
年 タ イ ト ル
１６ミリ
(10-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　　容 分

昭和３４年度
（１９５９）

＜相模原市記録映画＞

私たちの郷土　さがみはら
（その一）歴史と産業編

12083 210003

小中学校向けの社会科副読本『私たちの郷土さがみはら』が十分活用さ
れるよう制作された郷土映画。「私たちの祖先はいかなる道をどのように
歩いてきたのであろうか。郷土の歴史をたずねて先人の業績を偲ぶ。」
①勝坂式土器　②当麻山無量光寺　③淵野辺　④獅子舞　他
※１６ミリ特有のキズが全編にあります。

カラー／２０分

昭和３４年度
（１９５９）

＜相模原市記録映画＞

私たちの郷土 さがみはら
(その二)地理編

12084
12085

210004

小中学校向けの社会科副読本『私たちの郷土さがみはら』が十分活用さ
れるよう制作された郷土映画。「相模川に沿って北から南に広がる大きな
平野が相模野平野です。。この平野の北部、東西８㎞、南北１２㎞、面積９
２㎢、これが私たちの相模原です。」
①相模原台地  ②宙水　③農蚕・畜産　④灌漑用水事業　⑤工場誘致
※１６ミリ特有のキズが全編にあります。

白黒／１９分

昭和３６年頃
（１９６１頃）

空から見た相模原
[サイレント]

12086 210001

相模原市内には当時６ヵ所に及ぶ米軍基地があり、キャンプ座間の在日
米陸軍司令部広報渉外担当部の好意により、米軍ヘリコプターによって
市内各所を空から撮影したものを、編集し提供されたもの。
①相模川　②田名望地　③古山貯水池
④相模大野団地　　　 ⑤大沼の慰霊塔　他
※サイレント作品

白黒／１６分

昭和４３年度
（１９６８）

＜相模原市記録映画＞

のびゆく相模原
12126 210005

昭和４３年当時、相模原市の都市化の現象は著しく、特に人口増加を中
心とする変貌は目ざましいものがある。変わりゆく相模原市の実態や問題
点を的確にとらえ、さらに相模原市の歩むべき姿はどうあるべきかを浮彫
りにして、市民の関心と理解を深めて都市づくりへの協力を求めている。
①戦後の相模原市の歴史　②経済情勢　③文化　④公共施設　他

カラー／３９分

昭和４９年度
（１９７４）

さくらまつり 12210 210006

「ふるさとづくり」をテーマに始まった「さくらまつり」第一回目の様子。「初め
ての市民まつりに、郷土芸能『ぼうち唄』が実演されるので、１６ミリ映画に
記録しておきたいということから発展し、若さと新しいふるさとづくりに焦点
をあてて祭り全体を映画化」（１９７４年４月６、７日）  田所文夫氏寄贈
①鼓笛隊パレード                   ②民謡パレード　③ちびっこ広場
④消防レインジャー部隊の演技　 ⑤茶会　　　　　　⑥郷土芸能   他

 カラー/１５分
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年 タ イ ト ル
１６ミリ
(10-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　　容 分

昭和４９年度
（１９７４）

<市制２０周年記念映画>

みんなの相模原
12211 210008

相模原市は、昭和３０年代の高度経済成長期に、農業中心の産業構造か
ら一変して県下最大の内陸工業都市となり、東京・横浜などの大都市に
近いという立地条件から、宅地開発が進み３５万人の全国でもまれにみる
人工急増都市となった。　①学校・保育所の問題　②渓松園・メヂカルセン
ター　③緑の保全・道路・下水道の問題　④都市化の中の農業　⑤相模大
野駅前の再開発・区画整理事業　⑥交通事情改善へのはたらき
⑦ふるさとづくり（史跡めぐり・さくらまつり  他）

 カラー／３３分

昭和５４年度
（１９７９）

<市制施行25周年記念映画>

もえるグリーン
さがみはら25

12260
12261

12001210009

市制を施行して２５周年を迎えた相模原市の現状を記録する。市のシンボ
ルカラーの「みどり」と、国際児童年ということから「こども」を中心に取り上
げ、「心のかよいあう明るいまちづくり」を描いている。
①「ふるさとづくり」の行事　　②緑と市民、地域市政説明会　③心と身体
の健康づくり　④安心して住めるまちづくり、地域コミュニティづくり　⑤こど
も新聞　⑥獅子舞の練習をする子どもたち　⑦市制２５周年記念式典

カラー／２４分

昭和５５年度
（１９８０）

<昭和５５年度市勢映画>

ともに生きるまち
12276

12005
12006

210010

福祉の問題は、市民の理解と協力が欠くことのできないものである。相模
原市では、福祉活動の拠点として「市民福祉センター(現 あじさい会館)」
の建設を進めているが（昭和５６年４月オープン予定）、福祉の輪が地域
のすべてに広がるよう、市民の一層の協力が必要である。行政と市民が
一体となって進める福祉の実態と、青年学級の実際のボランティア活動を
紹介する。
①福祉の輪づくり　②青年ボランティアの紹介　③ボランティア講習会

カラー／２２分

昭和５６年度
（１９８１）

<昭和５６年度市勢映画>

緑の風の中で
 -健康づくり-

1229312009210011

「健康づくりは、自分自身が考えなければならない大きな課題である」こと
を感じとることができるように、日常的な市民の健康づくり活動などを紹介
する。
①我が家の健康づくり ②市民健康まつり（昭和３１年に開始）　③市民健
康づくり運動普及員の活動　④市民健康づくり運動 推進モデル地区
⑤市民健康づくり推進懇談会　⑥体力づくりの環境整備　⑦公民館活動
⑧保健衛生まつり　⑨健康づくりの拠点（市立総合体育館）が完成

カラー／２２分

昭和５７年度
（１９８２）

<昭和５７年度市勢映画>

地震に備えて
-相模原の防災-

10129
12313

10016
12014

210012

相模原市では地震に備えて、早く正確な情報を伝える防災行政用無線を
始め、飲料水や非常食の確保、自主防災組織への助成などの施策を推
進している。「地震から、大切な生命や財産を守るのは自分自身である」と
いうことを感じとれるように、市の施策、自主防災組織の活動などを紹介。
①防災総合訓練　　　　②施策の数々　　 ③自主防災組織の活動
④小学校の防災訓練　⑤親子防災教室　⑥家庭の備え　⑦体験者の話

カラー／２０分
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年 タ イ ト ル
１６ミリ
(10-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　　容 分

昭和５８年度
（１９８３）

<昭和５８年度市勢映画>

交通安全は家庭から
1233012020210016

相模原市では、昭和３７年に交通安全都市を宣言するなど市民総ぐるみ
による交通安全運動を推進している。交通事故から身を守るためには家
庭での教育や地域などでの協力が大切であることを、家庭生活や日常的
な市民活動などをとおして描く。
①交通事故件数の推移　②交通安全教室
③交通安全母の会の活動

カラー／２１分

昭和５９年度
（１９８４）

<市制３０周年記念 市勢映画>

２１世紀へはばたく
―市制３０周年を迎えて―

12345
12346

12023210020

市制施行以来の歩みと、現在の相模原市や市民活動の姿を記録し、２１
世紀に向けて、子や孫に誇れるまちづくりの現状を広く市民に紹介する。
①キャンプ淵野辺跡地利用計画
②米軍医療センター跡地利用・相模大野駅周辺整備計画
③京王相模原線の乗り入れと橋本駅周辺・相模原駅周辺整備計画
④相模川シンポジウム　⑤地域ふるさとまつり・夏の３大まつり
⑥地域防災訓練　　　　  ⑦スポーツ・文化・福祉活動

カラー／２８分

昭和６０年度
（１９８５）

もうひとつの街角
～あじさい会館をたずねて～

12028

福祉への市民参加の場、ボランティア活動・高齢者及び心身障害者等の
ためのサービスの場として、多目的な福祉活動の拠点になっているあじさ
い会館の機能、施設などを紹介する。
①相談窓口・ボランティアセンター・福祉（点字）図書室
②施設、設備面での様々な配慮について
＜企画：社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会＞

カラー/１０分

昭和６０年度
（１９８５）

<昭和６０年度市勢映画>

ふるさと 相模原
-みどりのまちづくり-

12369
12370

12038210023

都市化により緑がしだいに失われつつある相模原市では、残された緑を
守り、さらに新しい緑を育てるため、「みどりのまちづくり基金」「緑地保全
基金」の２つの基金を柱に様々な活動を推進している。「市民みどりのまち
づくりを推進する会」や、緑に関心を持ち緑の分布調査などを行っている
サークル等、様々な市民活動や相模原市の緑への施策など、緑を守り育
てる活動を中心に紹介している。

カラー／２１分

昭和６０年度
（１９８５）

<相模原市特別番組>

ともに学び　ともに生きる
～ふれあいの中から いま～

12032

障害を持った子どもたちと健常児たちが学習や生活を共にしている上溝
小学校。作文集『ともに学び ともに生きる～ふれあいの中から いま～』を
毎年一冊発行している。健常児も障害児も、みんな同じ仲間。お互いに多
くのことを学んでほしい。そんな願いから「統合を目指した交流教育」が行
われている。上溝小学校での実際の取組みと児童のようす、教師や障害
児の保護者へのインタビューを紹介。

カラー/１５分

3 



年 タ イ ト ル
１６ミリ
(10-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　　容 分

昭和６１年度
（１９８６）

東林間公園
小原型精密日時計設置記念

12047

『太陽と共に』昭和６１年７月２０日「１分の単位まで正確に計ることのでき
る小原型精密日時計。たった数十メートル設置場所がずれただけで正し
い時刻が計れなくなるほどです。世界中にただ一つ、東林間公園だけに
日時計が誕生したのです。」
東林間公園の日時計設置にかかわる記録ビデオ。
＜寄贈：株式会社　日本総合建築事務所＞

カラー/２１分

昭和６１年度
（１９８６）

<相模原市特別番組>

相模川
12049

昔から相模川の水は、私たちの生活に潤いを与える貴重なものであった。
相模川にかかわる歴史・文化的事柄を、現在の利用の様子と共に紹介す
る。
①上大島の水田・農業用水　②烏山用水と久兵衛堤防
③鮎釣り・鮎漁（投網）　④相模川ライン下り
⑤治水対策・帆舟　⑥納涼花火大会・キャンプ場

カラー/２４分

昭和６２年度
（１９８７）

わたしたちの相模川
～相模川ふれあい科学館～

12075

相模川の水辺には、さまざまな生命が息づき、川の流れや沿岸の自然
は、多様な表情を見せている。川は流域にくらす人々の生活を育んでき
た。この相模川を、川の「技術」「生命」「科学」の三つの側面からとらえた
相模川ふれあい科学館について紹介する。
①科学館主要コーナーの紹介　②アクアリウムに展示される魚や貝
③水辺の野鳥の生態　  ④大凧あげ・獅子舞・的祭などの民族行事

カラー/２０分

昭和６２年度
（１９８７）

ハイテック・サガミハラ
-高度技術集積都市をめざして-

12071

相模原市の自然、立地条件、産業基盤、工業の現況等を紹介し、高度技
術集積都市をめざす相模原市の２１世紀プランを中心として、伸びゆく相
模原市の姿を動的に表現し、ひいては相模原市への企業誘致につなげ、
工業集積の促進を図る。
①相模原市の位置づけ　②相模原市の工業の歩みと現況等　③工業集
積の促進、「テクノパイル田名」紹介　④相模原市の工業の将来像

カラー／２０分

昭和６３年度
（１９８８）

南清掃工場見学者説明用ビデオ

南くんと知るごみのすべて
1288

相模原市のごみ処理の流れを南清掃工場を取材しごみの減量化、
資源化の大切さ、環境対策について考える。
「みんなの出したごみがどうやって処理されるか、ごみの流れをぼく
南くんと一緒に見て行こうね。」
①ごみが清掃工場に届けられるまで
②どうやってごみは処理されていくのだろう　他

カラー／１９分
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年 タ イ ト ル
１６ミリ
(10-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　　容 分

平成元年度
（１９８９）

<市制３５周年記念 市勢映画>

みどり輝くまち
―市制３５周年の躍動―

12459 210031

市制施行３５年を迎える相模原市の現状を記録するとともに、市の重要施
策や主要な行事、及び市民の様々な活動などの紹介。相模原市が市制を
施行した昭和２９年に生まれた３人の市民を登場させ、彼等の会話や生
活の一端から相模原市の現状や将来構想などを描く。
①２１世紀をめざすさがみはらプラン　②整備が進む、各シンボルゾーン
③相模原の四季　　　④市民活動　　　⑤様々な教育活動

カラー／２６分

平成２年度
（１９９０）

さがみはら道物語 12145

神社や寺などの文化を伝える境川沿いの鎌倉道（かまくらみち）、当麻山
無量光寺を終点とする当麻山道（たいまさんみち）、相模原市南西にそび
える大山に詣でるために拓かれた大山道（おおやまみち）と、田名から相
模川を渡って大山に向かった「田名の渡し」の当時の様子。市内にある鎌
倉道・当麻山道・無量坂・大山道・田名の渡し・上溝の大山道・せんぞう
峠・八王子道などの遠い昔からの道にまつわる歴史を訪ねていく。

カラー／２９分

平成２年度
（１９９０）

社団法人

相模原市シルバー人材センター

働くよろこび こぼれる笑顔

12463
12635

12144210033

シルバー人材センターは、高年齢者の豊かな経験と能力を生かし、地域
の高年齢者が共働・共助の精神で、生きがいの充実及び福祉の増進を図
り活力ある地域社会づくりに寄与することを目的として活動している。その
活動内容を広く市民に理解してもらうと同時に、特にこれから会員になろう
とする人たちの入会に際して動機付けとなることを目的としている。
＜企画：社団法人　相模原市シルバー人材センター＞

カラー／１６分

平成２年度
（１９９０）

くらしと下水道 1197

相模川流域下水道終末処理場における下水（汚水）処理のしくみ。
「戦後の高度成長時代、川は汚され、鮎の名所も減ってしまいました。しか
し、人々の川を愛する心と、下水道の普及によって、徐々に鮎をはじめ、
たくさんの魚の姿が見られるようになってきました。」

カラー／３０分

平成３年度
（１９９１）

＜相模原市記録映画＞

１０年目の第九
12185

市内に住む音楽愛好家が集まって、合唱とオーケストラによる第九の演
奏会が１０年目を迎えた。その活動状況と平成４年１月２５日にグリーン
ホール相模大野で行なわれた演奏会の記録。
①参加者へのインタビュー　　　②相模原市民交響楽団の紹介
③第九演奏会実行委員長へのインタビュー
④南市民ホールでの練習風景　⑤本番当日のようす

カラー／２９分

平成４年度
（１９９２）

ザ・マインド・オブ相模原 12208

単身赴任の父親が家族への手紙を通して、父親が相模原で体験し感じ
とった数々を伝える構成。“春夏秋冬”に富んだ構成で映像詩的に“ふるさ
と・さがみはらの心”を表現。※緑化フェア会期中にハイビジョン・ミニシア
ターで上映。（縦横比が異なるため天地部分に黒い余白ができます。）

カラー／１５分
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年 タ イ ト ル
１６ミリ
(10-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　　容 分

平成４年度
（１９９２）

相模原から緑の発信
-相模原市グリーンウェーブ
　　　　　      推進委員会の記録-

12242
12243

平成４年１０月３日から５２日間にわたって開催された花と緑の祭典『第９
回全国都市緑化かながわフェア グリーンウェーブ・相模原’９２ 』。５５万
市民総勢での取組みと、相模原市グリーンウエーブ推進委員会の活動記
録。
＜企画：相模原市グリーンウエーブ推進委員会＞

カラー／４３分

平成４年度
（１９９２）

第９回 全国都市緑化かながわフェア
グリーンウェーブ・相模原’９２ 【1】

12230

平成４年１１月２０日
『オープニングセレモニー』 環境宣言
『市民の週間表彰式』住みよい風格あるまちづくりの論文・作文・ポスター
の表彰式
第９回全国都市緑化かながわフェア公式記録／提供：緑化フェア推進室

カラー／３４分

平成４年度
（１９９２）

第９回 全国都市緑化かながわフェア
グリーンウェーブ・相模原’９２ 【2】

12231

平成４年１１月２０日
『花と緑のファッションコンテスト』①花と緑のファッションコンテスト最終公
開審査　②相模女子大学短期大学部の皆さんによる制作発表会　③花と
緑のファッションコンテスト表彰式
第９回全国都市緑化かながわフェア公式記録／提供：緑化フェア推進室

カラー／６１分

平成４年度
（１９９２）

第９回 全国都市緑化かながわフェア
グリーンウェーブ・相模原’９２ 【3】

12232

平成４年１１月２０日
『相州おんながたり』
相模原の伝説を題材に、古代から現代までを描いたオリジナル作品。語り
と相模原の民俗芸能で構成されている。
第９回全国都市緑化かながわフェア公式記録／提供：緑化フェア推進室

カラー／６４分

平成４年度
（１９９２）

第９回 全国都市緑化かながわフェア
グリーンウェーブ・相模原’９２ 【4】

12233

平成４年１１月２２日
５５万人のグリーンウェーブ　ＰＡＲＴⅠ『森のシンフォニー　～ピーターと狼
の世界～　』歌とお話：五十嵐麻利江／指揮：ミルトン・クロッツ
出演：相模原市民交響楽団、相模原音楽家連盟、相模原市民吹奏楽団、
和泉短期大学ハンドベルクワィヤー、相模原市少年鼓笛バンド連盟
第９回全国都市緑化かながわフェア公式記録／提供：緑化フェア推進室

カラー／７６分

平成４年度
（１９９２）

第９回 全国都市緑化かながわフェア
グリーンウェーブ・相模原’９２ 【5】

12234

平成４年１１月２２日
５５万人のグリーンウェーブ　ＰＡＲＴⅡ『緑の大合唱　～相模原から世界
へ～』　歌とお話：森 みゆき／指揮：ミルトン・クロッツ
出演：Ｎ響団友オーケストラ、ボニージャックス、相模原市合唱連盟、相模
原市少年少女合唱団
第９回全国都市緑化かながわフェア公式記録／提供：緑化フェア推進室

カラー／７６分
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年 タ イ ト ル
１６ミリ
(10-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　　容 分

平成６年度
（１９９４）

<相模原市特別番組>

さがみはら水物語
12386

水に苦労しながら、相模原の開墾に携わってきた先人たちの長い歴史を
しのび水の大切さを現在に考える。
①国指定史跡・勝坂遺跡・勝坂式土器  　②当麻山無量光寺
③道保川公園の野鳥　                      　 ④鹿沼公園の宙水
⑤清兵衛新田の開拓当時の民家と井戸　⑥氷川神社
⑦田名の烏山用水・江成九兵衛　          ⑧相模川ふれあい科学館
⑨畑地灌漑事業

カラー／２９分

平成６年度
（１９９４）

<市制４０周年記念 市勢映画>

５７万人の光と風
12537
12538

210037

２１世紀に向けて、６０万都市として大きく飛躍する相模原市を「住み」、
「働き」、「学び」そして「憩う」という複合機能を備えた自立都市としてとら
え、相模原台地を舞台に多彩な輝きをみせる５７万市民の「光（希望）」と
「風（可能性）」を描く。
①相模大野駅周辺の通勤風景　②働く：先端技術企業・テクノパイル田名
③学ぶ：フロンティアスクール・市民大学・あじさい大学・市立博物館・公民
館　④憩う：相模川自然の村・国体プール　⑤福祉・環境

カラー／２９分

平成１０年度
（１９９８）

市民が支えた かながわ・ゆめ国体

輝けキラリきみの汗
～第５３回 国民体育大会
　　　　　　　相模原市の記録～

1255212364

夏季大会（平成１０年９月１２日～１５日）
水泳（競泳、飛込）・・相模原市立総合水泳場（さがみはらグリーンプール）
秋季大会（平成１０年１０月２４日～２９日）
ホッケー（少年男子・女子）・・相模原北公園スポーツ広場
バレーボール（成年女子１部６人制・９人制）・・相模原市立総合体育館
ラグビーフットボール（少年男子）・・相模原麻溝公園スポーツ広場

カラー／４６分

平成１０年度
（１９９８）

＜相模原市特別番組＞

緑道を訪ねて
～みどりのネットワークづくり～

12549

みどりの拠点を緑道で結ぶ、緑道ネットワークづくりを中心に、みどりを守
り育て愛する市民の姿を映像で紹介する。
①横浜水道道緑道　②東林間自治会・子ども会清掃活動
③緑道おすすめ散歩道（相模緑道緑地・さがみの仲よし小道・横浜水道道
緑道）
④相模原麻溝公園　他

カラー／２９分

平成１０年度
（１９９８）

<相模原市特別番組>

いきいきさわやか相模原
12558

相模原市長、漫画家のヒサクニヒコが登場し、相模原市の今と未来への
取り組みを紹介。
①新しいものと古いもの、都市と自然の共存、首都圏での中核都市、複眼
的なまちづくり（各拠点のネットワークづくり）を目指す。
②交通網の整備、文化・スポーツへの取り組み、自然の保護、住民参加
のまちづくり、施設の紹介など。（ＴＶＫテレビ、平成１０年２月８日放送）

カラー／２９分
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年 タ イ ト ル
１６ミリ
(10-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　　容 分

平成１１年度
（１９９９）

相模原市社会福祉協議会紹介ビデオ

こんにちは！社会福祉協議会です

～ひとりひとり みんなが主役～
12673

３人の中学生があじさい会館にある社会福祉協議会を訪れ、その仕事や
組織について教わる。
 ①車椅子の介助方法を学ぶ「ボランティア予備校」　②「ミニリハビリ教
室」　③在宅での家事援助等を行う「ホームヘルプサービス」　④配食協力
員が夕食を手渡しで届ける「給食サービス」 ⑤「ふれあいサービス」
⑥「ヤングボランティアスクール」

カラー／１５分

平成１２年度
（２０００）

＜平成１２年度 成人式

 相模原市 はたちのつどい＞

　　　　　　　 　いま　　　　　　　　　　あした

誕生から現在、そして未来へ
～みなさんの２０年をふり返って～

210040

１９７９年（昭和５４年）生まれの新成人が育った２０年間のできごとを見つ
め、相模原市の新成人の生の声を伝える。 「現在相模原市の人口はおよ
そ５９万８千人。この２０年間で１７万人近くも増加したことになります。私た
ちのふるさと相模原。安全で快適で活気に満ちた、緑と優しさがあふれる
まち。この６０万都市の明日をつくるのは皆さん自身です。」

カラー／１６分

平成１３年度
（２００１）

＜平成１３年度 成人式

 相模原市 はたちのつどい＞

はたちのメッセージ
210041

２１世紀の始まりに成人を迎えた１９８０年（昭和５５年）生まれの新成人。
ともに歩んできた相模原は、この２０年で大きく変わった。ふるさと相模原
の２０年を振り返って新成人に夢や希望を語っていただいた。
「私たちのふるさと相模原。輝きと愛が溢れる人間都市相模原をつくりだ
すのは２１世紀を生きる皆さんひとりひとりの夢と希望です。」

カラー／１５分

平成１４年度
（２００２）

＜平成１４年度 成人式

 相模原市 はたちのつどい＞

二十歳のアルバム
         新しいページへ…

210042

「ぼくたちが生まれた１９８０年代。十代を過ごした９０年代。そしてむかえ
た新世紀。この２０年は一つの時代が終わり、新しい何かが生まれようと
していた。」
①あの頃の未来に、僕たちは立っているんだろうか… ②１０代の自分、今
の自分　③そして今日、この日を迎えた 今思うこと　④これからの自分

カラー／１５分

平成１５年度
（２００３）

＜平成１5年度 成人式

 相模原市 はたちのつどい＞

二十歳どうし。
210045

平成１５年に二十歳を迎えた幼馴染の２人の男女を中心に、相模原在住
の二十歳を迎えた若者達をインタビュー。「私達が生まれた昭和５７・５８
年は大きな事件や災難が起きた。私達が住む相模原市も、この２０年で大
きく変化をとげた。開発が進み、人口は６０万人を越え、現在神奈川県で３
番目、４月に中核市の仲間入りを果たす。ただ一つ言えること、それは時
代をつくりあげていくのは私達一人一人だということだ。」

カラー／１４分

平成１６年度
（２００４）

＜平成１6年度 成人式

 相模原市 はたちのつどい＞

プロジェクト２０！！
～はたちのしゃべり場！！～

210046

これは新成人の若者達が成人式の成功を願い、活動した記録である…
１０月３日、秋の気配が漂う中、しゃべり場！！の話し合いが厳かに始め
られた…
①銀河アリーナ　②淵野辺公園　③市長インタビュー　④相模原麻溝公園
⑤ナゾの土管

カラー／１４分
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年 タ イ ト ル
１６ミリ
(10-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　　容 分

平成１６年度
（２００４）

さがみはら みんなで育てた５０年
　　　　　　～そして未来へ～
(相模原るっくあらうんど
2004年 7-12月号 １１月１日号)

110060

ナレーター 石丸謙二郎　手話 福崎充子
①まちづくりと人口増加 ～市制施行後の相模原～
②市民パワーの結集 ～基地返還問題～　   ③住みよい風格あるまちへ
④自然との共生　      ⑤活力ある産業        ⑥彩りある市民文化の創造
⑦これからのまちづくり　⑧好きです 相模原　⑨子どもたちの願い

カラー／３０分

平成１６年度
（２００４）

５０年のあゆみ さがみはら みんな
で育てた５０年 ～そして未来へ～

12854210044
相模原市の５０年にわたるまちづくりの歴史を、映像と音楽で振り返る。
ナレーションなし。  　　　　※上記８０-１１００６０とは内容が異なります。

白黒・カラー
／１０分

平成２１年度
（２００９）

みつかるつながるひろがる
さがみはらの市民活動

12241

若者の活動への参加を通して、身近な市民活動の魅力を伝える。
①相模原 おもちゃドクターの会 ②F.C.ボランティア　③NPO法人「境川の
斜面緑地を守る会　④分別戦隊シゲンジャー銀河　⑤エッキミュージック
サロン ⑥相模原に冒険遊び場をつくる会　⑦女声ヴォーカルアンサンブ
ル「おときかく」　⑧ヒトと動物の関係に関する教育研究センター

カラー／３０分

平成２６年度
（２０１４）

相模原市
市制施行６０周年記念映像
～未来へつながるまち 相模原～

210050

平成２６年１１月２０日、相模原市は市制施行６０周年を迎えました。先人
の英知とたゆまぬ努力により着実な発展を続け、平成２２年４月には戦後
生まれでは初の政令指定都市へ移行。明るく希望にあふれる未来に向か
う相模原市の姿を映像で発信します。

カラー／１４分
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