
記号番号 題                  名 時間 対象 内　　　　　　　　　　容 設置年度

⑯NA１０　迎えた市制７０周年　　　　　　　（P） １０分 一般
市政施行７０周年記念　
表彰式　市政展　竿灯　秋田城跡を探る

34

⑯NA１５　
ことしの主な仕事.住みよい都市づく
り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M)

２３分
小・中　
　　一

般

住みよい都市づくり
道路整備　学校建築　新しい農業
近づいた国体　八橋競技場工事　入場式ﾏｽｹﾞｰﾑ練習風景

35

⑯NA１６　
伸びゆく秋田市　　　　　　　　　　
（M)

３０分 一般
市の機構と行政施策の紹介
市民の市役所　町づくり　住みよいくらし　
楽しい市民のつどい　伸びゆく産業等

36

⑯NA１７　
国体への招待　　　　　　　　　　　
（M)

１０分
小・中　
　　一

般

小・中学生の小旗リレー　　花いっぱい運動　
民泊家庭の料理講習会　マスゲーム練習風景

36

⑯NA１８　太平に炬火映えて　　　　　　　　（M) ４０分
小・中　
　　一

般

第１６回国民体育大会（秋田大会）
 夏季大会・秋季大会

36

⑯NA１９　きょうを交通事故ゼロの日に　　（M) １０分 一般 交通安全都市宣言　　交通事故絶滅対策 36

⑯NA２１　美術の秋に　　　　　　　　　　　　（M) １０分
小・中　
　　一

般

秋田市立美術館　　市営バスの車掌さんと共に　　海・山に
きたえる　　おまつり（港まつり　竿灯まつり）

36

⑯NA２２　
川口市長の一日出張所長さん　
（M)

１０分 一般
移動市長室始まる
　市工芸会の中堅者養成（秋田市立工芸学校）
  市民の健康と保健婦活動

37

⑯NA２３　緑濃い生産都市づくり　　　　　　（M) １０分 一般
総合都市計画の樹立
  工業地　官庁街　商店街　墓地公園等

37

⑯NA２５　都市は生きている　　　　　　　　（M) １０分 一般

秋田市の発展
秋田空港　秋田港　工業造成地　市民市場　市営放牧場　
市清掃センター　市街地づくり　八幡田操車場駅　新市庁
舎完成

37

⑯NA２６　ふるさとのうた １７分 一般

秋田市政のＰＲと観光紹介
 千秋公園（観桜会・ボート　つつじ等）　　秋田蕗　土崎港
祭　竿灯祭　市役所の水柱　秋の収穫　酒造り　かまくら　
梵天祭　男鹿半島　十和田湖　八幡平

40

⑯NA２７　
市民会館で楽しく　　　　　　　　　
（M)

１０分 一般 開館した秋田市民会館の活動紹介 40

⑯NA２８　
青少年とともに　　　　　　　　　　　
（M）

１０分 一般
秋田市の教育施設　
市内小･中学校の新築　商業高校の職業教育
青少年補導センターの活動

40

⑯NA２９　
市長日記　　　　　　　　　　　　　　
（M)

１０分 一般
愛される市役所づくり
市政懇談会　施設見学　防災会議などにおける多忙な
川口市長の行動記録

41

⑯NA３０　昭和５０年への道　　　　　　　　　（M) １０分 一般
２７万市民の福祉都市づくり
都市利用計画　都市基盤工事　下水道工事

41

⑯NA３１　
市民と市政のパイプ役　　　　　　
（M)

１４分 一般
市政協力員の仕事
地区の市政協力員会議　市政の勉強会
町内の要望とりまとめと　市役所への連絡

42

⑯NA３２　
わが町の文化章　　　　　　　　　　
（M)

１０分 一般
第１７回文化功労者表彰式
佐藤佐七　高田箕水・藤間勘妙　各氏

43

⑯NA３３　わが町の防火活動                 （M) １０分 一般 防火活動の現状　　　防火思想の普及 44

⑯NA３４　雪と市民生活 １０分 一般
深夜の市道除雪作業　　市民による除雪作業
防火活動　　雪に親しむ生活

44

⑯NA３５　
市制８０周年を迎える〔１〕〔２〕　　
（M)

１０分
小・中　
　　一

般

城下町から福祉都市へ
郷土の歴史をさぐりみんなで未来を考えよう

44

記号番号 題                  名 時間 対象 内　　　　　　　　　　容 設置年度

2 ．ニュース
①秋田市ニュース
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2 ．ニュース
⑯NA３６　

未来をわたしたちの手で〔１〕〔２〕
〔３〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（M)

２２分 一般
高福祉都市への道　　便利なくらし　　快適なくらし　
健康・安全なくらし　　　豊かなくらし　　　　文化的なくらし

45

⑯NA３７　観光秋田　〔１〕〔２〕　　　　　　　（M) ２０分
小・中　
　　一

般

秋田市を中心とした観光紹介
千秋公園　港まつり　竿灯　寒風山　男鹿　八幡平　
田沢湖　十和田湖　太平山　梵天　等

46

⑯NA３８　
サークルの輪をひろげよう〔１〕〔２〕
（M)

１０分 一般
中央公民館の各サークルの活動紹介
スポーツサークル　　　奉仕活動サークル

47

⑯NA３９　
わたしたちの秋田市〔１〕〔２〕　　　
（M)

１０分
小・一

般

秋田市を民生や産業を通して多面的に紹介
官庁団地　秋田港　秋田駅　秋田空港　中央卸売市場　大
森山子どもの国　少年の家　等

47

⑯NA４０　
青い空と緑のまち〔１〕〔２〕　　　　　
（M)

２０分 一般
公園都市をめざす
都市公害　公害対策審議会　自然保護運動　公園都市秋
田市をつくる条例

49

⑯NA４１　動き出した中央市場〔１〕〔２〕　　（M) １５分
小・中　
　　一

般

公設市場として開設した中央卸売市場　
　開場式　市場施設（冷凍庫・バナナ醗酵室、水産加工所）　
　初せり風景等

50

⑯NA４２　
消防の２４時間　　〔１〕〔２〕　　　　　
（M)

２０分
小・一

般

昼夜休むことない消防活動の紹介
デパートや一般家庭の査察指導
防火訓練（レンジャー隊員の基礎訓練・工作車や救急車の
救助活動等）

50

⑯NA４３　
魅力あるさわやかな市民都市へ　　　
　　　　　　　　　　　　〔１〕〔２〕　　　　　　
　（M)

３０分 一般
昭和６０年に向けての市民の都市づくりスタート
　緑とやすらぎのまち　しあわせで健康なまち　豊かで暮らし
やすいまち　教育と文化のまち

52

⑯NA４４(A)　市制の窓 ３０分 一般
市政トピックス（昭和５３年度）
健康と体力づくり推進本部　　　文教施設の整備　都市環境
の整備　市福祉授産所の開所　市中央卸売市場祭　他

53

⑯NA４４（B)　観光のまち秋田 ２０分 一般
伝統工芸―--銀線細工　八橋人形　秋田八丈
観光―――仁井田の蕗刈　　港祭　竿灯　等

53

⑯NA４５　明日へ飛躍する公園都市 ３０分 一般
秋田市政９０周年――輝く年輪９０年――記念行事
秋田健康ウォーク　植樹祭　公園の滝復活　スポーツ大会　
記念フェステバル風景　等

54

⑯NA４７　文化の殿堂今ここに ２０分 一般
秋田市文化会館落成記念
開館式　記念式典　　こけら落とし　　施設設備（ステンレス
鍛帳、舞台装置等）

55

⑯NA４８　交声曲「明日への風」 ３０分 一般

緑のまち秋田市賛歌　作詞・作曲　小野崎孝輔　演奏
秋田高校･秋田市立高校吹奏楽部
合唱　　　土崎小・土崎南小学校合唱部・秋田少年少女合
唱団・秋田北高・和洋高校・聖霊高校合唱部　　　　　　　　　　
　　          郷土芸能　土崎港ばやし保存会　市竿灯会

57

⑯NA４９　史跡散歩 ２０分 一般

建都３８０年市制９５周年――佐竹氏の城下町――
久保田城址　弥高神社　旭川の水くみ場跡　内町と外町
伝統工芸―銀線細工・秋田八丈　菩堤寺（天徳寺）　寺町　
如斯亭　面影橋　宝塔寺　全良寺　古四王神社　秋田城祉
等

59

⑯NA５０　
歩こう､走ろう､跳ぼう健康体力づくり
運動

３０分
小・中・
高一般

推進本部（昭和５３年４月設置）の役割と活動
市民会議　　市民球場等の夜間照明塔
ゲートボールの普及　高齢者スポーツ教室
市民ラジオ体操のつどい　乳幼児無料検診等

62

⑯NA５１　秋田市１００年そして２１世紀へ ３１分
小・中　
　　一

般

市制１００年―城下町から近代都市への発展―
秋田市誕生　奥羽線開通　新市役所庁舎完成　八橋油田
開発　土崎大空襲　公園都市建設等

1
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2 ．ニュース

記号番号 題                  名 時間 対象 内　　　　　　　　　　容 設置年度

⑯NＢ１ カントー　イン　アメリカ ３０分
小・中　
　　一

般

サンディェゴに舞う竿灯
昭和５１年１０月、アメリカ建国２００年祭に招かれ市竿灯海
外派遣団175名がサンディェゴ市ブロードウェーで行った竿
灯の記録である。

51

⑯NＢ２ パッサウ音楽祭とヨーロッパの旅 27分
小・中　
　　一

般

パッサウ音楽の旅
　昭和53年7月、西ドイツパッサウ市で、秋田市芸術使節団
一行40名が、日本の伝統芸能の発表を通して友好親善を
深めた記録である。

53

⑯NＢ３
秋田の町
―城下町と生活―

３０分
小・中　
　　一

般

近世初期、県内にいくつかの城下町が形成され、それぞれ
の地方の政治・経済・文化の中心として栄えた。これらの伝
統文化が、往時の人々とどのような関わりの中で生き、どの
ような変遷で受継がれてきたかを探り、あわせて「ふるさと」
の今日的課題を考えあう教材映画である。

56

⑯NＢ４ 中国・甘粛紀行　　　　　　第一部 ３０分 　一般

蘭州-洒泉-敦煌に至る河西回廊で、シルクロードとゆかり
の深い少数民族の訪問記録である。
少数民族の幹部養成のための西北民族学院
東郷族自治県に住む回族　　莫高窟等

60

⑯NＢ５ 中国・甘粛紀行　　　　　　第二部 ３０分
小・中　
　　一

般

少数民族の訪問記録である。
チベット族のパオでの牧畜生活
博峪郷におけるチベット族の採花節
麦積山の東壁摩崖仏　釈迦三尊等

60

⑯NＢ６
友好提携三周年記念
訪中交流団の記録
―竿灯蘭州に舞う－

３０分
小・中・
高一般

昭和６０年１０月２日　秋田県と甘粛省、秋田市と蘭州市との
友好提携三周年を記念しての訪中交流大会の様子を中心
とした訪中団一行100名の記録である。

61

記号番号 題                  名 時間 対象 内　　　　　　　　　　容 設置年度

⑯NＣ３３ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分
小・中　
　　一

般

春の交通安全　　国体トピックス―秋田国体―
釧路への定期船―定期航路開設―　
 県民の窓　　よろこびの退院（田代町）

36

⑯NＣ３４ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
県外で働く青少年
鳥海山麓のジャージー2世
国体トピックス―国民宿舎駒草荘―

36

⑯NＣ３7 県政ニュース　　（モノクロ） 10分
小・中
一般

特集『秋田国体』 36

⑯NＣ３９ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般

予防で健康なまち―男鹿市―
にぎわう田沢湖高原
春は間近に―花輪町・入学児健康診断他―　
県民の窓　　大曲の綱引き

37

⑯NＣ４０ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分
　小　　
・一般

３７年度予算決まる　 分校の新学期―西木村―　
春は空から―秋田空港―

37

⑯NＣ４１ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
災害に備えて　　栄養料理をどうぞ
初夏の由利原開拓地　　　ふたつのスカイライン

37

⑯NＣ４２ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
皆瀬ダム工事進む　　　　子吉川のあゆ釣り
集団栽培地に新鋭噴霧器

37

⑯NＣ４３ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
へき地を動く県庁―移動県民室―
今日はふるさとさん―東由利村―　
 成人病をなくそう　　夏を惜しむ十和田湖

37

⑯NＣ４４ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
出来秋を追って　　東北６県畜産共進会―秋田市―　
国体旗岡山へ

37

⑯NＣ４５ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
功労を讃えて　　―文化功労章授章式―　
トピックス　完成近い飼料会社　種苗交換会―湯沢市―
注目浴びる銅資源

37

記号番号 題                  名 時間 対象 内　　　　　　　　　　容 設置年度

②秋田市記録映画

③県政ニュース
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2 ．ニュース

⑯NＣ４６ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分
小・中　
一般

県総合開発計画の説明会開く
ひらかれる原野―鷹巣町陣場岱―
トピックス　　雪にきたえる　スキーカーニバル　マクレンコ学
級　ボーイスカウト冬季訓練

38

⑯NＣ４７ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
融雪に備えて
「おまちどうさん」―巡回子ども文庫
昭和３８年度予算２5０億円を可決    　みんなで公明選挙

38

⑯NＣ４８ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
小畑知事初初登庁
シーズン間近に―花火づくり―  干拓工事進む―八郎潟―
ふるさと民芸品―かば細工―

38

⑯NＣ４９ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
６月定例県議会開く　　ひらかれる夏山
トピックス　　皆瀬ダム完成　　北部鳥海草地改良始まる
高校総合体育大会   ふるさと散歩―国見峠―

38

⑯NＣ５０ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
公聴活動さかん　県モニター大会（秋田市）
一日内閣（青森市）　　婦人体育祭開くー秋田市八橋―
ふるさと散歩―岩館海岸－

38

⑯NＣ５１ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般

若い農村めざして
トピックス　大型コンバイン実験（八郎潟）　
国体記念スポーツ大会（能代市）
ぶりのかん水養殖（男鹿市）　ふるさと散歩―象潟―

38

⑯NＣ５２ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
功績を讃えて　―県文化功労章授章式―
干陸はじまる八郎湖　　農民祭開く
ふるさと散歩―栗駒―

38

⑯NＣ５３ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
復興にたちあがるー峰浜村石川―　
冬に学ぶ山の子―雄勝町・上小阿仁村―
ふるさと散歩―秋田駅―

39

⑯NＣ５４ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
開発進む地下資源　利用される児童館ー東由利村―
ふるさと散歩―男鹿―

39

⑯NＣ５５ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
予算県会開―２月定例県議会―
ピッチをあげる道路復旧
ふるさと散歩―阿仁―

39

⑯NＣ５６ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
健康な稲づくり
トピックス　　国立工専開校　　山を緑に
ふるさと散歩―稲庭川連―

39

⑯NＣ５７ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
体操で明るい村を　
新しい農業をめざして―農業機械化研修所―
奥地をまわる診療班　　ふるさと散歩―猿倉人形－

39

⑯NＣ５８ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
明日の農業をになって―ゼミナール開講―
トピックス　空の新路線　待望の道路工事―門前・加茂―　
ふるさと散歩―院内―

39

⑯NＣ５９ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般

一万トン岸壁完成　―秋田港―
農業青少年技術交換大会開く
南八幡平パークライン開通　
ふるさと散歩―矢立峠―

39

⑯NＣ６０ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
秋田県モニター大会開く ―秋田市―
トピックス　　老人福祉センター完成　　　災害に備えて
ふるさと散歩―中山人形―

39

⑯NＣ６１ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
大潟村誕生　　聖火羽後路を行く　
みのった健康な稲づくり  ふるさと散歩―小又峡ー

39

⑯NＣ６２ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
功績を讃えて―県文化功労章授章式―
出かせぎ相談所開設　　ふるさと散歩―本荘―

39

記号番号 題                  名 時間 対象 内　　　　　　　　　　容 設置年度

26



2 ．ニュース
⑯NＣ６３ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般

「タイの浜焼」に成功　　　　　　五輪選手郷土入り
ふるさと散歩―大館―

39

⑯NＣ６４ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
血液センターの開設　　あけゆく酪農地帯―鳥海山麓―　
ふるさと散歩―能代―

40

⑯NＣ６５ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般 「家庭の日」設定　　　　　ふるさと散歩―湯沢― 40

⑯NＣ６６ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般 明日の農業をになって　　　ふるさと散歩―横手― 40

⑯NＣ６７ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
水産養殖の準備進む　　　大型ハウス団地誕生
　ふるさと散歩―田沢―

40

⑯NＣ６８ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
スタートした農業学園　　「知事面接日」設定　
全国菓子博開く　ふるさと散歩―男鹿パノラマライン―

40

⑯NＣ６９ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
干拓進む八郎潟　　発足した道路舗装事務所
ふるさと散歩―チューリップの村　八竜―

40

⑯NＣ７１ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般

全国農村青少年技術交換大会開く―秋田市―
トピックス　　海にきたえる―船川水産高校―
待望の道路工事―河原毛～泥湯―　
ふるさと散歩―岨谷峡―

40

⑯NＣ７５ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
建設進む萩形ダム　
冷害を乗り越えて―第８８回種苗交換会―
国道１０８号線を行く

40

⑯NＣ７６ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
新年度予算決まる　進む地下資源開発
若い力―柔道少年団―

41

⑯NＣ８３ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
文化功労章を讃えて―県文化功労章授章式―
トピックス　　開通した田沢湖線　　　県営萩形ダム完成　
若い力―農村の花嫁さんめざして―

41

⑯NＣ８７ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
脳卒中を追放しよう
トピックス　秋田りんごソ連へ　　職場に体操を　
若い力―川連塗をになうー

42

⑯NＣ９２ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
夏の男鹿半島
寒風山・五社堂・遊覧船・戸賀湾・加茂青砂・金ヶ崎有料道
路・入道崎

42

⑯NＣ９６ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
みんなで火災予防　　雪と戦う
若い力―ボランティア―

42

⑯NＣ９７ 県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般

防火訓練―羽後町女子消防団―
始動した火力発電（東北電力）―秋田市―
交通安全は家庭から　ふるさとの四季―砂丘地の若者たち
-

43

⑯NＣ１０７県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
交通安全運動
ふるさとの四季―霜月神楽（大森町）―

43

⑯NＣ１０９県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
躍進する秋田港
トピックス　植樹祭の記念碑完成　知事交通安全を祈願
誘致工場めぐり―六郷ニットＫＫ―

44

⑯NＣ１１０県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
心身障害者に愛の手を 秋田大学に医学部設置
誘致工場めぐり―太平工業・秋田東光ＫＫ―

44
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2 ．ニュース
記号番号 題                  名 時間 対象 内　　　　　　　　　　容 設置年度

⑯NＣ１１２県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般

八郎潟干拓工事完了　八郎潟村立小・中学校の初卒業式
トピックス　脳血管研究センターの診療はじまる
大忙しの県消費生活相談所　
ふるさとの四季―万灯火（合川町）―

44

⑯NＣ１１７県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般 両陛下をお迎えして（特集号） 45

⑯NＣ１２２県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
寒さにきたえる
開かれた雪の処女地―田沢湖スキー場ー

45

⑯NＣ１２８県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般

コロニーの建設はじまる（西目村）
トピックス　完成した肉牛繁殖センター　
鳥海ブルーライン開通　
ふるさとの四季―綴子太鼓（鷹巣町）―

45

⑯NＣ１３０県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
木材コンビナート完成　　売り出そう「うまい秋田米」
トピックス 工事進む大桟橋有料道路　　防災訓練開始
ふるさとの四季―森岳歌舞伎（山本町）―

45

⑯NＣ１３１県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般 皇太子ご夫婦ご来県 45

⑯NＣ１３２県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般

立ちあがる消費者　文化功労者の表彰
トピックス　角館線開通『健康な稲づくり運動』推進員大会開
く
ふるさとの四季―秋田・男鹿空の旅―

45

⑯NＣ１３３県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般 躍進する秋田 46

⑯NＣ１３４県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
まちに残った若者たち（雄勝郡院内）
トピックス　　「青年の家」落成　　明るく正しい選挙を
明日へのシュプール－第２６回県体スキー大会-

46

⑯NＣ１３５県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
明日へのシュプール
－第２６回国民大会冬季スキ競技大会－

46

⑯NＣ１３６県政ニュース　　（モノクロ） 10分 　一般
昭和４６年度予算決まる　　　レディパトロール出勤　
進むダム工事

46

記号番号 題                  名 時間 対象 内　　　　　　　　　　容 設置年度

⑯ND1
秋田の旅　　－修学旅行コース-
                     （モノクロ）

10分
　小・

中一般
修学旅行のモデルコースとして、秋田・男鹿・十和田・八幡
平・田沢等の名勝、史跡を紹介している。

46

⑯ND2
きれいな郷土をこどもらに　　　　　　　
　　　　　－郷土美化運動－
                     （モノクロ）

10分 　一般
祖先が残してくれた秋田の美しい自然を子供たちに残そう
と郷土美化運動が進められている。県や各地域が、この運
動に取り組んでいる姿を描いている。

46

⑯ND3
若い力を県政に
　　　　　　　　　　（モノクロ）

10分 　一般
５選を果たした小畑知事は、青少年のつどいや近代ゼミ
ナールなどを通して、「若い力を県政に」と訴える。

46

⑯ND4
収穫　
　　　　　 　　　　（モノクロ）

10分 　一般

稲作の生産調整が実施され、厳しい条件のもとで収穫へ向
けての農作業が進められている。こうしたなかで、転作によ
るホップ、メロンなどの生産や畜産に励む農家の姿を伝えて
いる。

46

⑯ND5
県民病の追放をめざして
　　　　　　　　　（モノクロ）

10分 　一般
脳卒中やガン等の病気を予防するため、県民皆検診運動
が進められている。県民病追放に取組む脳血管研究セン
ターの懸命な活動が紹介されている。

47

⑯ND6
秋田の旅　　　　－冬編－
　　　　　　　　　（モノクロ）

10分
　小・

中一般
冬期間の人々の生活や祭など秋田の冬季行事を描いてい
る。

47

④県政映画
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