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※ロゴデザイン・ブランド設計： 田久保 彬

映像で世界を変える！

UFPFF 国際平和映像祭(UNITED FOR PEACE FILM FESTIVAL)は学生を対象とした平和をテーマにした映像祭です。平和を願う世界中の
学生が、映像によって国を越えたつながりを持ってほしいという願いから2011年より毎年9月21日の国連が定めた国際平和の日・ピー
スデイに合わせて開催しています。

5分以内の映像製作を通じて、世界中の学生たちが平和について考え、平和実現のために行動していくことを期待しています。UFPFF 
国際平和映像祭は映像をきっかけに、世界各国の作品エントリー者同士や関係者たちが「つながり」を持ち、違いを知り、共通点を知
り、ファーストネームで呼び合えるような関係をつくっていくことで、平和の礎とすることができると考えております。



発起人メッセージ

現在、日本では毎年、3万人もの人たちが自ら命を絶って

おります。世界一豊かな国である日本の自殺率が、世界
一高いのは何故でしょうか？世界には、戦争で命を落とす
人が大勢います。教育の機会も与えられずに、飢餓や病
気で死んでいく子供も大勢います。大半の日本人が平和
ぼけしているのではないでしょうか？私たち日本人は、
もっと世界の問題に目を向けなければいけません。『国際
平和映像祭』がその一助になることを心より期待しており
ます。

UFPFF 国際平和映像 発起人代表・特別顧問
大久保 秀夫

人類は、20世紀に2度に渡る大きな戦争を経験しました。その後、東

西冷戦が集結し、世界に平和が訪れるかと思われましたが、統計に
よると1989年から2007年の間に、ひとつかふたつ以上の武力紛争を
抱えている国は89ヶ国もあるそうです。
（出典：Uppsala Conflict Data Program ）

なんと嘆かわしいことでしょうか。今、この瞬間も世界のどこかで紛争
が起き、悲しみや憎しみが広がっているのです。
人が、人を傷つける。誰がそんなことをしたくてするのでしょうか。

戦争がしたい、そんな人がいるでしょうか。自分の子どもを戦場に送
りたい、そんなことを思う親がいるでしょうか。

この世界に、誰一人として、平和に暮らしたいと思わない人はいない
はずです。みんな平和に暮らしたい、この気持は共通しているはずで
す。

そうであれば、行動しようではありませんか。平和を守るために、平
和を実現するために。

「関係ない」などと他人事で終わらせないでください。なぜなら、この
世界のどこに暮らしていても、私たちは互いに関係し合って、依存し
合ってこの地球上で暮らしているのですから。

「自分には何も出来ない」などと嘆いたりしないでください。なぜなら、
「あなたには何かが出来る」からです。世界を作っているのはまぎれ
もない、私たち一人ひとりなのです。そして、世界を変えるのも、私た
ち一人ひとりなのです。さあ、映像で世界を変えましょう。

UFPFF 国際平和映像祭 発起人 代表理事
関根 健次



国際平和映像祭2012開催概要

映像テーマ ：「平和」を想起させる映像作品であること。
対 象 ：世界中の学生（学生とは3ヶ月以上の教育課程に在学する児童、生徒、学生）

最低2人以上のグループ応募
作品分数 ：５分以内
言 語 ：日本語・英語以外の言語は英語字幕をつけること。

１次エントリーは日本語も可能。２次審査以降は英語字幕が必須とする。※英語字幕化については応相談

ｴﾝﾄﾘｰ期間 ：2012年4月1日～5月31日(6月17日まで延長した)
グランプリ ：世界旅行チケット （提供 H.I.S.）
その他賞 ：ピースボート賞／世界一周の船旅映像スタッフ乗船権

地球の歩き方賞／ユーレイルグローバルパス（審査会当日最も得票を得た作品）
イベント ：9月15日 オープニングイベント・交流会 ※横浜ブルク１３ １７時から１９時予定

9月21日 国際平和映像祭2012 審査会（夕方以後） ※横浜ブルク１３ １７時から２１時半予定
運 営 ：一般社団法人 国際平和映像祭 事務局サポート：ユナイテッドピープル株式会社

大久保 秀夫 （公益財団法人CIESF (シーセフ) 理事長）
川崎 哲 （ピースボート共同代表）
金 大偉 （映像作家、音楽家）
龍村 ゆかり （地球交響曲ガイアシンフォニー プロデューサー）
野中 ともよ （特定非営利活動法人ガイア・イニシアティブ 代表理事）
柿本 ケンサク
サヘル・ローズ（タレント、キャスター）

実施概要

UFPFF 国際平和映像祭 2012 審査員
人の心を動かす「映像」を手段として、 「平和」をテーマとした作品の
発表の場を作り、次の世代を担っていく若者をつないでいき、平和の
礎をつくることが目的です。

UFPFF 国際平和映像祭はピースディ（国際平和の日）9月21日に毎年
開催してまいります。第2回目の今年は世界中から映像を募集し、より
多くの若者がつながる場を提供していきます。

狙い

エントリー期間 発表作品制作 映像ウィーク

4月1日～5月31日 6月～6月末 7月～8月

7月上旬に第一次審査
10作品に絞り込むYouTube公開・評価

9月15日～21日

9月15日 オープニングイベント
9月21日審査会

～12月末
受賞者

世界旅行に出発

映画『ザ・デイ・アフター・ピース』自主上映



UFPFF 国際平和映像祭2012 審査員紹介

大久保 秀夫
株式会社フォーバル代表
取締役会長
公益財団法人ＣＩＥＳＦ理事長

柿本 ケンサク
theater-tokyo 支配人

川崎 哲
ピースボート共同代表

金 大偉
映像作家、音楽家

龍村 ゆかり
地球交響曲ガイアシンフォニー
プロデューサー

野中 ともよ
特定非営利活動法人ガイア・イニシア
ティブ 代表理事

サヘル・ローズ
タレント、キャスター



UFPFF 国際平和映像祭2012 賞品

●グランプリ

（１）世界旅行チケット・・・１名（提供 H.I.S.）
※2013年3月末までにご利用ください。

※世界数か国を周遊できるチケット予定。詳細は後日発表。
（２）翌年の映像祭での作品発表権利（最大1時間の作品）

●地球の歩き方賞

ユーレイルグローバルフレキシーパス＜有効期間１５日間＞
※審査会（9月21日）当日、一般来場者より投票を受付、最も得
票数の多かった方が受賞。

●ピースボート賞

ピースボート映像記録スタッフとしての乗船権（保険料など諸経
費はかかります）

※写真はUFPFF2011でグランプリを受賞した重田さんが、ケニ
アのキベラスラムを訪問時に撮影した写真

受賞者ブログ： http://p2p-sshigeta.com/



UFPFF 国際平和映像祭 2012 審査会

UFPFF 国際平和映像祭2012の審査会は、９月２１日（金）夕方（６時以後予定）の開催

予定です。場所は横浜市、または東京都内となります。ファイナリストに選ばれた１０
名は作品発表とプレゼンテーションしていただきます。

【プログラム内容】 2012年9月21日（金）夕方～
１．開会のあいさつ
２．特別上映（去年受賞者の作品を予定）
３．UFPFF国際平和映像祭2012 ファイナリスト作品発表とプレゼンテーション
４．休憩／交流会
５．受賞者発表
６．閉会のごあいさつ／ピースデイ・セレモニー



上映ウィーク開催内容(9/15-9/21)

9月15日（土） UFPFF 
オープニングイベント

ブルク横浜13

ファイナリスト作品に加え、ピースデイを作る課程を追ったドキュメン
タリー映画『ザ・デイ・アフター・ピース』を全国上映予定。

横浜を中心に
全国でイベント

展開！

9月15日（土）から9月21日（金）の7日間、日本全国で最終日の「ピースデイ」にまで、ドキュメンタ
リー映画『ザ・デイ・アフター・ピース』の上映とファイナリスト作品を上映展開します。

+
ファイナリストによる映像作品を１０作品集めたDVDを、上映希望者に送付。
※上映料３万円程度を予定。

9月21日（金） UFPFF 
審査会開催

ブルク横浜13

ブルク横浜13
ＪＲ京浜東北線・根岸線
「桜木町駅」下車徒歩1分
横浜市市営地下鉄
「桜木町駅」下車徒歩2分
横浜高速鉄道みなとみらい線
「みなとみらい駅」下車徒歩7分

住所
神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1－7
ＴＯＣみなとみらい6Ｆ
電話
045-222-6222



映画『ザ・デイ・アフター・ピース』とは？

9月15日（土）から9月21日（金）の7日間、日本全国でUFPFF国際平和映像祭の審査日、ピース

デイまで、ドキュメンタリー映画『ザ・デイ・アフター・ピース』の上映とファイナリスト作品を上映展
開します。上映者を募集しています。

ザ・デイ・アフター・ピースはそんな夢を抱き、強い願望と不屈の精神で国連が定めた日、ピース
ディを作ってしまった男のドキュメンタリーである。

イギリスで俳優をしていたジェレミー・ギリ（Jeremy Gilley）は、ある日、ニュースを眺めていたとき

疑問に思った。「なぜ人は殺しあうんだろう。戦争や紛争はなくならないんだろう？」と。一日でも
いいから、戦争のない日をつくろうと思い立った彼は、国連に乗り込み、ダライ・ラマ法王からも
支持を得て、次々と世界の首脳と会い2001年9月7日、ついにピースディ、国際平和の日を採択
する。奇しくも9.11同時多発テロの4日前の出来事だった。9.11の当日、ニューヨーク国連本部の

広場でピースディ制定セレモニーを準備していたところに、ワールド・トレード・センターが崩れ落
ちた。

誰もがピースディなど無理だと言ったがジェレミーは諦めずに活動を続けて来た。ある日、アン
ジェリーナ・ジョリーが彼の事務所を訪れ、転記が訪れる。そして、ジュード・ロウが仲間に加わり、
9.11後、アメリカが攻撃したアフガニスタンに向かうことになる。

作品名：ザ・デイ・アフター・ピース 原題：The Day After Peace
製作国：イギリス 製作年：2008年 監督：ジェレミー・ギリ
出演：ジェレミー・ギリ、ダライ・ラマ、ジュード・ロウ、アンジェリーナ・ジョリー、アニー・レノックス
上映時間：81分
言語：英語ほか 日本語字幕付き

「一年に一度でもいいから、戦争や紛争、あら
ゆる暴力を止めたい」

http://www.ufpff.com/dap



UFPFF 2012 予算書

項目 単価 数量 金額
個人協賛 10,000 60 600,000
法人協賛 100,000 5 500,000
ザ・デイ・アフター・ピース上映料 20,000 10 200,000

0
1,300,000

●収入

●支出

項目 単価 数量 金額
会場費(9/15はオープンスペース利
用）

315,000 1 315,000

イベント製作費 150,000 1 150,000
同時通訳者 70,000 1 70,000
同時通訳機材 80,000 1 80,000
出演料（ライブ・トーク） 50,000 1 50,000
審査員謝礼 10,000 7 70,000
会議費 30,000 1 30,000
映像記録 40,000 1 40,000
販売促進費（タペストリー） 50,000 1 50,000
消耗品費（出演者パネル、賞状） 50,000 1 50,000
事務所家賃 12,000 12 144,000
司会 50,000 1 50,000
パンフレット編集 45,000 1 45,000
パンフレット印刷 50,000 1 50,000

1,194,000



法人スポンサー：１口１０万円 より

協賛スポンサー募集

種類 口数 ロゴ表示
トップページ表
示

ちらしにて表記 パンフレット表示
資料配
布

審査会ご招待

パートナー 1口以上 小（100x100ピクセル以内） ◯ ◯ ロゴ × 口数ｘ10名様

プレミアムパートナー 3口以上 中(150x150ピクセル以内） ◯ ◯ 1/2ページ ◯ 口数ｘ10名様

オフィシャルパートナー 5口以上 大(200x200ピクセル以内） ◯ ◯ 1ページ ◯ 口数ｘ10名様

個人スポンサー：１口１万円 より

UFPFF 国際平和映像祭２０１２の開催を法人・個人スポンサーとして応援いただけないでしょうか。

開催には皆様の力が必要です。どうぞ世界中の若者をつなぎ、平和を実現していくために応援をお
願いいたします。

種類 口数 ロゴ表示 協賛ページ ちらしにて表記 パンフレット表示
資料配
布

審査会ご招待

サポーター 1口以上 なし ◯ ◯ テキスト × 口数ｘ1名様



UFPFF 2011受賞者・受賞その後

2011年9月21日の審査会で、第１回目各受賞者が決定した。

グランプリと、会場票で決まる地球の歩き方賞のダブル受賞を、
2010年11月3のプレイベントで優勝宣言していた慶應大学 武井さん、
重田さんが果たした。またピースボート賞をスペインからUFPFFのた

めに来日したマドリッドコンプルテンセ大学ダニエルさんに、そして
「ぜひ賞をあげたい」という審査員の声に応えて、審査員特別省を早
稲田大学 慶野さんに渡された。

＜受賞内容＞

世界一周チケット 提供：株式会社エイチ・アイ・エス
ピースボート スタッフ乗船権 提供：国際交流NGO・ピースボート

ユーレイルグローバルパス 提供：ダイヤモンド・ビッグ社

グランプリ・地球の歩き方賞をダブル受賞した重田竣平さんが、2011年12月22日より7カ月間22ヶ国の世界
一周ドキュメンタリーの旅に出ています(Poece to Peaceインターン世界修行ブログ：http://p2p-sshigeta.com/)。
「オルタナティブなライフスタイル」と「共生」をテーマに新たなドキュメンタリー作品をいくつか制作していき、早
ければ2012年夏に公開予定。
※武井さん・重田さんが所属している学生団体S.A.L.のドキュメンタリー映画制作チーム(s.a.l.films)が制作し
た「CROSS ROAD 」の本編(33分)は、上映依頼受付もしています。

ピースボート賞
Las 1000 grullas 一〇〇〇羽の鶴
マドリッドコンプルテンセ大学 Daniel Villa Gracia

審査員特別賞
「Globe: Part2」 早稲田大学 慶野優太郎

グランプリ/地球の歩き方賞ダブル受賞
「CROSS ROAD」慶應義塾大学 武井裕亮 ／ 重田 竣平



大久保 秀夫 （公益財団法人CIESF (シーセフ) 理事長）

澤田 秀雄 (株式会社エイチ・アイ・エス 会長)

川崎 哲 （ピースボート共同代表）

金 大偉 （映像作家、音楽家）

篠原 勝弘 （前カンボジア国駐箚特命全権大使）

高橋 克三 （前日本映画学校 理事 駒澤大学 非常勤講師）

龍村 ゆかり （地球交響曲ガイアシンフォニー プロデューサー）

野中 ともよ （特定非営利活動法人ガイア・イニシアティブ 代表理事）

UFPFF2011 審査員・応募作品

＜UFPFF 国際平和映像祭 2011 審査員＞ ＜応募作品＞

31作品が集まり韓国やスペインからの応募もあった。内容は
日本の日常(平和)を描いたものから、3.11やカンボジアの地

雷とメッセージ性のあるもの。世界へ出向き制作する応募者
も多く、歌やアニメーションと表現方法も様々。

応募者は小学生、高校生から大学院生と幅広く集まった。

募集作品：2～5分 「平和と持続可能な社会」に関する映像作品

ラオス小学校建設 僕らが歩ん
だ一年半年間

「被爆アオギリ」ワシントンへ渡る

スイミー和から作り出す平



●法人協賛

UFPFF 国際平和映像祭2011 協賛・協力・後援・賞品提供

3口

1口

1口

●個人協賛 （敬称略）

10口

谷井 等

5口

神代 伸一

栄 陽子

3口

大川 哲郎

2口

芹川州蔵

中西 武志

治田友香

横山千晶

1口

有福英幸

伊藤弘幸

今井良治

大澤 龍

●物品協賛

株式会社エイチ・アイ・エス
国際交流NGO・ピースボート
ダイヤモンド・ビッグ社

1口

川畑 佳絵

木内 礼次郎

國本 行彦

小矢島一江

鴻巣 英典

齋藤潤一

鈴木智子

鈴木菜央

千田悦子

竹内真琴

竹内文雄

長 英一郎

間瀬英男

松信章子

山田 拓也

山本美代子

吉田有希

●後援
横浜市文化観光局
国際協力機構（JICA)

●メディアパートナー
greenz.jp
ヨコハマ経済新聞

●その他協力パートナー
京都国際学生映画祭
ダイガク.TV
東京学生映画祭
株式会社kazeniwa
裏面広告どっとこむ
なんとかしなきゃ！プロジェクト
公益財団法人 起業家支援財団
関内イノベーションイニシアティブ株式会社
チョコレボ
NPO法人 湘南市民メディアネットワーク
MOTTAINAI
動く→動かす
社会貢献共同体ユナイテッド・アース



内容 金額

参加費 203,430

物販売上 16,600

個人協賛 700,000
法人協賛 500,000

上映費 130,000

総計 1,550,030

内容 金額

イベント運営・監督費 175,350
デザイン費 139,000
印刷費 159,565
飲食費 47,441
映像・音楽演出費 111,111
映像監督費 78,750
映像制作費 42,000
会場費 405,494
謝金 70,000
出演料 353,055
消耗品費 2,838
宣伝費 62,651
旅費 7,584
グッズ制作費 144,750
理事活動費 0
事務局運営費 0
映像記録費 15,280
総計 1,814,869

収支合計 -264,839

UFPFF 国際平和映像祭2011 イベント収支報告



2011/09/05 神奈川新聞2011/09/05 朝日新聞

その他
・2011/8/29 Fm yokohama 84.7, E-ne！ (Radio)
・2011/09/02 greenz.jp
・2011/09/09 Tokyo FM, World Shift Radio(Radio)
・2011/09/10  Inter FM GREEN STATION (Radio) 
・2011/09/11   J-Wave Lohas Sunday(Radio)

UFPFF国際平和映像祭 2011 パブリシティ実績



運営組織について
団体名：一般社団法人国際平和映像祭 設立：2011年5月2日
所在地：横浜市中区北仲通3-33 関内フューチャーセンター内

特別顧問／発起人代表：
大久保 秀夫 （株式会社フォーバル 代表取締役会長）

代表理事／発起人：
関根 健次 （ユナイテッドピープル株式会社 代表取締役）

理事：
高橋 克三 （日本映画学校 理事 駒澤大学 非常勤講師）

顧問：
酒井 捷八（モントルーサウンズ・エンタテイメント代表取締役）
柳沢 富夫（ 有限会社ラウンドテーブルコム CEO ）

呼びかけ人：
ピーター・バラカン

スタッフ：
牧 紳太郎
井上 緑
桑原 りさ
中村俊之
佐藤 淳
山本 晏菜 （学生リーダー）
山本 晟菜 ほか

＜活動履歴＞

2012/3: UFPFF 国際平和映像祭2012 作品募集開始

2012/1-3 ：InterFM 「UNITED FOR PEACE」放送

2011/9：iSB公共未来塾横浜地区 ビジネスコンペで優勝

2011/9/21：国際平和映像祭 2011 審査会開催

2011/9/11：オープニングイベント開催

2011/5/2：一般社団法人設立

2010/11/3：プレイベント開催

＜お問い合わせ＞

E-Mail：support@ufpff.com
Twitter：http://twitter.com/UFPFF
Facebook：http://www.facebook.com/UFPFFjp
公式HP：http://www.ufpff.com/


