【映画バリアフリー化推進活動】

１）音声ガイド付き上映会の協力
シティ・ライツ では、視覚障碍者の娯楽文化の向上、ことに映画が手軽に鑑賞できる環境づくりをめざして、様々な
施設・行政・映画制作会社などに協力し、目の不自由な方々も一緒に鑑賞することのできる“音声ガイド付き”上映会
や映画祭の開催に協力しています。

（過去の実績）
2002.3 月

○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 調布映画祭 2002
『風と共に去りぬ』『男はつらいよ〜知床慕情』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2002.6 月

○早稲田大学人権教育委員会主催 バリアフリー上映
『風と共に去りぬ』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力
○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 シネサロン
『赤い夕日の渡り鳥』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション協力

2002.9 月

○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 シネサロン
『上を向いて歩こう』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション協力

2002.10 月

○ロゴス点字図書館チャリティ映画会
『山の郵便配達』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2002.12 月

○筑波大付属盲学校 映画鑑賞会
『ハリ−ポッターと秘密の部屋』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション協力

2003.3 月

○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 調布映画祭 2003
『 I am Sam 』『釣りバカ日誌２』『山の郵便配達』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2003.3 月

○日本点字図書館チャリティ上映会
『千と千尋の神隠し』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2003.4 月

○東宝・バサラ・ピクチャーズ音声ガイド付き興行
『星に願いを。』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2003.7 月

○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 シネサロン

『シコふんじゃった。』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション
2003.9 月

○日本点字図書館チャリティ上映会
『夢追いかけて』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2003.10 月

○ロゴス点字図書館チャリティ映画会
『小説家をみつけたら』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力
○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 シネサロン
『卓球温泉』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション
○「星に願いを。」音声ガイド付き DVD 発売！
シティ・ライツ制作の音声ガイドが DVD の音声トラックに入りました。
○アークビジョン株式会社 音声ガイド付き DVD
『ホーム・スイート・ホーム』
音声ガイド監修協力
○埼玉県庁主催 ユニバーサルデザインシアター
「ザ・カップ−夢のアンテナ」「ラスト・プレゼント」「星に願いを。」
音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2003.11 月

○イメージ・サテライト 音声ガイド付きデジタルシネマ制作・興行
『ウイニング・パス』
音声ガイド監修協力

2003.12 月

○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 シネサロン
『忠臣蔵』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション

2004.3 月

○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 調布映画祭 2004
『壬生義士伝』『ウォーターボーイズ』『ショコラ』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力
○日本点字図書館チャリティ上映会
『マイ・ビッグ・ファット・ウエディング』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2004.5 月

○三井広報委員会主催（電通・松竹協力）バリアフリー試写会
『天国の本屋〜恋火』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2004.6 月

○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 シネサロン
『伊豆の踊り子』

音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション
2004.8 月

○NPO 法人フットルース＆映像 NPO ボイス共催 国際バリアフリー上映会
『猟奇的な彼女』
音声ガイド制作・ライブナレーター・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

2004.9 月

○日本点字図書館チャリティ上映会
『ローマの休日』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力
○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 シネサロン
『竜馬の妻とその夫と愛人』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション

2004.10 月

○ロゴス点字図書館チャリティ映画会
『夏休みのレモネード』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力
○株式会社アイピーエム 音声ガイド付き DVD
『機関車先生』
音声ガイド制作・ナレーター協力

2004.11 月

○「天国の本屋〜恋火」音声ガイド付き DVD 発売！
シティ・ライツ制作の音声ガイドが DVD の音声トラックに入りました。

2004.12 月

○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 シネサロン
『細雪』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション
○NPO 法人埼玉映画ネットワーク主催 上映会
「ローマの休日」
音声ガイド放送オペレーション協力
○「機関車先生」音声ガイド付き DVD 発売！
シティ・ライツ制作の音声ガイドが DVD の音声トラックに入りました。

2005.1 月

○テレビ朝日サービス主催 三井生命保険株式会社協賛 バリアフリー上映会
『機関車先生』
音声ガイド放送オペレーター派遣・オペレーション協力

2005.2 月

○愛地球博 日本政府出展 長久手日本館・瀬戸日本館

映像展示音声ガイド

日本点字図書館から委託、PDA 端末の音声ガイド制作に協力
2005.3 月

○調布市文化・コミュニティ振興財団主催 調布映画祭 2005
『助太刀屋助六』『SABU-さぶ』『シカゴ』
音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力
○日本点字図書館チャリティ上映会
『スウィングガールズ』 音声ガイド制作・音声ガイド放送オペレーション・当日ボランティア協力

２）その他の推進活動

シティ・ライツでは、視覚障碍者も「映画を見たい！」と思っていること、そして実際楽しんでいること、ボランティア活
動のおもしろさ、ほんの少しの工夫でバリアのない社会が築けることを、多くの方々に知っていただきたいと思ってい
ます。そして、私達のような活動を展開するグループや、支援者が全国にたくさん誕生すること。また、私達の活動に
ヒントをえて、商品開発やコンテンツ制作を考える企業、イベントを企画する行政・施設などがたくさん誕生することを
願っています。

2001.10 月

バリアフリー映画に関するアンケート調査を実施

2001.11 月

（財）エース・ジャパン主催 上映フィルムネットワーク会議に参加。アンケートの調査報告を配付

2002.6 月

北区 ボランティア祭に参加

2002.9 月

（社）日本フィランソロピー協会主催 プレゼンテーションサミットにて活動を発表。第１位獲得

2002.10 月

コミュニティケア活動支援センター主催 プレゼンテーションにて活動を発表 第３位獲得

2003.1 月

MX テレビ「笑顔のお手伝い」に出演

2003.2 月

NHK 厚生福祉事業団 第 37 回 NHK 障害福祉賞 優秀賞受賞
NHK 教育テレビ「人間ゆうゆう」に出演

2003.4 月

調布市 ボランティアの集いに参加

2003.5 月

コミュニティケア活動支援センター主催 コムケアサロンにて発表

2003.5 月

映画音声ガイド制作講習会 第 1 期開講

2003.6 月

コミュニティケア活動支援センター主催 コムケアフォーラムに出展

2003.7 月

アクセスサポート協会 研修会にて 映画音声ガイドについて発表
映画音声ガイド制作講習会 第 2 期開講

2003.10 月

調布まちづくりの会主催 相互塾にて 講演「映画のある街 調布の将来」
映画音声ガイド制作講習会 第 3 期開講

2003.12 月

川崎市盲人図書館研修会にて
講演「見えなくても映画をー厳しい生活の中でこそ必要な娯楽」

2004.3 月

調布市 ボランティアの集いに参加

2004.4 月

映画音声ガイド制作講習会 第 4 期開講

2004.7 月

映画音声ガイド制作講習会 第 5 期開講

2004.8 月

三井物産主催サラリーマンボランティア ABC に出展、活動を紹介。

2004.9 月

全国音声ガイドボランティアネットワーク開設。（現在 16 団体参加）
TBS テレビ『風になる』出演 バリアフリー映画館をつくりたいと夢を語る。

2004.10 月

映画音声ガイド制作講習会 第 6 期開講

2005.2 月

日本製紙主催 働く人のためのボランティア入門 「ボラ窓」に出展、活動を紹介。

