
「シティライツ映画祭実績報告」 

 
第 7 回	 シティ・ライツ（City Lights）映画祭 

“自由な風に吹かれて” 
 

＜	 第 7回・シティライツ映画祭の趣旨とその報告	 ＞ 
 

 映画がみたいのに鑑賞がままならなかった視覚障がい者。映画の感動をすべての人とわか
ちあいたい映画ファン。その二つの願いを一つにして、 「シティ・ライツ」はバリアフリ
ー映画鑑賞の環境づくりを共に続けて参りました。 
	 今年のテーマは「自由な風に吹かれて」。固定観念に囚われない“自由な風”を共に感じ、

心の解放と幸せを実感できる、映画祭を目指して行き、「見えるものを言葉にして伝えあう」

そして「共に創りあげる」ことで、映画の感動を共有できる“当たり前”のバリアフリー

上映空間を、 多くの方々に体験していただきたいと思います。 
そして「視覚障がい者と共につくりあげる」ことで実現した、映画の感動を共有できる

素晴らしいバリアフリー上映の空間を、多くの方々に体験していただき、これからのユニ

バーサルデザインな社会づくりをイメージしていただく、有意義なイベントにしたいと思

いました。 
シティ・ライツ映画祭は、今回で幕を閉じさせていただきこれからは、新たな場所を構

え皆さんの想像を具現化する活動に励みます。この映画祭を通じ、人々がそれぞれの障害

を乗り越えながら、支え合い、共に生きる喜びを、実感していただけたと思います。 
 
バリアフリー映画鑑賞推進団体シティ・ライツ（ City Lights 正式名称）の概要 
 
「目の不自由な方々と共に映画鑑賞を楽しむことのできる環境づくり」を目的に、2001年
４月より、東京を拠点に活動を続けてきたボランティア団体です。」 
 
［団体会員数］正会員	 180名	 賛助会員	 22名	  
 
［主な活動内容］ 
 
・	 映画の視覚情報を言葉で説明する「音声ガイド」の研究・制作、上映会での発表 
・	 劇場公開映画を視覚障害者と共に観に行く「シアター同行鑑賞会」の開催 
・	 映画情報のサポート 
・  その他 PR活動 



「	 第 7 回シティ・ライツ映画祭	 」 の実績報告  
 
映画祭の実施概要 
 
イベント名：	 第 7回シティ・ライツ映画祭  —自由な風に吹かれてー 
 
主	 	 	 催：	 バリアフリー映画鑑賞推進団体	 シティ・ライツ 
 
後	 	 	 援：	 東京都／社会福祉法人 日本点字図書館／社会福祉法人 日本ライトハウス 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会	  
 
協	 	 	 賛：	 日本映像翻訳アカデミー／公益財団法人 川喜多記念映画文化財団／ 

	 	 	 花王ハートポケット倶楽部／花王株式会社／富国生命保険相互会社／ 
	 	 	 ライオン株式会社／スタンダードチャータード銀行／株式会社ダイイチ／ 
	 	 	 有限会社 読書工房 

  
協	 	 	 力：	 シネマ雄 
 
会	 	 	 場： 江戸東京博物館	 大ホール（墨田区）※大ホール	 定員数 446名 
 
日	 	 	 程： 2014年 6月 14日（土曜日） 
 
入	 場	 料： 前売り  1作品 800円／2枚セット券（2作品） 1500円	  
	 	 	 	 	 	  当日券	 1作品 1000円 
 
プログラム 
9：45開場	  10：45開演 
10：45～12：30『グォさんの仮装大賞』	  
＝休憩＝ 
14：00～17：10『きっと、うまくいく』（インターバル：20分の休憩） 
 
◇	 映画祭入場者概要 
	 	 	 入場者総数	 	 延べ 522名（内、視覚障がい者 104名） 
	 	 ※以下内訳 

 「グォさんの仮装大賞」      鑑賞者 210名（内、視覚障がい者 48名） 
 	 	 「きっと、うまくいく」	 	 	 鑑賞者 312名（内、視覚障がい者 56名） 



職業別データ	  
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アンケート集計結果 

 

 

 

映画祭を知ったきっかけ	

ポスター・チラシ	 知人から	 新聞・情報誌	

HP・ブログ	 SNS	   ML	  

その他	
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アンケート調査結果 2 

映画祭全体に関してのご意見・ご感想などをお聞かせください。 
 
 

いつもスムーズな運営にそのご

苦労に頭が下がります。 
 
このような機会がないとガイド

を知ることはなかったのでいい

体験でした。インド映画のおもし

ろさも初体験できて大変満足で

した。 
 
今回初めてシティ・ライツ主催の

映画を、音声ガイドつきでの鑑賞

を体験した。音声ガイドにも徐々

に慣れ、これはこれでおもしろい 
映画鑑賞だった。 
 
私にはほとんど縁がなかった視覚

障碍者の方々、考えてみたことも

なかったことを考えるきっかけと

なりました。まだ全く考えがまと

まりませんが、今回参加させてい

ただいてよかったです。 
 
 

 
「きっと、うまくいく」を観ました。こんなに笑ってこんなに泣いて、こんなにエンタメ

で、こんなに長い映画は初めてです。今日は楽しかった…来てよかったです。すてきな映

画祭でした！ 
 
インターバルにトークショーがあると楽しいですね。観客との一体感を感じてほのぼのし

ます。ふつうの映画館では決して味わえない雰囲気をこれからも大事にしてほしいです。 



 

映画祭当日写真	 
	 

（ボランティアスタッフ集合風景）	 	 	 	 	 	 	 （会場	 客席）	 

（音声ガイド用ラジオの配布）	 	 	 	 	 	 	 	 	 視覚障がい者に CD パンフを配布	 

（視覚障がい者もボランティアとして参加）	 	 	 （総勢 98 名の当日ボランティアスタッフ）	 

	 


