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「あいち国際女性映画祭2021」 

AIWFF2021

ウィルプラス
難民申請者数と難民認定者数（2020年）

出所：UNHCR_難民データファインダー2020年のデータをもとに財団が作成

　２０２０年、紛争や迫害により故郷を追われた人（難民）の数は８，２３８万人、世界の人口の１％を占めており、近年
のアジア諸国の情勢や日本の外国人材の受入れの状況を踏まえると、難民問題は私たちにとって、今まで以上に
身近な問題となっています。
　そこで、あいち国際女性映画祭２０２１招待作品の国別に、難民申請者と認定者の状況を調べてみますと、日本
を含めたアジア諸国は、フランスやアメリカと比べて、難民申請者及び認定者が極めて少なく、アジア主要国にお
いて難民に対する理解や差別解消が進まない一因となっています。

0

10,000

20,000

100,000

110,000

120,000

130,000

フランス アメリカ 韓国 日本 中国

難民申請者 難民認定者

131,792

101,422

18,868 19,177

333 53

12,662

52 47

（人）

11,867



1

今年の映画祭

動を行ったことをご記憶の方も多いと思います。日
本にいた多くの外国人住民たちもボランティアとし
て駆けつけました。56の出身国と地域からの多国籍
ボランティアたちが国境や国籍を越えて活動をして
くれたのです。
　祖国から迫害を逃れて日本に難民として滞在して
いた95名のミャンマーの人々も石巻や多賀城など
で、ミャンマー料理の炊き出しをしたり、清掃や
片付けなどを行ったりしました。『すぐそばにいた
TOMODACHI』という映画には、「困っている人が
いれば、助けるのが当たり前」と話すミャンマー人
ボランティアたちが登場します。
　現在のミャンマーの状況を伝える報道に心が痛み
ます。映画祭では、ミャンマーで拘束されていた
ジャーナリストの北角裕樹さんにおいでいただいて
ミャンマーの状況についてお聞きする予定です。監
督のセシリア亜美 北島さん、名古屋難民支援室の羽
田野真帆さんにもご登場いただいて、日本の難民の
受け入れのあり方について、会場の皆さんと一緒に
考えたいと思います。

　さて、2019年末から始まった新型コロナウイル
ス感染症の世界的流行によって、私たちの行動も制
限されるなど、生活は一変しました。各地域の保健
所で働く保健師さんや職員の方たちにとっても感染

　「人は必ず死ぬ。‥ その時、我々の生きた軌跡が
何かの暖かさを残して。」パキスタンとアフガニス
タンで、病や戦乱のなかで干ばつに苦しむ人々を、
35年に渡って支援した医師、中村哲さんの言葉で
す。現地の人々から信頼され、愛されていただけで
なく、世界中の人々に尊敬されていた中村医師が凶
弾に倒れたのは2019年12月のことでした。陣頭指
揮をとって建設した用水路で遊ぶ子供たちの笑顔を
きっと天国から優しく見守っていらっしゃることで
しょう。国際交流企画として、ドキュメンタリー映
画『荒野に希望の灯をともす〜医師・中村哲　現地
活動35年の軌跡〜』を上映します。看護師として中
村医師の現地活動を支えてきた、ペシャワール会の
藤田千代子理事をお迎えして、現在の活動状況など
も含めて話をお伺いします。

　東日本大震災が発生して今年で10年目を迎えまし
た。2011年3月11日の発生直後より、米国、韓国、
スイス、ドイツ、ロシア、中国、スリランカなどの
国や地域からのレスキューチームが被災地で救援活

あいち国際女性映画祭イベントディレクター
名古屋国際工科専門職大学工科学部教授

　   　　　　　　佐藤久美氏

当映画祭ディレクターの佐藤久美さんに、今年の見所について語っていただきました。

あいち国際女性映画祭2021
AIWFF2021

『荒野に希望の灯をともす〜医師・中村哲　現地活動35年の軌跡〜』
日本電波ニュース社

『すぐそばにいたTOMODACHI』
©すぐそばにいたTOMODACHI
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症対応は初めての経験であり、日常業務もある中で
鳴り止まない電話対応に追われています。SNSは保
健所非難の投稿であふれるなど、そのご苦労は現在
でもきっと大変なものだと想像します。その緊迫し
た中で悪戦苦闘しながら保健所で働く方たちの姿を
追ったドキュメンタリー映画『終わりの見えない闘
い〜新型コロナウイルス感染症と保健所〜』は、私
たちに多くのことを教えてくれるに違いありませ
ん。宮崎信恵監督は何を語ってくださるでしょうか。

　今年度は、本映画祭始まって以来、日本語字幕を
つけるためにクラウドファンディングで費用を捻出
するという初めての試みを行いましたが、みなさま
の温かいご支援で見事に目標額に達することができ
ました。その作品、カオ・ジンリン監督の『モルダ
オガの森』が日本初公開の映画として、ウィルホー
ルでオープニングを飾ります。主人公は、「豊かさ」
を求めて揺れる、中国の少数民族の兄弟です。自然
の一部でしかない人間が自然とどう関わっていくこ
とができるのか、美しい風景と音楽とともに私たち
に語りかけてきます。

　19世紀後半から活躍し、女性として最初に映画を
監督した、アリス・ギイをご存知ですか？ 映画史上、
重要な足跡を残しているにもかかわらず、今まで語
られてこなかった彼女の作品を膨大な資料の中から
丹念に探して作り上げたドキュメンタリー映画『Be 
Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché

（原題）』では、ジョディ・フォスターがナレーショ
ンを務め、ロバート・レッドフォードがエグゼクティ
ブ・プロデューサーの一人を務めています。

　マレーシアを舞台にネット上のいじめや学校での
競争社会をテーマにした『ビクティム（たち）』を
はじめ、社会問題に焦点を当てた作品も多く上映い
たします。
　最終日には香港映画界の巨匠と言われるアン・ホ
イ監督の人生を追った『我が心の香港〜映画監督ア
ン・ホイ』を上映します。香港に生きる人々のため
の映画を制作する監督の姿をしっかりと伝えてくれ
ます。
　今年度も、日本、アメリカ、イラン、カナダ、韓国、
中国、フランス、ベトナム、香港、マレーシアの女
性映画監督ならではの繊細な視点から、人々の人生
を追う素晴らしい作品が揃いました。オンラインの
メリットを生かしながらの映画上映後のトークイベ
ントも充実しています。会場でお待ちしております。

『終わりの見えない闘い〜新型コロナウイルス感染症と保健所〜』
　　　　　　　　　　　　　　©ピース・クリエイト

『Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché（原題）』
　©2018 Be Natural LLC All Rights Reserved

『モルダオガの森』
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あいち国際女性映画祭2021 上映スケジュール　

問合せ先
あいち国際女性映画祭事務局　　電話　052-962-2520　　映画祭ホームページ　https://www.aiwff.com

チケットガイド ※ウィルあいち会場は自由席です。上映開始から20分経過後の入場はお断りします。ミッドランドスクエア シネマ
会場は指定席です。上映開始後の入場はお断りします。その場合いずれの会場でも払戻しはいたしません。

チ
ケ

ト
料
金

作品別チケット ～ 、 ～
 フィルム・コンペティション&授賞式チケット
（全作品鑑賞可・作品上映の合間の入退場可）

前 売 1,000円
当 日 1,300円

障害者・子ども（3歳以上）・学生
障害者（付き添いの方も1名まで同料金）・学生の方は、入場時
に障害者手帳・生徒手帳･学生証等をご提示ください。

前売・当日共

600円

ウィルあいち上映作品のチケット発売日・発売場所

前　売 7/28 ▶ 9/1
ウィルあいち（あいち国際女性映画祭事務局） TEL 052-962-2520
愛知芸術文化センタープレイガイド TEL 052-972-0430
今池ガスビルプレイガイド TEL 052-733-8211
ローソンチケット（ローソン、ミニストップ、PC、モバイルで購入）  ※店舗内Loppiで購入の際はLコード「48800」を入力すると便利です。

当　日 9/2 ▶ 9/5
ウィルあいち会場チケット売場
ローソンチケット　※販売期間は9/2（木）10時から各作品上映日の前日まで。9/3（金）から9/5(日)の上映作品が対象。
　　　　　　　　　※店舗内Loppiで購入の際はLコード「48800」を入力すると便利です。

ミッドランドスクエア シネマ上映作品のチケット発売日・発売場所及び席の指定について 　問合せ先　TEL052-962-2520

前　売

7/28 ▶ 9/1
※別途ミッドランドスクエア シネマの
窓口で席の指定を受ける必要があります
（上映日の2日前から）。

ウィルあいち（あいち国際女性映画祭事務局） TEL 052-962-2520
愛知芸術文化センタープレイガイド TEL 052-972-0430
今池ガスビルプレイガイド TEL 052-733-8211
ローソンチケット（ローソン、ミニストップ、PC、モバイルで購入）　
※店舗内Loppiで購入の際はLコード「48800」を入力すると便利です。

上映日の２日前 ▶ 9/1
※席の指定も同時　

ミッドランドスクエア シネマの窓口

当　日
9/2 ▶ 9/4
※上映日の２日前の窓口オープンから
※席の指定も同時

ミッドランドスクエア シネマの窓口 
ミッドランドスクエア シネマ チケット購入サイト
※ミッドランドスクエア シネマ ホームページアドレス　http://www.midland-sq-cinema.jp

会場案内　名古屋市中村区名駅4-7-1　ミッドランドスクエア商業棟5F。交通案内 JR・名鉄・近鉄・地下鉄「名古屋駅」から徒歩5分
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・コンペティション&授賞式
　10:00-18:30
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 TOMODACHI
　12:50-14:30

　10:00-11:20
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ばらしき世界

　9:30-11:40

　14:00-15:50 

9:30-11:30

我が心の香港～映画監督アン・ホイ
　9:30-11:30

トークイベント・シンポジウム
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◆設立目的
　まだ食べられるのに捨てられてしまう運命の食品を寄
付いただき、福祉施設や生活に困られた方へお配りする
フードバンク活動。近年は企業や学校でもSDGsが取り
上げられ、ご存じ頂く方も多くなってきたのではないで
しょうか。
　日本初のフードバンク「セカンドハーベストジャパン」
に刺激を受けた有志が集まり、当団体が名古屋で産声を
あげたのはリーマンショック下の2008年。小さな教会
の間借りからのスタートでした。

◆今までの活動
　日本では成熟社会であるがゆえ「見えない貧困」と呼
ばれ、生活に困っている方を正しく掌握するのがとても
難しい状況にあります。2011年の東日本大震災では避
難所から仮設住宅に移った被災者への支援が滞ることを
知り、名古屋からも出来ることをと「ごはん応援箱」の
お届け活動を推進。当団体にも沢山の皆様から温かいご
支援を頂きました。また2015年には生活保護の前段階
の新制度、生活困窮者自立支援法が施行され、東海三県
の各行政の設置する相談窓口との連携をすすめ、2017
年には連携率96%にまで達し、窓口からの依頼による「個
人支援」が、福祉施設などに向けた「団体支援」ととも
に現在、当団体の根幹をなす重要な活動となっています。

◆2020年の活動状況
　昨年度はコロナ禍により、各行政の相談窓口には例年
の数倍もの人々が詰め掛け、職員の皆さんも対応に追わ
れる日々でした。それに伴い当団体への食品依頼も前年
の約1.4倍、7,000件もの要請を頂き、高齢ボランティア
に頼らざるを得ない当団体にとってはコロナ禍でのボラ
ンティアの安全確保と、目の前にいらっしゃる困窮者と
の狭間で大変な苦慮がありました。一部制約しつつも感
染防止対策を徹底しながら何とか高まったニーズにお応
えできたのは、ボランティアの皆さんの熱意以外にあり
ません。本当に有難く思います。

◆団体としての課題
　「東海地方における食のセーフティーネットを構築す
る」をミッションに、前述のように生活に困られた個人

❖ 認定NPO法人              ❖
　 セカンドハーベスト名古屋 

このコーナーでは、県内で活躍する団体にスポットを当て、その活動をご紹介しています。
今回は、「認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋」をご紹介します。

団体
紹介

問合せ先
認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋
住所　名古屋市北区城東町七丁目148番地
電話　052-913-6280
ＨＰ　https://www.2h-nagoya.org

お米5kgを含む13kgほどの食品を、ボランティアが個々の
生活状況に合わせひとつずつお詰めしています。

名古屋グランパス様が公式戦会場にてひとり親世帯の子
供達のため、フードドライブをして下さいました!

の皆様には東海三県の隅々まで支援を行き渡らせること
が出来ました。しかし団体支援に限っては距離的制約か
ら名古屋近郊の皆様にしか食品の提供は進んでおらず、
今後フードバンクの理想とする「食の地産地消」を進め
るためにも東海三県の各所にフードバンク団体を育成
し、彼らとのネットワークを活かし食材の融通を行って
いくことが今後一番の課題となっています。
　フードバンクが救える食品ロスは実はとても微々たる
もの。現在、日本の食品ロスは年間612万トン。国民全
てが毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てている、それほどの
発生状況にあります。ですがまずは身近な一歩から。私
共もフードドライブなどを通じ、救える食品を少しでも
活かして頂けますよう広く努めて参りたいと思います。



5

女性の活躍促進　わが社の女性管理職紹介

　当社では、育児家庭を皆で応援するような社風を作り、男性が育児に携わる事を当たり前にすべく、６年前より「イクメン休
暇制度」や「イクメン研修」を取り入れて、男性の意識改革を進めております。

オンライン（Zoom）開催
2021年10月14日（木）
第1回　「大切な社員を失わない！～介護と育児に職場はどう向き合うか～」　講師：吉岡規子氏　
第2回　相手を伸ばす、やる気にさせる指導法～解決志向を用いたアプローチ～　講師：寺田陽子氏
会場：ウィルあいち　３階　会議室５
2021年10月21日（木）
第３回　面談スキル～部下が心を開くコミュニケーション～　講師：市川麻波氏　
第４回　ダイバーシティ推進時代の管理職とは　講師：横井寿史氏　
2021年11月10日（水）
第５回　これからのチームビルディング～ダイバーシティと職場風土～　講師：中村英泰氏
第６回　部下とのコミュニケーション～性別・世代等の違いによる効果的な伝え方のコツ～　講師：寺田陽子氏

１日オンラインコース（Zoom対応）
2021年10月28日（木）・11月18日（木）・12月16日（木）・2022年1月27日（木）
半日オンラインコース（Zoom対応）
2021年11月4日（木）・12月2日（木）・2022年1月13日（木）・2月10日（木）
１日対面コース（会場：ウィルあいち）
2021年10月29日（金）・11月25日（木）・12月23日（木）・ 2022年2月3日（木）
半日対面コース（会場：ウィルあいち）
2021年11月11日（木）・12月9日（木）・2022年1月20日（木）・2月17日（木））
監修者・講師：樋口貴子氏　　講師：中島美幸氏　宗方比佐子氏　正門律子氏　三井裕美氏

会場：ウィルあいち３階　会議室４・５
2021年10月22日（金）　講師：樋口貴子氏
「コロナで大きく変わった？！職場でのコミュニケーションの
あり方とサスティナブルキャリアを考える」
第１部　セミナー＆ワークショップ　15：00～16：50　 
第２部　交流タイム　17：00～18：00　 

参加費：無料　定員：各回30名（要申込み） 対象：県内企業等で働く男性管理職、人事担当者　申込締切：9月24日(金)

参加費：無料  定員：各コース20名（要申込み） 対象：県内企業等で働く女性中堅職員（職場からの推薦が必要です。） 申込締切：9月17日(金)　

参加費：無料　定員：30名（要申込み）　対象：県内企業等で働く女性管理職　申込締切：9月22日(水)

あいち女性の活躍促進事業　参加者募集

深田電機株式会社

 「男性管理職向けワークショップ」

 「女性管理職養成セミナー」

 「女性管理職の交流カフェ」

　大学卒業後東京でシステムエンジニアとして働いた後、縁あって深田電機株式会社に入社しました。
「これからの時代パソコン使えた方がよさそうだな」と興味だけで未経験のシステムエンジニアの
募集に応募したり、「東京だと広い家に住めないから東京以外の場所で働きたいな」という軽い気
持ちで縁もゆかりもない東海地方へ移住したり、振り返ってみると、楽しそう、面白そうという自
分の興味の赴くまま仕事やプライベートを選び、今に至っています。
　未経験の仕事をすることが多かったですが、自分が少しでも興味を持った事柄を突破口にし、目
の前に与えられた仕事を真摯に対応していくことで、結果としてやり抜くことができました。
　今、女性活躍や女性の管理職を、という世の中の流れで新たなステージにチャレンジする方、チャ
レンジしなくてはならない状況に置かれてしまっている方が増えていると思います。できなかった
らどうしよう？という不安でチャレンジしないことは大変もったいないです。少しでも興味が持て
れば、ぜひチャレンジしてください。

経理課　課長

大 島 麻 美 さん

【問合せ・申込先】
(公財)あいち男女共同参画財団
(あいち女性の活躍促進事業実行委員会事務局）
電話  052-962-2512
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情報ライブラリーBook Cafe
今回のおすすめメニュー

活躍！！女性アスリート

紹介した図書はすべて情報ライブラリーで貸出しています。

スポーツ界でも男女共同参画が広まり、女性の参加がますます注目されています。
今回は、「女性アスリート」をテーマに本を紹介します。女性とスポーツをとりまく考えや
環境がどのように変化してきたのか、女性アスリートの活躍から見ていきましょう。

女性アスリートの教科書
須永美歌子／著
主婦の友社

女性の健康と両立度★★★★

　強い選手になるために、脂肪や体重を減らし、生
理が止まるまでトレーニングをしなければならない
と思ったことはありませんか。この本では、女性ア
スリート特有の健康障害である「利用可能なエネル
ギー不足」「無月経」「骨粗しょう症」を予防するた
めの、栄養、休息の取り方、月経周期との付き合
い方をイラストと図表でわかりやすく説明します。
ティーンズの方にもおすすめです。

私はまけない！
たくましい女性アスリートたち
ジョージア・アムソン-ブラッドショー／著
旬報社

逆境に負けない度★★★★★

　女性スポーツの道を切り拓いた17人の女性アス
リートを紹介します。女性だから、体に障害があ
るから、先住民だから…という差別や困難にあっ
ても、彼女たちは決してあきらめず、競技会で大
活躍しました。自分が決めた道をまっすぐに進む
ことの大切さを、スポーツを通して教えてくれま
す。

人見絹枝
大野益弘／文
小峰書店

スーパーウーマン度★★★★★

　90年前にオリンピックに出場し、800ｍ走で日
本人女性初のメダルを獲得した人見絹枝選手。女
性が気軽に運動できなかった当時、新聞記者の仕
事を続けながらトレーニングに励み、世界の陸上
競技会に出場し続けます。若手育成にも尽くし、
病と闘いながら女性が運動をすることの大切さを
全国に訴えた姿に胸が熱くなります。

よくわかるスポーツとジェンダー
飯田貴子／ほか編著
ミネルヴァ書房

スポーツと多様性を考える度★★★★

　スポーツに参加する女性やLGBTが増えることに
よって、どのような性差問題が起きているのでしょ
うか。日本や世界各国のスポーツにおける歴史、
教育、政策など11項目の現状をジェンダーの視点
から説明します。性自認や性的指向で差別される
ことなく、スポーツに参加できるような環境やガ
イドラインを、どのように整えていくべきかも考
えていきます。

ウィルあいち情報ライブラリー
電 話　 0 5 2 - 9 6 2 - 2 5 1 0問合せ先
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愛知県女性総合センター（ウィルあいち）のご案内

ウィルプラス No.99 2021
編集・発行	 公益財団法人あいち男女共同参画財団
住　　　所	 〒461-0016　名古屋市東区上竪杉町1番地

（愛知県女性総合センター内）	　　　　	
電　　　話	 052-962-2512（企画協働課）
Ｆ　Ａ　Ｘ	 052-962-2477
財 団 Ｈ Ｐ	 https://www.aichi-dks.or.jp
発　　　行	 2021年7月（年2回／次号：2022年3月発行予定）

開館時間　9：00～ 21：00
　　　　　■情報ライブラリー利用時間　9:00 ～ 19:00
　　　　　　新型コロナウィルス感染症対策のため、利用時間等を一部制限し
                       ている場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

休 館 日　年末年始（12月29日～ 1月3日）、施設点検日（年10日程度）
　　　　　■情報ライブラリー休業日　
　　　　　　上記の他、毎週月曜日（祝日の場合は翌日も休業）、
　　　　　　祝日（土日は除く）、整理期間

所 在 地　〒461-0016　名古屋市東区上竪杉町1番地

問合せ先　HP　https://www.will.pref.aichi.jp/
　　　　　■施設利用受付　指定管理者　コングレ・愛知グループ
　　　　　　（ホール・会議室・宿泊室）
　　　　　　電　話　052-962-2511
　　　　　■情報ライブラリー
　　　　　　電　話　052-962-2510

［交通のご案内］
　▪地下鉄名城線「市役所」駅2番出口から東へ徒歩約10分
　▪名鉄瀬戸線「東大手」駅から南へ徒歩約8分
　▪基幹バス、名鉄バス「市役所」下車、東へ徒歩約10分
　▪市バス幹名駅１「市政資料館南」下車、北へ徒歩約5分
　▪駐車台数に限りがありますので、公共交通機関の利用にご協力ください。

（駐車場有料）

　今号の作成に御協力をいただいた
方々にお礼申し上げます。団体紹介
は、フードバンク活動をご紹介しま
した。世界では、９人に１人が栄養
不足であるとの報告もあります。食
品ロスのないよう、消費していくこ
とを心がけるとともに、暮らしのな
かに、フードバンク活動をとり入れ
ていこうと思います。

編 集 後 記
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