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 内閣府では、全国から統計的に選ばれた数千人を対象に、調査員が訪問し、面接による世論調査を行って

います。外交に関する世論調査は、本年10月に調査が行われ、11月に発表されました。『日本と諸外国との

関係』として、｢日本とインド (ア)インドに対する親近感 / (イ)現在の日本とインドの関係｣の調査結果も

発表されました。 

 2008年11月のムンバイ同時多発テロの影響からか、2009年の世論調査では、親近感･日本とインドの関係

共に、好意的な評価は落ち込んでいますが、その後は順調に回復しています。次ページの図をご参照下さい。 

特に｢現在の日本とインドとの関係｣で、昨年に引き続き過半数を超える方々が、｢良好だと思う｣とされてい

ます。マスコミでインドが取り上げられることも増え、日印国交樹立60周年に関連してイベントも多く開催

された事にも影響されていると思われます。 

 一時的なブームで終わることなく、今後も更に親近感が深まり、日印関係が良好であるよう、また、多く

の方にとっても、インドが日本にとって友好的な国であることが実感できるよう、協会として活動に力を注

いでいきます。 

 

◇◆◇内閣府  外交に関する世論調査 より抜粋◇◆◇ 

日本とインド 

(ア)インドに対する親近感 

 インドに親しみを感じるか聞いたところ、 

 ｢親しみを感じる｣―47.0%(｢親しみを感じる｣10.1%＋｢どちらかというと親しみを感じる｣36.9%)、 

 ｢親しみを感じない｣―44.4%(｢どちらかというと親しみを感じない｣26.0%＋｢親しみを感じない｣18.4%) 

となっている。 

 前回の調査結果(2011年 10月調査結果)と比較して見ると、｢親しみを感じる｣(40.8%→47.0%)とする者の

割合が上昇し、｢親しみを感じない｣(50.4%→44.4%)とする者の割合が低下している。 

 性別に見ると、｢親しみを感じる｣とする者の割合は男性で、｢親しみを感じない｣とする者の割合は女性で、

それぞれ高くなっている。 

(イ)現在の日本とインドとの関係 

 現在の日本とインドとの関係は全体として良好だと思うか聞いたところ、 

 ｢良好だと思う｣―62.8%(｢良好だと思う｣9.1%＋｢まあ良好だと思う｣53.6%)、 

 ｢良好だと思わない｣―24.7%(｢あまり良好だと思わない｣18.9%＋｢良好だと思わない｣5.8%) 

となっている。 

 前回の調査結果(2011年10月調査結果)と比較して見ると、｢良好だと思う｣(51.7%→62.8%）とする者の割

合が上昇し、｢良好だと思わない｣(31.9%→24.7%)とする者の割合が低下している。 

 性別に見ると、｢良好だと思う｣とする者の割合は男性で高くなっている。 

 年齢別に見ると、｢良好だと思う｣とする者の割合は 30歳代で、｢良好だと思わない｣とする者の割合は 40

歳代で、それぞれ高くなっている。 

◇◆◇抜粋終了◇◆◇ 

 

 なお、内閣府の世論調査については、下記URLにてご覧頂けます。 

内閣府『外交に関する世論調査』  

URL  http://www8.cao.go.jp/survey/h24/h24-gaiko/2-1.html 

｢日本と諸外国との関係｣の調査結果の概要 

URL  http://www8.cao.go.jp/survey/h24/h24-gaiko/2-1.html 

1. 内閣府 外交に関する世論調査 
Public Opinion Survey on the Diplomacy 
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公益財団法人 中村元東方研究所 主事 / 中村元博士生誕100年記念事業 事務局長 

堀内伸二 

2012年11月28日、中村元博士は生誕100年を迎えら

れた。それに先立つ10月10日、200名を超える様々な

分野の方々が、全国から、また海外から、島根県松江

市｢大根島｣の中心に位置する高台に参集された。この

日、中村先生ご生誕の地に待望の｢中村元記念館｣が開

館されたのである。 

そこで、このたび再び紙面をお借りして、10日と11

日の2日間にわたって行われた一連のオープニングセ

レモニーと、10月15日にインド大使館において行われ

た記念講演会についてご報告し、日本とインドとが一層深い絆で結ばれる機縁の一端にさせていただけれ

ばと思う次第である。 

僭越ながら、式典が終わった時、｢良い式典だった｣と、少なからぬ方々からお言葉を頂戴した。思うに

その最大の理由は、式典に集まられた方々が、中村先生に対する尊敬の念と、開館を心からお祝いしたい

という思いを共有されていたからであろう。 

ある方が仰られた。｢中村先生の記念館を作ることを悪く言う人は誰もいない。｣また祝賀会で流された

ビデオをご覧になったある方は、｢中村先生は、人間の格が違う｣とも。これが、インド思想や仏教(広くは

東洋思想、普遍思想)という、人類にとって極めて重要な学問研究を｢勉め強い｣てこられた厳しさと、学ん

だ思想が身になり｢慈しみのこころ｣を体現されていた中村先生の偉大なる感化力なのだな、と思わされた。 

｢中村先生の蔵書は、それ自体が一つの貴重な文化遺産である。｣ 

これは、中村先生が東大退官後、｢真に教えたい一人と、真に学びたい一人がいれば成り立つ学院｣を理

念として私費を投じて開設された東方学院で、数年にわたり受講されているある財界の方が口にされた一

言である。先生の眼を通して集められた3万余冊にのぼる蔵書と資料。そして、幼少期に先生が描いた絵か

ら始まり、やがて文化勲章を叙勲され、逝去なされるまでの、中村先生の人生に触れることができる様々

なご遺品。それらがすべて記念館に有る。 

そういう意義ある記念館の開館にふさわしい一連の行事が2日間にわたり挙行された。以下その概要を若

干のコメントとともにお伝えさせていただく。 

10月10日 

(1)中村元記念館開館記念植樹並びに記念碑除幕式 

 場所 松江市八束町 大塚山公園 

 時間 午後1時30分～午後2時 

  ｢慈しみこころ｣の記念碑が、松江市によって記念館のすぐ後ろの大塚山公園内に建てられ、脇には菩

提樹が植樹された。中村先生はご自分の墓地(東京都：多摩墓地)に｢ブッダのことば｣と題した石碑を

立て、そこに原始仏教聖典の一つである『スッタニパータ』から先生が訳され、洛子夫人ご自身が清

書されたことばを刻み、後世に残された。この度これと同じものがパーリ語原語を加え建てられたの

である。大根島の最も高台となるこの地は、実に見晴らしが良く、大根島を囲む中海の先には、先生

のご生誕地(殿町)、さらにその後方にインドが視線内に収まるよう配慮されている。名誉市民でもあ

る中村先生に対する、松江市の関係者の方々の思いやりに頭が下がった。また除幕式では、中村先生

から、東方研究会のこと、就中、蔵書のことを任された前田專學博士の、感極まられながらの挨拶に、

人知れぬご苦心を窺い知るとともに、参列者一同、心打たれた。 

2. 中村元博士 生誕 100年記念事業 (その2) 
Centennial Anniversary of Dr.Hajime Nakamura’s Birth 

 

<中村元記念館 全景> 
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(2)中村元記念館開館記念式典  

 場所 中村元記念館 

 時間 午後2時～午後3時 

  記念館の中庭に当たるスペースに特設された会場での式典には、

松江松平家15代ご当主、溝口島根県知事、松浦松江市長、古瀬松

江商工会議所会頭、清水谷清水寺貫主を初め、地元の行政関係者、

経済界、あるいは宗教界、学会関係者等が、また、日印協会平

林理事長、在日インド商工会議所比良理事長も遠路東京よりご列

席くださった。 

最初に来賓挨拶に立たれたヴィカース･スワループ在大阪神戸イン

ド総領事(東京での開催となったIMF会議のためご欠席となったイ

ンド大使ご名代)は、｢中村元博士以上にインドと日本を近づけた

人物はいない｣という冒頭挨拶に始まり、日印交流に果たされた中

村先生の功績を称えられた。記念館の近くには、歩いても行かれ

る由志園という、牡丹が有名な回遊式の日本庭園があるが、そ

こを訪ねられた総領事夫妻は、その見事さに感激なされ、しばし時の経つのを忘れられる程であった。

文化的雰囲気に包まれた島根の地で日本文化に触れていただけた一時であった。 

(3)第二十二回中村元東方学術賞授賞式 

 場所 ホテル一畑  

 時間 午後5時～午後6時 

例年インド大使館で開催されている学術賞授賞式は、記念館オープンに合わせ松江で開催された。今

年の学術賞受賞者は、インド仏教美術の専門家である宮治昭博士(名古屋大学名誉教授)である。11日

に行われた博士の記念講演会は、長年にわたる研究成果が凝縮された、たいへん興味深い内容で人々

を魅了した。また通常の学術賞の他に、本年は、清水谷善圭猊下(安来清水寺貫主)と釈悟震博士(中村

元東方研究所研究員)の両名に文化賞が授与された。文化賞は、記念館の運営に当たるNPO法人の理事

長でもある清水谷猊下の、記念館設立等に対する多大な功績と、韓国出身でありながら中村博士、そ

して東方研究所に対する長年にわたる献身的貢献をなされてきた釈博士を称えるものである。 

(4)中村元記念館開館記念並びに中村元東方学術賞等授賞式祝賀会 

 場所 ホテル一畑 平安の間 

 時間 午後6時15分～午後8時15分 

記念館審議委員のお一人でもある大谷社長の一畑ホテルで開かれた祝賀会には200名を超える方々が参

列されたが、椅子席での食事も時間が経つにつれあちこちで立食の様に変じ、堅い握手をしながら、｢今

度、我々の商工会議所も応援することになったから｣、あるいは、｢こんなにすばらしい記念館を今後

しっかり維持していかなくてはね｣等々と、地元の方々、そして各地から、また海外から参集された方々

が、実に和気藹々とした、しかし、その中にも記念館の維持、発展に対する真剣な思いを語り合う有

意義な交流の場となり、あっという間に閉会の時を迎えた。 

祝辞に立たれた在日インド商工会議所の比良理事長が、経済活動はもとより、インド思想が、人間が

生きる上においていかに重要なものであるか、そして中村先生が、インドにあっても忘れられがちな

インド本来の精神を確実に伝えた神の化身のごとき存在であることを深く称える熱のこもったもので

あったことは、特に印象的であった。 

10月11日 

 場所 くにびきメッセ 

 時間 13時15分～16時 

以上の一連の式典を終えた翌日、｢中村元博士 生誕100年記念講演会｣が島根県松江市の近代的な建物

<スワループ総領事による挨拶> 

<記念館内に再現された博士の書斎> 
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｢くにびきメッセ｣国際会議場にて、会場を埋め尽くす約200名の聴衆を集め開催された。講演者は、イ

ンドから招聘されたS.R.Bhatt博士(元デリー大学教授)、中村元東方学術賞を受賞された宮治昭博士、

そして前田專學中村元東方研究所理事長の3氏、演題はそれぞれ｢中村元教授…菩薩の化身｣｢バーミヤ

ンの仏教世界｣｢恩師中村元先生と記念館｣であった。 

10月15日 

以上の松江市における一連の式典を終了した後、今度は、

会場を東京に移して、10月15日、インド大使館において以

下のプログラムで｢中村元の世界へようこそ｣と題して記念

講演会が開催された。松江における各式典もそうであった

が、大使館のオーディトーリアムで開催された本講演会も

大盛況で、当日配布の整理券はすべてなくなり、それでも

ぜひ聞きたいという来場者の希望により、立ち見の状態で

の講演会となった。講演をされた先生方は、いずれもその

分野の第一人者ばかりであり、中村元の学問の世界を知る

上では、またとない貴重な機会で有ったことは確かである。加えて、絶えず笑いと感動の絶えないトーク

をなされた三木純子総務(中村元東方研究所、中村元博士御息女)の話は、この人からでなければ聞くこと

のできない体の、人間味にあふれた先生の人柄に触れる貴重なもので、多くの来場者があったこともうな

ずける。 

講演会終了後に近くのホテルで行われたバット博士のフェアウェルパーティーには、インド大使閣下、

公使はじめ大使館関係者がご列席くださり、また日印協会からは青山事務局長が出席くださり、講演され

た講師の方々や中村元研究所関係者と親しく懇談された。 

｢中村元の世界へようこそ｣プログラム 

 前田 專學(中村元東方研究所理事長･東京大学名誉教授･武蔵野女子大学名誉教授)：挨拶 

 川崎 信定(中村元東方研究所理事･筑波大学名誉教授)：｢中村元と比較思想｣ 

 奈良 康明(中村元東方研究所常務理事･駒澤大学名誉教授)：｢中村元と原始仏教｣ 

 辛島   昇(東京大学名誉教授)：｢中村元とインド古代史｣  

 三木 純子(中村元博士御息女)：｢父と私｣ 

 ･S.R. Bhatt(元デリー大学教授)：｢中村元とインド哲学｣(英語) 

 

※『月刊インド』11月号pp.3～6に掲載した、｢中村博士 生誕100年記念事業｣の続編です※ 

<インド大使館での講演風景> 
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11月6日午後3時30分、新任駐日インド大使ディーパ･ゴパラン･ワドワ閣下は、皇居の宮中正殿松の間

において、羽田雄一郎国務大臣侍立の下に、天皇陛下に信任状を捧呈されました。 

信任状は、派遣国の元首から被派遣国に派遣される外国の大使の任命を通告する外交文書の事で、受け入

れ側の国の元首に提出するものです。捧呈式は、この信任状を新任の特命全権大使が天皇陛下に捧呈する儀

式です。外務大臣または他の国務大臣が侍立します。信任状が受理されてから、初めて特命全権大使として

の職務が正式に開始されます。 

この日、東京は朝から霧がでており、インドでは吉兆とされる雨も降っていました。ワドワ大使を皇居へ

送迎する馬車は、淡い乳白色のベールに包まれたように見えました。 

今後のワドワ大使の更なるご健勝とご活躍を祈念申し上げます。 

 

Ⅰ. 内政  

11月3日 

 4 日付ヒンドゥー紙は、レッディー･インド共産党(CPI)事務局長が、同党は、小売分野における外国直接

投資(FDI)に関する政府の決定に反対する国会決議であればどのような動きも支持するとの姿勢を明らかに

したことを報じている。 

 4日付ヒンドゥー紙によれば、3日、選挙管理委員会は、ヒマーチャル･プラデーシュ州の州議会選挙の準

備が完了、4日に投票を実施することを発表。 

4. インドニュース(2012年 11月) 
News From India 

3. ワドワ大使 信任状捧呈 
Presentation of Credentials by the Ambassador of India 

<信任状捧呈式  於 皇居の宮中正殿松の間   写真提供; 宮内庁> 
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11月6日 

 7 日付のヒンドゥー紙によれば、最高裁は、大気汚染を起因とするデリー市内のスモッグの懸念を明らか

にし、問題の調査を命じるとともに、最高裁として緊急の対応の提案を行う旨発表。スモッグの原因は、

車両からの排気ガスとみられており、特に自家用車の増加により、大気中の排気ガスのレベルが上昇して

いることが背景にある。 

11月9日 

 10 日付のヒンドゥー紙によれば、9 日、インド反汚職(IAC)は、スイス銀行に財産を隠避していることが

疑われている人物に関する名簿を公表した。また、HSBC銀行に対し、マネーロンダリングに関与したとし

て抗議を行い、同銀行の従業員に辞職を呼びかけた。 

11月10日 

 11 日付のヒンドゥー紙によれば、活動家のアンナー･ハザーレー氏が、2013年 1月 30日(マハトマ･ガン

ディー氏が暗殺された日)に全国的規模の反汚職運動を行うことを発表。 

11月11日 

 12日付のヒンドゥー紙は、11日、シン首相が、大衆社会党(BSP)のマヤワティ党首を招き、昼食会を開催

したと報じている。同首相は、9日にも、社会主義党(SP)のムラーヤム･シン前党首を招いた夕食会を開催

しており、同紙は、22日から開催が予定されている冬期国会において、全インド草の根会議派(AITC)によ

るマルチブランド小売業への外資規制緩和を巡る不信任案提出の動きを牽制することを狙ったもの、との

見方を示している。マヤワティ党首は、同昼食会について、単なる定例の昼食会であるとコメントしてい

るが、同席したカマル･ナート議会担当大臣は、昼食会後、政府は、国会審議が順調に行われ、重要法案が

承認されることを期待していると語った。 

11月15日 

 16日付のヒンドゥー紙他は、全インド･コングレス党委員会(AICC)において、ラフル･ガンディー党幹事長

が、選挙調整委員会の委員長に就任したことを報じている。2014年に実施が予定されている下院総選挙を

視野に、同委員会及び 3 つのサブグループ(選挙前連携、マニフェスト･政府施策及び情報･広報)も構成さ

れた。 

11月17日 

 タイムス･オブ･インディア紙等インド各紙は、17 日、シブ･セーナのバル･タックレー氏が亡くなり、18

日にムンバイ市内において葬儀が行われた旨報じている。ムンバイ市内で行われた同葬儀には、200万人以

上が参列した。 

メモ：  

ヒマーチャル･プラデーシュ州では、現職のドゥマル同州首相率いる与党インド人民党(ＢＪＰ)と、同州前首相のヴィルバ

ドラ･シン氏率いるコングレス党を中心とし、汚職を争点とした選挙戦が展開。州内の 68 の選挙区に 7253 の投票所が

設けられ、有権者数は4,608,359名。開票は12月20日を予定している (注：12月に予定しているグジャラート州議会選

挙と同日開票)。 

メモ：  
報道によれば、IAC が発表した名簿には、ムケーシュ及びアニル･アンバニ兄弟の他、コングレス党のアヌ･タンドン議

員等の名前が含まれている。IACによれば、本件名簿はコングレス党筋から入手したものであり、全体で700名から成

る名簿の一部であるとのこと。 

メモ： 
報道によれば、下院において 19 議席を有していたＡＩＴＣが連立政権を離脱したことにより、コングレス党にとって、22
議席を有する SP と 21議席を有するＢＰＳとの閣外協力が一層重要となっている。特に今期の冬期国会では、NGO等
から成立を求める声が強いロークパール法案(オンブズマン制度導入法案)、国家食糧安全保障法案等の重要法案が
控えており、シン首相にとって難しい政局運営が求められているとのことである。 

メモ： 
シブ･セーナとは、1966 年に、バル･タックレー氏が設立したマハラーシュトラ州の地域政党。マハラーシュトラ州優先、
ヒンドゥー至上主義、反共主義をスローガンに掲げる。 



 

10 

11月21日 

 22日付のタイムス･オブ･インディア紙他は、21日午前7時30分に、2008年11月26日に発生したムンバ

イ･テロ事件の実行者であり、10名の実行者のうち唯一生存したまま逮捕されたケサブ受刑者が、プネー市

内の刑務所において死刑に処され、遺体が同刑務所内に埋葬されたことを報じている。同紙によれば、ケ

サブ受刑者の死刑は 2011年 5月に確定、本年 11月 8日、ムカジー大統領がケサブ受刑者からの恩赦の嘆

願を却下したことを受け、死刑執行の準備が進められていたとのことである。 

 議会省は、インド連邦議会冬期国会を 11月 22日～12月20日までと発表。冬期国会では、オンブズマン

制度導入法案、女性枠留保法案、指定カースト･指定部族枠留保法案、2008年保険法改正法案及び年金基金

規制法案が審議される予定。 

11月25日 

 26 日付ヒンドゥー紙は、アールビンド･ケジリワル氏が、一般市民党(アーム･アードミー党; AAA)の議長

に選ばれたことを報じている。集まった支持者に対して、同氏は、今後 1 年かけて全国を行脚し、コング

レス党及びインド人民党を｢暴き｣、またAAAへの支持を呼びかけたいとしている。翌26日には、デリー市

内で集会が開催され、党名が正式に発表された。 

11月30日 

 1日付インディアン･エキスプレス紙他は、I. K. グジュラール元首相が、デリー近郊のグルガーオンの病

院において、92歳で亡くなり、インド政府は 7日間の喪に服すことを決定したことを報じている。同首相

の葬儀は12月1日に行われた。 

Ⅱ. 経済  

11月3日 

 3日付のヒンドゥー紙によれば、インド政府は、コングレス党内外の強い反対を受け、家庭用の LPGガス･

シリンダーの価格の引き上げを留保するとともに、補助金付シリンダーの購入数の上限(1 家族につき、1

年間6本)見直しを検討していることを報じている。同紙によれば、デリーにおいては、補助金付きシリン

ダーの価格が410ルピーであるのに対し、補助金無しシリンダーの価格は 2倍近いとのことである。 

11月4日 

 5日付ヒンドゥー紙は、4日、デリー市内において開催されたコングレス党集会において、ソニア･ガンデ

ィー同党総裁が、シン首相が進める外国直接投資(FDI)規制緩和や、燃料価格の引き上げ等の経済政策を支

持する旨の演説を行ったことを報じている。 

11月6日 

 6日付のヒンドゥー紙は、インド工科大学の学費が、年間 5万ルピーから 9万ルピーに引き上げられる見

込みであると報じている。本件は、来年1月にIIT学長等により議論され、決定に至る予定。 

11月7日 

 8日付のヒンドゥー紙は、マルチ･スズキ社を解雇された労働者が、逮捕された労働者の釈放を求め、7日

から2日間のハンガー･ストライキを開始したことを報じている。 

11月8日 

 9日付フィナンシャル･エキスプレス紙は、サイラス･ミストリー･タタ･サンズ副会長が、タタ･パワーズ会

長及びタタ･コンサルタンシー･サービシーズ(TCS)副会長に就任した旨報じている。同氏は、5日タタ自動

車の副会長にも就任している。 

11月12日 

 エコノミック･タイムス紙他によると、12日、インド商工省は、10月の貿易額(暫定値)を発表。10月のイ

ンドの輸出は6ヶ月連続で前年同月比減少となり、貿易赤字は過去12ヶ月で最高額となった。 

メモ： 

インド報道によれば、同総裁は、FDＩ規制緩和の見直しを政府が検討しているのではないかとの見方を否定し、インド

の成長と雇用拡大のためには、ＦＤＩを含む多額の投資が必要であることを強調した。 
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11月18日 

 18 日付ヒンドゥー紙は、インド鉄道省が、官民連携方式(PPP)による鉄道案件への投資を可能とするため

のガイドラインの策定及び鉄道運賃の値上げについての二つの閣議決定を用意していることを報じている。

鉄道運賃の値上げは、二等と寝台車が対象となっており、この値上げにより 400 億ルピーの支出ギャップ

を埋め、収支のバランスをとることで、インド国鉄の持続可能な発展を確保することが狙い。PPPについて

は、一般的なインフラ整備における政府のガイドラインがあることから、計画委員会関係者は、鉄道省の

動きに懐疑的な見方を示していると報じている。 

11月20日 

 21日付のヒンドゥー紙は、IKEAが19日に外国投資促進委員会(FIPB)の承認を得た旨報じている。 

11月29日 

 29日付のヒンドゥー紙は、アンドラ･プラデーシュ州の停電の影響を受け(段階的に電気供給量が減少して

おり、先月からは 50%程度の電力供給減となっている)、生産量が半減したことに伴う氷価格の上昇が、同

州の漁業に大きな打撃を与えていることを報じている。製氷業者は、電力価格の上昇及び安定供給につい

て州高裁に提起しているとのことである。 

Ⅲ. 外交  

11月2日 

 3 日付ヒンドゥー紙は、2 日、デリー近郊で開催された環インド洋地域協力連合(IOR‐ARC)において、米

国の対話国としての参加が認められたこと、同連合において海洋安全保障の問題を優先的に協議すること

が決定されたことを報じている。米国のオブザーバー参加について、既にオブザーバー参加をしている中

国政府関係者は、今後中国がメンバーとしての地位を認められることを期待している旨述べたとのことで

ある。 

 4 日付ヒンドゥー紙によれば、2 日、ソウルにおいて、チダンバラン財務大臣及び朴韓国企画財政部長官

との間で、マクロ経済についての意見交換、財政上の協力、租税条約の改定、両国の税関システムを近代

化するための協力と税務当局間同士の情報交換等についての協議を行ったとのことである。かかる対話は

両国において 3 回目となり、インド財務省の発表によれば、両国関係の強化及び両国間協力の拡大が期待

されるとのこと。 

11月3日 

 4 日付ヒンドゥー紙は、3 日にムカジー大統領が、カレエダ･ジア･バングラデシュ前大統領と面会し、両

国の友好関係と協力関係強化について意見交換を行ったことを報じている。 

メモ： 
インド商工省プレスリリース要旨は以下のとおり。 
* 2012年10月の輸出額は 232.47億ドル。前年同月は 236.32億ドルであり、1.63％減。 
* 2010年10月の輸入額は 442.08億ドル。前年同月は 411.75億ドルであり、7.37％増。 
* 2012年4月～10月の貿易赤字は、1,102.13億ドルと、前年同期の 1,068.06億ドルから増加。 
インド報道は、ラオ商務次官は、同結果について、分野別の輸出状況の分析を行った上で今後の貿易政策の調整の要
否を決定することになる旨述べていること、輸出が前年同月比 15％減となった 7 月の状況からは改善が見られ、輸出
業者は、10 月は輸出の減少傾向が止まり回復基調となっており、来月からプラス成長に転じるだろうとの見込みを示し
ている旨報じている。 

メモ： 

ＩＫＥＡによるインドへの投資は 1,050 億ルピーとなり、インドへの海外直接投資としては最大となる。IKEA は、インド国

内に 25 支店の立ち上げを計画しており、閣僚級の委員会での認可を得ることで、最終的にインド政府からの承認を得

られる(現行法上、ＦＩＰＢは、120億ルピーを上限とするＦＤＩについて専属的な認可権を有している)。 

メモ： 

環インド洋地域協力連合とは、1995 年にインドや南アフリカ、モーリシャス、豪州等のイニシアティブにより提案され、

シンガポール、マレーシアやスリランカ等の参加を得て 97 年に発足。20 カ国が参加している他、日本、フランス、中

国、英、エジブトが対話国として参加している。基本的には加盟国間の経済協力を目的とした連合。 
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11月4日 

 5 日付ヒンドゥー紙は、英国内の経済状況に鑑み、新興国への経済援助を停止するよう求める国内の声を

受け、英政府が年間約2億800万ポンドの対インド援助を停止する見込みであることを報じている。  

 

11月6日 

 7 日付のヒンドゥー紙は、インドを訪問中のハーパー･カナダ首相がシン首相と会談を行い、1974 年のイ

ンドの核実験以降両国間に存在した不信感を除去すべく、両国間協力について意見交換をしたことを報じ

ている。同報道によれば、両国は、カナダからインドへのウランの輸出を可能とする枠組みの協議につい

て決着した他、社会保障協定の署名を行った。また、パンジャーブ州出身のコール外務担当閣外大臣から、

カナダのシク教徒の間で、カーリスターン運動が活発化していていることについてのインド政府の懸念を

伝えたのに対し、ハーパー首相は、インド系カナダ人の大部分はインドとの関係強化を望んでいるおり、

かかるインド系カナダ人はごく少数に留まる旨回答したとのことである。 

11月8日 

 9 日付のヒンドゥー紙によれば、インドを訪問中のヘーグ英外相は、8 日、クルシード外相と会談し、テ

ロ対策、防衛、原子力協力、アフガニスタン、パキスタン及びシリアの情勢について意見交換を行った。

共同記者会見において、ヘーグ外相は、輸出管理レジームへのインドの参加を支持、また、国連安保理に

ついてもインドの常任理事国入りを楽しみにしている旨発言した。英政府からのインドへの援助打ち切り

について問われたクルシード外相は、｢援助は過去の出来事であり、両国の将来は貿易である｣旨回答した。

英政府は、ジャンムー･カシミール州の治安状況の変化に応じて、同地域への英国民の渡航禁止を解除した

ことを発表。また、両政府は、サイバー･セキュリティーに関する共同声明を発表した。 

11月12日 

 12 日、インド外務省発表によれば、カルザイ･アフガニスタン大統領は、ムカジー大統領の招待にて、9

日～13日、インドを公式訪問した。両政府は、共同声明を発表し、戦略的パートナーシップの下での両国

の協力を確認するとともに、地方政府を通じた小規模開発計画への無償援助、肥料分野での協力、青少年

分野及び石炭鉱物資源開発の協力に関する覚書を締結した。カルザイ大統領は、ニューデリーの他ムンバ

イも訪問し、インドのビジネスリーダーが参加するビジネス会合にも出席。同大統領には、ラスール外相、

スパンタ大統領顧問、ラヒン文化情報大臣が同行した。 

11月14日 

 15 日付インディアン･エキスプレス紙他は、14 日、インドを訪問中のミャンマーのアウン･サン･スー･チ

ー･ミャンマー国民民主連盟党首がシン首相と30分に亘る会談をおこなった他、ジャハラルラル･ネルー記

念公演を行った旨報じている。 

11月16日 

 17日付のヒンドゥー紙は、スー･チー氏が、母校のデリー大学レディー･シュリラーム校を訪問し、学生へ

メモ： 
インド報道によれば、インド政府は、英からの援助は必要ないという立場を明らかにしてきており、ムカジー大統領も

英からの援助を｢ピーナッツ(取るにたらない額)｣として却下したことを報じている。(注: 1979 年のソ連のアフガニスタン

侵攻を受けてパキスタンに経済援助を申し出た米国に対し、当時のジア･ウル･ハック大統領が｢ピーナッツ｣として援助

を断った経緯がある) 

メモ： カーリスターン運動 
一部のシク教徒が求めていたシク教徒独立国家建設を求める運動。1980年代から、アカリ･ダルを中心として分離独立
を求める動きがあったが、1984 年にインド政府がアムリッツアルにある黄金寺院に武力侵攻したことをきっかけに、過
激派によるシク教徒独立国家要求が激化。90 年代半ば以降は、独立国家要求の動きは沈静化している。カーリスター
ンとは、パンジャービー語で、｢清浄な地｣を意味する。 

メモ：  
インド外務省が発表している、両国のサイバー･セキュリティー協力に関する共同声明の内容は以下のとおり。 
* サイバーの領域における両国の関心事項について協力することで一致。 
* 両国は、自由、透明性、表現の自由、法の支配という核となる原則を共有しており、かかる分野での両国の協力を拡
大することに共通の利益を共有。 

* 年2回の対話を実施することで一致。 
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の公演を行ったことを報じている。スー･チー氏は、学生に対し、ミャンマーは、完全な民主化を達成して

いるとは言えず、民主化に向けインドの支援が必要であること、また、どんな困難に直面しても主義を貫

くことが重要であることについて語ったとのことである。 

11月17日 

 18日付ヒンドゥー紙は、17日、7日間のパキスタン訪問を終えパトナに帰国したニティーシュ･クマール･

ビハール州首相が、パキスタンの人々は、インド国民への親愛であふれており、滞在を通じてパキスタン

国民からインド国民への親愛の情を感じることができた旨語ったことを報じている。同州首相は、ザルダ

リ大統領やシンド及びパンジャーブ州首相と面会。パキスタン側は、社会的セクターにおけるビハール州

の取り組みとその成果に関心を有しており、意見交換を行ったとされる。クマール州首相は、シンド州で

の演説において、同州首相の下での州行政における法と秩序の問題への取り組みについて説明した他、開

発における平和の重要性を強調したとのことである。 

11月19日 

 19 日付のヒンドゥー紙は、プノンペンで同日に予定されている温家宝首相との間の印中首脳会談に向け、

両政府は、従来の貿易均衡やインドの医薬品やIT等の中国へのマーケットアクセスの問題に加え、インド

のインフラ整備や製造業について両国間で意見交換を行う予定であることを報じている。 

11月20日 

 21 日付のヒンドゥー紙によれば、中国政府が、26 日にニューデリーにおいて印中戦略的経済対話を実施

する予定であることを明らかにした旨報じている。中国側は、張国家発展改革委員会委員長が議長を努め、

中国政府機関、金融･研究機関関係者が参加、インド側はアルワリヤ国家計画委員会副委員長が議長を務め

る。昨年 9月に北京で開催された第 1回会合においては、インドの高速鉄道構想における協力についても

協議が行われたが、今回のインド訪問には、中国の国営車両メーカーである CNR社関係者も同行する予定。

両国は、鉄道以外のインフラ整備、エネルギー、環境等についても協議を行うとのことである。また、同

紙によれば19日にカンボジアで行われた両国の首脳会談では、印中の両首脳は、インフラ分野における協

力の構築に合意したとのことである。中国政府は、インドのインフラ案件に投資するよう中国企業を促し、

また、中国政府の体制に変更があろうとも、対インド関係に影響がないことを強調したとのことである。 

11月26日 

 27日付ビジネス･スタンダード紙他は、26日、デリーにおいて、第2回印中戦略的経済対話が開催された

ことを報じている。インド側議長を務めるアルワリヤ国家計画委員会副委員長は、記者から、中国による

対インド投資についての安全保障上の懸念について問われたのに対し、特定の分野における懸念は存在す

るものの一般的に問題がある訳ではなく、安全保障関連の問題については議論を行わなかった旨答えたと

のこと。両国は、昨年9月に開催された第1回対話において、5分野における作業部会を立ち上げ、本年8

月から9月にかけて北京において作業部会を開催している。 

11月26日 

 27 日付ヒンドゥー紙は、26 日、デリーを訪問中のシャーマン米国務省次官補が、クルシード外務大臣及

メモ：インド外務省が発表した今次対話における合意点は以下のとおり。 
* 今次対話において、両国は、 
①地球規模の協力 
②マクロ経済政策に関する両国間の連絡の強化 
③貿易投資関係の深化と拡大 
④金融･インフラ分野の協力の拡大 
に合意。 
* 以下の覚書を締結 
①政策協調作業部会の成果として、インド国家計画員会と中国国家発展改革委員会との間で｢合同研究実施に関する
覚書｣を締結。 

②環境保護作業部会の成果として、インド電力省エネルギー効率局と中国国家発展改革委員会との間で｢エネルギー
効率分野の協力強化に関する覚書｣を締結。 

③インフラ作業部会では、インド鉄道省と中国鉄道部との間で｢鉄道分野の技術協力強化に関する覚書｣を締結。 
④ハイテク作業部会の成果として、双方のソフトウェア協会との間で｢ＩＴ及びＩＴ関連サービス分野の協力強化に関する
覚書｣を締結。 
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びマタイ外務次官との間で、両国の原子力協力、査証を中心とした米国に在住するインド人専門家に関す

る問題、テロ問題、防衛問題等について幅広い意見交換を行ったことを報じている。 

Ⅳ. 日印関係  

11月14日 

 15日付ヒンドゥスタン･タイムス紙他は、日本の政局を受け、14日、シン首相は、年次の首脳会談のため

の訪日を延期した旨報じている。延期の決定は、野田総理が衆議院を11月16日に解散し、12月に総選挙

を実施すると発言した後に行われた。 

11月16日 

 16日付ヒンドゥー紙は、日本の政局のためにシン首相が訪日を延期したことを受け、野田総理がシン首相

に架電の上、両首脳は両国間の戦略的グローバル･パートナーシップの重要性を確認するとともに、社会保

障協定及びレアアースの協力に関する当局間文書の署名について合意したことを報じている。 

 

今月の注目点： I. K. グジュラール元首相 

 I. K. グジュラール元首相が11月30日にデリー近郊の病院にて亡くなった。同首相は、1964年

にコングレス党から上院議員として初当選し、インディラ･ガンジー首相の下で議会担当大臣を務めた

他、駐ロシア大使を務め、その後、ジャナタ･ダル党に入党、1989年のV. Ｐ. シン政権及び1996

年のデーブ･ゴウダ政権において外務大臣を務めた後、1997年の4月21日から1998年の8月

19日まで第12代首相を務めた。グジュラール元首相は、インドが外交政策や政党政治について新た

な方向を模索していた 90 年代に外務大臣及び首相というポストを担った政治家である。現在のイン

ドを理解するため、彼の軌跡を中心に、簡単に90年代のインドの状況を振り返ってみたい。 

外交政策としては、グジュラール元首相は、外務大臣を努めていた1996年にイギリスのチャタム･

ハウスで行った演説において、近隣諸国へのインドの関与についての5つの原則(①相互主義ではなく、

信頼に基づく関係、②自国の領域を他国の利益のために利用させない、③内政不干渉、④相互の主権

の尊重、⑤いかなる問題も平和的な 2 国間の協議に基づいて解決すること)を発表。この｢グジュラー

ル･ドクトリン｣は、ラジブ･ガンディー政権時代のネパールとの国境封鎖やスリランカへの平和維持軍

の派遣等を経て近隣国との関係構築のあり方を模索していたインドにとって、南アジアの近隣国との

協力関係の構築の方向性を与えたものであり、さらに現在の他国との協力関係を推進するという外交

政策につながっていると言えるだろう。 

 グジュラール元首相が首相を務めた時期は、インドの政党が連立政権という新しい構図に対応すべ

く、試行錯誤を繰り返していた時期でもある。1989年の総選挙でのコングレス党の敗北とジャナタ･

ダル政権が誕生以降、90年代のインド政治は、地域政党の台頭、多党化･連立政権の時代に突入する。

1991 年選挙では、ラジブ･ガンディー首相(当時)暗殺を受けた同情票もありナラシンハ･ラオ首相率

いるコングレス党が政権に返り咲くものの(この時期マンモハン･シン財務大臣(当時)による経済改革が

進められた)、1996年総選挙ではコングレス党は再度敗北、インド人民党は第一党となるも連立工作

に失敗し、13日間の短命政権に終わった。コングレス党の閣外協力を得たジャナタ･ダル党を中心と

したゴウダ政権が成立するも、1年足らずで政権交代、1998年8月に I. Ｋ. グジュラール政権が成

立した。 

次の1998年総選挙では、急速に支持を集めたインド人民党が勝利し、バジパイ首相率いる連立政

権である国民民主連合政権(National Democratic Alliance; NDA)が誕生。現在はコングレス党を中

心とした政党連合(United Progressive Alliance; UPA)とNDAとの2極対立の構造となっている。 
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＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

◆第 31回様々なインド『チェンナイから東京へ来て思うこと』 

11月 29日(木)午後 6時より、インドを語る集い<様々な

インド>の第 31回の講演を、チェラッパ･スリラム(日印協

会個人会員)さんをお招きし、協会事務所で行いました。公

演終了後は、近所のインド･カレーダイニングバー(Sanan･

サナン)で、スリラムさんを中心に、今年最後の会員との懇

親の機会を持ちました。 

講演は、ナマステではなくタミル語の｢ワナカム｣のご挨

拶から始められました。最初にスリラムさんの自己紹介、

次いで南インドでは最初に父親の名前を継承することや、南と北の言葉の違いなど教えて戴きました。 

約 20年前に国際交流基金のプログラムで初来日、1995年に｢海外技術者研修協会(AOTS)｣の技術研修プ

ログラムに 1年間参加し、その後大阪を中心に ITの仕事を担当、2001年に東京に移動されました。イン

ド IT企業の日本統括を担当し、2007年に日本企業向けの ITソリューション会社 Nihon Technology社を

設立されました。その間ずっとインド人コミュニュティとは接触がなく、東京で日本人とのコンタクトに

よって日本語を研鑽されたとの事です。講演での流暢な日本語は、スリラムさんが日本語を完璧にマスタ

ーされた事を、見事に証明していました。 

最近では、お子様の学業のため葛西にお住まいになり、奥様も日本での生活をエンジョイされていらっ

しゃいます。 

チェンナイ市にある｢ABK-AOTS-DOSOKAI TAMILNADU CENTER｣のメンバーとして日印交流の活動をサポート

し、日本とインドの中小企業を結ぶ団体である｢TACNITI (タミルナド州日印商工会議所)｣の活動をも行っ

ており、1人 3役のご活動･ご活躍で、超多忙の日々を過ごしていらっしゃいます。 

『東京へ来て思うこと』は、言葉の大切さ(日本語での経験)、時間の大切さ(インド人と日本人の時間に

対する感覚の違い)、品質に対する考え方の違い、日本人の仕事に対する慣行(遅くまで仕事をすること)

など、日印の違いを述べられました。これらの経験を通してチームで働くことの重要性、名刺の大切さ、

結果より努力の大切さ(Performance & Result)、事業及び人間関係の長い付き合いの重要性など、貴重な

経験や体験の中で語って戴きました。 

南インドについての紹介では、ケララ州はインドのパラダイスといった事や、タミルナド州の文化遺産

などのスライドを、見せて戴きました。本業の Nihon Technology Pvt. の活動や AOTS Dosokaiや Tamilnadu 

Centerでの催事、活動などもスライドで紹介して戴きました。 

講演に参加された皆様にも大いに参考になったものと確信致します。講演参加者は 26人、その内 21人

が懇親会に参加戴いた事などから(様々なインドの後の懇親会参加数が過去最大)、スリラムさんご自身の

情熱と会員の期待の大きさを表すものになったと思っております。 

最後に、今後とも日印の交流活動にご貢献戴きますことをお願い申し上げ、御礼と感謝の言葉とさせて

戴きます。12月のインドへの楽しい里帰り旅行と有意義なるビジネス旅行を祈念しております。 

 

◆大宮孝潤梵字展『インダスからあなたへ』大宮孝潤生誕 140周年 

12月 3日より７日までインド大使館 ICC ギャラリーにて大宮孝潤(おおみや･こうにん)生誕 140年を記

念して、インドの文字の歴史をインダス時代から概観しつつ、江戸期の高僧の書とともに大宮孝潤大僧正

の焚書の展示が行われました。 

大宮大僧正(1872～1949年)は、梵字悉曇の大家として知る人ぞ知る存在です。哲学館(現東洋大学･井上

円了が創設)に河口慧海などと共に学び、1895年(明治 28 年)に渡印、通算 11年間インドで仏教学と悉曇

5. イベント紹介 
Japan-India Events 

<講演をされるスリラムさん> 
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学を修めました。帰国後梵語･梵文学･仏教学･インド哲学などの講義を東洋大学他で行うと同時に、仏教精

神の昂揚に努めました。1949 年(昭和 24 年)に天台宗座主より、教化ならびに宗学の振興に尽くした功績

により、大僧正に特補されました。 

今展示には直筆の｢紺紙金泥梵漢般若心経(漢訳対照)｣がありました。世界最古の梵字心経として有名な

法隆寺貝葉(ばいよう; 植物の葉を紙の代用としたもの)心経を、オックスフォード大学のマックス･ミュー

ラー博士が校正し、それをさらに正した上で、玄奘訳を添えて、掛け軸に仕上げたものです。その他、｢二

十五菩薩種字名号帖｣や｢紺紙金泥寶瓶図｣などの軸装は書画としても美術品としても非常に魅力的でした。 

展示会場で戴いた、当展示の説明書や展示品リスト(文字の起源、人物年表)及び｢悉曇字母、発音表｣、

更に大宮大僧正についての大正大学名誉教授･一島正真氏著｢近代の肖像･危機を拓く｣(中外新聞に 2012年

3月から 4月にかけて 4回連載)のコピーは、梵字悉曇、そして古代文明(インダス文明から)と文字の発展

の歴史を知る上で非常に判り易く、貴重な資料でした。 

当展示会を開催された悉曇蔵研究会の皆様、丁寧にご説明戴いた一島正真氏、河野亮仙氏、窪田成円氏

(3氏共に日印協会個人会員)に御礼申し上げます。 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆写真展｢ブッダの智慧の道｣ 

東大寺において、日印国交樹立 60周年記念事業の一つとして、ビノイ･ベール氏と松本榮一氏の写真展

が開催されました。その後、再来日されたビノイ･ベール氏と松本榮一氏が、奈良･東大寺を撮影し、新た

に｢ブッダの智慧の道｣シリーズを再構成します。 

ニューデリーにおいて、これらの写真展を行います。 

日 時: 2013年 1月 5日～1月 11日 

11:00～19:00 (ただし 5日は 15:00～19:00) 

会 場: インド･インターナショナルセンター(IIC)ニューデリー 

主催者: ビノイ･ベール氏 

   問合先: 松本榮一  E-mail  eiichi@gmail.com 

<大宮孝潤梵字展でのインド舞踊パフォーマンス>       <展示された梵字掛け軸> 
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◆第 3回丸の内インドビジネス講座 

インドビジネス関係企業社員の方々を主たる対象に、必要なインド政経情報、ビジネス情報および生活･

文化にわたる実戦的情報を体系的かつ集中的に習得する機会を提供します。 

日 時: 2013年 1月 23日より毎週水曜日(全 6講座) 8:30AM～10:00AM 

3月 6日 18:00～20:00 総括としての意見交換会 

（１月 23日、1月 30日、2月 6日、13日、20日、27日の 6講座及び 3月 6日の意見交換会） 

会 場: 東京 21cクラブ コラボレーションスペース 

東京都千代田区丸の内 1-5-1新丸の内ビルディング 10階 

対 象: 駐在員教育および赴任前研修を含め、インドビジネスにご関心ある日本企業 

定 員: 50名 

受講料: 6講座および意見交換会(第 7講座)の一括受講、企業単位を前提として 1社当たり 

    1社 1名-6万円 / 1社 2名-10万円 / 1社 3名以上-1名増にて 3万円(3名-13万、4名-16万円） 

〆 切: 2013年 1月 11日(金) 

カリキュラム等についてのお問合せとお申込:  

    株式会社サン・アンド・サンズ コンサルタンツ 

    笹田勝義  Tel: 03-3287-7360 又は 080-1190-5728  Fax: 03-3287-7359  

    E-mail: katsuyoshi.sasada@sunandsands.com 

佐々木理香 Tel: 03-3287-7360 又は 090-7716-0585  E-mail: sasarika@gmail.com 

お申込みフォーム: http://goo.gl/PSSyZ 

主 催: サン･アンド･サンズ グループ 

株式会社サン･アンド･サンズ アドバイザーズ / 株式会社サン･アンド･サンズ コンサルタンツ 

 

◇◆◇12月号の表紙について◇◆◇ 

 今月 23日からインドで放映が始まる、｢巨人の星｣のインド版｢スーラジ ザ･ライジングスター｣が、今月

の表紙です。 

 以下に、『日本経済新聞』で紹介された記事を引用致します。 

往年の人気野球漫画｢巨人の星｣をクリケットに置き換えたインド版のアニメが 4日までに完成した。23

日から週 1回、インドのテレビで半年間にわたり放映される。 

 インドでは近年、｢ドラえもん｣などが放映され、日本アニメのファンが急増。クリケットはインドの国

民的スポーツ。新たな“スポ根アニメ”も人気を呼びそうだ。 

 アニメの題名は｢スーラジ ザ･ライジングスター｣。スーラジはインドの公用語のヒンディー語で太陽を

意味する。漫画の出版元、講談社が中心となり、日印で共同制作された。 

 原作の星飛雄馬に当たる主人公スーラジが努力と猛特訓の末にクリケットの世界でスター選手に成長し

ていく姿を描く。 

 ｢大リーグボール｣に替わる魔球や、｢養成ギプス｣なども登場する。 

 番組は、成長が続くインド市場で事業拡大を進めるスズキのインド子会社マルチ･スズキなど日系企業 5

社が協賛。飛雄馬のライバル、花形満役の人物が同社の車に乗る場面を設けるなど、アニメの登場人物が

日本製品の宣伝に一役買う手法も話題になりそうだ。 

 ニューデリーの在インド日本大使館で 4日、完成披露の式典が行われ、原作の作画を担当した川崎のぼ

るさんは、｢(巨人の星のテーマである)夢、友情、家族愛はインドでも必ず受け入れられると信じている｣

と語った。 

｢インド版｢巨人の星｣完成―クリケット題材、今月放映｣ 魔球も養成ギプスも登場 

『日本経済新聞』2012年 12月 5日(水)付朝刊、14版、42面、社会 

<在インド大使館での完成披露式典> 

在インド日本国大使館 HPより 
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§『名古屋港』2012年 November vol.183 

    発行: 名古屋港利用促進協議会 

    頒価: 500円(本体 477円) 送料 105円 

  本誌は、名古屋港利用促進協議会の会員の方に配布されている雑誌ですが、

毎号世界各国についての記事を掲載され、ご紹介する vol.183  pp.40-45にお

いて、インドをとりあげています。 

 ｢躍進する親日の大国 インド｣として、当協会の平林理事長が執筆し、歴史か

ら始まり、政治･経済、日本との関係について、幅広くインドについて紹介され

ています。また、インドらしい雰囲気の漂うページ構成になっています。 

 一般の書店では販売されておりませんが、ご関心のある方は、協会事務局に

おいて、閲覧可能です。また、ご購入をお考えの方も、同じく協会事務局まで

お問い合わせ下さい。 

 

§『現代南アジアの政治』 

     編著者: 堀本武功 / 三輪博樹 

     発  行: 財団法人 放送大学教育振興会 

     定  価: 2,600円+税      ISBN 978-4-595-31358-5    C1331 

 放送大学の教科書として作成された本です。 

 編著者は、上記 2名の先生ですが、他に分担執筆者として、中溝和弥、伊藤融、

村山真由美、南アジア(インド)を学ぶのには欠かせない先生方が参加されています。 

 インドのみならず、パキスタンやスリランカ等近隣諸国との関係も歴史的背景か

ら説いており、非常にわかり易い内容となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<お知らせ> 

 本年 12月末日を以て、岩田紘行が事務局を退職いたします。 

 協会のイベント、特に写真展に関連した業務を多く担当し、協会における日印国交樹立 60周年記念事業

に関わってきました。今後は、個人会員として、インドとの交流に努めるとの事です。 

 ここに報告すると共に、今後ますますの活躍を期待しています。 

 

<交流会> 

 毎年、当協会の会員の方を中心に日印関係に関心のある方々にも広く参加を呼び掛けて行う交流会は、

来年 2月に開催の予定です。来月号で、皆様へのご案内が出来るよう調整中です。 

多くの方がご参加下さいます事を期待しております。 

7. 新刊書紹介 
Book Review 
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回は、2013 年 1月 18日(金)を予定しております。催事チラシの封入をお考えの方は、日程を

ご確認のうえ事務局までご連絡下さい。チラシを封入する際には、当該催事の協会会員に対する割

引等特典の配慮をお願いしております。チラシ印刷の前にご一考下さい。 

 

<年末年始の休暇について> 

 日印協会事務局では、2012年12月29日(金)より2013年1月4日(金)までを年末年始休業とさせて頂

きます。なお、12月28日(金)の業務は午前中のみとなります。1月7日(月)より通常通りです。 

お問合せ･ご連絡等は、休業期間を避けて下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

<編集後記> 

 今年の 1 月号の表紙を飾った写真をご記憶の方はいらっしゃいますでしょうか。インド大使館で

の日印国交樹立 60周年記念式典での一コマだったのですが、更に、2-3月合併号では、雪のタージ･

マハルと続きます。そして、今月｢ザ ライジング･スター｣(インド版｢巨人の星｣)が締めを飾ってく

れました。 

インドでのクロージングイベントであるインド門での花火大会と映像投影は 12 月 7 日に行われ、

インドの夜空を華やかに彩りました。終わりよければ全て良し!! 

しかし、こうなるまでにはあんな事やこんな事が…。(お聴きになりたい方は、2月の交流会で) 

 今年も、無事『月刊インド』12 月号を送りだすことが出来ました。これも皆様のご支援の賜物と

存じます。ありがとうございます。来年は更に充実した『月刊インド』をお届けできるよう、一同、

頑張ります。 

 皆様が益々ご健勝で良き年をお迎えになられますことを、祈念申し上げます。   (記 渡邊恭子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本誌に掲載致します投稿等は、執筆者のご見解･ご意見であり、 

当協会の見解を反映するものではありませんので、念のため申し添えます。 
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8. 掲示板 
Notice 

 

入会随時受付中  

1903 年、大隈重信、澁澤榮一らによって創設された日印協会は、これまで日印の相互理解の促進を

目的として、両国の友好親善に関する事業を行ってきました。今年は、日印国交樹立 60周年という記

念すべき年であり、これを機に両国の友好関係を更に深める為にも、協会会員の獲得は重要な課題で

あると考えています。 

インドに興味のあるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非日印協会をアピールして下さい。

ご希望により、当協会の活動に関する諸資料をお送りいたします。日印協会の活動に賛同して頂ける

多くの法人会員･個人会員のご入会をお待ちしております。 

☆年会費：個人             6,000 円/口 ☆入会金 個人 2,000 円 

学生             3,000 円/口 学生 1,000 円 

一般法人会員  100,000 円/口 法人 5,000 円 

特別法人会員  150,000 円/口        (一般法人、特別法人会員共に) 

 



 

 

 


