にっぽん ― 大使たちの視線 写真展 2018
Japan transforming - through Diplomats’ Eyes 2018

Prince Takamado Memorial Prize: Timothy James R. Mortel/Phillipines

Grand Prize: Jana Ontkova/Slovakia

Ziaul Abedin/Bangladesh

「にっぽん―大使たちの視線 写真展2018」は、毎回設定されるテーマに沿って、各国外交官がとらえた日本のさまざまな姿を、写真を通じて表現
するというユニークな試みです。
第21回を迎える今年は「Japan transforming」をテーマに、45カ国67名の外交官及びその家族の視線で切り取った「にっぽんの今」が紹介されます。
セミナーでは、初回から展覧会ディレクターを務める安部氏を迎え、本展の見所や特徴的な作品の解説などのお話をしていただきます。
（セミナー申
込みは、裏面の申込書に必要事項をご記入のうえ、当協会までご提出ください）

11月27日（火）にセミナーを開催します。詳細は裏面をご覧下さい。

※ただし、11月27日は13：00開場

（公財）兵庫県国際交流協会
ひょうご国際プラザ交流ギャラリー
神戸市中央区脇浜海岸通１−５−１（HAT神戸

TEL. 078 -230 - 3262

国際健康開発センタービル２F）

主
催：「にっぽん−大使たちの視線」写真展実行委員会
共
催：公益財団法人兵庫県国際交流協会
後
援：外務省、公益社団法人日本写真協会、関西領事団
特別協賛：キヤノン株式会社
予約・問い合わせ先 （公財）兵庫県国際交流協会 海外事業推進課
TEL：（078）230-3262 （受付 平日9：00 〜 17：30）
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Japan transforming - through Diplomats’ Eyes 2018
Japan transforming - through Diplomats Eyes 2018 is a unique photo
exhibition showcasing pictures taken by foreign diplomats in Japan, with a
focus on Japanese people, their daily life and traditions.
This year, the exhibition celebrates its 21st anniversary and with the theme of
Japan transforming shows Japan s Present as seen from the perspectives of
67 diplomats and their families from 45 countries.
A talk will be held by Shinobu Abe, the Director of Exhibitions, on November
27. He will introduce the exhibition while providing the exhibit highlights and
background stories behind the displayed pictures.
(To make a booking for the talk, please ﬁll out the form below and submit to
Hyogo International Association by email or FAX)

Kantaya Nimpijarn/Singapore

Svitlana Tukhtaieva/Ukraine

セミナー

2018 年 11 月 27 日
（火） 参 加 無 料

定員30名
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忍

（展覧会ディレクター）

1986年より、展覧会を通じて海外の写真家を紹介してきま
した。主な展覧会として、ジャンルー・シーフ、ヘルムート・
ニュートン、国境なき医師団写真展など。最近は絵本作家の
作品展も手掛けています。

セミナー「にっぽんー大使たちの視線2018

写真展」申込書
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