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オーディション審査員役

高校生役
(関高校演劇部)

演奏(関商工吹奏楽部)

先生役
(関商工教諭)

岐阜県関市の高校に通う、何から何まで普通の少女・山田花子と、才色

兼備の同級生・長屋香澄。退屈な日常を打破すべく、ペアを組んでご当

地アイドルオーディションに参加することに。オーディション合格条件

は、オリジナルソングやパフォーマンスの他にご当地知識も必須。2人を

応援する『せきてらす』の職員ミサトも巻き込んで、アイドルになるべく計

画を立て始める2人。花子と香澄の暑い夏が始まる…。

　観光PRドラマ「フラワーズ・ブルーム」は市内外問わず

多くの人に関の魅力をお届けするためのドラマです。市内

の自然や歴 史 、文 化だけではなく、飲 食 店やアクティビ

ティ、ステキな商品を提供している事業者などが登場しま

す。「地元なんて、おもしろい」そんな気持ちになれます。

以降毎週金曜日 解禁

YouTubeで公開

2月12日（土）午後1時30分～
会場：せきてらす 

［ キャスト ］  

浅井あやね／山口ことね／山口真季
斉藤竜也／松野正幸／関大輝／山本綾佳／金山祐大／山本ありさ

関商工高等学校演劇部／関有知高等学校演劇部／市民エキストラ

プロデューサー/藤田豊和  　脚本・監督/フルタヨウスケ

企画・制作/株式会社HIORYES

2月4日(金)午後5時までにQRコードから申込み

● 1話・2話の放映
● 主演の2人、監督、プロデューサーによる
　トークイベント  など

試
写
会

60人
限定

全 5 話
１話約１５分

2月18日（金） 第1話解禁

「  地 元 な ん て 、お もしろ い  」

山田花子役の浅井さんと初めて会話するシーンに
こだわりました。初めて話すシーンで仲のよさが伝わるような
表情や会話の仕方を心がけました。
また、大きな声でみんなに呼びかけるシーンでは、
普段大きな声を出すことがなくて、緊張したけど
役になりきって思い切って大きな声を出せました。

何度もフラれるシーンを撮影しました。
役とはいえ、やっぱりこたえましたね(笑)
ただ、告白する前とフラれた後のテンション
の落差は、何度もそのシーンを撮ったからこそ。
ぜひ注目してほしいです‼

1年 藤 衣舞 さん

2年 豊田 樹生 さん

3年 福井 萌々香 さん

カメラを前にすると、とても緊張しました。
私は短いシーンでセリフもなかったんですが
そのぶん仕草にはこだわりました。
写真部としての出演だったので、
写真の撮り方や、撮った写真の確認の仕方など
細かい動作を勉強しました。

あらすじ

観光PRドラマ

ドラマに出演する関商工演劇部

公開スケジュール

　本格的なストーリーとキャストの迫真の演技は見
所です。しかし何といっても、これは関市を舞台にし
たドラマ。いくつもの事業所、観光スポットに加えて
市民エキストラの皆さんが出演しています。
　知ってる人が出てくるかも…そんな楽しみ方もあ
ります。
　ドラマの隅々まで見逃せません‼

市民エキストラにも注目！
！

友人役
(関有知高校演劇部)

オーディション参加者
(関有知高校演劇部・ダンス部、関商工演劇部)

観客役

生徒役
(関有知高校演劇部)

シャインカービングの案内

ご近所役

オーディション審査員役
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長良川鉄道（5話）

長屋香澄 役　山口ことね さん

関鍛冶伝  承館（5話）

高澤観音（1話）

ゆずジュース
（3話）

道の駅平成
（1話）

洞戸円空記念館
（2話）

キウイシャーベット
（2話）

小瀬鵜飼
（5話）

うなぎ丼（3話）

安桜山（3話）

せきてらす（1/2/3/5話）

山田花子 役　浅井あやね さん シャインカービングも
楽しかったね

フェザーミュージアム（3話）

刃物会館でお気に入りの一品を
探せるのもいい‼

夕暮れの街
キレイだったね～

なんか『私も頑張ろう』

って励まされた♪

 「WE LOVE ながてつ」
って車両に書いてあって、

地元に愛されてるのが
伝わってきたよ !!

一両列車
可愛いかった（笑）

景色がよくて列車に乗ってる
間も楽しかったな!

肉厚な身に、
こんがりとした焼き加減♪

食欲をそそるタレ!!

とってもボリューミーで
食べ応え十分!!

海外の剣とかも
展示されてて

かっこよかった!

昔のカミソリは
アンティークで

おしゃれだったな～

刃物にまつわるものが
たくさん（笑）
お店も工場も

お土産もいっぱい!!

自然豊かで
人情味あふれてた♪

さらに魅力に引き込まれた!!
また今年もくるぞ～
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