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初 一般公開

The HOLY SARASWATI  PUJA is 

going to be held on 9th February 2014 

(Sunday) at SUNPEARL ARAKAWA 

in Arakawa-ku(Tokyo). We are 

cordially inviting you to attend the 

festival with your family and friends. 

Your active participation and 

cooperation would make the grand 

ceremony successful. 

        

    

 

 

 

info@kcs-japan.com 
Tel: 090 9847 2202 
       080 4149 0143 
 
 

  Schedule スケジュール 

11:00 ~ 12:00   Puja [プジャ] 
12:00 ~ 12:30 Worship (Anjali) [一般参詣] 

12:30 ~ 13:00  Guest Speech [スピーチ] 

13:00 ~ 15:00 Prasadam (Lunch) [お食事] 

15:00 ~ 19:00 Cultural Programs & Raffle draw                         

      [文化プログラムと抽選会] 

19:00 ~ 20:00 Aruti [閉会式] 

日本では弁才天と呼ばれ 

     昔から親しまれています。 

 日印国際交流イベント 

この度２月９日(日)コルカタ

カルチャラルソサイティ主催

の第８回サラスワティプジャ

を東京都荒川区サンパール荒

川で開催いたします。           

皆様方のご参加を心よりお待

ちしております。 

KCSJ会員一同 

Supported by: 

Organized by:  

http://kcs-japan.com/saraswati_puja 

         Donation is cordially accepted. 

参加費(お食事代含む)：お志をお願いします 

KCSJは皆様の寄附金によって支えられている

非営利団体です。インドおよびベンガル地方の

文化を日本に伝える活動を、末永く続けたいと

思っております。ご理解、ご協力をお願い申し

上げます。 

 

http://kcs-japan.com 

mailto:info@kcs-japan.com


 

 

 

 

Contact:   090-9847-2202  |  090-9375-8017 | 080-6670-0861 |  080-5472-3880  |  080-5505-4243 E-mail:  info@kcs-japan.com    
Website: http://www.kcs-japan.com  |  Facebook: http://www.facebook.com/kcsj.india  |  Twitter: http://twitter.com/kcsj_india 

1-1-1 ARAKAWA,  ARAKAWA KU,  TOKYO 

  

Saraswati is the Goddess of learning, 

education, intelligence, crafts, 

knowledge, art, music and wisdom. 

Saraswati is represented in Hindu 

mythology as the divine consort of Lord 

Brahma, the Creator of the universe. 

Since knowledge is necessary for 

creation, Saraswati symbolizes the 

creative power of Brahma. Goddess 

Saraswati is worshipped by all persons 

interested in knowledge, especially 

students, teachers, scholars, and 

scientists.  

Goddess Saraswati is generally wearing 

a sari, seated on a lotus and holds a lute 

(veena). She uses a swan as her vehicle. 

 

 

 

 

インドの女神様サラスワティは、日本で

は弁才天として親しまれています。勉学

知性、工芸、芸術、音楽、そして叡智を

与える美の女神です。ヒンズー教で宇宙

を創造したとされるブラフマ神の配偶者

です。創造には知恵が必要です。サラス

ワティは、ブラフマの創造力を象徴して

いるのです。知識に関心を持つすべての

人に愛され、特に学生、先生、芸術家、 

科学者たちに信仰されています。 

日本にやって来たサラスワティは、上野

不忍池の弁才天、井ノ頭公園の弁才天、

鎌倉の銭洗い弁財天などとして広く親し

まれています。 

お祭りでは、子供や大人によるインドの

歌や踊りをお楽しみください。 

荒川区荒川 1-1-1 

Tel: 03-3806-6531 

 

有料 

Access / アクセス 
・2 min walk from “Arakawa Kuyakushomae” station of  
….Toden Arakawa line.   

     (Available at Minowa, Machiya, Oji, Otsuka.) 

・10 Min. walk from Hibiya line MINOWA station 

・12 Min. walk from Cyoda /Keisei line MACHIYA station 
 

・都電荒川線 荒川区役所前駅から徒歩 2 分。 

 (都電荒川線は町屋、王子、大塚から乗ることが出来ます) 

・三ノ輪駅から徒歩１0分、町屋、南千住駅から徒歩１２分 

［都バス］ 

・JR 日暮里駅東口発里 22 亀戸行き、西日暮里駅発       

….草 63  浅草雷門行き → 荒川区役所前下車 徒歩 2 分 
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About Kolkata Cultural Society Japan (KCSJ)     
    Our organization KCSJ was established in 2007 and started its journey with Holy Saraswati Puja.  It is a Non-profit Organization of about 50 
active members now who are well established in Japan and voluntarily contributing for the organization. Our aim is to introduce and share 
Indian culture in Japanese society. We usually organize Indian cultural programs, Independence Day Celebration, Holy Durga Puja, Holy 
Saraswati Puja, Rabindra/Nazrul Jayanti and other events in Japan. 

Map 地図 E-Mail メール 
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