
2005 年 活動実績 
 

１. 同行鑑賞会 
 

(劇場) 2005 年度 計 38 回 月平均 約 3 回 

 

３月２１日：恵比寿ガーデンシネマ 作品「ビフォアサンセット」 企画：うーたろう、松田 

３月３１日：ユナイテッド・シネマとしまえん 作品「オペラ座の怪人」 企画：堤・紺野 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

４月 ２日 ：ワーナーマイカル大宮 「ワンピース カラクリ城のメカ巨兵 企画：はるのぶ 

４月 ５日 ：恵比寿ガーデンシネマ 作品「きみに読む物語」 企画：うーたろう、福島、松田  

４月１０日 ：丸の内ＴＯＥＩ１ 作品「ワンピース オマツリ男爵と秘密の島」 企画：はるのぶ 

４月１７日 ：109 MM横浜 「ブリジット・ジョーンズの日記きれそうなわたしの１２ヶ月」 企画：紺野、うーたろう 

４月３０日 ：新宿ミラノ座 作品「アビエイター」 企画：うーたろう、松田、よっしー  

５月 ８日 ：ユナイテッド・シネマとしまえん作品「名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）」 企画：はるのぶ  

５月２２日 ：川崎チネチッタ 作品「Shall we ダンス？（ハリウッド版）」企画：飯田、清水、松田、うーたろう 

６月２５日 ：池袋シネマサンシャイン 作品「ビート・キッズ」企画：たらこ 

６月２６日 ：ユナイテッド・シネマとしまえん 作品「最後の恋のはじめ方」 企画：みぶ、堤 

７月 ３日 ：丸の内ＴＯＥＩ１ 作品「四日間の奇蹟」 企画：ノンちゃん、赤塚 

７月３１日 ：丸の内ＴＯＥＩ１ 作品「フライ，ダディ，フライ」 企画：はるのぶ 

８月  ７日 ：舞浜・ＡＭＣ１６ 作品「鋼の錬金術師 シャンバラを征く者」企画：はるのぶ                         

８月２０日 ：ユナイテッドシネマ豊島園 作品：「ヒトラー ～最期の１２日間～」  企画：堤、壬生 

８月２１日 ：ＭＯＶＩＸさいたま 作品：「劇場版ナルト 大激突！幻の地底遺跡だってばよ」 企画：はるのぶ                

８月２７日 ：川崎チネチッタ 作品：「亡国のイージス」 企画：たらこ  

８月２８日 ：丸の内ＴＯＥＩ１ 作品：「金色のガッシュベル！！ メカバルカンの来襲」 企画：はるのぶ 

９月 ３日 ：舞浜AMC 16 作品：「スターウォーズ・エピソード３ シスの復讐」 企画：リーダ＆パダワンチーム 

１０月 ２日 ：舞浜・ＡＭＣイクスピアリ１６ 作品「容疑者 室井慎次」 企画：森川、壇 

１０月１０日 ：ユナイテッド・シネマ豊島園 作品「頭文字Ｄ」 企画：はるのぶ  

１０月１６日 ：川崎チネチッタ 作品「ルパン」 企画：徳江、うーたろう  

１０月１６日 ：川崎チネチッタ 作品「容疑者 室井慎次」 企画：森川、壇 

１１月 ５日 ：ワーナーマイカル新百合ケ丘 作品「この胸いっぱいの愛を」 企画：めえたん、清水 

１１月１３日 ：丸の内ＴＯＥＩ１ 作品：「まだまだあぶない刑事」 企画：はるのぶ 

１１月２０日 ：ユナイテッド・シネマとしまえん 作品：「私の頭の中の消しゴム」 企画：壇 

１１月２７日 ：舞浜・ＡＭＣイクスピアリ１６ 作品：「私の頭の中の消しゴム」 企画：壇 

１２月  ４日  ：川崎チネチッタ 作品 「ALWAYS 三丁目の夕日」 企画：DCクラブC 班 

１２月１１日 ：銀座シネスイッチ 作品「カーテンコール」 企画：ノンちゃん、清水 

１２月２４日 ：舞浜・ＡＭＣイクスピアリ１６ 作品：「ＮＯＥＬ」 企画：もりかな、松田 

１２月２９日 ：川崎チネチッタ 作品：「あらしのよるに」 企画：檀  

１月 ４日：シネスイッチ銀座 「ニュー・シネマ・パラダイス」 企画：ノンちゃん 

１月 ９日：ユナイテッド・シネマとしまえん「ブラック・ジャックふたりの黒い医者」 企画：はるのぶ 

１月２９日：川崎チネチッタ 「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」 企画：たらこ、めえたん 

２月１２日：渋谷東急 「博士の愛した数式」    

２月２５日：ユナイテッド・シネマとしまえん 「ＴＨＥ 有頂天ホテル 」 企画：はるのぶ、檀 

２月２６日：川崎チネチッタ 「ＴＨＥ 有頂天ホテル」 企画：はるのぶ、檀 

３月１９日：川崎チネチッタ 「県庁の星」 企画：トム、篠田 

３月２１日：UC としまえん 「真救世主伝説・北斗の拳／ラオウ伝・殉愛の章」 企画：はるのぶ 

３月２５日：川崎チネチッタ 「シリアナ」 企画：うーたろう、徳江 



 

 

 (田町障害者福祉会館) 2005年度 計11回  

 

３月２０日 作品「恋人までのディスタンス」 企画：松田、川手、清水 ※早稲田大学にて 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

４月 ２日 作品「ブリジット・ジョーンズの日記」 企画：平野、うーたろう 

５月 ４日 作品「スウィングガールズ」 企画：はるのぶ 

５月１５日 作品「Shall we ダンス？（日本版）」企画：飯田、清水、松田、うーたろう 

８月１３日 作品：「火垂る（ホタル）の墓」「黄泉がえり」企画：清水、森川 

８月２１日 作品：「スター・ウォーズ４，５，６」 企画：リーダ＆パダワンチーム  

８月２８日 作品：「スター・ウォーズ１，２，クローン大戦」 企画：リーダ＆パダワンチーム 

９月２３日 作品：「踊る大走査線」テレビシリーズ 第１話〜第７話 企画：森川・檀 

９月２４日 作品：「踊る大走査線」テレビシリーズ 第８話〜最終第１１話＆２時間スペシャル 企画：森川・檀 

11 月 6 日 作品「あぶない刑事」 企画：はるのぶ 

11 月 20 日 作品「ビートキッズ」 企画：たらこ 

 1 月 28 日 作品「亡国のイージス」 企画：たらこ 

 

 

 

２. 音声ガイド制作・上映協力 
 

■ 外注制作・上映協力 

・ 7 月 17 日 「耳をすませば」 主催：「耳をすませば」１０周年記念上映会実行委員会 

・ 8 月 6 日 「コーラス」 主催 財団法人 大阪府地域福祉推進財団 

・ 9 月 11 日 「亡国のイージス」 主催：配給 日本ヘラルド／シネプレックス平塚 

・ 12月  3日  「父と暮せば」 主催・共催：調布市原爆被害者の会（調友会）他 

・ 12 月 18 日 「皇帝ペンギン」主催 財団法人 大阪府地域福祉推進財団 

・ 12月24日   「機関車先生」 主催 財団法人 大阪府地域福祉推進財団 

・ 1月21日    「ベアテの贈り物」主催：厚木市男女共同参画課 

 

■ 点字図書館チャリティ映画会 

・ 9月21日 「I am Sam」 主催：日本点字図書館 

・ 10月6日 「ブラス！」 主催：ロゴス点字図書館 

・ ２月１日 「星になった少年」 主催：日本点字図書館 

 

■ 調布市上映会 （主催：調布市文化コミュニティ振興財団） 

・ 7 月 15 日 「ああ、ひめゆりの塔」  

・ 10 月14日  「青い山脈」 

・ 1月13日  「精霊流し」 

・ 3 月 4 日・5 日(映画祭) 「ハウルの動く城」「アラビアのロレンス」 「隠し剣 鬼の爪」「コーラス」  

 

■ さいたま上映会 （主催：埼玉映画ネットワーク 協力：音声ガイド付き映画研究会サム） 

・  4 月 16 日 「誰も知らない」          

・  8 月 19 日 「父と暮せば」 

・ 10 月 27 日 「隠し剣 鬼の爪」         

・ 12 月 15 日 「村の写真集」 

・  3 月 11 日 「コーラス」 



 

 

３. 市民講座 
 

・ 豊島区区民講座 6月27日〜9月19日 受講者16名 課題 「麗しのサブリナ」 

・ 埼玉県主催 講座   10月５日〜12月14日 受講者 27名 課題 「いま、会いにゆきます」 

・ 江東区古石場文化センター 1月11日〜3月29日 受講者29名 課題「二十四の瞳」 

 
 

 

４.  映画バリアフリー化推進活動 

 

（PR活動） 

4月17日： 調布ボランティアの集いへ参加・展示 

7月20日： 日本サムスンボランティアフェアへの参加・展示 

 

（調査研究活動） 

10月〜3月：文化庁委嘱事業 「視覚障害者の映画鑑賞要望に関するアンケート調査／海外事例研究」 

 
 

 

５.  その他 

 

・ シティ・ライツ・シネマ・クラブ（CLC） 

   管理＝総務（清水）  

   内容：イベント情報・映画情報等の交換、感想アップ 

       ＊映画情報のサポート（DVD／テレビ）＝ライティングボランティア 

 

・ ディスクライバーズクラブ（12 月まで） 

   統括＝制作部（川手・堤）  

   内容：音声ガイド制作者の募集・進行／ライブ練習会 

 

・ 誘導ボランティアネット（10 月まで） 

   管理＝代表（平塚）  

   内容：誘導ボランティアの募集 

 

・ カツドークラブ（11 月から） 

＊ 誘導ネット・ディスクライバーズクラブ・ライティングボランティアを統合 

   管理＝代表（平塚）  

   内容：各種ボランティアの募集、情報交換 

 

・ 全国音声ガイドボランティアネットワーク（OGVN） 

   管理＝代表（平塚） 

   内容：イベント情報の交換、ノウハウの共有 


