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日本では、映画館以外でも多くの上映活動が行われている。公共ホール、美術館。図書館等における自
主事業としての上映、シネクラブや映画サークルなどが定期的に行う上映、近年では、映画館とは異なる
形で定期的に上映会を行うための上映の場もつくられている。ひとつひとつの活動は小規模なものだが、
年間ののべ上映回数、上映本数、観客動員数は膨大なものにのぼる。その全体像を把握することは困
難であるが、今回の調査では、定期的に上映活動を行っている209の団体を確認することができた。

「映画館以外で行われる上映活動 一覧」
─

上映会名

上映会の名称。
自主上映団体や移動上映事業者による上映で、上映会と団体の名称が異なる場合、団体名を（　）内に
記載している。
─

上映活動分類

上映活動を5つに分類して掲載している。
─自主上映団体（会場借用）： 66団体　/209団体　32％

　地域のホール等を借りて行われる自主上映団体による上映活動
─自主上映団体（自館）： 15団体　/209団体　7％

　 上映団体自らがつくった上映のための場所で行われる自主上映団体による上映活動
　 上映素材がBD等になり、比較的廉価で簡便な上映機材で上映が可能となり、上映団体が上映の場
所をもつケースが増えている。
─自主上映団体（カフェ等）： 10団体　/209団体　5％

　 カフェ等の飲食店や書店、商業施設の一部などを利用して行われる自主上映団体による上映活動
─公共文化施設による上映： 106団体　/209団体　51％

　 公共文化施設の運営団体が主催し、自らが管理する公共ホール等で行う上映活動
　事業の運営を移動上映事業者等に委託するケースもある。
─移動上映事業者による上映： 12団体　/209団体　6%

　移動上映事業者が公共施設等の会場を借りて行う上映活動。
─

会場

上映活動が行われる会場。会場が不明の場合は「－」としている。
─
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no. 都道府県 市区町村 上映会名 上映活動分類 会場 周辺 

環境
上映頻度

1 北海道 札幌市 札幌映画サークル 自主上映団体（会場借用） 札幌市教育文化会館
2 北海道 札幌市 クリエイティブスタジオシネマシリーズ 公共文化施設 札幌文化芸術劇場 hitaru（札幌市民交流プラザ）
3 北海道 札幌市 映画の空気 自主上映団体（カフェ等） 札幌市内のホールや商業施設など
4 北海道 札幌市 キノマド 自主上映団体（カフェ等） 札幌市内の商業施設やお寺など －
5 北海道 函館市 函館映画鑑賞協会 自主上映団体（会場借用） 函館市民会館
6 北海道 旭川市 まちなかぶんか小屋　映画部 自主上映団体（会場借用） まちなかぶんか小屋
7 北海道 帯広市 おびひろ自主上映の会 自主上映団体（会場借用） 上士幌町生涯学習センターほか
8 北海道 滝川市 滝川映画サークル 自主上映団体（会場借用） 太郎吉蔵 ＊ 年4回
9 北海道 厚岸町 名作鑑賞会 公共文化施設 厚岸情報館 ＊ 毎月
10 青森県 青森市 カダール映画の日 公共文化施設 青森市男女共同参画プラザ カダール
11 青森県 弘前市 harappa映画館（npo harappa） 自主上映団体（会場借用） 弘前文化センター 年6回以上
12 岩手県 盛岡市 アート・シネマ上映会（岩手県立美術館） 公共文化施設 岩手県立美術館 毎月
13 岩手県 盛岡市 素敵なまちの映画会（大通会館リリオ） 公共文化施設 大通会館リリオ 毎月
14 岩手県 宮古市 シネマリーン上映会（みやこ映画生活協同組合） 移動上映・移動興行 DORAホール（旧シネマリーン） ＊ 毎月
15 岩手県 宮古市 シネマ・デ・アエル 自主上映団体（自館） シネマ・デ・アエル ＊ 毎月
16 岩手県 大船渡市 新作シネマ上映会（オカダプランニング） 移動上映・移動興行 大船渡市民文化会館 ＊
17 岩手県 久慈市 久慈新作シネマ上映会（オカダプランニング） 移動上映・移動興行 久慈市文化会館アンバーホール ＊
18 岩手県 遠野市 ねこぜでキネマ 自主上映団体（会場借用） 遠野市立図書館視聴覚ホール ＊
19 岩手県 釜石市 釜石シネクラブ 自主上映団体（会場借用） 青葉ビルほか ＊
20 岩手県 釜石市 シネピット上映会 公共文化施設 釜石情報交流センター 釜石PIT ＊
21 岩手県 釜石市 新作映画会（オカダプランニング） 移動上映・移動興行 釜石市民ホールTETTO ＊
22 岩手県 奥州市 ティータイムシネマ倶楽部 公共文化施設 胆沢文化創造センター
23 岩手県 紫波町 シワキネマ 自主上映団体（会場借用） オガールプラザ
24 宮城県 塩釜市 遊遊シアターフレンズ 自主上映団体（会場借用） 塩竈市遊ホール
25 秋田県 秋田市 アウトクロップ・シネマ 自主上映団体（自館） アウトクロップ・シネマ
26 山形県 山形市 里山で映画を楽しむ会 自主上映団体（会場借用） はらっぱ里山保育園

映画館以外で行われる上映活動一覧

周辺環境

上映会が行われている市町村から30キロ圏内に映画館が1館もない場合、「＊」を入れている。
─

上映頻度

上映頻度が明らかな場合のみ記載している。

「映画館以外で行われる上映活動 一覧」の作成にあたって
─
自主上映団体、公共文化施設による上映については、コミュニティシネマセンターが保有している公共ホ
ール、自主上映団体等のリストを元に、過去1-2年の活動実績をネット上で確認し、年2回以上の定期的
な活動が確認された団体のみを掲載している。
移動上映事業者による上映については、移動上映事業者のサイトを確認することに加え、近年の日本映
画のヒット作品（『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』、『男はつらいよ お帰り 寅さん』、『いのちの停車場』等）を上映
した公共文化施設を検索し、適宜追加した。
映画館以外の上映活動は、地域限定の広報誌や会員向けの会報による広報活動に限定して、ネットで
は告知しないことが少なくない。会場となる公共施設の公式サイトが存在しないこともあり、オンライン上で
は把握できない上映活動がかなり存在している。
また、コロナ禍においては公共ホールの休館等により、この1-2年は上映会を実施できなくなっている団体
も多く、今回一覧に掲載していない自主上映団体が活動を再開することも考えられる。
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no. 都道府県 市区町村 上映会名 上映活動分類 会場 周辺 

環境
上映頻度

27 山形県 山形市 おやこ映画の会　カンガルーのポケット 自主上映団体（会場借用） やまぎん県民ホール、フォーラム山形ほか
28 山形県 酒田市 庄内ドキュメンタリー映画友の会 自主上映団体（会場借用） 酒田市ひらたタウンセンター
29 山形県 酒田市 映画サークル　あるふぁ '85 自主上映団体（会場借用） 酒田市ひらたタウンセンター
30 福島県 会津若松市 会津新作シネマ上映会（オカダプランニング） 移動上映・移動興行 會津風雅堂 ＊
31 福島県 いわき市 湯本駅前ミニシアター Kuramoto 自主上映団体（自館） 湯本駅前ミニシアター Kuramoto 週4日
32 福島県 喜多方市 喜多方プラザ名画座 公共文化施設 喜多方プラザ ＊ 毎月
33 茨城県 水戸市 310+1 cinema project 自主上映団体（カフェ等） Café+zakka+gallery Minerva 毎月
34 茨城県 日立市 映画上映会 公共文化施設 日立市民会館
35 茨城県 牛久市 エスカードシネマクラブ

（ゆめまちネット 牛久市ボランティア市民活動ネットワーク）

自主上映団体（会場借用） 牛久市中央生涯学習センター 毎月

36 茨城県 ひたちなか市 悠悠映画塾（茨城県映画センター） 公共文化施設 ひたちなか市文化会館 毎月
37 茨城県 常陸大宮市 映画上映 公共文化施設 常陸大宮市文化センター
38 茨城県 神栖市 新作上映会 公共文化施設 神栖市文化センター
39 栃木県 真岡市 真岡市芸術鑑賞会映画会 公共文化施設 真岡市民会館 年7回
40 群馬県 桐生市 きりゅうシネクラブ 自主上映団体（会場借用） 桐生市内の各地
41 埼玉県 さいたま市 彩の国シネマスタジオ（埼玉映画ネットワーク） 自主上映団体（会場借用） 彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館ほか 月2回
42 埼玉県 春日部市 春日部親と子のよい映画をみる会 自主上映団体（会場借用） 春日部市中央公民館
43 埼玉県 深谷市 親子映画上映会 自主上映団体（会場借用） 深谷市民文化会館
44 埼玉県 越谷市 サンシティ名画劇場 公共文化施設 越谷サンシティ 毎月
45 埼玉県 和光市 シネサロン･和光 自主上映団体（会場借用） 和光市民文化センター
46 埼玉県 桶川市 桶川シアター（テアトルプロモーション） 公共文化施設 桶川市民ホール
47 埼玉県 長瀞町 名もなき名画館プロジェクト 自主上映団体（会場借用） コミュニティサロン キューノ
48 千葉県 千葉市 ちしろだい映画会 公共文化施設 千城台コミュニティセンター 隔月
49 千葉県 船橋市 ふなばしシネマクラブ 公共文化施設 船橋市民文化ホール 毎月
50 千葉県 佐倉市 旅するシネマ 公共文化施設 西志津ふれあいセンター 毎月
51 千葉県 東金市 映画上映会、TOGANEシネマ 公共文化施設 東金文化会館 ＊ 年6回
52 千葉県 勝浦市 Küste de シネマ（イウォレ京成） 移動上映・移動興行 勝浦市芸術文化交流センター Küste ＊ 毎月
53 千葉県 市原市 映画名作劇場 公共文化施設 市原市市民会館 年1回
54 千葉県 鎌ケ谷市 きらりシネマ 公共文化施設 きらり鎌ヶ谷市民会館 毎月
55 千葉県 君津市 映画上映会 公共文化施設 君津市民文化ホール 隔月
56 千葉県 浦安市 うらやすドキュメンタリーテーク 自主上映団体（会場借用） 浦安市文化会館
57 千葉県 印西市 文化ホール映画会 公共文化施設 印西市文化ホール
58 東京都 中央区 メゾンエルメス Le Studio 自主上映団体（自館） メゾンエルメス Le Studio 毎週末
59 東京都 目黒区 C/NE名画座 自主上映団体（カフェ等） C/NE 路地裏文化会館（レストラン） 毎月
60 東京都 杉並区 シアターバッカス 自主上映団体（自館） シアターバッカス 頻繁
61 東京都 豊島区 エイゼンシュテイン・シネクラブ 自主上映団体（会場借用） 文京シビックセンター
62 東京都 豊島区 シネマハウス大塚 自主上映団体（自館） シネマハウス大塚 毎月
63 東京都 板橋区 高島平ドキュメンタリー映画を見る会 自主上映団体（会場借用） 高島平図書館
64 東京都 府中市 TUFS Cinema 公共文化施設 東京外国語大学プロメテウスホール
65 東京都 調布市 調布シネサロン 公共文化施設 調布グリーンホール 毎月
66 東京都 国立市 くにたち映画館 自主上映団体（カフェ等） アグレアブル・ミュゼ（ギャラリー） 毎月
67 東京都 多摩市 キノコヤ 自主上映団体（自館） キノコヤ
68 東京都 渋谷区ほか 旅する映画館 café de cinéma 自主上映団体（カフェ等） 都内のカフェやバーなど
69 神奈川県 横浜市 シネマトトツカ 自主上映団体（会場借用） ONE FOR ALL 横浜
70 神奈川県 横浜市 横浜キネマ倶楽部 自主上映団体（会場借用） 横浜市旭公会堂 年4回
71 神奈川県 川崎市 サークルかざぐるま 自主上映団体（会場借用） －
72 神奈川県 川崎市 シネマ・カリヨン 自主上映団体（カフェ等） 溝の口 nokutica（シェアスペース）
73 神奈川県 鎌倉市 鎌倉で映画と共に歩む会 自主上映団体（会場借用） 鎌倉生涯学習センター
74 神奈川県 鎌倉市 かまくらシネマ 公共文化施設 鎌倉芸術館
75 神奈川県 茅ヶ崎市 シネマテーク茅ヶ崎 自主上映団体（会場借用） 茅ケ崎市立図書館
76 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎良い映画を観る会 自主上映団体（会場借用） 茅ヶ崎市民文化会館
77 神奈川県 座間市 県央シネマ 公共文化施設 ハーモニーホール座間 毎月
78 新潟県 上越市 上越映画鑑賞会 自主上映団体（会場借用） 高田世界館 年5回
79 新潟県 魚沼市 魚沼映画の専門店 公共文化施設 魚沼市小出郷文化会館 ＊ 毎月
80 富山県 富山市 富山映画サークル協議会 自主上映団体（会場借用） －
81 富山県 魚津市 新川シネマプラス ほとり座セレクト 公共文化施設 新川文化ホ－ル ＊
82 富山県 南砺市 メモリアシアター倶楽部 公共文化施設 南砺市井波総合文化センター　 ＊
83 富山県 南砺市 じょうはな名画座 公共文化施設 南砺市城端伝統芸能会館 ＊ 隔月
84 石川県 小松市 ウィークエンドシアター inうらら 公共文化施設 石川県こまつ芸術劇場うらら 毎月
85 石川県 加賀市 みにキネマ加賀 /加賀市映画を観る会 自主上映団体（会場借用） 加賀市文化会館
86 福井県 福井市 みに・キネマ福井上映会 自主上映団体（会場借用） テアトルサンク
87 福井県 福井市 ゆうあいシアター 公共文化施設 福井県生活学習館［ユー・アイふくい］ 毎月
88 山梨県 北杜市 北杜自主上映会 自主上映団体（会場借用） 八ヶ岳やまびこホール、須玉ふれあい館など
89 長野県 松本市 松本CINEMAセレクト 自主上映団体（会場借用） まつもと市民芸術館、松本市中央公民館 毎週末
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no. 都道府県 市区町村 上映会名 上映活動分類 会場 周辺 

環境
上映頻度

90 長野県 伊那市 赤石商店シネマスタジオ 自主上映団体（自館） 赤石商店 毎月
91 岐阜県 高山市 ワンコインシネマ 公共文化施設 高山市民文化会館 毎月
92 岐阜県 可児市 キネマ広場、ala映画祭 公共文化施設 可児市文化創造センター（ala）

93 静岡県 静岡市 清水映画サークル協議会 自主上映団体（会場借用） はーとぴあ清水 年6回
94 静岡県 静岡市 夢町座 自主上映団体（自館） 夢町座 年6回
95 静岡県 浜松市 新作映画上映（天竜光明会館） 移動上映・移動興行 なゆた浜北
96 静岡県 浜松市 新作映画上映（天竜光明会館） 移動上映・移動興行 雄踏文化センター
97 静岡県 浜松市 新作映画上映（天竜光明会館） 移動上映・移動興行 みをつくし文化センター
98 静岡県 掛川市 新作映画上映（天竜光明会館） 移動上映・移動興行 掛川市生涯学習センター
99 静岡県 下田市 映画上映会 公共文化施設 下田市民文化会館 ＊ 毎月
100 愛知県 名古屋市 シアター・カフェ 自主上映団体（自館） シアター・カフェ 頻繁
101 愛知県 春日井市 かすがい日曜シネマ 公共文化施設 文化フォーラム春日井 毎月
102 三重県 尾鷲市 せぎやまロードショー 公共文化施設 尾鷲市民文化会館 （せぎやまホール） ＊
103 滋賀県 大津市 子ども映画会 公共文化施設 大津市生涯学習センター 毎月
104 滋賀県 近江八幡市 G-NETシネマ 公共文化施設 男女共同参画センター ［G-NETしが］ 隔月
105 京都府 京都市 京都映画サークル協議会 自主上映団体（会場借用） 京都教育文化センター 毎月
106 京都府 京都市 ピースムービーメント実行委員会 自主上映団体（会場借用） ひと・まち交流館 京都
107 京都府 京都市 WOT（ワット＝What's On Thursday） 公共文化施設 同志社大学寒梅館ハーディーホール
108 京都府 京都市 映画上映会（京都映画センター） 移動上映・移動興行 京都市北文化会館
109 京都府 綾部市 中丹映画大好き劇場 公共文化施設 中丹文化会館 毎月
110 京都府 宇治市 宇治シネマ劇場 公共文化施設 宇治市文化センター 毎月
111 京都府 宮津市 みやづシネマ劇場 公共文化施設 宮津会館・みやづ歴史の館 ＊ 毎月
112 京都府 城陽市 パルクシネマ 公共文化施設 文化パルク城陽 年5-6回
113 京都府 長岡京市 映画上映会 公共文化施設 長岡京記念文化会館
114 京都府 八幡市 シネマ in八幡 公共文化施設 八幡市文化センタ－ 年4回
115 京都府 京丹後市 丹後映画大好き劇場 公共文化施設 京都府丹後文化会館 ＊ 毎月
116 京都府 木津川市 あじさいシアター 公共文化施設 木津川市加茂文化センター
117 京都府 精華町 けいはんな映画劇場 公共文化施設 けいはんなプラザ 隔月
118 大阪府 大阪市 プラネットプラスワン 自主上映団体（自館） プラネットプラスワン 週5日
119 大阪府 大阪市 つるみヒューマンシアター 公共文化施設 鶴見区民センター
120 大阪府 大阪市 あべのコミュニティシネマ 公共文化施設 阿倍野区民センター 隔月
121 大阪府 大阪市 ウィークエンドシネマ 公共文化施設 大阪平和センター［ピースおおさか］ 毎週末
122 大阪府 豊中市 とよキネマ 公共文化施設 豊中市文化芸術センター 隔月
123 大阪府 豊中市 すてっぷ映画上映会 公共文化施設 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 毎月
124 大阪府 茨木市 話題の映画＠茨木（大阪映画センター） 移動上映・移動興行 茨木市市民総合センター［クリエイトセンター］ 隔月
125 大阪府 富田林市 すばる映画祭 公共文化施設 すばるホール 年4回
126 大阪府 富田林市 とんだばやしシネマプラス 自主上映団体（カフェ等） じないまちLab.（貸しスペース） 毎月
127 大阪府 河内長野市 シネマ ｄｅ ラブリー（大阪映画センター） 公共文化施設 河内長野市立文化会館［ラブリーホール］ 隔月
128 大阪府 和泉市 弥生の風名作シネマ劇場 公共文化施設 和泉シティプラザ弥生の風ホール
129 大阪府 東大阪市 いこう！らむシネマ 公共文化施設 東大阪男女共同参画センター 年4回
130 兵庫県 神戸市 神戸映画サークル協議会 自主上映団体（会場借用） 神戸アートビレッジセンター 毎月
131 兵庫県 神戸市 KEN-Vｉ名画サロン、県美シネマクラシック 公共文化施設 兵庫県立美術館 ミュージアムホール 毎月
132 兵庫県 神戸市 なでしこ月曜シネマ 公共文化施設 西区民センター なでしこホール 隔月
133 兵庫県 神戸市 すずらん映画サロン 公共文化施設 北区民センター すずらんホール
134 兵庫県 姫路市 姫路シネマクラブ 自主上映団体（会場借用） 姫路市市民会館 年6回
135 兵庫県 明石市 明石シネマクラブ 自主上映団体（会場借用） 明石市生涯学習センター 年6回
136 兵庫県 芦屋市 いきいきシネマサロン 公共文化施設 芦屋市ルナ・ホール 隔月
137 兵庫県 芦屋市 多文化共生映画上映会、ヒューマンライツシアター、

ワンコインシアター
公共文化施設 芦屋市上宮川文化センター 毎月

138 兵庫県 伊丹市 伊丹ラスタ映画倶楽部 公共文化施設 伊丹市ラスタホール 隔月
139 兵庫県 加古川市 加古川シネマクラブ 自主上映団体（会場借用） 加古川総合文化センター 年6回
140 兵庫県 朝来市 マインホールシネマ 公共文化施設 生野マインホール ＊ 隔月
141 兵庫県 宍粟市 映画上映会 公共文化施設 山崎文化会館 ＊
142 兵庫県 加東市 かとうきらめきシネマ 公共文化施設 加東市滝野文化会館 ＊ 隔月
143 兵庫県 たつの市 サタデーシネマ 公共文化施設 たつの市総合文化会館［赤とんぼ文化ホール］ 毎月
144 奈良県 奈良市 ならシネマテーク 自主上映団体（会場借用） 奈良市内の会場（特定の場所はない） 毎月
145 和歌山県 有田市 紀文ホール映画会 公共文化施設 有田市民会館紀文ホール ＊ 年6回
146 和歌山県 田辺市 ふたかわ超学校 音楽室シネマ 自主上映団体（自館） ふたかわ超学校 毎月
147 和歌山県 かつらぎ町 映画のつどい 公共文化施設 かつらぎ総合文化会館［あじさいホール］ 年4-5回
148 鳥取県 鳥取市 鳥取コミュニティシネマ 自主上映団体（会場借用） 鳥取市民会館、鳥取県立博物館 毎月
149 鳥取県 米子市 米子シネマクラブ 自主上映団体（会場借用） 米子コンベンションセンター 年6回
150 鳥取県 湯梨浜町 ジグ・シアター ［jig theater］ 自主上映団体（自館） jig theater 毎月
151 鳥取県 大山町 ええがな大山 自主上映団体（会場借用） なかやま温泉館内　生活想像館わくわくホール 毎月
152 島根県 松江市 松江キネマ倶楽部 自主上映団体（会場借用） 松江市市民活動センター 年6回



0 7 0 Film Exhibition Yearbook | 2021

no. 都道府県 市区町村 上映会名 上映活動分類 会場 周辺 

環境
上映頻度

153 島根県 松江市 クララとクロダのひょっこりシネマ 自主上映団体（会場借用） 島根県民会館ほか
154 島根県 松江市 さんびるシアター 公共文化施設 松江テルサ 毎月
155 島根県 松江市 島根県民会館名画劇場 公共文化施設 島根県民会館 毎月
156 島根県 益田市 グラントワシアター 公共文化施設 島根県芸術文化センター［グラントワ］ 毎月
157 島根県 安来市 やすぎ名画シアター 自主上映団体（会場借用） 安来市民会館
158 島根県 雲南市 チェリヴァシアター 公共文化施設 雲南市木次経済文化会館［チェリヴァホール］

159 島根県 津和野町 ミニ上映会 公共文化施設 日原にぎわい創出拠点かわべ ＊ 隔週
160 岡山県 岡山市 岡山映画鑑賞会 自主上映団体（会場借用） 岡山県立美術館
161 岡山県 倉敷市 湊シネマ 公共文化施設 倉敷市玉島市民交流センター 毎月
162 岡山県 津山市 ベルフォーレシアター［まちなかシネマ］ 公共文化施設 ベルフォーレ津山 ＊ 毎月
163 岡山県 真庭市 中央図書館シアター月イチ映画会 公共文化施設 真庭市立中央図書館 映像シアター ＊ 毎月
164 岡山県 早島町 ハヤシネマ 公共文化施設 早島町 ゆるびの舎 毎月
165 広島県 広島市 広島映画サークル協議会 自主上映団体（会場借用） 広島県立美術館 年6回
166 広島県 広島市 Social Book Cafe ハチドリ舎 自主上映団体（カフェ等） Social Book Cafe ハチドリ舎（ブックカフェ） 毎月
167 広島県 呉市 呉映画サークル 自主上映団体（会場借用） 呉ポポロシアター 年6回
168 広島県 三原市 リージョン映画のつどい 公共文化施設 三原リージョンプラザ 毎月
169 広島県 福山市 福山映画サークル         自主上映団体（会場借用） －
170 広島県 三次市 きりりシネマ倶楽部 公共文化施設 三次市民ホール［きりり］ ＊ 毎月
171 広島県 東広島市 くららシネマ 公共文化施設 東広島芸術文化ホール［くらら］ 毎月
172 広島県 廿日市市 ウッドワンさくらぴあシネマ 公共文化施設 ウッドワンさくらぴあ 毎月
173 山口県 山口市 西京シネクラブ 自主上映団体（会場借用） 山口県教育会館 毎月
174 山口県 長門市 ルネッサシネマ～市民名画劇場 公共文化施設 ルネッサながと
175 徳島県 徳島市 徳島でみれない映画をみる会 自主上映団体（会場借用） 徳島市シビックセンター 毎月
176 徳島県 徳島市 土曜映画会 公共文化施設 徳島県立21世紀館 毎月
177 徳島県 鳴門市 なるとDeシネマ 公共文化施設 鳴門市うずしお会館
178 徳島県 小松島市 映画上映会、優秀映画観賞推進事業 公共文化施設 ミリカホール
179 徳島県 阿南市 あなんで映画をみよう会 自主上映団体（会場借用） 阿南市文化会館 年4回
180 徳島県 吉野川市 映画上映会 公共文化施設 吉野川市アメニティセンター 隔月
181 徳島県 美馬市 ミライズ映画祭 公共文化施設 美馬市地域交流センター（ミライズ） ＊ 隔月
182 香川県 高松市 映画の楽校 自主上映団体（会場借用） 香川県民ホール
183 香川県 高松市 高松シネマクラブ 自主上映団体（会場借用） 高松国分寺ホール 毎月
184 愛媛県 松山市 マネキネマ 自主上映団体（会場借用） 松山市男女共同参画推進センター コムズ
185 愛媛県 今治市 今治映画鑑賞会 自主上映団体（会場借用） －
186 愛媛県 宇和島市 美沼名画座 公共文化施設 宇和島市立コスモスホール三間 ＊ 毎月
187 愛媛県 宇和島市 パフィオ上映会、名作劇場 公共文化施設 宇和島市生涯学習センター ＊ 毎月
188 愛媛県 八幡浜市 映画上映会 公共文化施設 八幡浜市民文化活動センター ＊ 毎月
189 愛媛県 新居浜市 モモンガ映写室 自主上映団体（会場借用） あかがねミュージアム
190 愛媛県 伊予市 はぶ・ふぁんだんご お座敷上映会 自主上映団体（カフェ等） はぶ・ふぁんだんご（古本屋） 毎月
191 愛媛県 四国中央市 優秀映画観賞推進事業、ドライブインシアター 公共文化施設 観音寺市民会館 ＊
192 高知県 高知市 市民映画会 公共文化施設 高知市文化プラザ
193 高知県 高知市 県文シネマ日和 公共文化施設 高知県立県民文化ホール 毎月
194 高知県 高知市 ゴトゴトシネマ 自主上映団体（自館） 喫茶メフィストフェレスほか
195 高知県 土佐清水市 優秀映画観賞推進事業、新作映画上映 公共文化施設 土佐清水市立市民文化会館 ＊
196 福岡県 北九州市 北九州映画サークル協議会 自主上映団体（会場借用） 小倉昭和館 年6回
197 福岡県 福岡市 福岡映画サークル協議会 自主上映団体（会場借用） 福岡市男女共同参画推進センターアミカス 年5-6回
198 福岡県 春日市 ふれぶんシネマ倶楽部 公共文化施設 春日市ふれあい文化センター 毎月
199 福岡県 大野城市 シネマランド、キッズシネマ 公共文化施設 大野城まどかぴあ 毎月
200 福岡県 宗像市 ユリックス名画シアター 公共文化施設 宗像ユリックス 毎月
201 佐賀県 武雄市 たけお映画まつり、優秀映画観賞推進事業 公共文化施設 武雄市文化会館 ＊
202 佐賀県 鹿島市 映画上映会、優秀映画観賞推進事業 公共文化施設 鹿島市生涯学習センター［エイブル］ ＊
203 長崎県 大村市 シーハットシネマ 公共文化施設 大村市体育文化センター［シーハットおおむら］ ＊
204 熊本県 人吉市 人吉くま映画文化協会 自主上映団体（会場借用） －
205 熊本県 山都町 山都町よい映画を観る会 自主上映団体（会場借用） 山都町立図書館 ＊ 毎月
206 大分県 中津市 月イチ映画館、優秀映画観賞推進事業 公共文化施設 コアやまくに 毎月
207 大分県 佐伯市 ツキイチ映画 公共文化施設 さいき城山桜ホール ＊ 毎月
208 鹿児島県 阿久根市 映画上映会 公共文化施設 阿久根市民交流センター（風テラスあくね） ＊
209 沖縄県 沖縄市 ミュージックタウン・シネマ 自主上映団体（自館） ミュージックタウン音市場（ライブハウス） 頻繁




