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※日仏通訳がつきます。

※参加貴無料 ・要事前登録
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トーゴを知る一アプリカの笑滅一

トーゴ共和国は 「アフリカの笑顔Jと 称されています。 トーゴを特徴づける文化的多様性
は世界中の多くの人々を惹きつけています。また トーゴには多くの投資家の関心を引き付
ける資産があります。 トーゴという平和で安定した国について知っていただくため、この

美しい国の驚異についてボジョナ氏とお話し合い]東けます。どなたでもご参加できます。

是引卜お越し下さい。

圏轄
2011年11月 5日 (土)13時 から

会場
PiaNP0 6階大会議室

量機
トーゴ共和国大使館

韻濃番紹介
トーゴ国立行政学院卒業、専門はタト交、法学者。

理大使を務める。

第 1回  ト ーゴ共和国大使館 公 開講演会 崇

関西国際交流団体協議会

ョナ氏 (トーゴ共和国大使館 臨時代理大使)

現在、職田トーゴ共和国大使館の臨時代

協カ
特定司卜営利活動法人

講濃替
A . D 。アクレソ・ボジ

簿申込み ・詳細
トーゴ共和国大使館ウェブサイ トをご覧くブごさしヽ。 htフtD;//www,alrlbato罵o、iapQ堪_豊空t/

Cお問い合わせ〕 トーゴ共和国大佼備
〒107対082 東京都港区赤坂7-4-4コ モド赤坂B棟 恥 1:0)6426-S866 PAX:03-6426打267

www,ainllato観3■pon,nct
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地下鉄中央緑 「大阪港駅」下車、4番出田より西へ徒歩和S分

(主な地点より)

JR新 大阪駅・梅田方面コなんぽ方面から
地下鉄制堂筋線「本町」にて地下鉄中央線乗り換え
梅田方面はJR韓状緯r弁天町」にて地下鉄中央綿
乗り換えも可能

( 車 干u 用 )
阪神高速湾岸緑「天保出出田」より、みなと通lJ七西ヘ
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，ド公開講演会のご案内

拝啓 初 秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、駐 日トーゴ共和国大使館が 2010年 10月に開設されて以来、本年 2011年には
フォール ・エソジムナ ・ニャシンベ ・トーゴ共和国大統領の来日もあり、二国間関係

はさらに強化されてまいりました。

日本とトーゴの関係が確田としたものになってきている中、駐 日トーゴ共和国大使館
と致しましても、それぞれの国民がより親密な関係になるよう努めたいと考えており

ます。

そこで当大使館は開設以来、講演会を始めとする情報提供の場を通 して、日本で活動

されている様々なセクターの方々との交流を行ってまい りま した。

これ らの活動を通 して皆様に トーゴの文化的 ・歴史的 ・伝統的幾かさについて知って

頂きたいと考えている次第でございます。

かつては 日本の様々な組織の方々が トーゴで活動 してお られま したが、現在ではその

ような活動は殆 ど見 られません。しか し、トーゴ共和国政府や国民は皆様の書意に基

づいた活動がまたす ぐに再開されるであろうと確信 してお ります。

そこでこのたび、日本の皆様 とトーゴとの関係が新たな段階へと進展することを願つ

て、当大使館は最初の大規模な講演会を大阪にて開催する運び とな りま した。詳細 ・

お申込み方法につきま しては、添付資料をご高覧下さい。

なお、講演会で トーゴをご紹介するにあたつては、特に以下の内容についてお話 した

いと考えてお ります。

向 歴 史的 。文化的観点

‐ 社 会的観点

白 投 資の機会

是非とも奮つてご参加下さいますようご案内申し上げます。

敬具

D.ア クレノ ・ボジョナ

時代理大使

トーゴ共和国大使館
〒107‐0052B,XOhFIODO,AKASAKA,7・ 4‐4,取IINATO‐KU,TOKYO・ Tも1 0081GD6426・5266‐Fax 0081(03)6426・5267

DⅢmairambatOgolapon@ambato8oJap011・net//al■batogoJapon@yahoo.節…http:〃wwMalnbatogoJapon・net



EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TOGO

謹啓 仲 秋の候、皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当大使館は昨年 10月に開設され、本年 6月 には トーゴ共和国大統領が来 日致しました。

現在、日本 とトーゴとの関係が深化されてきている中、臨時代理大使が大阪に参 り、日本の

皆様に トーゴについてより多く知っていただき、皆様との理解 と親睦を深めることを希望 し

て、下記の要領にて講演会を主催致 します。

諸事ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、ぜひご臨席を賜 りたくご案内申し上げます。

敬白

日時

会場

講演内容

協力

定員

平成 23年 10月吉日

駐日トーゴ共和国大使館

記

平成 23年 11月 5日 (土)午 後 1時 より

PiaNP0 6階 大会議室  大 阪市港区築港 2丁 目8-24

(大阪港駅 4番 出口より徒歩 5分 )

「トー ゴを知 る一 アフ リカの笑顔一」

特別非営利活動法人関西国際交流団体協議会

100名 (先着順)

以上

トーゴ共和国大使館 『ax : o 3‐6 4 2 6‐5 2 6 7

Tel:03‐6426‐5266 Webi http:〃www.ambatogdapon.net

□ご出席 □ご欠席

ご芳名:

ご所属 。ご役職:

TEL/FAX:

E一maili

※お手数ですが、ご出欠のお返事をFAXに て 10月 末 日迄 にお寄せ下さい。

(複数名ご参加の場合は、恐れ入りますが、本用紙をコピーしてご記入下さい。)

※当大使館ウェブサイ ト (http://www.ambatogojapon.net/イベント・ws)か らもご予約可能です。

※当日は直接、会場までお越し下さい。なお、入場料無料、日仏通訳付きとなつております。

〒107"0052B,KOMODO,AKASAKA,7‐ 4‐4,mIINATO・剛 ,TOKYO‐ T610081(03)6426‐5266‐Fax 0081(03)6426・5267

E・mairambatogoJapO‖@ambatottjapon.net//ambato30Japon@yahOO fl・
‐http:〃wwttambatogoJapon.net


