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Event Holy Saraswati Puja
インド文化祭りサラスワティ・プジャへようこそ！

DATE: SUNDAY, 8TH FEBRUARY 2015
TIME: 11AM TO 7PM
VENUE: TIARA KOTO HALL
ADDRESS: 2-28-36 SUMIYOSHI, KOTO-KU,
TOKYO 135-0002
ACCESS: 4-MINUTE WALK FROM EXIT A4 OF
SUBWAY TOEI SHINJUKU LINE, TOKYO METRO
HANZOMON LINE 'SUMIYOSHI' STATION

Saraswati is the Goddess of knowledge and
arts, represents the free flow of wisdom &
consciousness. 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 dressed in
white – the symbol of purity & rides on a
white swan. With her other two hands she
plays the music of love and life on a string
instrument called the veena. She is the
mother of the Vedas.

Cultural Program

日時: 2015 年 2 月８日・日曜日
イベント名：サラスワティ・プジャ祭り
時間: 朝 11 時 から 夜 7 時
会場: ティアラこうとう （江東区）
住所:〒135-0002 東京都江東区住吉２丁目
２８−３６
電車利用の場合: 地下鉄 都営新宿線・東
京メトロ半蔵門線 「住吉」駅下車 A4 出
口より徒歩 4 分
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。

8thFeb
2015

インドの歌と踊り

日本にやって来たサラスワティは、上野不
忍の池の弁才天、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。
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Holy SARASWATI PUJA is going to be
held on 8th February, (Sunday) 2015 at
TIARA Koto Hall in Koto-ku(Tokyo).
IBCA Japan cordially invites you to
attend the festival with your family
and friends. Urging your active
participation to make the ceremony
grand & successful.
IBCA Japan members

この度、2015 年 2 月 8 日日曜日に
インドのベンガル文化協会による
サラスワティプジャが東京都江東
区のティアラこうとうで行われま
す。皆様方のご参加を心よりお待
ちしております

আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ রবিিার
ফ াবিওর টিয়ারা ক াত া হলে সরস্বতী
পুজার আলয়াজন িরা হইয়ালে।
আলয়াবজত এই মলহাৎসলি আপনালের
সিান্ধি উপবিবত ও আন্তবরি
সহল াবগতা আমালের এিান্ত িাময।
ধনযিাোলন্ত,

IBCA Japan 会員一同

ইবিয়া(লিঙ্গে) িােচারাে আলসাবসলয়সন জাপান

িাোন্নতয
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Donation:- Family including children: ¥4000; Single: ¥2000 (lunch included)
Official Partner:

© www.ibcaj.org

