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11 月 10 日いい点灯(11.10)の日は、みんなでおもいやりライト！ 

アトリエ・シエスタによるおもいやりライト応援ムービー 
『おもいやりが舞い降りたある街のお話』が完成！！ 

~ A story of a town filled with OMOIYARI - kindness and warmth ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 年 11 月 10 日(金)から公開 
同日、長崎と新潟で「点灯呼びかけアクション」の実施が決定 

	 	

	⼣⽅の安全を創造するおもいやりライト運動事務局（所在地：神奈川県横浜市中区）は、「いい点灯
の⽇」と制定した 11 ⽉ 10 ⽇(⾦)に、アトリエ・シエスタが制作したおもいやりライト運動コラボム
ービー『おもいやりが舞い降りたある街のお話』を公式 WEB サイトで公開します。 
 
 ヘッドライト早期点灯による安全で美しい⼣⽅の創造を⽬指し、社会を巻き込みながら情報発信を
⾏っているおもいやりライト運動は、これまでの活動の中で出会った様々な⽅々とあたたかくつなが
りながら、さらに活動の輪を全国に広げています。 
 このたび公開する新作コマ撮りアニメーション『おもいやりが舞い降りたある街のお話』は、2012
年に事務局スタッフが宮城県⽯巻の被災地訪問でお会いした SIESTA さんとの再会をきっかけに、今
春開催した⼣⽅安全創造サロンでの応援ライブ出演を経て、おもいやりライト運動とアトリエ・シエ
スタとのコラボレーションが実現することとなりました。同事務局では、新しいコンセプトムービー
として『おもいやりが舞い降りたある街のお話』を、道路を共有する⽅々（歩⾏者・⾃転⾞乗り・ク
ルマのドライバーなど）に鑑賞いただき、相⼿に対する「おもいやり」の⼤切さを伝えたいと考えて
います。 
 また公開同⽇の⼣刻、⻑崎⼤学と新潟⼤学、そして福井県鯖江市の⻄⼭公園にて「点灯呼びかけア
クション」がそれぞれの主体により開催、⾏き交うクルマのドライバーに早めのヘッドライト点灯を
呼びかけるパネルアクションや、トークショーなどが⾏われます。 
 おもいやりライト運動は、11 ⽉ 10 ⽇「いい点灯の⽇」をきっかけに、⽇本全国で安全かつおもい
やりに満ちた街・地域づくりに寄与する主体を応援しながら、交通事故の削減を⽬指して⾏きます。 
 メディアの皆様にはこの活動にご注⽬いただき、ぜひお取り上げいただきたければ幸いです。 
 
※	同事務局は、「⼣⽅おもいやりの街プロジェクト」として、主体的に活動する団体やグループを応援し、⼀

緒に取り組むなど積極的にサポートを⾏っています。http://www.omoiyari-light.com/CITY/ 
	
■	作品名：『おもいやりが舞い降りたある街のお話』 
■	公開⽇：2017 年 11 ⽉ 10 ⽇ 
■	制 作：アトリエ・シエスタ（ATERIER SIESTA） 
■	協 ⼒：おもいやりライト運動 
■	U R L ：http://www.omoiyari-light.com 

 
◯ アトリエ・シエスタ(ATERIER SIESTA) ▶ ︎http://atelier-siesta.cdx.jp/index.html 

SIESTA のメンバーAkane が作る人形によるコマ撮りアニメーション作品と SIESTA によるオリジナル音源の動画コンテンツ作品を
「シエスタニメーション」とし、「人形」・「音楽」・「アニメーション」の３要素で構成。SIESTA とは、Jun(Violin)と Akane(Accordion)が
「空間と音楽」をコンセプトに、1992 年パリで結成したバイオリンとボタン式アコーディオンのデュオ。フランスの街角を彷彿とさせ
る独自のサウンドとスタイルで演奏活動を行ないながら、映像作品を発表している。 

2017 年 11 月 8 日	
おもいやりライト運動事務局	 	

http://www.omoiyari-light.com/	



 

	
	

	
	

おもいやりライト in 長崎 

11・10 いい点灯の日にソーシャルアクションを楽しんでみませんか？ 

社会課題の解決につなげる「ソーシャルアクション  
トークイベント」を長崎大学文教キャンパスにて開催！ 
⼤学東⾨前の路上で「点灯呼びかけアクション」も実践 

	
 おもいやりライト in ⻑崎実⾏委員会は、「ソーシャルアクション トークイベント」と「点灯呼びか
けアクション」を⻑崎⼤学⽂教キャンパスにて、１1 ⽉ 10 ⽇(⾦)17 時 30 分より開催します。 
 同イベントでは、成瀬尚志准教授(⻑崎⼤学 ⼤学教育イノベーションセンター) が発起⼈となり、
“11.10 はソーシャルアクションを楽しんでみよう！”をテーマに掲げ、楽しさをベースに活動の輪を
広げることで社会課題の解決につなげて⾏く、ソーシャルアクションの実践者や達⼈を集めたトーク
ショーが⾏われます。⼤阪⼤学の中村征樹准教授と成瀬尚志准教授が司会を務め、全国より招いたゲ
スト達と、アカデミックな内容を織り交ぜながらも、聞いてもやっても楽しいソーシャルアクション
について、軽妙なトークを繰り広げる予定です。 
 そして、トークイベント前にはソーシャルアクションの実践として、16 時 10 分頃より「点灯呼び
かけアクション」を⻑崎⼤学東⾨前の路上にて実施します。11 ⽉ 10 ⽇のいい点灯の⽇に、おもいや
りライト運動が⾏って来たパネルアクションを、実地体験として経験し、その後のトークショーでト
ピックスとして話し合われます。 
 おもいやりライト in ⻑崎実⾏委員会は、当⽇の観覧希望及びソーシャルアクションを実践する「点
灯呼びかけアクション」の参加者を、⼤学の学⽣や近隣の⽅々より募集します。尚、点灯アクション
の参加希望者の先着 15 名に、おもいやりライト運動オリジナル T シャツをプレゼントします。 
 
※⻑崎での⽇没時刻は 17 時 23 分。おもいやりライト運動では、⽇の⼊り 30 分前をおもいやりライトタイム
と呼び、クルマのドライバーに早めのヘッドライト点灯を呼びかけています。 
 
【開催概要】 
	 開催⽇時：2017 年 11 ⽉ 10 ⽇(⾦) 

          アクション…16:10~17:00 
     トークショー…17:30~18:30 

	 開催場所：⻑崎⼤学⽂教キャンパス 
          アクション…⻑崎⼤学学⽣交流プラザ 
     トークショー…⻑崎⼤学東⾨前 

	 主  催：おもいやりライト in ⻑崎実⾏委員会 
	 協  ⼒：おもいやりライト運動事務局 
	 問合せ先：Mail / naruse@nagasaki-u.ac.jp、 

     Tel / 090-9719-3387 
     (⻑崎⼤学・成瀬尚志) 

 
＜ゲスト＞ 
・	平⼭広孝⽒： 

⻑崎都市・景観研究所/null(ヌル)」所⻑。様々なソーシャルアクションで⻑崎のまちづくりを
考える。 

・	佐⾕恭⽒： 
株式会社旅と平和代表、パクチーハウス東京のオーナー。パクチーブームの⽕付け役。「シャ
ルソン(ソーシャルマラソン)」のまちおこしマラソンイベントのファウンダー。 

・	⼩島健⼀⽒： 
⾒学家、フォトグラファー。「⼤⼈の社会科⾒学ブーム」の⽕付け役。池島の元地域おこし協
⼒隊で活躍。現在は⿅児島の武家屋敷に移住。 

・	丸⽥敦史⽒： 
交通事故のない安全な社会づくりを⽬指す、「あかね基⾦」で活動。本業は⻑崎県波佐⾒町に
て印刷業に従事。 

 
＜司会＞ 
・	中村征樹⽒：⼤阪⼤学 全学教育推進機構・⽂学研究科現代思想⽂化学専⾨分野 准教授 
・	成瀬尚志⽒：⻑崎⼤学 ⼤学教育イノベーションセンター 准教授 

※トークショーのイメージ 



	
	
	

	

おもいやりライト in 新潟 

NUTS がおもいやりライト運動とのコラボイベントを開催！ 
新潟大学正門にて「点灯呼びかけアクション」を実施 
11 月 10 日(金)おもいやりライトタイムに、新潟大学の学生にも交通安全を呼び掛け 

	
 新潟県警と新潟⼤学が連携した⾼齢者交通安全サポーター「NUTS(Niigata University Traffic 
safety Supporters)、通称ナッツ」は、おもいやりライト運動とコラボレーションした合同イベント
を１1 ⽉ 10 ⽇に開催し、点灯呼びかけアクションを実施します。 
 
 NUTS のメンバーが率先し⽴ち上げたこの合同イベントでは、いい点灯の⽇にちなみおもいやりラ
イトタイムに合わせ、クルマのドライバーには早めのヘッドライト点灯の呼びかけを、歩⾏者へは
NUTS が作成した交通安全オリジナルチラシの配布等を⾏い、⼣⽅の交通安全を呼びかけていきます。 
 
 ⼤学関係者や学⽣が、授業が終わり帰宅する、または部活やサークル活動の為に⼤学への出⼊りが
多くなる 16 時から 17 時の間は、⼤学周辺の交通量・通⾏量も増えている状況です。また⽇の⼊り時
間も 16 時半から 17 時の間となり、まさに交通量・通⾏量のピークが重なり危険が多くなる時間帯と
も⾔えます。 
 NUTS は、おもいやりライト運動が掲げる「⼣⽅おもいやりの街プロジェクト」に共感し、事故の
ない安全な街づくりの実現に向けた地域の創造を⽬指し、このたびのコラボレーションを企画しまし
た。当⽇は交通事故多発環境の時間帯に、⼤学正⾨前にて、ドライバーや歩⾏者等におもいやりを持
った⾏動を促すようそれぞれ呼び掛けを⾏っていきます。 
 
 NUTS は、「点灯呼びかけアクション」の参加者を、⼤学の学⽣や地域の⽅々より広く募集します。
点灯アクションの参加希望者の先着 15 名に、おもいやりライト運動オリジナル T シャツをプレゼン
トします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【開催概要】 
	 開催⽇時：2017 年 11 ⽉ 10 ⽇(⾦)   

     16 時〜17 時 30 分 
     ※⽇の⼊り時間は 16 時 30 分頃 

	 開催場所：新潟⼤学正⾨前 
	 主  催：⾼齢者交通安全サポーターNUTS 
	 共  催：新潟県警察本部交通企画課 
	 協  ⼒：新潟⼤学、おもいやりライト運動事務局 
	 問合せ先： Mail / saka.s.0731@gmail.com 

      Tel / 080-1969-4633  
            (⾼齢者交通安全サポーター NUTS 学⽣代表・坂⼝雄介) 
  
    

 

※呼び掛けアクションのイメージ ※新潟県警と NUTS メンバーたち 



 
 
 
 
 

おもいやりライト in 福井 

鯖江警察署がおもいやりライト運動との初コラボ！ 
西山公園エントランス広場にて「点灯呼びかけアクション」を実施 
いい点灯の日・おもいやりライトタイムに「交通事故 STOP 作戦」 

	

 福井県鯖江警察署では、これまで県内各地で進めて来た「交通事故 STOP 作戦」の⼀環で、おもい
やりライト運動と初の合同コラボレーションイベント「点灯呼びかけアクション」を 11 ⽉ 10 ⽇午後
１６時から実施します。 
 
 鯖江警察署では、⽇の⼊り時間が早くなり視界が悪くなることから、交通事故が増える傾向にある
年末に向けて、クルマのドライバーにハイビームの活⽤や早めのヘッドライト点灯を伝えるための啓
発運動を積極的に⾏っています。このたび、鯖江警察署の署員の⽅がおもいやりライト運動が⾏って
いる「いい点灯の⽇」に共感していただき、「点灯呼びかけアクション」に着⽬、11 ⽉ 10 ⽇のおも
いやりライトタイムに、おもいやりライト運動事務局スタッフとともにコラボイベントを実施する運
びとなりました。 
 このイベントでは、「ヘッドライト」「つけてね」などメッセージが書かれた⻩⾊のパネルを掲げ
て、⾛⾏中のクルマのドライバーへ早期点灯を促し、停⾞中のドライバーや歩⾏者には「ハイビーム
実践運動」のチラシやおもいやりライト運動のリーフレット、また反射材ステッカーなどを配布する
ことで「早めの前照灯点灯・ハイビーム実践運動」を広く伝えていきます。 
 このコラボイベントは、150 年余りの歴史を経ており「⽇本の歴史公園 100 選」にも選定された景
勝地・⻄⼭公園のエントランス広場にて⾏います。 
 鯖江警察署では、いい点灯の⽇のアクションに参加いただける近隣の⽅々を広く募集しています。 
 
【開催概要】 
	 開催⽇時：2017 年 11 ⽉ 10 ⽇(⾦)   

     16 時〜17 時ごろ※⼩⾬決⾏ 
     ※⽇の⼊り時間は 16 時 30 分頃 

	 開催場所：福井県鯖江市桜町３丁⽬８９ ⻄⼭公園エントランス広場 
	 主  催：福井県鯖江警察署 
	 協  賛：おもいやりライト運動事務局（⽇産⾃動⾞株式会社） 
	 問合せ先： Tel / 0778-52-0110 (福井県鯖江警察署 交通課) 
 

★☆★	
◎おもいやりライト運動事務局とは…	
同事務局は、夕方 4時から 6 時の間に多発する交通事故の削減を目指し、「見えやすさ・見られやすさ」を認識
してもらうため、クルマのドライバーにはヘッドライト早期点灯を、歩行者・自転車乗りには反射材の着用の必
要性を呼び掛けながら、社会を巻き込むソーシャルな情報発信を、年間を通して行っています。これまで、人々
との積極的な対話と緩やかな連携を大事にし、ソーシャルデザインとオープンイノベーションの手法で進める新
しいスタイルの交通安全運動として活動を続けてきました。	
2010 年秋よりスタートさせたおもいやりライト運動は 2017 年 10 月末現在、約 100 社の企業や団体、個人の方々
が賛同パートナーとして集っているほか、公式ウェブサイトでは 14,630 以上の「おもいやりライトつけます宣
言」を頂いており、全国での賛同の輪が年々増して拡がっています。	
▶ ︎http://www.omoiyari-light.com/ACTIVITY/	
	
日産自動車株式会社はハローセーフティキャンペーンの一環として、	
市民と一緒に「おもいやりライト運動」に取り組む事で活動を推進しています。	
▶ ︎http://www.nissan-global.com/JP/SAFETY/HELLOSAFETY/OMOIYARI-LIGHT/	
	
	 ●上記に関するお問い合わせはこちらまでお寄せください 

  おもいやりライト運動事務局 広報担当：榊原あすか 
  〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通 4-24 創造空間万国橋 SOKO201 
  Mobile：090-9310-5459 TEL：045-228-7681／FAX：045-662-8224 MAIL：sakaki@feiryang.com 

 


