全部感じて貰いたいです。高校生の子どもた
菅原

菅原

11月から全国公開されますが、一人でも多くの高

あ、はい（笑）。

ちが、たった一週間だけの東川町でものすごい経験

東川町は冬が長い分、春・夏が一気に来る

いい所で冬を撮影しました。ですから「写真甲子

をして、その子たちが大きくなって映画を見て懐かし

じゃないですか。夏が凝縮されて、
ぐわーっと押し寄

園」では、少しですけれど雪が降っている景色も入れ

いと思ったり、写真甲子園を目指して「行くぞ！」って

せてくるんですよ。それを「写真甲子園 0.5秒の夏」

ていますので。夏だけじゃないんだよ！との思いも込

思って貰えれば。一緒に映画を見る仲間として東川町

普通、監督と主題歌の関係って、映画に曲を

というタイトルに表現したんですけれど、私が思うの

めています。

のよさを知ってもらえればいいなと思います。

つけた時点で、歌手の方とのお仕事って終わりなんで

は、長い冬があるからこそ「夏」が生きてくる。東川町

すよ。にも関わらず、今回の大黒摩季さんは東川町ま

の良さは夏だけじゃない、と思っています。世界一の

菅原

でこられてライブをして、ご自分のライブでも「写真甲

雪が降るのはここ東川町ですし！

ることです。映画監督の私としては皆さんに映画を見

そのとおりですね。
（一同同意）

菅原

私の仕事は映画を作ること、映画を完成させ

子園の主題歌です！聴いてください！」ってアピールし

皆さんご存知の中谷先生（中谷宇吉郎氏）は、ここ

ていただきたいと思っているのですが、本当の気持ち

てくれている。東川町と大黒さんの関係ってものすご

大雪山で雪の研究をされたほど。本当にここの雪質

は、映画は単なる皆さんの交流を広げるためのツール

い濃いですよね。彼女も自分の仕事が単に終わったと

は素晴らしいです。

であって欲しいと思っています。話のきっかけ、人と人
の輪を広げるきっかけにこの映画を使ってもらいたい

は考えずにその先、仕事の枠を超えたところにある事
を大黒さんがやっていらっしゃる。ここから始まる波

― 次は東川の冬を題材にした映画ですか？
樽井

紋がどんどん広がって、どこまで広がっていくんだろ
う、世界に届く波紋かな。と、とても楽しみです。もち

と思っています。そのための映画であって欲しいし、

松岡 もう準備進めてくれているもの（笑）

ろん東川米も一緒に。

（一同笑）

写真甲子園だけじゃなくて、東川町の四季も

全て入っていましたね。

そうですね、世界に！
（一同笑）

菅原

いやいやいやいや！（笑）冬の撮影がどんな

に大変かって言うのはもう！寒いですから機材のバッ

りですので、是非映画を見て終わりではなく、東川町
に来て、ここで「本物のおむすび」を食べて貰いたい

※編集注：冗談です。
―では、映画を楽しみにしている方たちへ、皆さんか

樽井

東川町の良さがびっしり詰まっている映画にしたつも

と思います。

らメッセージをお願いします。

―本日はありがとうございました。

[ JA トピックス ] から

素敵なプレゼント
詳しくは裏表紙をご覧ください。
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全国高校写真部日本一を決める大会「全国高等学校写真選手権大会」
、通称「写真甲子園」が遂に映画化！

監督・脚本：菅原

浩志

主題歌：大黒摩季「latitude ～明日が来るから～」
（ビーイング）
挿入歌：大黒摩季 with Booooze「Zoom Up ★」
（ビーイング）

11.11（土）北海道先行ロードショー
2017.
11.18（土）全国順次ロードショー

2017.

映画を楽しみにしている皆さんへ

Introduction & Production Notes

～出演者からのメッセージ～

イントロダクション & プロダクション・ノート

10

■ Introduction

工房の職人役に千葉真一をキャスティングするなど、重厚な

全国高校写真部日本一を決める大会「全国高等
学校写真選手権大会」
、通称「写真甲子園」が遂
に映画化！

俳優陣により一層の厚みが与えられています。

1994 年から始まった、全国高校写真部の日本一を決め
る大会「全国高等学校写真選手権大会」、通称「写真甲子園」
が遂に待望の映画化となりました。
菅原浩志監督が高校生たちの熱き姿を、本戦の舞台とな
る北海道東川町の美しい自然とともに描き出しました。菅原
監督は『ぼくらの七日間戦争』
（88）
『
、ほたるの星』
（03）
『
、早
咲きの花』
（06）はじめ、その作品が高く評価されていおり、
脚本も北海道出身の監督自ら執筆しています。

白波瀬 海来

中田 青渚

尾山夢叶役

山本さくら役

伊藤未来役
11

主題歌と挿入歌は大黒摩季が担当。物語の舞台となる北
海道出身の彼女にこそお願いしたい、との菅原監督からの

高校生たちがみんな真剣に、

東川町が挑戦した写真の町づ

青春映画です！私たち撮って

熱烈なラブコールにより実現しました。

必死に写真を撮っているその情

くりっていうのは周りの人たち

る側もいろんな人たちに支えら

■ Production Notes 01

熱あふれる姿や、必ず周りには

の支えがあってできたと思いま

れてきました。映画を通して写

カメラを初めて手に

支えてくれている人たちがいる

す。そこに地方の高校生たちが

真甲子園という舞台だけじゃな

という所が見どころです！

訪れて東川町を知る姿や、その

くて、東川町の人の暖かさとか

高校生たちの青春のドラマを見

人の良さ優しさ等、自分たちが

て欲しいなって思います。

支えて貰った事がとても良く表

出演する高校生キャストは、みんな写真初心者。一眼レフ

監督作品出演となる笠菜月、
『TOO YOUNG TO DIE! 若く

方々の指導の下、映画撮影までの半年間、毎日のようにカメ

して死ぬ』
（16）の白波瀬海来、
「Sho-Comi プリンセスオー

ラに向き合うようになり、自分が演じる人間はこんな写真を

ディション 2014」グランプリの中田青渚。

撮るのではないか、という意識が生まれたようです。

が期待される若手俳優陣が集結しました。

笠 菜月

家の竹田津実氏が、本人役にて特別出演。

まったメンバーは実際の写真甲子園に出場されていた OB の

現在、北海道を拠点に活躍する中川梨花と、これから活躍

本編全部を通して感じていた
だきたいです！

写真にはその一瞬一瞬が刻ま

現されていると思うので、写真

れるって、素敵なことだと思い

甲子園本編はもちろん、そこに

ます！

出てくる東川町の人たちの温か
さも見て欲しいです。

■ Production Notes 02

東京予選に参加
東京でのブロック別公開審査会を体感すべく、キャストの

前売り鑑賞券 1,100円（一般のみ）発売中!!

大阪・東京組は品川のキヤノンタワーに集結。初戦を通過し
た現役高校生たちの活気で溢れる中、審査員の先生方の厳

お求めは下記の劇場窓口または東川町役場交流促進課（TEL.0166-74-6801）、東川振興公社（0166-82-2632）
、道の駅ひがし
かわ「道草館」（TEL.0166-68-4777）、フレンドシップながさわ（TEL.0166-74-6801）もしくはホームページにて！

さらにドラマ、舞台で活躍している宮崎秋人が大会係員役

しい指摘や予想していなかった質問、感想、核心をついた

を、平祐奈が“伝説の少女”役を演じ、ストーリーにアクセ

意見。高校生たちの涙する姿、真剣な表情、リアルな感情

ントを与えています。

を肌で感じたスタッフ・キャストは映画への新たな決意を抱

シネマズ苫小牧

きました。この日の審査の様子はカメラが回り、劇中にも使

ワールド/豊川コロナシネマワールド/半田コロナシネマワールド/ユナイテッド・シネマ豊橋18

写真部顧問役は秋野暢子、河相我聞はじめ、緒形幹太、
中西良太、金山一彦、小柳友貴美、北見敏之に加え、椅子

なかた せいな

レン」の原作者としても知られる獣医師・エッセイスト・写真

園写真部メンバーには、
『早咲きの花』以来、二度目の菅原

れる甲斐翔真、
『3 月のライオン』
（17）の萩原利久、そして

かいら

の第一人者・写真家、立木義浩氏、また、映画「子ぎつねヘ

のカメラを持ったこともありませんでした。映画の出演が決

演じるのは、
「仮面ライダーエグゼイド」のパラド役で注目さ

し ら は せ

また、実際の写真甲子園の大会審査委員長で日本写真界

日本一を目指して「写真甲子園」に出場する大阪、関西学

一方、ライバルとなる東京、桜ヶ丘学園写真部メンバーを

かさ な つ き

われています。

劇場情報：北海道：ユナイテッド・シネマ札幌/ディノスシネマズ札幌劇場/ソラシネマちとせ/イオンシネマ江別/イオンシネマ旭川駅前/ディ
ノスシネマズ旭川/シネプレックス旭川/浦河大黒座/イオンシネマ小樽/イオンシネマ北見/イオンシネマ釧路/ディノスシネマズ室蘭/ディノス
シネマ

群馬：プレビ劇場ISESAKI

石川：金沢コロナシネマワールド

ナイテッド・シネマ フジグラン今治

東京：ユナイテッド・シネマ豊洲

岐阜：大垣コロナシネマワールド

広島：福山コロナシネマワールド

神奈川：小田原コロナシネマワールド

福井：福井コロナシネマワールド

長野：アイシティ

愛知：中川コロナシネマ

奈良ユナイテッド・シネマ橿原

福岡：小倉コロナシネマワールド

他・公開予定劇場多数

愛媛：ユ

最新の上映劇場
情報はこちら

「東川米」を食べて応募しよう！

き

つ
評に

ご好

第

大黒摩季さんが
初の映画主題歌を
書き下ろし!

映画

!
主題歌：
latitude
～明日が来るから～
唄：大黒摩季
挿入歌：Zoom Up★
唄：大黒摩季 with Booooze

7月29日の「どんとこい祭り」にて。大黒摩季さんのライブトレーラー前で記念写真（写真右より菅原監
督、中田 さん 、笠さん、白波瀬 さん、中島専務、樽井組合長、長原副町長、佐々木室長 ）
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平成29年6月30日（金）～7月28日（金）の期間で、コー

進、映画の紹介を行ないました。店頭では東川米をはじめと

プさっぽろを中心に関東でも展開されました、映画「写真甲

してJAひがしかわの野菜ブランド「ひがしかわサラダ」の

子園 0.5秒の夏」公開に先立ちまして行なわれた、東川米購

販売・試食が行われました。

入キャンペーンの様子をお伝えします！

たくさんのお客さまにお越し頂き、試食を通して東川町農

JAひがしかわ稲作研究会・蔬菜園芸研究会・青年部・女

産物の美味しさに触れ、農繁期で忙しい中参加していただ

性部を中心として、JAひがしかわ職員、東川町役場職員ら

いた多くの生産者が消費者と触れ合い、交流を持つことが

がコープさっぽろ主要店舗へ赴き、全町一丸となったPR活

出来ました。

大黒摩季 公式WEB SITE
http://maki-ohguro.com/

北海道
生活協同組合
コープさっぽろ各店舗
首都圏
東急ストア各店舗
中部東海地方
杏林堂薬局・スーパーサンシ・
東海コープ（宅配のみ）
※一部店舗では取扱の
無い場合もございますので、
予めご了承願います。

トマトを勧める金巻女性部長

品
豪華当景
たる!!
東川米を勧める畑中稲作研究会長

A

5

B賞

菜月さん、白波瀬海来さん、中田青渚さんまたコープさっぽろ専務理事中島則裕様、当JA

り広げます。映画「写真甲子園 0.5秒の夏」は、そんな高校生たちが全国高校写真部の〝頂点〟を目指し、
〝人生最高の1枚〟を撮るために起こる挫折や葛藤、共に挑む仲間との絆を描いた青春映画です。

EOS
9000D
本体＋標準レンズ

ひがしかわ樽井功代表理事組合長、東川副町長長原淳様により厳正なる抽選が行なわれ

＋

大雪旭岳源水 500ml
1年分

映画「写真甲子園 0.5秒の夏」
特製ギフトセット&映画招待券 他

今回は東川米の新米を携えてのキャンペーンになります。新米購入をご検討されている方
たくさんのご応募お待ちしております!

1年分

チャンス!

さっぽろにて第二弾が開催されることが決定しました！
は是非この機会に東川米を購入し、プレゼントキャンペーンにもご応募ください！

北海道東川町産「東川米」

豪華景品ゲットの
Wチャンス
賞

大変ご好評頂きましたこのキャンペーンは、10月11日より道内では生活協同組合コープ

※写真はイメージです

抽選をするコープさっぽろ
中島則裕専務理事

応募方法
【携帯電話からご応募の場合】
下記または｢応募シール｣の裏面に印字されてい
る｢QRコード｣を読み取り、キャンペーン専用サ
イトで必要事項を入力し、ご応募ください。

【パソコンからご応募の場合】
キャンペーン専用サイト
http://higashikawa.hjk.ne.jp
で必要事項を入力し、ご応募ください。

A・B賞が外れても
「抽選」で

ました。

https://town.
higashikawa.hokkaido.jp/
kabunushi-campaign/

http://syakoumovie.jp/

【ハガキでご応募の場合】

店頭で販売されている｢東川米商品｣に添付の
「応募シール｣をハガキに貼付し、氏名・住
所・電話番号・購入店舗をご記入の上、お近く
の郵便ポストへご投函ください。

【応募期間】
〜

抽選をする菅原浩志監督

全国公開
応援企画

する高校生たちが〝今しかない最高の瞬間〟をシャッターに収めることに全力を注ぎ、最高に暑い夏を繰

キャンペーン
専用サイト

5名様

（ふるさと納税）

「写真の町」
ひがしかわ株主制度

面白さをみんなら知ってもらいたい〟そんな想いから始まった「写真甲子園」では、全国の写真部に所属

レゼントキャンペーンでは、全国から多数の応募が寄せられました。中には、東川米や東川町を

んとこい祭り内で行なわれました。映画監督の菅原浩志監督を初め、映画に出演された笠

Wチャンス!

道東川町では、毎年夏に
「写真甲子園（全国高等学校写真選手権大会）」を開催しています。
〝写真を撮る

このキャンペーンに伴った「東川米」一年分を初めとした豪華景品が総勢510名様に当たるプ

プレゼントの抽選は、平成29年7月29日（土）写真甲子園本戦後の東川町のお祭り、ど

に当たる!

■平成29年10月13日（金）～11月10日（金）
■抽選日 平成29年11月11日（土）予定

賞 Canon

名様

応援するメッセージを送って頂いた方もいるほどでした（P16に一部を紹介しております）。

名様

恵まれた大自然を背景に日本で一番〝写真写りの良い町〟を目指し「写真文化首都」を宣言している北海

が

暑い中、屋外で野菜販売をする、秋山
さん、堀部青年部長 、松家蔬菜園芸研
究会（写真左より）

510

全国キャンペーン

」
米商品
「東川添付の
に

動を展開し、お客さまと触れ合いながらキャンペーンの推

秒の夏

【東川米取扱店】

総数

北海道・東川町発

2

弾!!

て
べ
食
を
」
米
「東川
！
応募しよう

全国高校写真部の頂点を目指す「写真甲子園」が、

全国公開キャンペーン

弾
第一 ！
ート
レポ

ろで開催 !
ぽ
っ
さ
プ
ー
コ

遂に待望の映画化

映画「写真甲子園 0.5秒の夏」

ン

ー
キャンペ

平成29年10月13日
平成29年11月10日まで
（必着）

http://higashikawa.hjk.ne.jp/

主催/写真甲子園 0.5秒の夏 キャンペーン実行委員会
事務局 東川町役場 産業振興課 〒071-1492 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号
TEL.0166-82-2111 FAX.0166-82-3644
受付時間 月曜日～金曜日の8:30～17:15 ※祝日を除きます。
http://town.higashikawa.hokkaido.jp/
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ニア野菜ソムリエ
ジュ

25 分 1 人分 557kcal

「ひがしかわトマトジュース」のハヤシライス
渡辺奈保子がお奨めするレシピ
当JA職員「なべこ」こと

月と

月の東川町内小

学 校、 お 昼 の 時 間。 私

たちは食育活動の一環として
ひがしかわ女性部らと共に各小学校
のランチルームを訪ねました。
この活動は今年度から始めた事業

日および

日のメニュー

15

チャレンジし「おいしい！」と顔を
綻ばせる姿も見られました。

て、地元・東川町の農産物を町内の

金巻女性部長は「この活動を通し

トマトのすき焼き風煮込み」でした。
人たちに食べて貰うきっかけとした

東川町内では
を生産しており、トマトにはビタミ
やリコピンが豊富に含まれて

した給食メニューを考え、食を通じ

東川町で生産されている野菜を使用

が し か わ サ ラ ダ 」 を 給 食 に 提 供 し、

川町の子どもたちに地元の野菜「ひ

たちは時折笑い声を上げながらも耳

巻富士枝女性部長らの説明に子ども

子は美人さんになれますよ！」と金

明され「男の子はイケメンに、女の

いて健康や美容に良いことなども説

が出来ましたし、トマト好きの子ど

し、しっかり完食する姿を見ること

トマト嫌いの子どもがチャレンジ

が で き ま す。 こ の 日 の メ ニ ュ ー も、

ン

て楽しく学んで貰う活動です。東川
を傾けていました。
トマトはうまみ成分である「アス
部会長中田英貴さんが作ったピーマ

もたちにももちろん好評でした。

町 に あ る 小 学 校、 東 川 小 学 校、 第
一、第二、第三小学校それぞれに女
パ ラ ギ ン 酸 」「 グ ル タ ミ ン 酸 」 の 宝
ンを使用した「東川ピーマンのチヂ
名の方

日は、ピーマン

性部のみなさんが赴いて子どもたち
庫でもあり、煮込み料理に使用する

30
が豊富に

C

もあるピーマンでしたが、トマトの

子どもたちの嫌いな野菜の筆頭で

されました。

含まれていて、美肌にいいと説明が

トマトと同様にビタミン

ピ ー マ ン を 生 産 し て い ま す。 また、

生食でも食べられる、苦味の少ない

に「ひがしかわサラダ」ピーマンは

が ピ ー マ ン を 生 産 し て い ま す。 特

22

月 日および

を前にメニューに使用した野菜の特
ミ」でした。東川町内では

4 人分

22

ときが美味しかったから、と果敢に

い」と話されました。

名の方が大玉トマト

作った大玉トマトを使用した「東川

は、 ト マ ト 部 会 長 蓼 原 俊 太 さ ん が

月
10

ことで肉や魚の旨味を引き出すこと

食育活動のお話し

徴や東川町での作付等について説明

INGREDIENTS

8
※トマトジュース 100％のレシピとなっておりますが、ルーの濃さはお好みで水を加
えることで調整できます。

をし、一緒に給食を食べました。

｢ひがしかわトマトジュース」は生食用トマトを使用し、食塩や添加物・保存料等を一切加えていない、
いつでも手軽にフレッシュなトマトを味わえる、100％トマトジュースです。
トマトにはビタミンCやリコピン（リコペン）が豊富に含まれています。

8月のメニュー「ピーマンのチヂミ」

7
であり、女性部が主体となって、東

4

PROCESS

7月のメニュー「トマトのすき焼き風煮込み」

●東川町のトマト
現在東川町では 18 名の方が作付しており、生食用トマトとして 6 月上旬～ 10 月下旬ごろまで出荷されています。
●トマトとトマトジュース
本町のトマトは甘みと酸味のバランスが良い品種を栽培しており、瑞々しく口の中でうまみがあふれる事が特徴で、お客
さまからも大変人気があります。1 年を通してその美味しさを味わえるように東川産生食用トマトをジュースとして加工しま
した。
●取り扱い
コープさっぽろ各店および東川町内では道の駅ひがしかわ「道草館」でお買い求めいただけます。

18

J
A

7
C

8

/300ｇ
/2個
/2合
/3缶
/3個
/20ｇ
/少々
/1枚
豚肉
玉葱
ななつぼし
トマトジュース
ハヤシライスのルー
サラダ油
パセリ
ローリエ

JA女性部、各
小学校のラン
チルームを訪
ねる
1 ななつぼしは研いで炊いておきます。
2 豚肉は食べやすい大きさに切り、玉ねぎはスライスし
ます。
3 鍋にサラダ油をひいて豚肉⇒玉ねぎの順番に炒め、火
が通ったらトマトジュースとローリエを加えて煮た
せます。
4 一度火を止めてハヤシライスのルーを入れて火にか
け、とろみがつくまで煮込みます。
5 皿にごはんとルーを盛りつけてパセリを飾って完成
です。
14

所要時間

No.19

東川町の「食育」を構築する

、
と
ん
ど どんと
プレゼント!

今回はＪＡひがしかわで取り扱っている平成29年度産新米の「炊く
だけ御膳」と交換できる引換券を合計25名さまにプレゼント。
応募方法は次の２通り。皆さんふるってご応募ください！
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

官製ハガキでチャンス!
ご希望の方は官製ハガキに以下の内容を記入のうえ、平成29年10月
31日まで（消印有効）にご応募ください。
■宛先

〒071-1495 東川町西町 1 丁目 5 番 1 号
JA ひがしかわ「東川米（マイ）タウン」プレゼント係
■記入事項 ○「東川米（マイ）タウン」へのご意見・ご要望 ○郵便番号
○住所、氏名、性別、年齢、世帯主 ○電話番号
※１世帯につき１枚のご応募とさせていただきます

ご利用
でチャンス!
チャンス!
ご利用で

産

9年
2
成
平

新

米

下記の期間中に対象となる事業をご利用いただいた方に応募券を差し
上げます。必要事項を記入の上、当JA職員にお渡しください。
■期
間 平成29年9月23日から平成29年10月31日
■対象となる事業 ○自動車のご購入 ○車検のご利用 ○タイヤのご購入
○オイル交換のご利用 ○JAローンのご利用（住宅・マイカー・教育ほか）
○准組合員へのご加入 ○IZA カードの新規ご契約
○JA カードの新規ご契約

JAの組合員になりましょう!!

「写真甲子園 0.5秒の夏」
東川米購入キャンペーン応援メッセージ
P.12で紹介しました東川米購入キャンペーンでは、たくさんの方から応募いただく
と共に暖かい応援メッセージが多く寄せられました。全ては紹介できませんが、その一
部をここでご紹介いたします。
●映画のタイトルにすごく引き込まれます。
「写真」を題材にして、スマホ全盛の時代に高校生たちが
どのように挑んでいくのか、また、それぞれの高校生のドラマもあると思うので、キラキラした瞬間
を、スクリーンを通して私も共有できたら嬉しいです。
（埼玉県・女性）
●TVなどでは写真甲子園の事を何度か見ていますが、映画になるとまた違う見方も出来ると思うの
で、公開になったらぜひ見に行きたいです。東川町にも行ってみたい！（北見市・女性）
●写真好きな父の希望で数年前に東川町に初めて訪れました。食べ物が美味しくて、景色がきれい
で…それ以上に出会った人の温かさが印象的でした。魅力的な町には素敵な人が集うのですね。
ちょっと疲れたとき、パワーを補充したくて東川町へ行き（帰り）ます。
（釧路市・女性）
●映画、楽しみですね。我が家も主人が最近一眼レフを始めて、写真にハマっています。11月の映画
公開楽しみです。
（苫小牧市・女性）
●写真甲子園の様子を以前テレビで拝見しました。それまでは写真部＝地味なイメージでしたが、息

東川町内にお住まいで当ＪＡの各事業を
ご利用いただける方は准組合員になれま
す（1口1,000円から。但し出資金には上限
があります）。
町外にお住まいでも一定の要件を満たす
ことでご加入いただけます（例：灯油の定
期配送、プロパン、車検のご利用など）。

ご融資・ローンを

組合員向けの金利に!
組合員金利が設定されている商品に限ります

がん検診を助成 !
指定病院に限ります。一部検査は助成の対象外となり
ます。准組合員の場合はご本人のみ対象となります。

を呑みながら一瞬一瞬に魂をこめて撮影する姿に感動しました。映画を楽しみにしています（長

スタンド給油券もしくはホクレンショップ商品券などの

沼町・女性）

粗品を

●テレビで東川米の紹介を見て購入しました。香りがよく、やわらかい「ごはん」が好きな私にはとて

プレゼント

も美味しかったです！（神奈川県・女性）

1,000 円相当

●ママ友に東川米すすめています！！（静岡県・女性）

他にも多数の応援や、期待のコメントを頂きました。東川町の魅力たっぷりの映画
「写真甲子園 0.5秒の夏」公開を楽しみにしてください。また、東川米購入キャンペーン
第二弾（10月13日（金）～11月10日（金））にも多数の応募、お待ちしております。
●「東川米」は平成24年5月に、北海道のお米では初めて地域団体商標登録されました。
本コミュニティ誌「東川米（マイ）タウン」は、
「東川米」ブランドと、わが町｢マイタウン｣を
掛 けてネーミングしました。
●季刊東川米タウン 第19号 2017年9月23日発行
●発行元/JAひがしかわ営農販売部 営農課 〒071-1495 上川郡東川町西町1丁目5番1号
●デザイン・印刷/公園前グラフィクス

当JAの業績に応じて
出資配当も!

平成28年度の配当率は1.5％。但し配当の有無・
配当率についてお約束するものではありません。

問い合わせはＪＡひがしかわ管理課

0166-82-2121まで
TEL.0166-82-2124

●発行人/樽井

功

