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「放射性廃棄物

〜終わらない悪夢〜」

ゲスト

「The Story of Stuff」
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松井英介氏
（医師）

ビデオ
出演

佐藤潤一氏

アーニー・ガンダーセン氏

（グリーンピース・ジャパン事務局長）

（フェアウィンズ・エナジー・エデュケーション ）
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上杉隆氏

（自由報道協会代表）

藤波心氏
（タレント）

「friends after 3.11」

（

今こそ、いのちつながる選択を

2012

sun

7.1

原発のない世界へ！
脱原発への想い。平和への願い。
7/1 は、会場をみなさんの熱い

第 9回東京平和映画祭

2012年 7月1日
（日）
9:30開場 10:00開演 20:10終了予定

国立オリンピック記念青少年総合センター
カルチャー棟大ホール（小田急線参宮橋前駅 徒歩 7分） 映画祭会場内は

http://www.peaceﬁlm.net

バリアフリーです

でいっぱいにしましょう！

主催：東京ピースフィルム倶楽部
協力：国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン
http://www.greenpeace.org/japan
国際有機農業映画祭
http://blog.yuki-eiga.com
東京脱原発音楽祭
http://tokyonukefreemusicfes.org
協賛：株式会社リンク
http://www.link.co.jp
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今こそ、いのちつながる選択を
原発のない世界へ！

3.11原発震災により、私たちは多くのものを失いました。
いのち、故郷、きれいな空気・水・食べもの、つながり、
信頼、希望・・・
被災地の夜明けは遠く、疑問だけが増えます。

福島第一原発は、今どうなっているの？
次の大地震に 4号機の核燃料プールは耐えられる？
大気や土壌や海の汚染はいつまで続くの？
子どもに何を食べさせればいい？
瓦礫を燃やして大丈夫？
電気は足りているのに、なぜ原発を再稼働させたいの？

政府が市民を守れない今、私たちは原発のない世界を
目指して「
、第９回東 京平和 映画祭」を開催します。
私たちがつながり合い、失った希望を取り戻し、
未来にいのちをつなぐために。
あなたの参加をお待ちしています。
東京平和映画祭プロデューサー きくちゆみ
第９回東京平和映画祭 実行委員一同

元岐阜大学医学部放射線医学講座助教授。現在
岐阜環境医学研究所所長。日本呼吸器学会専門
医。
「市民と科学者の内部被曝問題研究会」呼び
かけ人。近著：
「見えない恐怖 放射線内部被曝」
（2011年 旬報社）

佐藤潤一氏（グリーンピース・ジャパン事務局長）

グリーンピースは政府や企業の資金援助を受け
ず、市民のための独立した組織としてグリーン
（持続可能）でピース（平和）な社会を実現するた
めに活動している国際環境 NGO。国連から「総
合協議資格」を与えられている。

上杉隆氏（自由報道協会代表）

（株）
NO BORDER代表取締役。社団法人自由報道
協会代表。元ジャーナリスト。テレビ局、衆議院公
設秘書、
「ニューヨークタイムズ」東京支局記者を
経て、フリーに。
「政権交代の内幕」
「暴走検察」
「上杉隆の 40字で答えなさい」他著書多数。

藤波心氏（タレント）

1996年、兵庫県生まれ。テレビ、映画、ラジオ、写
真集など幅広く活躍中。2011年 3月23日、自身の
ブログで原子力撤廃を訴え、ツイッターRTは数万
件、ブログは 3日で 300万ＰＶに。初のフォトエッ
セイ集に「14才のココロ（
」徳間書店）
ビデオ出演

3×3

スポンサー
募集中！

脚本・監督・主演：アニー・レオナルド
2007年／アメリカ／22分

10:00

http://www.storyofstuﬀ.org

開演

「放射性廃棄物

10:05~

「The Story of Stuﬀ」

アーニー・ガンダーセン氏

（フェアウィンズ・エナジー・エデュケーション ）
エネルギー・コンサルティング会社フェアウィン
ズのチーフ・エンジニア。1990年まで原子力技術
者。内部告発をして現場を離れた後、原子力撤廃
の立場で活動。著書に「福島第一原発 ―真相と
展望」(集英社新書 )

東京平和映画祭の公式 HP にあなたの
広告を出して「
、第９回 東京平和映画祭」
をサポートしてください。
＊団体・個人問わず、
１コマ（300×300pixel）=
9,000円
（何コマでも応募可能です ）
●詳しくは、sponsor@peaceﬁlm.netまで

解説

「放射性廃棄物
〜終わらない悪夢〜」

監督：岩井俊二
2012年／日本／135分

http://www.iwaiﬀ.com/fa311

「フクシマの嘘」

12:10~

佐藤潤一氏トーク

12:30~

休憩

ビデオメッセージ

レポート：ヨハネス・ハーノ
制作：ZDFドイツテレビ
2012年／ドイツ／29分
トの
映画祭は再入場自由です 再入場時にチケッ
半券をご提示ください

＊上映作品・時間などやむを得ず変更する場合があります。
最新情報は HP にてご確認ください。

参加方法

① HPにて東京ピースフィルム倶楽部に会員登録（無料）

13:45~

松井英介氏講演

“低線量”内部被曝と健康

14:45~

休憩

15:00~

藤波心氏トーク

15:10~

「friends after 3.11」

→http://www.peaceﬁlm.net

＊既会員の方は登録不要。

② HP の参加申込みフォームに必要事項を記入して送信
③ 郵便振替で参加費を振込む
【振込先】郵便振替:00130-2-371802 TPFF実行委員会
参加費はスライディング・スケール 1,600 円 ~4,800 円から
お選びください。
高校生以下無料（要会員登録）。
＊2名以上の参加費をまとめて振込む場合は、通信欄に全員のお名前
をご記入ください。＊当日、受付で「ご利用明細票（または受領証）
」
をチ
ケットと交換しますので、必ずご持参ください！
！

スライディング・スケールとは？

「スライディング・スケール」
とは、参加者が “経済的余裕”
や “映画祭開催をサポートしたい気持ち” に合わせて、提
示された金額の範囲で参加費を決める方法です。

＊当イベントは平均 ＠2,500 円 で経費が賄える見込みです。

会場アクセス

17:25~

東京都渋谷区代々木神園町 3-1 http://nyc.niye.go.jp

休憩

17:40~

佐藤氏、上杉氏、藤波氏
パネルトーク
19:00~

「フクシマの嘘」

19:30~

上杉隆氏トーク

終演

監督：エリック・ゲレ
2009年／フランス／92分

「friends after 3.11」

10:35~

20:10

〜終わらない悪夢〜」

http://www.takeshobo.co.jp/sp/waste

10:30~

A. ガンダーセン氏

松井英介氏（医師）

上映作品

「The Story of Stuff」

13:30~

トークゲスト

©Yajima Takashi

sun

20:40
ブース終了

首都高速 4 号線
代々木ランプ
改札口

小田急線

参宮橋駅

国立オリンピック記念
青少年総合センター
歩道橋

正門

車両
出入口

案内板

案内板 代々木５丁目バス停

♥

参宮橋改札を出て左▶マクドナルド前の三叉路を左▶セブンイレブン
を通り過ぎてすぐ左▶踏み切りを渡って右▶歩道橋を渡り真っ直ぐ歩
いて左手▶オリンピックセンターの正門入る▶正面の階段を上って左
の建物がカルチャー棟です !

■地下鉄千代田線
代々木公園駅下車「代々木公園方面4番出口」徒歩約10分
■小田急線
参宮橋駅下車 徒歩約7分
■京王バス
新宿駅西口（16番）
／渋谷駅西口（14番）より 代々木5丁目下車

●お食事はお弁当等をご持参いただくか、敷地内のカフェやレストランをご利用ください。●施設内に有料地下駐車場はありますが、なるべく公共交通をご利用ください。
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会員登録／参加申込み・最新情報はコチラ→ http://www.peaceﬁlm.net
お問い合わせ：東京ピースフィルム倶楽部事務局／大滝努
東京ピースフィルム倶楽部
e-mail：info＠peaceﬁlm.net Tel :050-1507-6191
@tokyo_pfc

♪東京平和映画祭は
みんなで創る映画祭です。
みなさんの参加をお待ちしています♪
designed by

design for peace!

