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Unveiling of Portrait of Shri Atal Bihari Vajpayee ji at ICCR headquarters 

 

          ICCR is organizing an event in the memory of late Shri Atal Bihari Vajpayee ji, former 

Prime Minister of India on 16 August, 2020 by unveiling Shri Vajpayee’s portrait at ICCR 

premises. The event is being organized on Shri Atal Bihari Vajpayee ji’s 2nd death 

anniversary remembering him and his contributions towards the building of Nation. 

The event on 16 August will commence with the unveiling of Shri Atal Bihari 

Vajpayee ji’s painting by Shri Ram Nath Kovind, Hon’ble President of India in a virtual mode 

in the presence of Shri V. Muraleedharan, Minister of State for External Affairs and Dr. 

Vinay Sahasrabuddhe, President of ICCR and Member of Parliament. The painting has 

been created in oil-on- canvas by Shri Vasudeo Kamath, an eminent and well-known 

painter in Mumbai, a gold medalist who has received several awards both nationally and 

internationally.  

Shri Atal Bihari Vajpayee served as the ex-officio President of ICCR from March 

1977 to August 1979 when he was Foreign Minister in the post-Emergency Janata 

government. During his tenure as Foreign Minister, Vajpayee ji became the first person in 

1977 to deliver a speech to the United Nations General Assembly in Hindi. It was his vision 

and guidance which saw ICCR further expand and propagate Indian culture worldwide. As 

Member of Parliament, as Minister of External Affairs and finally as Prime Minister, Shri Atal 

Bihari Vajpayee left a distinguishing and lasting impression on ICCR’s activities.  

ICCR was established on 9 April 1950 to actively participate in the formulation and 

implementation of policies and programmes pertaining to India’s external cultural relations; 

to foster and strengthen cultural relations and mutual understanding between India and 

other countries and to promote cultural exchanges with other foreign countries and people. 

ICCR has 19 Regional Offices in various states in India and 38 Cultural Centres abroad to 

implement its programme globally. Over the years, ICCR has grown in size and its activities, 

and is today the Cultural Diplomacy arm of the Ministry of External Affairs with a mandate to 

project India’s soft power abroad.    
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プレスリリース 

 

ICCR本部における故・アタル・ビハーリー・ヴァージペーイ氏肖像画 除幕式 

 

この度、インド文化関係評議会(ICCR)は、元インド首相の故アタル・ヒバーリー・ヴァージペーイ氏を偲ぶ会

を2020年8月16日に開催する運びとなりました。ヴァージペーイ氏の2回忌に合わせ開催されるこのイベント

では、氏を偲び、そして氏の国家建設の功績を讃えます。 

 

2020年8月16日に開催されるオンライン・イベントでは、V. 

ムラリーダラン外務担当閣外大臣、ICCR長官のヴィナイ・サハシュラブッデ博士やその他、インド政府関係

者立会いの下、ラーム・ナート・コビンドインド大統領が、アタル・ビハーリー・ヴァージペーイ氏の肖像画の除幕

式を行います。ヴァージペーイ氏の油彩肖像画を制作したのは、国内外の絵画展で数々の賞を受賞したム

ンバイ在住の著名画家、ヴァスデオ・カマート氏です。 

 

故アタル・ヒバーリー・ヴァージペーイ氏は、BJP政権下で外務大臣を務めていた1977年3月から1979年8

月までICCR長官を併任していました。外務大臣の任期中、同氏は1977年の国連総会で、インド外務

大臣として初めてヒンディー語で演説を行いました。同氏のビジョンそしてガイダンスによって、ICCRはインド

文化を更に発展させ、世界に広めていくことができたのです。国会議員として、外務大臣として、そして最

終的には首相として、ヴァージペーイ氏は、ICCRの活動に顕著かつ永続的な影響を残しました。 

ICCRは1950年4月9日に設立され、文化関係やインドと外国との相互理解の育成や強化、そして外国

とその国民との文化交流の促進など、インドの対外文化関係政策や各種プログラムの策定や実行に、積

極的に関与してきました。現在、インド国内に19カ所の地域事務所を構え、海外でも38ヵ所の文化セン



ターを運営しています。長年にわたり、ICCRはその規模そして活動を拡大し、現在ではインドのソフトパワー

を海外に発信するインド外務省の文化外交担当部門として機能しています。 
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