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国際平和映像祭(UNITED	FOR	PEACE	FILM	FESTIVAL,	UFPFF)は平和をテーマにした映像祭です。平和を
願う世界中の若者が、映像によって互いを知り、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、ピースデーに合わせて開催しています。	
	
UFPFFは5分以内の映像製作を通じて、世界中の若者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。また、視聴者やエントリー者たちが互いの違いや共通点を知りるなど、
つながるきかっけになればと願い、開催しています。	

※ロゴ・ブランドデザイン：　田久保 彬	



関根　健次 (Kenji Seiryu SEKINE)	
	
一般社団法人 国際平和映像祭 代表理事	

ユナイテッドピープル株式会社 代表取締役	
ピースデージャパン 共同代表	

	
1976年生まれ。ベロイト大学経済学部卒（アメリカ）。大学の卒業旅行で世界半周の旅へ出る。途中偶然訪れた紛争地で世界
の現実と出会い、後に平和実現が人生のミッションとなる。2002年に世界の課題解決を事業目的とする非営利会社、ユナイ

テッドピープル株式会社を創業。2009年から映画事業を開始。2011年から国連が定めたピースデー、9月21日を広めるために
映画『ザ・デイ・アフター・ピース』を日本語。また、同年、一般社団法人国際平和映像祭を設立しピースデーに毎年国際平和映

像祭（UFPFF）を横浜で主催している。2013年よりピースデージャパン共同代表。著書に「ユナイテッドピープル」がある。	

代表ご挨拶	

　世界は新たな現実、どこで起こるか分からないテロという脅威に晒されています。私達を分断す
るものは何なのでしょう。国際情勢が混沌とするなか、やはり相互理解や一人ひとりの国を超えた
つながりや友情が、遠回りのようで平和へ至る道筋と思います。	
	
　過去2年間は特に東アジアの交流を促進するために、去年は韓国から、一昨年は中国からそれ

ぞれ30名ほどの学生を招待し、交流致しました。UFPFF	2016も、映像をきかっけに、多くの出会い
のきっかけの場作りができればと考えております。　	
	
今年も横浜から世界へ平和を発信していきます。どうぞご参加やお力添えいただきますようお願い
申し上げます。	
	
2016年2月1日　	
一般社団法人　国際平和映像祭　代表理事　関根 健次	



審査員	 狙い	

国際平和映像祭(UFPFF) 2016 開催概要	

映像テーマ　：「平和」を想起させる映像作品	
対　象　　　　：どなたでも	
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。 	
ｴﾝﾄﾘｰ期間　：2016年4月21日～7月21日	

選考について：10組をファイナリストとして選出。ファイナリストの作品を9月22日のUFPFF 2016で上映。最終審査を行います。	
グランプリ　　：10万分の旅行券、翌年の映像祭で作品を発表する権利（10分以内）	
その他賞　　 ：横浜市国際局長賞、学生部門賞、AFP通信賞、地球の歩き方賞、地球憲章賞、青年海外協力隊賞（予定）	

イベント    　 ： 国際平和映像祭（UFPFF） 2016 年9月22日 夕方から夜開催。	
　　　　　　　　　※JICA横浜にて。NGO出展、トークショー、ライブ、審査会と表彰式	

主催 　　　　 ：一般社団法人 国際平和映像祭	
後援　　　　　：JICA横浜（予定）、横浜市国際局（予定）、なんとかしなきゃ！プロジェクト、横浜ＮＧＯ連絡会	
協力　　　　　：、横浜コミュニティデザイン・ラボ、ユナイテッドピープル	

　井上 高志(株式会社ネクスト 代表取締役社長、一般財団法人Next 　	
　Wisdom Foundation 代表理事、一般社団法人デモクラティアン 代表理事)　	
　柿本 ケンサク（映像作家 写真家THEATRE TOKYO支配人）	
　金　大偉        （映像作家、音楽家）	
　サヘル・ローズ（女優、タレント、キャスター）	
　高橋 克三（国際平和映像祭　理事）	
　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）	
　丹下 紘希（映像作家）	

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。	
	

国際平和映像祭（UFPFF)は２０１１年よりピースデー（国際平和デー）

9月21日に合わせて毎年開催しています。	

エントリー期間	 ファイナリスト発表	 UFPFF 2016 開催	

4月21日～7月21日	 8月21日	

8月初旬にファイナリスト１０組を発表	

YouTube公開・評価	

9月21日,22日	

開催概要	

キック・オフイベント	

3月21日	

・9月21日 前夜祭	
・9月22日 審査会	



９月２１日　前夜祭　（案）	 ９月２２日　UFPFF	2016　（案）	

国際平和映像祭(UFPFF) 2016 プログラム案	

日時：2016年9月21日（水）19:00-22:00予定	
場所：横浜市関内エリア	
対象：一般、出品者、過去受賞者、学生、UFPFF関係者	
	
【プログラム】	
・UFPFF 2016 のご紹介	
・・ピースデートーク	
・審査員、関係者紹介	
・交流タイム	

日時：2016年9月22日（祝）15:00-20:00前後予定	
場所：JICA横浜（横浜市中区新港２－３－１）	
対象：出品者、過去受賞者、学生、UFPFF関係者、一般	
	
【プログラム】	
・UFPFF 2016 開会の挨拶	
・UFPFF2015 昨年度グランプリ受賞者の作品上映	
・ＵＦＰＦＦ 2016 審査員紹介	
・ＵＦＰＦＦ 2016 ファイナリスト10作品上映	
・ピースデー・トーク&ライブ	
・受賞者発表	
・閉会のあいさつ	



国際平和映像祭（UFPFF)の特徴	

名誉ある数々の賞	
グランプリに加え、横浜市国際局長賞、JICA
青年海外協力隊50周年賞、AFP通信賞、地
球の歩き方賞など、名誉ある数々の賞（去年
実績）があります。	
	
さらにUFPFF	2016受賞作品については、横
浜美術館（候補）での上映を行います！さら
にはDVD化して映画業界を中心に配布しま
すので作品を業界時に観てもらえます。	
	
	

５分以内の作品	

短編だから誰でもチャレンジできます！	
過去にはiPhone映像で受賞した作品も！	

意外と広い「平和」テーマ	

平和というと戦争や紛争を連想しがちです
が、UFPFFでは国際協力活動の現場など
直接平和と関連する事柄だけでなく家族、
愛、つながり、優しさ、日常から見いだせ
る平和も対象としています。身近に感じら

れる平和をぜひ表現してみませんか？	
アニメ、CG、フィクション、ノンフィクション
等表現方法は問いません。	



魅力的な賞の数々	

グランプリ	

地球の歩き方賞	

横浜市国際局長賞	

地球憲章賞	

AFP通信賞	

グランプリには１０万円分の旅行券と、翌
年の映像祭で最大１０分間の作品を上映
する権利が贈られます。	

学生部門賞	

ユーレイルグローバルフレキシーパス＜有効期間１５日間＞が
贈られます。	

AFP写真年鑑（非売品）	
iTunes	Card	3万円分　が贈られます。	

賞金7万円	

※UFPFF	2015賞品  2016は調整中	



各界で活躍する豪華審査員が審査	

経済界、映像業界、映画業界、国連で活
躍中の方々が作品を審査します。	

•  井上 高志(株式会社ネクスト 代表取締役社長、
一般財団法人Next Wisdom Foundation 代表
理事、一般社団法人デモクラティアン 代表理
事)	

•  柿本 ケンサク（映像作家 写真家THEATRE 

TOKYO支配人）	

•  　金　大偉  （映像作家、音楽家）	

•  　サヘル・ローズ（女優、タレント、キャスター）	

•  　高橋 克三（国際平和映像祭　理事）	

•  　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）	

•  　丹下 紘希（映像作家）	

※ファイナリスト作品の審査	



国際平和映像祭(UFPFF)	2016	協賛・協力者募集！	

UFPFFは世界中の若者たちが、平和を映像で表現し、出会い、理解し

合い、つながって欲しい。そんな想いで開催を始めました。世界の共

通言語である映像で平和実現を志す国際平和映像祭（UFPFF)をどう

ぞ応援ください。	

法人スポンサー　１口１０万円	
「ピース・カンパニー・アライアンス」にぜひご参加・ご協力ください！	

個人スポンサー　１口１万円	
「ピース・ピープル・アライアンス」にぜひご参加・ご協力ください！	

種類	 口数	 オフィシャルサイトロゴ表示	 トップページ表示	 チラシ表記	 パンフレット表記	 資料配布	 審査会ご招待	

パートナー	 1口以上	 小（120x100ピクセル以内）	 ○	 ○	 ロゴ	 ☓	 口数x5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x5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x5名様	

種類	 口数	 オフィシャルサイトロゴ表示	 トップページ表示	 チラシ表記	 パンフレット表記	 資料配布	 審査会ご招待	

サポーター	 1口以上	 なし	 X	 ○	 テキスト	 ☓	 口数x2名様	

＜お問い合わせ＞ 法人・個人スポンサーについてのお問い合わせはこちらまでお願い致します。	
E-Mail：contact@ufpff.com		
TwiTer：hTp://twiTer.com/UFPFF		
Facebook：hTp://www.facebook.com/UFPFFjp　	
公式HP：hTp://www.ufpff.com/	



団体名：一般社団法人国際平和映像祭	
設立：2011年5月2日	
本店：東京都練馬区中村南二丁目13番3号	
営業所：〒231-0012	神奈川県横浜市中区相生町３丁目６１ 泰生 ビル 2F	さくら WORKS	
事務局サポート：ユナイテッドピープル株式会社	
	
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、公益財団法人CIESF (シーセフ)　理事長）	
	
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、ピースデージャパン共同代表）	
	
理事：	
杉浦祐樹（横浜コミュニティデザイン・ラボ代表理事、ヨコハマ経済新聞編集長）※2015年度就任予定	
高橋 克三 （日本映画大学元理事　株式会社ワトソンズ代表取締役）	
	
顧問：	
石川 淳哉（株式会社ドリームデザインプロデューサー／ファウンダー／CEO、公益社団法人助けあい
ジャパン共同代表理事）	
谷崎テトラ（放送作家、音楽プロデューサー）	
野中 ともよ（国際平和映像祭顧問＆応援団長、ガイア・イニシアティブ代表理事）	
柳沢 富夫（ 有限会社ラウンドテーブルコム CEO	）	

＜お問い合わせ＞	
E-Mail：contact@ufpff.com		
TwiTer：hTp://twiTer.com/UFPFF		
Facebook：hTp://www.facebook.com/UFPFFjp　	
公式HP：hTp://www.ufpff.com/	

運営組織	


