2015 日・中米交流80周年記念事業

YOHEI NISHIDA

3rd. photo exhibition of the people of Maya
『 ENCUENTROS 2015 』
2015.06.06 ~ 07.05
@ Museo Casa Santo domingo del Cerro
西田擁平写真展
『出逢い〜グアテマラ・マヤの青い空〜』

organizer
Museo Casa Santo domingo
主催：サントドミンゴ博物館

会場：サントドミンゴ博物館セロ館,Sala de Art 1

Santa Ines de Monte Pulciano,Km.Carretera hacia La Antigua Guatemala
+502(7955)8314(Sala de Arte 1)

“Our Souls”
YOHEI yogi NISHIDA - from Tokyo, Japan is dedicated to taking photographs of the people of Maya,
who are of the same Mongolic origin as the people of his homeland.
Washed over by the wave of modernization,
Almost losing our souls But here, old values still ring true.
So as not to cloud the sparkle in their eyes,
I hope to quietly protect the people of Maya from it all...

「僕たちのココロ」「日本人の素顔」

西田擁平が撮り続け始めている
同じモンゴロイドのマヤの人々。
そこには現代の波に呑まれ
失われつつある
僕たちのココロ
日本人の素顔がまだある。
瞳に映る輝きを再び曇らせないよう
そっと静かに見守りたい..

The following collection reflects my heartfelt wishes.
My hope is that you:
Hear the “sounds” from the collection,
Smell the “winds” from the collection,
Visualize the “thoughts” from the collection.
This 2nd exhibition is at the Museum Casa Santo Domingo.
My heartfelt thanks go to Ms. Anna, the Museum curator,
Ms. Shiraishi of Association AOISORA,
along with the efforts of many people.
そんな想いでシャッターを綴った作品です。
作品から聞こえる「音」
作品から香る「風」
作品から見える「心」
を感じて頂けると幸いです。
日本人初となるこのサントドミンゴ博物館での第3回目になる作品展。
開催にあたり、博物館アナ館長及び青い空の会・白石代表そして多くの方々のご尽力に心から感謝致します。

また、本年はグアテマラを含む中米５ヵ国と日本の外交関係樹立80周年。
2015年日・中米交流年記念事業として開催されます。

主催・会場：サントドミンゴ博物館セロ館
Museo Casa Santo Domingo del cerro,Sala de Art 1
Santa Ines de Monte Pulciano,Km.Carretera hacia La Antigua Guatemala
+502(7955)8314(Sala de Arte 1)
開催日程：2015.06.06~07.05

discography of photo exhibition
in GUATEMALA
1st.
Casa Convento Concepcion
『 ENCUENTROS 2010 』
2010.11.28 - 2010.12.10
2nd.
Museo Casa Santo Domingo
1st. exhibition
『 ENCUENTROS 2011-2012 』
2011.12.17 - 2012.01.15
3rd.
Museo Casa Santo Domingo
2nd. exhibition
『 ENCUENTROS 2013 』
2013.05.18 ~ 07.30

4th.(this time )

Museo Casa Santo Domingo del cerro,Sala de Art 1

Santa Ines de Monte Pulciano,Km.Carretera hacia La Antigua Guatemala
+502(7955)8314(Sala de Arte 1)

3rd. exhibition
『 ENCUENTROS 2015 』
2015.06.06(sat) ~ 07.05(sun)

YOHEI yogi NISHIDA

creative director/photographer
Creative director for both domestic and international concerts

and other various fields, focusing on "bonding through sounds"
with people all over the world in the field of photography/writing.
Owner Chef of 'tavola di YOHEI yogi NISHIDA', Tokyo, Japan.
Creator of unique and incredible dishes
allowing guests to experience a new form of gastronomic entertainment.
Other activities include: presenter, navigator, radio disc jockey a versatile entertainer of music, art, and food industry.

www.smilelovepeace.com

西田 擁平
食と文化の料理人
（クリエイティヴ・ディレクター／写真家／料理人／ナビゲーター）

国内外のコンサートステージを中心に
様々な分野での演出を行う クリエイティヴ・ディレクター。
世界の人々との『出逢いの音』をテーマにした写真作家活動、
ナビゲーター、ラジオ・パーソナリティなど各メディアでの演者活動から
フード・ディレクション（創作イタリアンtavola di YOHEI yogi NISHIDAシェフ)まで
音育・芸育・食育を交えた食と文化の料理人。
“美味しく美しいココロ”を創る。

photo (original print)
size510x510mm (photo’s size≒196mmx295mm)

$500-+tax

All photographs are reversal films , equipment of all works are LEICA

photo book : ENCUENTROS 2009~2012

on sale!@Blurb
http://blur.by/1tgXGW6
86pages/size : LP(12’×12’=30cm×30cm)/HardCover $100.00
PDF download ver. $23.00
on sale!@Amazon U.S.A. $118.00
http://www.amazon.com/-/e/B00KGT1VLC

The profit from this book and all of my photos of the Mayas
will be donated to "Asociaiòn Aoi sora",
an international NPO group providing scholarships for the children of
Guatemala and support system for girls to gain self-reliance.
Asociaiòn Aoi sora (association blue sky) at Solola, GUATEMALA
http://aoisoranokai.com/

作品は全て銀塩（リバーサル）フィルム、ダイレクトプリントのオリジナル作品です。
グアテマラ作品全作売り上げの20%は
現地で直接活動している子供就学・自立支援団体「青い空の会」へ寄付されます。

