
区

分 市町村名 相手国 ナショナル 
デー 監督名 プロフィール 撮影期間 

既

発

表

分 

犬山市 ドイツ連邦

共和国 ４月１３日 コニー・ヴァルタ

ー 

「ネレ＆キャプテン－壁

を越えて」（２００１年）

が日本でも公開されたプ

ロの映画監督。２００２年

あいち国際女性映画祭で

来日し、犬山市を訪問して

いる。 

平成１７年４月 ６日～ 
平成１７年４月２６日 

 
４月１３日のナショナル

デーの様子を撮影しまし

た。 

〃 新城市 スイス連邦 ４月１５日 ロジェー・ティボ

ール・ワルッヒ

１９９８年に来日後、ドイ

ツ語講師を務める傍ら、芸

術家、映像作家として京都

で活躍している。 

平成１７年４月 １日～ 
平成１７年４月２４日 

 
新城市の手筒花火や４月

１５日のナショナルデー

の様子を撮影しました。 

〃 弥富町 オランダ王

国 ４月１９日 アラルト・マヒー

ル・デティヘル

２００３年プリンスベル

ナルド財団の若手作家シ

ナリオコンテスト受賞者 

平成１７年４月１２日～ 
平成１７年５月 ４日 

 
４月１９日のナショナル

デーの様子を撮影しまし

た。 

〃 安城市 デンマーク

王国 ４月２０日 トーマス・スメッ

デゴー 

２００３年デンマークＴ

Ｖスクールコンペのベス

トムービー賞受賞。 

平成１７年４月１９日～ 
平成１７年５月 ９日 

４月２０日のナショナル

デーの様子を撮影しまし

た。 
 
 
 
 

〃 蒲郡市 ポーランド

共和国 ５月９日 マルチン・コシャ

ルカ 

シュレジエン大学ラジ

オ・テレビ学部で、映画・

テレビ製作と撮影の勉強

をしている。 

平成１７年５月 ３日～ 
平成１７年５月２４日 

５月９日のナショナルデ

ーの様子を撮影します。 



〃 幸田町 カンボジア

王国 ５月１０日 タデット・テュウ

 

カンボジア国営テレビニ

ューズ編集室ディレクタ

ー 
 

平成１７年５月 ２日～ 
平成１７年５月２３日 

５月１０日のナショナル

デーや５月１１日に町民

会館で行うフレンドシッ

プ交流会の様子を撮影し

ます。 

〃 師勝町 大韓民国 5 月１１日 キム・ウンスク

 

韓国映画大学を首席で卒

業。韓国映画メジャー作品

を製作した初の女性監督。

あいち国際女性映画祭

2004 で来日し、師勝町も

訪問済み。日本では「氷雨」

はこの春公開となる。 

平成１７年 5 月 1 日～ 
平成１７年５月１８日 

５月１１日のナショナル

デーの様子を撮影します。

〃 稲沢市 ギリシャ共

和国 ５月２０日 エヴィ・カラバツ

 

２０００年のギリシャ文

化省ベストショートフィ

ルムナショナル賞受賞者。

また人道的社会的活動と

してルワンダの人権向上

のためのドキュメンタリ

ー制作に取り組んでいる。

 

平成１７年５月１１日～ 
平成１７年５月３１日 

５月２０日のナショナル

デーの様子を撮影した。 

〃 田原市 ラオス人民

民主共和国 ６月１３日 ブンガット・ボン

ガヤ 

ラオス国営テレビ製作責

任者。ドキュメンタリーを

多く手がけている。 

平成１７年６月 ３日～ 
平成１７年６月２２日 

６月６日は長久手会場で

田原市の日を、６月１３

日は長久手会場でナショ

ナルデーの様子を撮影し

ます。また、６月１０日

はラオスの代表団に同行

取材します。 
 



〃 長久手町 ベルギー王

国 ６月１４日 フランゾワーズ

レヴィ 

テレビ用ドキュメンタリ

ーを長年撮っている堅実

派 

平成１７年６月 ４日～ 
平成１７年６月２３日 

６月１４日は長久手会場

でナショナルデーの様子

を撮影します。また、6 月

１５日は長久手町文化の

家で開催するロイヤル・フ

ィルハーモニー・オーケス

トラのコンサートを撮影

します。 

〃 津島市 カメルーン

共和国 ６月２１日 ンベランベラ・

ジョージス 

２００４年映画制作学校

（リヨン）卒業。２００２

年には日本にも滞在 

平成１７年６月１１日～ 
平成１７年６月３０日 

６月２１日は長久手会場

でナショナルデーの様子

を撮影します。また、6 月

18 日は津島市文化会館で

のイベントを撮影します。

〃 瀬戸市 チュニジア

共和国 ６月２３日 アニス・ラスエッ

ド 

１９９５年から映画のア

シスタントディレクター

として活躍。２０００年に

は「スターウォーズエピソ

ードⅡ」のチュニジアユニ

ットに加わった。 

平成１７年６月１７日～ 
平成１７年７月 ９日 

６月２３日は長久手会場

でナショナルデーの様子

を撮影します。また、６月

２５日、２６日は瀬戸市民

文化会館で行なわれるイ

ベントを撮影します。 
 

今

回

発

表

分 
 

豊橋市 
ベネズエラ 
・ボリバル共

和国 
６月２９日 イレーネ・エレー

ラ 

日本大学でビジュアル・ア

ートを学び、現在、東京在

住。ＮＨＫ「スペイン語会

話」の短編ドキュメンタリ

ー作家として活躍。 

平成１７年６月１９日～ 
平成１７年７月 １日 

６月２９日は長久手会場

でナショナルデーの様子

を撮影します。 



〃 
春日井市 

 
 

ヨルダン・ハ 
シミテ王国 ７月５日 アリーブ・ズエイ

ター 

ヨルダンテレビディレク

ター。２００３年第１０回

ヨーロッパ映画際審査員

特別賞受賞。 

平成１７年７月 １日～ 
平成１７年７月２２日 

７月５日は長久手会場で

ナショナルデーの様子を

撮影します。また、７月７

日は東部市民センターで

民族舞踊団のイベントを

撮影します。 

〃 豊橋市 リトアニア

共和国 ７月６日 アスタ・エイニキ

テ 

リトアニア国営テレビチ

ーフディレクター。２００

０年シドニー五輪テレビ

クルー。 

平成１７年６月２６日～ 
平成１７年７月１６日 

７月６日は長久手会場で

ナショナルデーの様子を

撮影します。 

今

後

発

表

予

定 

刈谷市 インド ７月２０日 アクラム・シェー

ク 

１９９７年「ボンベイ to
ナゴヤ」ではアクション監

督を務める。現在、１９９

９年度ミス・ワールドを主

演にした新作「愛は海を越

えて（仮題）」を日本で撮

影中。 

未定 

〃 岩倉市 キューバ共

和国 ７月２６日 ヤミラ・スアレス

・ヌニェス 

映画プロデューサー。キュ

ーバ国立映画芸術産業庁

にて映画技術を習得。 

未定 

〃 豊川市 ペルー共和

国 ７月２８日 ジュデイス・ヴ

エルズ 

１９９６年、ベスト・ドキ

ュメンタリーと評された

テレビ番組を制作。オペラ

映画の制作も手がける。 

未定 

〃 東海市 トルコ共和

国 ８月２日 オズジャン・ア

ルペル 

イエシェイム・ウスタオウ

ル監督「遥かなるクルディ

スタン」のカメラマン。監

督した短編映画も内外の

国際映画祭で上映されて

いる。 
 

未定 



 

〃 豊橋市 ホンジュラ

ス共和国 ８月１９日 マルセラ・ブステ

ィージョ 

ＴＶや自主映画など女性

問題、社会問題について数

多くのドキュメンタリー

のプロデューサーと監督

を務める。現在、政府機関

の報道とビデオ制作講師

も務める。 
 
 
 

未定 

〃 大口町 
ナイジェリ

ア連邦共和

国 
８月２３日 マムッド・アリ・

バログン 

アウォロウォ大学の演劇

科において映画、テレビ制

作を学ぶ。ナイジェリアで

最も知られた俳優、プロデ

ューサー、監督。 

未定 


