
KAWASAKIしんゆり映画祭

市民（みんな）でつくろう
「子どもと楽しむ映画祭」
アンケート＆座談会レポート

座談会ご協力団体

グリーンバード
新百合ヶ丘チーム

原宿表参道発の街のおそうじプロジェ
クト「グリーンバード」。新百合ヶ丘
チームは地域に住み活動するママが中
心となり、お子さんからシニアまで幅
広い年代の方々と毎月第3日曜日に駅
前清掃活動を実施しています。

Link mama

ママの孤立をなくす為、ママとママ、マ
マと地域を繋ぎ、互いに学び合いながら
地域の親子の暮らしと心が豊かになる為
の活動を行っています。川崎市の委託事
業・地域子育て支援センターちよがおか
とかきおを運営。

ロコっち
新百合ヶ丘

ジモトがもっと好きになる発見サイト。
小田急線新百合ヶ丘駅周辺の地域・店
舗・イベント情報のほか、地域レポー
ター視点で新百合ヶ丘（麻生区）の様々
な景色をHPとSNSでお届けしています。

かわさきママのわ
事務局

南北に広い川崎で活動するママ団体を繋
ぎ、川崎７区の子育て支援団体の活動を
多くの方に知ってもらうために、イベン
ト開催や、冊子の発行を行っています。
「かわさきママのわ」で検索して、ぜひ
近くの活動に参加してみてくださいね。

ちょうど観たかった映画に保育付きだと書
いてあった時はガッツポーズしました。
何 度 も お 世 話 に な っ て い ま す 。
観たかった映画を上映期間中に、映画館で、
1人で観られる満足感を糧に育児していま
した。あの2時間がなかったら、数ヶ月子
どもに優しくできなかったかもしれない。
保育付き上映は本当に助かりました。

子どもを産んでから中々映画館に行くこと
がままならず、ストレスが溜まっていたので、
ありがたかった。海外の子ども達と我が子が
楽しそうに遊んでいる姿がうれしかった。

保育付き上映

1997年、中途視覚障がいの方から「映画の場面説明もイヤホンで聴けないだろうか？」と問い合
わせの電話がかかってきたことから、手探りで副音声イヤホンガイドの制作・上映をはじめました。
その後、聴覚障がいの方は、字幕のある外国語映画と違って、日本映画を観る機会が少ないと知り、
日本映画に日本語字幕を付け、育児中でも劇場で映画が観たいという方のため、保育付き上映をは
じめました。
四半世紀の時を経た今、「ご要望を改めてお聴きし、皆さんと一緒に映画祭をつくっていきた

い」そんな思いから、まずは、保育付き上映のニーズ、お子さんやファミリー向けの上映・イベン
トについてアンケートを実施。「今まさに子育て中」「お子さんが大きくなった」「お孫さんがい
らっしゃる」皆さんから、たくさんのご意見やご要望をお寄せいただきました。
さらに、地域で活動する団体、お父さんお母さんからお話を伺う会を開催しました！

ーご利用者の声ー

お子さんの対象年齢：6か月～満4歳
人数：合計5名（先着順）
諸費用：200円
事前予約あり・保育アンケートあり

保育ボランティアグループ「ジャンケンポン」のご協力
映画祭だけでなく、川崎市アートセンターの年間事業として定着

お子さんを預けることに抵抗感がある

預けてまで観たい映画がない

観たい映画は配信で観る

お子さんの体調など事前予約できない

預ける手間が面倒

子どもが小さいときに知っていたら、利用した
かった。もう預けなくても一緒に観られる

アンケートご回答者

映画祭：まずは保育付き上映についてお伺いします。
ご利用されたことがあるか、利用してみたいか・みたく
ないかなどお聴きしたいです。

N：「保育付き上映」があるということをほ
とんど知りませんでした。「保育付き」があると
いうことを聞くと、自分が観られるものも増えると思い
ました。今は子どもを保育園に預けることができている
ので、自分が観に行ける時間帯を選ぶか、土日に子ど

もと観られるものを選ぶかですが、「保育付き」を
知ったことで「利用してみたいな」と思い
ました。でも、「保育をしてもらっている」と思うと、少
し子どものことが気になっちゃう気持ちもあります。

M：それは私も思いました。子どもの年齢にもよると思
います。すごく小さいとき、0歳とか1歳だと、すごくあり
がたいんですけど、映画（上映中）の2時間預けるのっ

て、ソワソワしてしまいそう。子どもが小さいうち
は、気兼ねなく、子どもがワーワーしても
一緒に観られる環境があるほうがいいな
とも思います。

映：（子どもが）目の届くところにいるみたいなこといい
ですよね。

M：完全に離れるのを、いきなりお願いするのに、ハー
ドルがあります。

N：子どものことが気になって、映画に集中できない可
能性もあるなと思います。子どもがしゃべれるように
なったら、逆に喋られたくないので、別室のほうがいい
です。

M：自分に6か月の子がいたら、1時間くらいまでだっ
たら…でも、6か月だったら、預けちゃうよりも、薄明か
りの残っている会場で一緒に観られるほうがうれしい
ですね。何歳からだと預けるかな？4，5歳だったら、2
時間の映画で預けるのは、本人が「ここで遊んでられ
る」というのがあれば、気兼ねなく行けると思いますし、
お友達同士で申し込んで、「〇〇ちゃんと一緒に遊ん
でられるから」みたいなことができると思います

N：友達がいたら、2時間くらいでも「お母さんもう
帰ってきた」ってなりそう。ママとしても 友達と一緒
に観られて、感想を言い合えるのもいいですね。

F：お聴きしてたのと全く同じで、預けてるとソワソワ
しちゃうというので、預けてまでは観ないというのは

同じかなと思います。子どもとはじめて映画
を観に行くときは、「泣くんじゃないか」
とか「いつまでもお菓子食べていたい」
とか言うのではないかと、映画館に行く
ハードルが高いこともあるので、「はじ
めての映画体験」みたいに、「一緒に
映画館体験できるよ」という会のほう
が、うれしい。一緒に楽しめるよというほうを利
用してみたいなと思います。

映：Link mamaさんの保育はどういう形なんでしょ
うか。

F：見える場所での保育ですね。同じ部屋でママは
離れてワークショップを受けているんですけど、なん
かあったら「ママ～」って来ることができる状態の保
育です。時間も15分ほどなので、映画祭の保育と
は状況は少し違うかなと思います。

映：「見える場所で」「長さ」というのは、先ほどおっ
しゃったことを考慮して決められたのでしょうか。

F：もともと提供できるサービスとママたちが利用で
きる金額とから設定したものですが、お子さんにとっ
ても、お母さんにとっても安心な、別室ではなく「同
室」での保育があり、気軽に行ける状況でワーク
ショップしてます。

「かわさきママのわ」事
務局 中村さん（N)、「グ
リーンバード新百合ヶ丘
チーム」副代表 田中さ
ん（M)、「Link mama」
副代表 藤井さん（F)、
「ロコっち新百合ヶ丘」
編集長 佐藤さん（S)。
そして、子そだて世代の
映画祭スタッフ

座談会

保育付き上映の利用
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ことが
ない

知らない

利用したことがある



次世代の「つくるひと」・「みるひと」・「みせるひと」を育む活動を行っています

KAWASAKIしんゆり映画祭は

「映画とともに まちとともに」

バリア
フリーな
社会の
実現

次世代
育成

映像の
まち
づくり
地域連携

市民
参加

市民スタッフが
企画・運営を担う

みんなで一緒に
劇場で映画を楽しむ
場つくり

こどもシアター・
野外上映会・
ジュニア映画制作
ワークショップ

行政・民間・非営利団体・
地元大学などとの連携

しんゆりこどもシアター

S：保育というのは未就学児の子どもたちまでをみ
ていただいているんですか？

映：6か月から4歳までのサービスです。

M：そうすると、うちは5歳だから、そうするともう…。

映：保育付き上映の見直しも考えていますので、ご
意見として6歳ぐらいまでがいいとかおっしゃってい
ただければ。

S：2歳ぐらいからイヤイヤ期みたいなのがあって、し
ばらくは続きますけど、そこから落ち着いてって考え
ると、やっぱり年齢的には未就学の子たち、年長さ
んまで行けると、ママもなんとなく利用しやすいかな
と思います。部屋は違うフロアになるんですか？

映：映画祭は川崎市アートセンターで開催していて、
2階が劇場、3階のスペースにふわふわマットを敷
いて、小さいおうちみたいなのもあって

S：楽しいですね！

映：保育ボランティア団体「ジャンケンポン」さんに
ご協力いただいています。事前にアンケートして、難
しいお子さんとかだと、お聴き取りしておいて、離乳
食等も持ってきてもらってというサービスです。

S：なるほど。じゃあ、本当に赤ちゃんから6歳ぐらい
までいちゃうと、全然体の大きさが違って危険だか
ら仕切るとかしてやらないと、っていうのはきっとあり
ますよね。

映：そうなんです。安全とサービスとの兼ね合いもあ
り、利用者は最大5名までと制限があります。

S：全然違う視点なんですけど、今、話を聞いただけ
で、ふわふわマットがあって、おうちがあって…って、
むちゃくちゃ楽しそうだということをはじめて知ったの
で、それを麻生区のママさんたちに ぜひお伝えし
たいなっていうのはすごく思いました。写真があると、
全然安心感が違うと思います。

N：子どもに見せて、「こんな楽しいところだよ」って
言ったら「あ、行きたい」って言うかもしれない。

M：確かに、それがないと、単に「ヤダ！」みたいな…。
預けられるのヤダって思っちゃう感じも。

N：そうなると、楽しい雰囲気だからこそ、もうちょっと
年齢層が上の子まで保育をしてもらったほうがいい
かもしれないですね。

映：保育の時間帯についてお聴きします。例えば、子
どもの生活サイクルから預けたくない時間帯とかあ
りますか

Ｎ：おなかがすく時間は預けたくないなっていうのは
あります。昼ごはんが11時とか、早いので。なんで
子どもはこんなに昼ごはんが早いんだろう（笑）。

Ｍ：ちょうど昼寝時間なんですけど、午後だと難しい
…。

Ｎ：9時ぐらいからスタートして11時前とかに終われ
るといいですね。ちょうど子どもと会ったときに「お母
さん、おなかすいた」「じゃあ食べに行こう」が流れ
的にはいいですね。

映：映画祭でもアートセンター３Fに、地域のお店に
来ていただいて、カフェを開設した年もありました。
今後また再開したいです。

なつやすみ野外上映会

夏休みの夜に小学校の校庭で開催
ファミリーで楽しめる映画の上映
屋台やゲームコーナーやワークショップ
入場無料

お子さん向けの映画
ファミリーで楽しめる
イベントもあり
親子割引
子ども料金無料等

映：「劇場デビュー」というお話もあったのですが、配
信もある中で、劇場に行って観たいという場面や、
「はじめての映画体験」のようなものを映画祭が企
画していくならどういうことをやっていけばいいかお
聞きできればと。どういう映画を観たいかというのも
ありますし、劇場に行って観たい理由とか、劇場を体
験させたいというのもあると思うんですけど。

F：個人的には、「昔、映画館で観て良かったけど今
映画館で観られない」というものを子どもと一緒に観
たい…例えば私だと世代的に『E.T.』観たなとか
『グーニーズ』観たなとか…すごく映画が好きだった
ので。その映画を今はソフトで家で観るしかないから、

映画館ならではの音とか映像の迫力っ
て、全然違うじゃないですか。それがまた
子どもと観られるってなったら、観たいな
と。もう子どもと一緒にっていう年齢ではないのです
けど。昔の映画館で観たものをまた観たいっていうの
は、ものすごくありますね。あと映画館で観たことがな
い作品とか。DVDとかでしか観たことないものが観
られるっていうのは、「ならでは」と思いますね。

映：以前一度ご自身で観て、良かったものをもう一度
お子さんと観てみたいという。

F：そうですね。「わかってるもの」を。

映：「共有したい」っていうことですよね。

M：確かに、自分自身もテレビの画面でしか観たこと
がないディズニーのアニメとか昔の映画とかも、映画
館で観たらどうなんだろうっていうのは、すごく思いま
す。

N：私、最近、『竜とそばかすの姫』を（配信で）観た
ら、竜とそばかすのパーツが小さすぎて、映画館で観
ないと小さいところの文字とか臨場感が全然伝わっ
てこない。これが映画館だったら！っていうのはすごく

ありました。「（公開時は）子どもがベビー
でちょっと行けなかった」というのもある
じゃないですか。映画館で観られていた
ら、これは絶対すごかった！って思う映画
とか。映画リクエストもやったことあるんですか？

映：以前は、「お客さんリクエスト」を受けたこともあ
ると聞いています。最近ちょっとやれていないですが、
お声があれば、やっていきたいですね。

S：(映画祭上映作品は) わりとマニアックな作品が
多いっていうイメージがあって。

映：おっしゃる通りです（笑）
やはりスタッフに、ひとひねりしたいっていうのがある
んですかね（笑）

S：イオンではやらないようなものをってありますよ
ね？

映：「皆さんもう既にご覧になってるでしょ」みたいな
気持ちもかもしれないです。川崎市アートセンターも

ありますし。でも、今お話を伺って、「観たものこ
そ、また観たい」、配信で観ても、「映画
館でこそ観たい」という視点をいただきました。

M：体験っていうことで、「こういうのあったら」って
思ったのは、小学校の息子が、今「お仕事体験」に
すごく反応が良くて「やってみたい」と食いつきがい
いんです。息子は、あんまり映画に興味があるタイプ

ではないんですけど、「映画館の裏側が見ら
れる」、「映写機がこうなっている」とか、
「こうやって動かす」とか。例えば「チ
ケットもぎり体験」や「一日スタッフを
やってみる」みたいなのだと、映画に興味の
ない息子でも、ちょっとやってみたいって言う気がす
るんですよね。一緒に映画に行きたいんですが、息
子は本当に映画に興味がなくて、なかなか一緒に
行けないので、そういう体験があって、「じゃあお兄
ちゃんはそっちの体験があって、娘と私はお客さんと
して行って、チケットもぎりはお兄ちゃんがしてくれて
…」みたいな感じで一緒に観られるとかだと…上映
の時には息子も一緒に観るとか。ちょっと見え方が
変わるかなと。

映：実は、映画祭には「ジュニア映画制作
ワークショップ」もありまして、作るほうに興味
あるのでしたら、どうぞ。

M：チラシを見て、いろいろありましたよね、アニメー
ションを作るとか、それも映画祭さんなんですね。

映：日本映画大学さん、川崎市アートセンターでも
ワークショップをされています。

S：私、野外上映会が大好きで、今年は3年ぶり
とかですよね？その流れで言うと、スペースも、めちゃ
くちゃ大事だと思うんです。海老名のほうでドライブイ
ンシアターをやってるのに、すごく興味があって、「家族
で」「車の中で」観られるっていう。こういう時期だか
ら、小さい子がいてもお弁当とかお菓子とか食べなが
らワイワイ観られるし、すごく興味があって。いつか、誰
かしらやらないかなって(笑)

映：麻生区でどこか広いところないですかね。

M：すごく記憶に残る。私も子どものとき家族で行って、
すっごく覚えてる。
普通に映画館に行って観た以上に記憶に残ってて。
映画は全然、子ども向けじゃなかったんですけど

一同 (笑)

映：なるほど、その場合は「子ども向け」じゃなくても、
「体験」で持って行けるという…。

M：「体験」と「思い出」になってます。不思議だった。
ラジオから流れてくる映画が観れて。

映：やりたいですね。駐車スペースにスクリーンが張れ
れば。

S：昨年うちの子どもだけでイオンシネマに行ったんで

すけど、「子どもとの映画デビューDay・はじ
めての映画体験」があっても良いのでは？。
で。親は入口まで、ある程度大きい小学生
くらいの子どもだけで観る。親はその間ゆっ
くりできるというのは。

映：なるほど。逆にお子さんだけの日を作る。それが保
育になっている。

M：「（子どもが）泣いてもOK」という表示
があったり、初めに出ると安心。

N：「今日はファミリー時間です」とか、子どもが泣いて
もすぐ出られる席にしておいてもらえると安心。

映：そういうことを許容できる空気をつくるように、上
映の最初に案内するということですよね。

映：お子さんの反応は、劇場ではじめて観たときは、配
信で観るときなどとは、違いましたか。

F：全然違いますね。特別なところに行くという
感じ。「足をぶつけない」など社会のルールを意識し
ないといけない。いい悪いではなく、そういうのもあり

ますし。映画は日常でありつつ、特別なもの
であってよい。子どもにとって大人の階段
のような感じ。

映：ちょっとおとなしくしなきゃも体験

F：ちょっとおめかしもあるし。 特別な感じは、今でも
一つの娯楽として娘、息子に根付いています。何かあ
ると、友達と「映画に行こう」となっています。

S：小学生くらいになると、アニメなどを友達と観に
行くようになります。自分自身は、大人向けの方をよ

く覚えています。少し年齢が上がると、大人も
楽しめるお兄さんお姉さんっぽい作品を
観たほうが心に特別感を持って、思い出
として残ると思います。

映：小学生のころに行った映画は覚えていますね。
アニメよりも強烈なインパクトがありました（笑）

N：家だと集中しなくなるが、映画館という空間だと、
普段選ばないような映画でも集中して観るから、そ
の分、記憶に残りますね。

映：映画館に来ていただければ、そういう体験にな

る。劇場に来ていただくまでのハードルを
下げるようなしくみや雰囲気を映画祭で
つくっていくことが重要なんですね。

M：配信は途中でとめることができ、いつでも観られ
る。身近になったのは良いことです。だからこそ配信
作品でも観きれていないものがたくさんあるのに、
映画館にわざわざ行くというのが選びにくくなって

いて、時間やお金もかかるので。子どもに映画
館に行く良さをどうしたら伝えられるのか
と思っています。映画館を体感はさせたい。親が
いいと思った作品に連れて行くのはパワーがいりま
す。子どもがいいと言わないとなかなか行きにくい
ので。

映：作品の魅力もあるが、映画祭はリーフレットなど
は大人向けコメントになっています。お子さんに興味
を持ってもらえるようなやさしい言葉で書いたり、こ
う言うところがおもしろいよなど、お子さんが興味を
持つようなチラシを作って置いてみたいと思います。

N：小学校で配布されるものは「お子さんどうぞ」と
いうもの。逆を言うなら、小学生はごめんなさいの作
品は明記してもらいたい。どれに連れていったらご

迷惑にならないか気にしている。「子ども歓迎」
「子ども歓迎でない」ははっきり表示して

いたほうがいいです。そこがきちんとわかるほ
うが、連れて行きやすいです。集中して観ている人の
時間は、守ったほうがいいと思っているので。

映：そうですね。映画祭でもご案内などをしていきた

いと思います。最後になりますが、皆さんの活動
と映画祭がご一緒できることがあればと
思っています。

（この後、さまざまな素敵なアイディアをいただきまし
た。ここではまだ内緒としておきます。どうぞお楽しみ
に）

話は尽きませんが、そろそろクローズとさせていただ
きます。たくさんヒントをいただきました。実現するに
あたっては協力いただくこともあるかと思いますが、
どうぞよろしくお願いします。
大変貴重なご意見ありがとうございました！

これまでも、そして、これからも
「皆さんのお声がつくる」映画祭です！

劇場に行くこと

体験としての映画


