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株式会社ワーナー・マイカル 

㈱ワーナー・マイカルは、国連 UNHCR 協会※が主催する、難民に関する問題を

描いた世界各国の秀作映画祭「ヒューマン・シネマ・フェスティバル supported 

by AEON」に協力し、10月 14日（金）～29日（土）の 金・土曜日、全国 16劇場

で 4作品を無料上映。現在、無料鑑賞の予約申し込みを受け付けています。 

世界には、紛争や迫害、自然災害によりふるさとを追われ、厳しい避難生活の

中でも希望を捨てずに必死に今日を生き抜いている人たちがいます。本フェス

ティバルは「その姿を多くの人に知ってもらいたい」との想いから、イオングルー

プのご支援により全国 20 カ所のワーナー・マイカル・シネマズとイオンシネマズ

で開催されます。 

フェスティバル開催に先立ち、著名な方々からも温かいメッセージをいただきま

したので、ここにご紹介いたします。ぜひこの機会に、難民支援のための募金

活動にご協力お願い申し上げます。 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緒方貞子さん、篠田正浩監督他、著名な方々からも応援メッセージが！ 

「ヒューマン・シネマ・フェスティバル supported by AEON」 
10 月 14 日（金）～29 日（土）開催 －鑑賞予約受け付け中－ 

 

 

 

難民はかわいそうな人というよりも、  

尊厳をもって生きる権利のある人間であ

るということを、映画を通じて、多くの

方々に知っていただきたいと願っていま

す。 

世界で起きていることを知り、国を越え

て苦境にある人々に思いを馳せ、行動

できる「地球市民」が、今求められてい

るのだと思います。 

緒方貞子（元国連難民高等弁務官） 

映画は、さまざまな境遇におかれた人々の生き様をストレートに

伝えてくれます。たった 1本の映画が、その人の心に一生残るこ

ともあります。  

この映画祭を通じて、ぜひ一人でも多くの方々に、 困難な中で

も希望を捨てずに生きる人々の姿にふれていただきたいと願っ

ています。 

そしてもし自分だったら・・・考えてみて下さい。 今、東日本大震

災から立ち直ろうとしている私たちにとって、支援する・支援され

るということを越えて、 この地球上の人類のすべてが共に生き

るという気持ちをもつこと。それがよりよい温かい社会を育むこと

なのではないかと思います。 

多くの皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。 

森進一さん（歌手・国連難民親善アーティスト） 

僕と UNHCR の縁は、遡ることもう  

10年も前のことになります。 

UNHCR の「次の世代に、難民問題と

その解決に思いを馳せて欲しい」とい

う願いから、1979 年に作った「生まれ

来る子供たちのために」という楽曲

が、1999 年から応援ソングとして使用

されることになりました。 

次の世代のために僕らができることは

限られていますが、継続して向き合っ

ていきたいと思います。 

小田和正（シンガーソングライター） 

「私が初めて難民映画を観たのは、ハリウッドの作品です。  

エリア・カザンはトルコから逃れてきたギリシア人難民でした。

彼の「アメリカ アメリカ」は移民・難民映画の傑作だと思ってい

ます。映画は国境を越えて、人に心を伝えます。 

ヒューマン・シネマ・フェスティバルで取り上げている作品にも、

音楽によって心を回復していくこどもたちや、自分のこどもの犠

牲で平和をあがなえると信じた父親の願いが心に寄り添ってき

ます。そのような心の絆を取り上げる「ヒューマン・シネマ・フェ

スティバル supported by AEON」を私は心から支持します。」 

                     篠田正浩 （映画監督） 
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※特定非営利活動法人国連ＵＮＨＣＲ協会 

ＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）の難民救済活動を支援する、日本における公式支援窓口。  

世界の難民・避難民に関する認識の向上を目指して、2006 年から毎年「難民映画祭」を UNHCR 駐日事

務所と共催しており、昨年からワーナー・マイカルも上映劇場として参加。今年は UNHCRが主催する「第

6回難民映画祭」（10月 1日（土）～9日（日）開催）とは別に、国連 UNHCR協会主催で「ヒューマン・シネ

マ・フェスティバル」をより広く展開、当社は昨年の 6劇場から 16劇場に参加を増やし協力します。 

記 

■名 称： 「ヒューマン・シネマ・フェスティバル supported by AEON」 

■会 期： 2011年 10月 14日（金）、15日（土）、21日（金）、22日（土）、28日（金）、29日（土）の 6日間 

■主 催： 特定非営利活動法人 国連 UNHCR協会 

■協 賛： イオン、イオン 1%クラブ 

■協 力： 株式会社ワーナー・マイカル、イオンシネマズ株式会社 

■入   場： 無料 ※劇場窓口と HP（http://www.warnermycal.com/）で事前予約 

■上映劇場： 

 

【北海道・東北・北陸】 江別（北海道）、新潟南（新潟） 

【関東】 浦和美園（埼玉）、板橋、むさし野ミュー（以上東京）、港北ニュータウン、みなとみらい（以上

神奈川） 

【中部・関西・四国・九州】 高の原（京都）、大高（愛知）、鈴鹿ベルシティ（三重）、茨木 （大阪）、  

三田ウッディータウン（兵庫）、広島（広島）、高松（香川）福岡ルクル（福岡）、熊本クレア（熊本） 

■ 上映作品 ※4作品のうち 2作品を上映 

 

 

 

 

 

 

 

©2009 Films Distribution 

「君を想って海をゆく」 

フランス／2009／ドラマ／110分 

監督／共同脚本：フィリップ・リオレ 

恋人に会うために命がけの旅をするクルド難民ビラルと、フランス人男性と

の親子にも似た心の交流を描く。2010年セザール賞10部門ノミネート、2009

年ベルリン国際映画祭・パノラマ部門出品エキュメック審査員賞、ヨーロッパ

シネマレーベル賞受賞。 

 

 

 

 

「ジェニンの心」 
ドイツ・イスラエル／2008／ドキュメンタリー／90分 

監督：マルクス・フェッター、レオン・ゲラー 

愛する息子の犠牲の上に願った平和。父の思いを世界はどう受け止めたの

かを追った切ないドキュメンタリー。2010 年ドイツ・フィルム・アワード最優秀

ドキュメンタリー賞受賞。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

©SHINE GLOBAL, INC. ALL RIGHTS RESERVED. 

「ウォー・ダンス 響け僕らの鼓動」 
アメリカ／2007／ドキュメンタリー／105分 

監督：ショーン・ファイン、アンドレア・ニックス・ファイン 

反政府武装組織の活動が激化し、村落への襲撃や虐待が相次ぐウガンダ

北部の子供たちが、ダンス大会に挑む様子に追った感動のドキュメンタリー

作品。児童の拉致が相次ぎ、苛烈な体験を重ねた子供たちが数多く暮らす

避難民キャンプ。3 人の子供たちの凄惨な過去を描く一方で、年に 1 度開催

される国主催のダンスコンクールに出場して優勝を目指す様子を追う。 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 18th Street Films 

「ウォー・チャイルド」 

アメリカ／2008／ドキュメンタリー／94分 

監督：Ｃ・カリム・クロボック 

少年兵・難民そして現在は歌手として活躍するエマニュエル・ジャルの奇跡

とも言える数奇な人生の独白。2008 年ボローニャ国際映画祭ドキュメンタ

リー賞、2008 年マウイ国際映画祭 Audience Choice Award、ノルウェー

Bergen国際映画祭最優秀ドキュメンタリー賞受賞。 

http://www.warnermycal.com/
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■「ヒューマン・シネマ・フェスティバル supported by AEON」 開催スケジュール  

日 程 劇場名 とお客様 お問い合わせ先  16：30 19：00 

10/14（金） 

10/15（土）   

ワーナー・マイカル・シネマズ茨木（大阪） 

072-621-0807 
ウォー・ダンス ジェニンの心 

ワーナー・マイカル・シネマズ福岡ルクル（福岡） 

092-938-9666 
ジェニンの心 ウォー・チャイルド 

ワーナー・マイカル・シネマズみなとみらい（神奈川） 

045-222-2525 
君を想って海をゆく ウォー・チャイルド 

ワーナー・マイカル・シネマズ高の原（京都） 

0774-71-9545 
ジェニンの心 ウォー・チャイルド 

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 
君を想って海をゆく ウォー・チャイルド 

ワーナー・マイカル・シネマズ熊本クレア（熊本） 

096-235-7707 
ウォー・ダンス ジェニンの心 

10/21（金） 

10/22（土） 

ワーナー・マイカル・シネマズ江別（北海道） 

011-381-3866 
君を想って海をゆく ウォー・チャイルド 

ワーナー・マイカル・シネマズ新潟南（新潟） 

025-385-8787 
ジェニンの心 ウォー・チャイルド 

ワーナー・マイカル・シネマズ鈴鹿ベルシティ（三重） 

059-370-8787 
ウォー・ダンス ジェニンの心 

ワーナー・マイカル・シネマズ大高（愛知） 

052-629-2323 
君を想って海をゆく ウォー・チャイルド 

ワーナー・マイカル・シネマズ広島（広島） 

082-261-1310 
ウォー・ダンス ジェニンの心 

10/28（金） 

10/29（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 
ウォー・ダンス ジェニンの心 

ワーナー・マイカル・シネマズむさし野ミュー（東京） 

042-567-8717 
君を想って海をゆく ウォー・チャイルド 

ワーナー・マイカル・シネマズ浦和美園（埼玉） 

048-812-2055 
ジェニンの心 ウォー・チャイルド 

ワーナー・マイカル・シネマズ板橋（東京） 

03-3937-1551 
君を想って海をゆく ウォー・チャイルド 

ワーナー・マイカル・シネマズ髙松（香川） 

087-822-0505 
ウォー・ダンス ジェニンの心 

 

※映画祭の全体については、ヒューマン・シネマ・フェスティバルの公式ウェブサイト（humancinemafestival.org）、またチケット

の予約については、当社ホームページ（http://www.warnermycal.com/event/humancinemafestival/）をご覧ください。 

 

 


