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緒 方 貞 子 さ ん 、 国 連 関 係 者 も 登 壇 予 定 ！  

「第 5 回 UNHCR 難民映画祭 2010」開催のご案内 
10／1（金）～10／30（土） ワーナー・マイカル・シネマズ 6 劇場  

株式会社ワーナー・マイカル 

㈱ワーナー・マイカルは、2010 年 10 月 1 日（金）から 30 日（土）まで開催される「第 5 回 ＵＮＨＣＲ※難民

映画祭 2010」に協力企業として参加。全国 11 カ所の会場のうち、ワーナー・マイカル・シネマズは 6 劇場で

開催いたします。 

ＵＮＨＣＲ駐日事務所および国連ＵＮＨＣＲ協会が主催する「ＵＮＨＣＲ難民映画祭」は、世界各地で迫害

や紛争を逃れ、今なお避難生活を強いられている 4 千 3 百万人以上もの難民・避難民に関する認識を、  

映像を通して向上していただこうと、2006 年から毎年開催されています。5 回目を迎える本年度の映画祭は、

約 20 作品を厳選し上映。会場には国連難民高等弁務官の駐日代表をはじめ国連関係職員が、難民救援

活動の紹介や映画に関するコメントなどをまじえてご挨拶いたします。 

またこれまでは東京のみでの開催でしたが、より多くの皆様にご来場いただこうと、今年度から全国各地

での開催となりました。 

2010 年は日本にとって古くから縁が深いミャンマーからの難民の受け入れプロジェクトの初年度に当たり

ます。難民と彼らを受け入れる日本にとって、同じ社会で共生していくことがどんなに大切なことなのかを考

えるきっかけを本映画祭が提供できればと考えております。ぜひこの機会にご鑑賞ください。鑑賞は無料

（ネットでの予約が必要）です。 

なおオープニングイベントは、緒方貞子 独立行政法人 

国際協力機構理事長をお迎えし、ワーナー・マイカル・シ

ネマズ みなとみらいで開催いたします。 

 

■「第 5 回 ＵＮＨＣＲ難民映画祭 2010」 ワーナー・マイカル 開催スケジュール  

日 程 劇場名とお客様お問合せ先 上映作品 登壇者 

10／1（金）  

 

※ オープニングイベント 

18：00～ 

◆『子供の情景』特別上映 

19：00～ 

・緒方貞子 

 (独立行政法人 国際協力機構理事長)

・ヨハン・セルス（UNHCR 駐日代表） 

10／5（火） 

ワーナー・マイカル・シネマズ

みなとみらい 

（神奈川） 045-222-2525 

◆『クロッシング』 

19：00～ 

 

◆10／5 『ジョニー・マッド・ 

 ドッグ』19：00～ 

・高嶋由美子 

      （UNHCR 協会 事務局長） 
10／5（火） 

10／7（木） 

ワーナー・マイカル・シネマズ

浦和美園 

（埼玉） 048-812-2055 ◆10／7 『クロッシング』 

19：00～ 

 

10／15（金） 

10／16（土） 

ワーナー・マイカル・シネマズ

江別 

（北海道） 011-381-3866 

◆『ウォー・ダンス』16：30～ 

◆『約束の旅路』19：00～ 

15 日・ヨハン・セルス 

     （UNHCR 駐日代表） 

16 日・高嶋由美子 

      （UNHCR 協会 事務局長） 

※UNHCR（United Nations High Commissioner for Refugees）：国連難民高等弁務官事務所 
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日程 劇場名とお客様お問合せ先 上映作品 登壇者 

10／15（金） 

10／16（土） 

ワーナー・マイカル・シネマズ

港北ニュータウン 

（神奈川） 045-914-7677 

15 日・ダニエル・アルカル 

（UNHCR 駐日事務所 首席法務官） 

16 日・今城大輔 

（UNHCR 駐日事務所） 

10／22（金） 

10／23（土） 

ワーナー・マイカル・シネマズ

三田ウッディタウン 

（兵庫） 079-563-8787 

22 日・ヨハン・セルス 

（UNHCR 駐日代表） 

23 日・中村恵 

（UNHCR 協会） 

10／29（金）

10／30（土） 

ワーナー・マイカル・シネマズ

福岡ルクル 

（福岡） 092-938-9666 

◆『扉をたたく人』 

16：30～ 

◆『君のためなら千回でも』 

19：00～ 
29 日・ダニエル・アルカル 

（駐日事務所 首席法務官） 

30 日・高嶋由美子 

（UNHCR 協会 事務局長） 

※上映開始時刻は 20 分前後変わる可能性があります。正確な時刻は 1 週間前に各劇場ホームページにてご確認ください。 

※プログラム・上映スケジュールに関する情報は、公式サイトに随時発表いたします。  http://unhcr.refugeefilm.org 

 

駐日代表 ヨハン・セルス 氏 

UNHCR 駐日事務所 

 

緒方 貞子（おがた さだこ） 独立行政法人 国際協力機構 理事長、 

元国連難民高等弁務官、アフガニスタン支援政府特別代表 

ヨハン・セルス（Johan Cels） 国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所 駐日代表 

高嶋 由美子（たかしま ゆみこ） 国連 UNHCR 協会 事務局長 

久保 眞治（くぼ しんじ） 国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所 副代表(渉外担当) 

国連 UNHCR 協会 

事務局長 高嶋由美子 

ダニエル・アルカル（Daniel Alkhal） 国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所 首席法務官 

中村 恵（なかむら めぐみ） 国連 UNHCR 協会 事業部シニアマネジャー 

今城 大輔（いまじょう だいすけ） 国連難民高等弁務官（UNHCR） 

駐日事務所難民映画祭プロジェクトマネージャー 

 

   

記 

■名 称：「第 5 回 ＵＮＨＣＲ難民映画祭 2010」 

■主 催：国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所、国連 UNHCR 協会 

＜首都圏版＞ 

■会 期：10 月 1 日（金）～10 月 10 日（日） 

■特別協賛：イオン 1％クラブ、キヤノン株式会社 

■協 賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン ジャパングループ、 

外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ、ソニー株式会社、トヨタ自動車株式会社 

■協 力：イオンシネマズ株式会社、イタリア文化会館、セルバンテス文化センター、 

日本映像翻訳アカデミー、株式会社ワーナー・マイカル 他 

＜全国版＞ 

■会 期：10 月 15 日 （金）・16 日（土）、22 日（金）・23 日（土）、29 日（金）・30 日（土） 

■特別協賛：イオン 1％クラブ 

■協 力：イオンシネマズ株式会社、株式会社ワーナー・マイカル 

■鑑賞料金： 無料 

         ※入場は無料ですが予約が必要です。予約方法は下記ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

１上映につき 200 名、満席なり次第予約終了させていただきます。 

http://www.warnermycal.com/nanmin/ 
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