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2013年 9月 20日(金)は、公益財団法人日印協会関係者にとって、記念すべき日となりました。この

日、午後 2時より、日印協会の創立 110周年を記念する式典が、当協会と在京インド大使館の共催によ

り、東京･九段のインド大使館講堂で盛大に開催されました。 

当協会は、ご高承のとおり、1903年(明治 36年)、大隈重信

公爵、長岡護美子爵、澁澤榮一翁によって組織され、日印両国

民の親善を図る傍ら、インド事情の調査と紹介、日印貿易の促

進、日印の文化交流等を行いました。 

三人の創設者はそれぞれ、第一代から第三代の日印協会会長

を務めました。以来 110年、戦争中の一時期を除き、ひたすら

日印友好親善の発展のためにたゆまぬ努力をして参りました。

当協会は、本年、目出度く創立 110周年を迎え、これを記念し

て政界、官界、財界要人のご参加･ご協力を得て、祝典が開催さ

れましたことは、誠に意義深く、会員各位とともに将来の一層

の発展に向けて決意を新たにしたいと思います。 

式典には、ディーパ･ゴパラン･ワドワ駐日インド大使(写真①左)、

町村信孝 日印友好議員連盟会長(写真②左)ほか、同連盟関係議員、外

務省、経済産業省、国土交通省の各省関係者、ジェトロ、JICAの各独

立行政法人関係者、日印関係に関する友好団体、当協会関係者など、

180名に上る多数の方々が出席し、会場はほぼ満席の盛況となりまし

た。また、着任間も無い、アシーム･マハジャン在大阪･神戸総領事(写

真③)もご列席下さいました。 

当協会からは、森喜朗会長、鈴木修副会長(写真①右)、山田隆持副

会長(写真④)、平林博理事長(写真②右)、当協会評議員･理事並びに法

人･個人会員の多数が出席しました。 

式典は、当協会の山田真美理事(写真⑤左)の司会のもとで、両国国

歌演奏で始まり、次いでワドワ大使、森会長の挨拶が行われました。 

また、マンモハン･シン･インド首相及び安倍晋三首相から、110周

年を祝うメッセージが寄せられ、出席者に披露されました。(両首相の

メッセージは、pp.7-8に全文掲載)  

開会式に続いて｢講演｣、｢対談｣、｢レセプション｣、そして｢日印協会

110年の写真展｣の4部構成で進められましたが、参加された多くの方々

より、｢この企画はとてもよかった。過去から現在に至る日印関係史上、

特筆される画期的な出来事を知るとともに、将来の日印関係にも思い

を馳せる絶好の機会となった｣、｢レセプションを通じて新しい出会い

もあり、人脈形成に大変役立った。今後のビジネスに役立てたい｣など

の高い評価を頂戴しました。 

式典の内容につきましては、次の通りです。 

1. ｢日印関係の回顧と展望｣－日印協会 110周年を記念して－ 
Review and Perspective of Japan-India relations 

－In commemoration of the 110th anniversary of the establishment of Japan-India Association－ 

<設立の趣旨  

日印協会会報 ８号･９号より> 

① 

② 

③ 

④ 

中央; 三角顧問     ⑤ 
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1. 開会式 

日印両国国歌演奏の後、次のとおり進められました。 

(1)ワドワ大使ご挨拶 

本日、日印協会創立 110周年記念式典に参加できたことは、

私の最も欣快とするところです。本日の特別な日に際して、マ

ンモハン･シン首相より、日印協会 110周年記念式典にお祝いの

メッセージを受け取っていますので、代読致します。(代読部分

は省略致しました。p.7のシン首相のメッセージをご参照下さい) 

日印協会創立から、今日に至るまでの長きに亘り、日印交流

の発展に努力されてきた方々に、心から敬意を表します。日印

協会は１世紀以上に亙り、日印友好関係の維持と発展に大きな役割を果たしてこられました。特に、2000

年には、森喜朗会長が現職の総理大臣としてインドを訪問された際、日印両政府間で｢日印グローバル･

パートナーシップ｣(注: 後に、｢日印戦略的グローバル･パートナーシップ｣に格上げ)というスローガン

を打ち立てて以来、日印関係は進化する方向を示し、発展の軌道に乗りました。このスローガンの下で、

毎年、日印両首脳の相互訪問が定着しました。このスローガンこそ、当時総理大臣であった森会長の先

見の明によるものです。 

本年 5月には、マンモハン･シン首相が訪日し、日本国民に親しく語りかけ、両国間の絆が一層強化さ

れました。一方、本年秋には日印関係史上初めて、天皇皇后両陛下によるインドご訪問＊が予定されて

おり、インド側では、ご訪印が両陛下にとってよい想い出となるよう、万全の体制で受入準備を進めて

いることを申し上げます。 

これらの要人往来により、日印関係が急速に緊密化されていることに、無上の喜びを感じます。 

(2)森会長挨拶 

櫻内義雄前会長から、日印協会の会長を引き受けるよう言わ

れ、お引受けしました。1903年(明治 36年)大隈重信氏、澁澤

榮一氏らによって設立された日印協会は、戦後は、一萬田尚登

会長と櫻内義雄会長がそれぞれ25年ずつ会長を務められました。

私は、2002年に会長を引き受けました。当時の日印協会は、日

印に関係の深い方々のサロン的なものでしたが、今後は、日印

関係を実質的に強化発展するような団体にしたいと考え、平林

現理事長を迎えました。その後、日印協会は拡大強化され、今日に至っております。 

政府間においては、日印両国首脳が、毎年相互に相手国の首都を訪問するという成熟した関係にまで

発展したことは、まことに慶賀に耐えません。さらに今年は、天皇皇后両陛下が初めてインドを公式に

ご訪問＊されますが、これほど素晴らしく、意義深いことはありません。これまで続いた日印友好関係

の総決算と言っても過言ではありません。インド側では、シン首相が自ら信任を厚くしているクマール

上院議員を、両陛下お迎えの特命大使に任命し、最近同大使は訪日されました。 

＊ 天皇皇后両陛下は皇太子同妃両殿下として 1960年に訪印されましたが、今上天皇として訪印されるのは初めてです。 

(3)安倍首相祝辞 

石川和秀外務省南部アジア部長による代読がなされました。 

(代読部分は省略致しました。p.8の安倍首相のメッセージをご参照下さい) 
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2. 講演 ｢日印戦略的グローバル･パートナーシップ、その歴史的意義と課題｣ 

  平林理事長がパワーポイントを使って、インドを理解するための五

大基本事項（国の大きさ: 面積は EU並み、人口は 12億･世界第 2位、

多様性の中の統一、世界最大の民主主義国、伝統的な親日感情、戦略

的･地政学的な重要性）を紹介し、それに沿ってインドおよび日印関係

の現状と課題について講演しました。 

わが国にとってのインドの重要性、今日までの日印関係の歴史的展開と日印協会の役割、日印関係の

現状と将来の展望等、日印関係の全体像が丸ごと理解できるとの観点から、解説が行われました。 

 

3. 対談 ｢日印関係に貢献した二人の巨人｣(森会長 X 鈴木副会長） 

森会長(写真左)と鈴木副会長(写真中央)という、日印関係を拡大強化した二人の巨人の対談は、過去

においてこれに類する企画はありませんでした。両者の対談は、インドと関わりの“きっかけ“から始

まり、お二人が深く関わっていく模様が、当協会顧問 榎泰邦氏(元駐印大使)(写真右)の司会･進行のも

とで明らかにされました。 

両巨人が交わした発言の要旨は次のとおりです。 

 森会長(発言要旨) 

《森会長は、2000年に日本の現職の首相として10年ぶりにインドを訪問し、当時のバジパイ首相と｢21世紀のグローバ

ル･パートナーシップ｣を打ち上げて、現在の日印関係の基礎を作られ、日印関係の中興の祖としてインド側でも最も高

い信頼を得ている日本のリーダーです。》 

2000年 7月、総理大臣就任当時、1998年にインドがおこなった核実験により、日印関係は冷え込んで

いました。それは、日本政府はインドの核実験に対する経済制裁を導入し、対印関係を最小限に抑えて

いたからです。一方、米国も経済制裁は行いましたが、いち早く米印戦略対話を開始しました。2000年

3月には、クリントン大統領が訪印しました。当時、日本はこれから IT社会を築くために、国として IT

支援体制が必要ではないかと考えていた時でしたので、私は、インドと冷たい関係を続けることは得策

であるのかと疑問を抱きました。そこで、上述のとおり 2000年に訪印し、日印関係の立て直しを図った

のです。 

訪印して現地の日本企業や家族の方々にお会いすると、大変喜んでくださった。歓迎レセプションは

450 名を超えるものとなり、私はほとんどの方々と握手を交わしましたが、これほど私が歓迎されたの

は先にも後にもありません。インドの核実験のために、日本の進出企業も見放されたと思っていたのが、

そうではなかった、何もしてくれないと思っていた日本政府が動いてくれている、と喜んだわけです。 

 鈴木副会長(発言要旨) 

《鈴木会長は、1980 年代からインド市場の将来性を確信され、他に先駆けて、1983 年にインド政府と合弁でマルティ･

ウディヨグ社を設立し、同国初の小型乗用車の生産を開始された。その後幾多の困難を乗り越えて、現在でも同国の

乗用車市場のトップメーカーとして、不動の地位を築いている。インド市場のみならず、更にインドから第 3 国への輸出

でもリードしている。》 
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これまで 30年間のインドとのお付合いにより、私が得たものは、一言で言えば、｢出会い｣、｢運｣、｢ツ

キ｣と｢友情｣であります。マルチ･スズキの会長とは 30年来のお付合いをしています。 

1975年ごろから、どこか外国で、ナンバーワンの自動車会社を作りたいと思っていたとき、1982年、

インドが国民車を募集していることを知り、インドに調査団を派遣したのが、インド進出のきっかけで

す。トヨタ、日産、ホンダという大企業が存在するのに、なぜスズキがインド政府から白羽の矢を立て

られたのか。それはトップセールスが効を奏したと思っています。 

1983年、850台であった生産台数は、恵まれた環境ということもあって、5年後の 88年には、10万台

を生産しました。今日では、年産約 120万台を生産しております。日本の経営方針や工場管理、技術な

どを学んでもらうため、これまでに延べ 3千人を訪日研修させました。 

よくカーストの問題で事業に影響がないか訊かれることがありますが、カースト制度はわが社では問

題を起こしておらず、学者の研究対象に過ぎないと思っています。 

今後の課題として、インドからの国費留学生を大幅に増やして、30～40年先の布石とするよう、日本

政府にお願いしたいと思います。 

 

4. レセプション･日印協会110年の写真展 

レセプションは、ワドワ大使、パンダ公使、新任のマハジャン在大阪神戸総領事などインド側幹部、

齋木昭隆外務事務次官ほか官庁や政府関係機関の幹部などのご臨席を得て、盛大かつ友好裡に行われま

した。日印協会会員各位は、相互の懇親を深めたほか、賓客の皆様との懇談を通してネットワーキング

に努められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真展は、インド大使館の1階ロビー全体を使わせていただき、

日印協会 110年の歴史を示す年表のほか、約 30枚の写真パネルを

展示しました。休憩時間や、レセプションの合間を縫って、参加

者の方々が、熱心にご覧下さいました。 

 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

式典開催に当たって、ご協力頂きました関係各位、当日会場にお花をお送り下さいました法人会員の

方々、祝電をお送り下さいました方々、ご出席頂いた方々に対して、この誌面を借りて篤く御礼申し上

げます。何よりも、これまで協会をご支援下さった会員の方々に、心より御礼申し上げます。 

(今回の式典につきましては、会場の都合により、会員年数の長い方を中心に招待状を送らせて頂きました。) 

<ワドワ大使、会員と談笑する 

齋木事務次官(左)> 

<乾杯の音頭をとる鈴木副会長(左)> 

<鈴木副会長、比良理事と談笑する 

逢沢一郎衆議院議員(左)> 

<本文中の写真撮影; 佐伯健三氏> 
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日印協会創立１１０周年記念行事における総理祝辞 

 

森喜朗日印協会会長，ワドゥワ駐日インド大使，御列席の皆様 

 

 日印協会創立１１０周年記念行事の開催に当たり，心からお祝いを申し上げます。 

 

 日印協会は，１９０３年に創立されて以来，１世紀余の長きにわたり，経済・文化交

流を中心に，日インド両国国民の相互理解及び友好親善の促進に大変重要な役割を果た

されてきました。２００２年に森会長が就任されてからは，その活動をますます発展さ

せ，最近では，２０１２年の日インド国交樹立 6０周年を記念する各種行事の開催に当

たり，中心的役割を担われたほか，本年５月のシン・インド首相訪日の際には，シン首

相講演会を成功裏に開催されました。日インド「戦略的グローバル・パートナーシップ」

の深化・拡大に向けた政府の取組と並んで，民間の立場から両国関係の発展を図る上で，

日印協会は今や欠くことのできない大きな存在となっています。 

 

日本とインドは，自由，民主主義，法の支配，基本的人権の尊重といった普遍的価値観

及び幅広い戦略的利益を共有しており，長年にわたり親密な友好親善関係を培ってきま

した。近年，日インド両国の「戦略的グローバル・パートナーシップ」は，頻繁かつ活

発な両国間の交流によってますます強化されてきております。 

 

 特に，本年は，１１月から１２月にかけて，天皇皇后両陛下が１９6０年以来５３年

ぶりにインドを国賓として訪問される予定であり，今回の御訪問により，両国の従来か

らの親密な友好親善関係が一層深まるものと確信しております。御訪問の成功に向け，

政府として全力で取り組む考えです。 

 

御列席の皆様の御健勝，日印協会のますますの御発展，そして日インド両国の友好親善

の更なる発展を祈念いたしまして，私からのお祝いの御挨拶とさせていただきます。 

 

平成２５年９月２０日 

日本国内閣総理大臣 安倍 晋三 
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大阪大学 外国語学部外国語学科英語専攻 4年 

山本茜 

 先日インド大使館において日印協会創立 110周年の記念行事が行われ、来場できる人数に限りがある

中で、大阪大学から 9名もの学生会員を参加させて頂き、非常に貴重な経験となった。この貴重な経験

を『月刊インド』へ寄稿させて頂いた。 

 まず会場のインド大使館に緊張の面持ちで到着し、目に入ってきたのは日印交流を物語る展示写真で

ある。どれも 110年という協会の歴史を感じさせるものばかりであった。式は両国国歌の演奏から始ま

った。インド国歌を聞くのは初めてであったが直前に英対訳付の歌詞を見ることができた。実は私はそ

の数日前に南北インド周遊から帰国したところで、旅行を通し人々も自然も地方によって多様性に富む

国であることを実感したため、インドの人と自然を謳った歌詞に惹きつけられた。そしてまず森会長と

ワドワ大使からご挨拶があり、特にシン首相からもメッセージが寄せられていることに感銘を受けた。

プログラムはその後、平林理事長のご講演があり、休憩を挟んで森会長と鈴木副会長のご対談というと

ても内容の濃いものであった。あっという間に時間が過ぎ、お三方とも時間が許せばさらに多くの興味

深いお話を聞かせて下さっただろうと思う。それぞれご自身のご経験をもとに外交･経済などの視点から

日印関係の歴史そして展望についてお話して下さり、個々に切り口の違いが表れていた。 

印象的だったのは、ご講演とご対談とどちらでも問題に取り挙げられていた、日印間の留学生が少な

いという事実である。両国は互いに良好な関係にあり、学生が持つ互いのイメージも親しみのあるもの

だと思う。それにもかかわらず、他のアジア諸国と日本間の留学生数と比べると、その差は歴然として

いる。この事実は、日本が留学先としてインドの学生にとって十分魅力的でないということ、そして日

本の学生の間でもインドで学ぶという選択肢がまだまだ浸透していないということを如実に示している。

偶然にもこの夏のインド旅行の際、立命館大学ニューデリーオフィスで、日本留学の推進に努めている

方にお会いするチャンスがあり、苦労されている現場を目にしてきた。今の若者層を呼び込むことが、

数十年後の日本との関係を良好にするために不可欠であり、私たち学生自身も交流を活性化させる必要

があると改めて気づかされた。 

講演･対談終了後にはロビーでレセプションが開か

れ、美味しいインド料理を楽しむと共に、大使館の

インド人職員の方々を始め、様々な社会人の方と対

話することができた。インドと接点を持ったきっか

けやご経験を伺うことができ、私たち学生は、普段

は得られないような刺激を受けた。今年の夏は、イ

ンド旅行と日印協会の記念行事とで、私にとってイ

ンドとの距離がぐっと近くなったように思う。 

春から社会人になることを目前にして、将来の日

印関係に貢献する人物になりたいと強く感じた。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 日印協会 110周年記念式典を行うに当たり、当日は学生会員の方々が、会場設営、受け付け、参加者

誘導等を手伝って下さいました。この場を借りて御礼申し上げる共に、学生会員の日本とインドの友好

にかける思いを皆様とも共有致したく、当日参加された山本茜さんからの投稿を掲載致しました。 

<(左から)平林理事長、ワドワ大使、鈴木副会長、 

マハジャン総領事と学生会員の方々> 

筆者は、前列右端 
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9 月 28 日(土)と 29日(日)の両日、インド国外で開催される“インド祭”として世界最大の規模を誇る

“ナマステ･インディア”が、東京の代々木公園イベント広場で開催されました。 

今年は、日印の交流促進に多大な貢献をしてきた日

印協会が明治 36年(1903年)に創立されて 110年とい

うことで、ナマステ･インディアは“日印協会創立 110

周年記念”をテーマとして開催され、日印協会が保有

する日印交流の足跡を辿る貴重な写真 29点も、特設テ

ントで披露されました。 

協会では、ナマステ･インディアを通じて両国の相

互理解と交流が発展することを願い、法人会員である

団体や企業、個人会員の方々にも協賛をお願いし、多

くのご支援を頂きました。この場を借りて御礼を申し

上げます。 

両日とも好天に恵まれ、主催者事務局の発表では入場者は20万人を大きく上回り、連日大賑わいでした。 

28日の 11時から行われた開会式は、｢祝 公益財団法人 日印協会創立 110周年｣と大きく描かれた横断

幕が掲げられたイベント広場野外ステージで行われました。ワドワ駐日インド大使、実行委員会を代表し

て長谷川時夫ミティラー美術館長、主賓として森喜朗日印協会会長が、ステージで恒例のランプの点火式

を行った後、ご挨拶をされました。 

最初に、ワドワ大使からは、今年が日印関係にとって記念すべき年となること、特に 11月末に天皇皇后

両陛下を 53年ぶりに国賓としてお迎えできることは、インドの国民にとっても大変な名誉と喜びであり、

官民挙げてお迎えしたい、とのお話しがありました。良好な両国関係の発展に長年に亘り努力してきた日

印協会の会長である森喜朗元総理を主賓としてお迎えして、日印協会 110周年を改めてお祝いしたい、と

のお言葉がありました。 

次いで、森喜朗会長が日印協会を代表して挨拶をされました。110 周年を迎えた協会の歴史を振り返り

ながら、インドはヒンドゥー教、日本は仏教という同じルーツの信仰を持つ両国民が、第二次大戦後は民

主主義という共通の価値観を基盤に、相互信頼と尊敬の念を持って関係を発展させる重要さについて、話

しをされました。 

最後に長谷川時夫実行委員長が、自分もインドに係ってから長くなるが、知れば知るほど、インドと日

本の精神的な繋がりの深さや、明治以来、インドから綿花や鉄鉱石の供給を受けることが、いかに日本の

経済発展に役立ったか、そしてその歴史のなかで、日印協会の歴代会長である大隈重信氏や渋沢榮一氏が、

その発展に貢献されたかを熱く語られました。 

森会長は開会式の終了後、広い会場を廻られました。立ち並ぶインド料理店とインドの小物を販売する

店の多さと、そこに並ぶ多くの入場者に驚かれながらも、インドビールを楽しまれました。日印協会の特

設テントでは、ワドワ大使とご一緒に、写真をご覧頂きました。 

今年は、10年以上に亘り日印協会と“たばこと塩の博物館”の共催で開催してきましたインドをテーマ

とする連続講演会が、会場である“たばこと塩の博物館”の移転により中止となり、多くの方に、寂しい･

残念とのお言葉を頂きました。一方で、特設テントは、原宿口のゲートに近い好立地にあったこともあり

インドの方々を含め多くの方が立ち寄られ、厳選した写真と解説に見入っておられました。 

 

 

2. 第 21回 ナマステ☆インディア 
NAMASTE INDIA 

  

I 

 

 

 

Lecture report 

<開会式の様子> 

写真左と中撮影; 

佐伯健三氏 
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 Ⅰ. 内政  

9月7日 

 7日、モンスーン国会が閉幕。今国会では、食料安全保障法、土地収用法、年金基金規制法等 13法案が通

過した。 

9月上旬 

 ヒンドゥスタン･タイムズ(HT)紙等によれば、9月上旬にウッタル･プラデシュ州西部(ムザファルナガル地

区)で住民間の暴動が発生し、50名超の死者･行方不明者、多数の負傷者が発生した。 

9月13日 

 13日、ラージナート･シンBJP(インド人民党)総裁は、同党理事会の決定により、モディ･グジャラート州首

相を同党次期首相候補に指名した旨、記者会見で発表した。一方、アドバニ元BJP総裁は、シン総裁に書簡

を送り、右決定に不満の意を表明した。 

メモ: 

モディ･グジャラート州首相は、今次指名に関し、小さな町の平凡な家庭で生まれ育った私に大きな責任を与えてくれた

と謝意を述べ、総選挙勝利へ向け最大限努力することを約束し、汚職、インフレ、ガバナンス、開発といった課題に取り

組んでいくと述べた。 

9月15日 

 国防研究開発機構(DRDO)は、15日に大陸間弾道ミサイル(アグニV)の発射実験を成功裏に実施した旨、発表

した。同発表によれば、今回の実験は、昨年の発射実験に続く2度目であり、同ミサイルの生産･導入への

道筋をつけるものとなった。 

9月19日 

 19日、HT紙は、11月のデリー準州議会選挙に関する世論調査結果を掲載した(注: 調査期間は8月13日～9月

10日のため、13日のモディ･グジャラート州首相のBJP次期首相候補の正式指名を反映しない)。同紙は、一

般民衆党(AAP)(注: 反汚職活動家のアンナ･ハザレ氏と活動していたケジリワル氏が昨年立ち上げた政党)

の登場により、BJP票が食い込まれ、ディクシット同準州首相は、記録的な4期連続の準州首相再任を勝ち

取る態勢を構えていると報じた。 

メモ: 同世論調査結果の概要は以下のとおり。 

＊ コングレス党の予想獲得議席数が32～37議席(前回43議席)、ＢＪＰが22～27議席(23議席)、ＡＡＰが7～12議席他とし

た。 

＊ ｢選挙の焦点は｣との問いに対する回答は、食料品価格35％、法･秩序や女性の安全8％他となった。 

＊ ｢デリー準州首相にふさわしいのは｣との問いに対する回答は、ディクシット同準州首相29％、ケジリワルＡＡＰ党首

22％、ゴエル同準州ＢＪＰ代表18％他となった。 

9月19日 

 19日、当地タイムズ･オブ･インディア紙は、12月までに実施予定の州議会議員選挙(デリー準州、ラジャス

タン州、マディヤ･プラデシュ州、チャッティースガル州)に関する世論調査結果を掲載した。同紙は、い

ずれの州･準州においても、BSP(大衆社会党、党首マヤワティ女史、ダリト及び低カースト層が支持基盤)

が存在感を発揮することはなく、BJPとコングレス党の戦いとなるとした。また、デリー準州については、

BJPとコングレス党にとり、AAPと連立を組めるか否かが政権獲得の鍵となると分析した。 

3. インドニュース(2013年 9月) 
News from India 
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メモ: 同世論調査結果の概要は以下のとおり。 

＊ デリー準州(全70議席)については、ＢＪＰの予想獲得議席が30議席(前回23議席)、コングレス党が29議席(43議席)、 

ＡＡＰが7議席他。 

＊ ラジャスタン州(全200議席)については、ＢＪＰが118議席(78議席)、コングレス党64議席(96議席)他。 

＊ マディヤ･プラデシュ州(全230議席)については、ＢＪＰが130議席(143議席)、コングレス党が84議席(71議席)他。 

＊ チャッティースガル州(全90議席)については、ＢＪＰが 47議席(50議席)、コングレス党が 40議席(38議席)他。 

9月23日 

 24日付け HT紙によれば、23日、アンドラ･プラデシュ州において、ジャガン･モハン･レディ･YSRコング

レス党首(注: 09年 9月に事故死した Y. S. R. レディ元州首相の息子。コングレス党を離れ、2011年に

新党を設立)が、16ヶ月にも及んだ収監を解かれ釈放された。 

9月30日 

 関連報道によれば、30日、インド中央捜査局(CBI)特別法廷は、家畜飼料関連の汚職事件を巡り、ラルー･

プラサード･ヤダブ･民族ジャナタ･ダル(RJD)党首(元ビハール州首相)に対し、有罪判決を下し、同党首は

拘束された。議員資格も剥奪され、今後、釈放から6年間は、選挙に立候補できなくなる。 

 

 Ⅱ. 経済  

9月4日 

 インド準備銀行(RBI)発表によれば、4日、同日就任したラグラム･ラジャン同銀行総裁は、記者会見を行い、

同銀行の基本方針として、透明性と予測可能性が重要である旨述べた上で、金融政策等について発表した。 

9月10日 

 10日、インド商工省は、2013年8月の貿易額(暫定値)を発表。輸出額は261億ドル(前年同月比13%増)、輸入

額は371億ドル(前年同月比3.9%減)となった。ビジネス･ライン紙は、輸出は2か月連続で前年同月比2桁増

となり、月当たりの貿易赤字は109億ドルに減少し、ルピー下落を一服させる結果となったと報じた。 

メモ: 

インディアン･エクスプレス紙によれば、インド輸出組織連盟(ＦＩＥＯ)のサハイ事務局長は、この 2か月の輸出の好調に

ついて、ルピー下落により輸出競争力が 7～8％上昇したことが寄与していると述べた。 

9月16日 

 インド商工省経済諮問局は、16日、卸売物価指数(WPI)に基づく8月のインフレ率を6.10%(速報値)と発表

した。昨年8月の8.01%に比し大幅に低下したものの、本年7月の5.79%より上昇した。一次品目では、食

料品が前年同月比 18.18%となり、特に、タマネギは前年同月比244.62%と高騰し、タマネギとジャガイモ

を除くその他の野菜も同77.81%増となった。 
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9月20日 

 20日、インド準備銀行(RBI)は、4日に就任したラジャン同銀行総裁にとって初の金融政策会合を開催し、

政策金利であるレポ･レートを 0.25%ポイント引き上げ、7．5%とする利上げを行ったと発表した。一方、

ルピー安を抑制するため、7月中旬に10.25%へ引き上げていたMSF(マージナル･スタンディング･ファシリ

ティ: 市中銀行がインド準備銀行から資金を借り入れる際の金利)を0.75%ポイント下げ、9.5%とするとし

た。 

メモ: 

同発表では、卸売物価指数(ＷＰＩ)が、急激なルピー安や国際的な商品価格の上昇による燃料価格上昇の影響を受

け、上向き始めたとし、適切な政策対応がなければ、ＷＰＩは当初予想よりも高水準になる可能性があると指摘した。ま

た、消費者物価指数(ＣＰＩ)により測られる小売りレベルでのインフレが、ここ数年高水準で推移し、インフレ期待を高止

まりさせ、消費者や企業の心理を圧迫していることも懸念事項であると指摘した。 

9月26日 

 26 日、チダンバラム財務相は、財務省首席経済顧問が委員長を務める｢州の複合開発指標考案のための委

員会｣の報告書が提出された旨、声明を発出した。同委員会は、貧困を定義する各種指標に基づき、後進性

に関する指標を考案した。 

メモ： 

オディシャ、ビハール、マディヤ･プラデシュ、チャッティースガル、ジャールカンド、アルナーチャル･プラデシュ、アッサ

ム、メガラヤ、ウッタル･プラデシュ、ラジャスタンの10州。(後発の順に記載)が最も開発の遅れた｢後発開発途上州｣とさ

れた) 

 

Ⅲ. 外交  

9月26日 

 26日付現地報道によれば、26日、ジャンム･カシミール州南部において、武装テロリスト3名により、警察

署や陸軍キャンプに対する襲撃が行われ、12名が犠牲となった。同日、シン首相は、非難声明を行った。  

メモ: 

シン首相は、同声明において、国境を越えたテロの脅威と闘う決意をしている、このような攻撃によって対話を通じて

問題解決を図る我々の努力を頓挫させようとしても成功しないとした。 

9月26～30日 

 9月26日から30日まで、シン･インド首相は訪米し、27日に印米首脳会談、28日に国連総会･一般討論演

説、29日に印パ首脳会談を行った。 

 印米首脳会談後に発表された共同声明によれば、シン首相とオバマ大統領は、防衛協力、原子力協力、輸

出管理レジーム、投資協定、エネルギー、環境、国連改革、テロ、アジア太平洋、アフガニスタン情勢等

の事項について協力していくとした。 

メモ: 共同声明の注目点は以下のとおり。 

＊ 防衛協力強化に向け、防衛技術移転、共同開発における提携強化に向けた方針を定めた｢防衛協力に関する共同

宣言｣を発表。また、オバマ大統領は、2014年の米太平洋艦隊主催環太平洋合同演習へのインドの参加決定を歓迎

した。 

＊ アジアへの関与について、両首脳は、特に、日本、中国及びＡＳＥＡＮとのより幅広い協調や、地域の制度的アーキ

テクチャの発展を通じた、 アジア太平洋諸国とのより緊密な提携への希望を表明した。 

 29日、シン首相とシャリフ･パキスタン首相との印パ首脳会談が実現した。 

メモ:  

両者は、関係改善の前提条件は、停戦合意違反と事件が繰り返し発生しているカシミール地方の管理ライン(ＬＯＣ)付

近の状況の改善であるとの認識で一致し、両軍幹部に停戦合意を維持する仕組みを提案させることとした。 
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9月30日 

 30日、インド外務省は、20－30日、｢印中国境問題の協議と調整のための作業メカニズム｣の第4回会合が

北京において開催されたと発表した。インド側代表団は、バンバワレ外務省東アジア局長が、中国側代表

団は、Ouyang Yujin 外務省国境･海洋局長が、団長を務めた。この会合で、双方は、特に西部セクターで

の、印中国境地帯における最近の事案にレビューし、国境における平和と平穏が印中関係を継続的に拡大

していく上で基礎となることで一致した。 

 

 Ⅳ. 日印関係  

9月6日 

 7日付タイムズ･オブ･インディア他各紙は、日インド間の通貨スワップの 500億ドルへの拡大につき報じ

ている。6日、ロシアで行われたＧ20サミットの際に、麻生副総理とシン首相は、現在の日インド間の通

貨スワップの取極における交換限度額を150億ドルから500億ドルに拡充することに合意し、また、イン

ドへの長期の安定した資金の流入を促進するため、金融･投資のセクターにおける継続する改革が重要であ

ることを確認した。 

9月11、12日 

 12 日付エコノミック･タイムズ紙他各紙は、茂木経産大臣及び日本の経済界の代表らがインドを訪問し、

シャルマ商工大臣らカウンターパートと会談、会議を行ったことにつき報じている。この訪問を通じて、

デリー･ムンバイ産業大動脈構想(DMIC)に関し、DMIC実施基金が 1.1兆ルピー相当の投資となる 6つの投

資案件を了承された他、チェンナイ･バンガロール産業大動脈構想(CBIC)について26の優先プロジェクト

が明確化されているなどの産業大動脈構想に係る進捗について、茂木経産大臣とシャルマ商工大臣の間で

レビューが行われた。 

※ 茂木経産大臣訪印時のDMIC、CBIC等に関わる共同声明等は、経済産業省ホームページにて読む事が出来ます。 

  URL  http://www.pmindia.nic.in/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<写真出所; PRIME MINISTER OF INFIAホームページ    URL  http://www.pmindia.nic.in/index.php> 

 

 

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh with 

other Leaders arrives at the Konstantinov sky 

palace courtyard for a G-20 family photograph at 

the G-20 Summit, in St. Petersburg, Russia on 

September 06, 2013. 

The Minister of Economy, Trade and Industry, 

Japan, Mr. Toshimitsu Motegi meeting the Prime 

Minister, Dr. Manmohan Singh, in New Delhi on 

September 11, 2013. 
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今月の注目点:  

今般、米国の有名外交評論誌に、｢インドを支える州経済の台頭(邦題)｣との見出しで論文が掲載された

(フォーリン･アフェアーズ誌9月号。著者：モルガン･スタンレーに勤務するインド出身のシャルマ氏)。

シャルマ氏は、州単位で 2007 年～13 年の平均ＧＤＰ成長率を見た場合、クマール･ビハール州首

相は、10％台の成長率を実現しており、急成長する州経済を構築し再選を得ている新世代のリーダー

であると論じる。こうした2桁近い成長を牽引する新世代のリーダーには、他にも、パトナイク･オデ

ィシャ州首相(ビジュ･ジャナタ･ダル)、シン･チャッティースガル州首相(ＢＪＰ)、ディクシット･デリ

ー準州首相(コングレス党)、チョーハン･マディヤ･プラデシュ州首相(ＢＪＰ)が含まれるとする。以前

と比べ、近年は、州経済が好調な現職州首相が再選されるケースが以前と比べ多くなっているとも分

析した。右論文は、インド経済は停滞気味とはいえ、急成長する州経済も多いとし、経済政策上の権

限の州への委譲がインド経済復活の鍵であると結んだ。 

 さて、上述の今秋の州選挙に関する世論調査結果を見ると、確かに、ディクシット･デリー準州首相

は、4期目の州首相再任の可能性もあるとされ、チャッティースガル州及びマディヤ･プラデシュ州も

3 期目を目指す現ＢＪＰ政権がリードしている。クマール州首相やパトナイク州首相が、国政レベル

で第3勢力の結集を図る野心も見せていることも考えれば、列強諸州の雄の台頭は、将来のインド経

済のみならず、国政政治も左右しかねないと言えよう。 

-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆-◇-◆- 

9月18日(水)、安倍晋三内閣総理大臣は、アシュワニ･クマール･

インド首相対日関係特使(H.E. Dr. Ashwani KUMAR, Special Envoy of 

the Prime Minister of India)の特使就任挨拶を兼ねた表敬を受け

ました。 

 クマール特使は、天皇皇后両陛下のインド御訪問及び安倍総理の

次回のインド訪問に向けた準備を行うこと、これらを通じて日イン

ド関係の維持･強化を図ることを任務とし、本年8月に、シン首相に

任命されました。(写真出所; 首相官邸ホームページ    URL  http://www.kantei.go.jp/) 

 

=◇ 最近のイベント ◇= 

◆第33回様々なインド 

『3千年以上に亘って、インド人の生き方に根付いているマハーバーラタとラーマーヤナの魅力』 

10月8日(火)午後6時から、日本橋茅場町の日印協会事務所に須田アル

ナさんを講師に迎えて、インド人の日常生活の基盤といわれる、マハーバ

ーラタとラーマーヤナの世界について、話していただきました。 

20数名の参加者は、須田さんの図式化された分かり易いパワーポイント

を見ながら、立て板に水を流すような語り口に惹きつけられ、熱心に聞き

入っていました。 

ラーマーヤナは、紀元前7000年頃、マハーバーラタは紀元前5000年頃

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

<前列中央が須田アルナさん> 
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のことを語っていると言われながら、現代のインド社会で脈々と生き続けていることに驚きながらも、新鮮さ

を感じた方は少なくなかったのではないかと思います。 

講演終了後の質疑応答や、場所を移した会食懇談の場でも話が弾み、帰路に着く頃は、やや秋風の心地よさ

を感じたことでした。 

 

◆「両陛下･想い出のインド」～53年前のアルバムから～ 

両陛下が11月末から約1週間のご予定でインド各地を公式訪問され

るのを機に、10月 8日(火)から 13日(日)まで、銀座の三越 9階テラ

スコートで頭書の写真展が開催されました。 

1960年に、昭和天皇の名代として訪問されたお若い皇太子同妃両殿

下の写真を中心に約100点が展示されており、当時、親日国インドが

国を挙げて大歓迎された事がよくわかります。 

この写真展は、11～12月にかけてインドのデリーとチェンナイにお

いても、両陛下のご訪問に合わせて開催される予定です。また、来年3月からは、今回のご訪問の写真と併せ

て札幌から沖縄までの三越伊勢丹で開催予定です。 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆ディワリフェスタ西葛西 

インドのディワリ祭りを通じて、地域の方々と交流を深める“日印国際友好祭”としてのイベントです。

今年で 14回目を迎えます。お近くの皆様、是非いらして下さい。 

日 時: 2013年 10月 26日(土)10:00～18：00 

会 場: 新田 6号公園  東京都江戸川区西葛西 8-6 

  最寄駅 東京メトロ東西線 西葛西駅 

入 場: 無料 

主 催: ディワリフェスタ西葛西 実行委員会 (ジャパンビジネスサービス有限会社内) 

    東京都江戸川区西葛西 3-3-15  ☎03-3688-6612 

 

◆ナーティヤ･マンジャリ･ジャパン尾道稽古場 

オープン記念イベント｢インド古典舞踊バラタナティヤムの世界｣ 

 ナーティヤ･マンジャリ･ジャパンの尾道稽古場オープンを記念して、イベントを開催します。 

 レクチャーデモンストレーション、体験ワークショップ、ダンスパフォーマンスにより、南インドの古典

舞踊バラタナティヤム･カンチプラムスタイルの魅力を紹介します。 

  日 時: 2013年 11月 2日(土)17:00～19:00 / 11月 3日(日)13:00～15:00 

      ※開場は 15分前 

  会 場: ナーティヤ･マンジャリ･ジャパン 尾道稽古場    広島県尾道市栗原町 4589-3  

JR山陽新幹線｢新尾道駅｣徒歩 15分 /JR山陽本線｢尾道駅｣車で 8分 / バス停｢大地｣徒歩 4分 

  ﾁ ｹ ｯ ﾄ: 1日券  1,800円 / 2日通し券  3,000円  (事前予約制、お茶菓子付き) 

  主催･予約･問合: インド舞踊研究所ナーティヤ･マンジャリ･ジャパン NMJ 

E-mail  emi_mayuri@yahoo.co.jp        URL  http://www.natyamanjarijp.com/ 

☎＆FAX  0848-38-2021 

<オープニングセレモニーにて> 
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◆インドの音楽と舞踊を楽しむ夕べ ～日印文化交流事業 DIC設立記念日～ 

 ディスカバーインディアクラブ(DIC)の設立を記念してイベントを開催します。シタールの演奏とバラタナ

ティアムの古典舞踊、津軽三味線の演奏などインドと日本のコラボレーションが楽しめます。 

  日 時: 2013年 11月 21日(木)18:00～20:30 (開場 17:30) 

  会 場: さくらプラザ(戸塚区民文化センター)     

神奈川県横浜市戸塚区 16-17 戸塚区総合庁舎内  JR･地下鉄 戸塚駅  徒歩 5分 

チケット: 当日券 3,500円 / 前売り券 3,000円  

   当日券をお買い上げの際『月刊インド』(本号)を提示された方は 1,000円割引の特典有 

   購入はさくらプラザ(戸塚区民文化センター)4階窓口    ☎ 045-866-2501 

  主 催: ディスカバーインディアクラブ(DIC)  otoiawase@discoverindiaclub.org 

 

§『現代インド･フォーラム』2013年 秋季号 №19 

10月7日に、協会ホームページにアップ致しました。今号では、インド

に事務所を置き、現地のニーズに寄り添いながら活動を続け、高い評価を

得ている各団体の長である下記3氏による論文を掲載しております。 

＊ 次の成長に向け、急がれる製造業の活性化 

  －ジェトロによる日本専用工業団地プロジェクトから  

  日本貿易振興機構 ニューデリー事務所長  野口 直良 

＊ 転換期を迎えたインドのインフラ整備 

  －持続的成長のために必要なことは何か  

  国際協力機構 インド事務所 所長  江島 真也 

＊ 日本とインドの文化交流における国際交流基金の活動 

  －果てなき試行錯誤の現場から   

  国際交流基金ニューデリー 日本文化センター 所長 土井 克馬 

右記アドレスにて、ご覧頂けます。URL  http://www.japan-india.com/pdf/forum/54-1.pdf 

ご感想、ご意見等ございましたら、協会事務局までご連絡下さい。 

 

§『勇気をくれる、インドのことわざ』 

   著者: ニルマラ 純子 

   発行: 共和書房 

   価格: 1,600円+税  ISBN 978-4-7634-1057-3  C0098 

著者は日本の大学を卒業し、13年に亘って、日本企業の海外への進出や、外資

系企業の日本進出のコンサルティングに携わってきたビジネスウーマンです。著

者が感じるインド5千年の歴史が生んだ諺の力を、我々にはまだ馴染みが薄い南

インドの諺をタミル語で記し、ローマ字とカタカナで読み方を表し、解説してい

ます。美しいタミル語の選び抜かれた諺の数々は、日本の諺との類似も感じられ、

遠いと思っていたインドの人々や生活が身近に感じられること請け合いの本です。 

5. 書籍紹介 
Books Review 
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6. 日印貿易概況(2013年第2四半期-前年との比較) 
Trade statistics between Japan & India (April-June) 

輸  出  総  額
2012年4～6月
第2･四半期

2013年4～6月
第2･四半期

輸  入  総  額
2012年4～6月
第2･四半期

2013年4～6月
第2･四半期

(日本 → インド) 206,135 222,918 (インド → 日本) 150,704 168,588
食 料 品 101 126 食 料 品　 17,472 17,549
原 料 品 2,990 3,798 　魚介類 6,491 8,998
鉱 物 性 燃 料 8,024 6,279 　(えび) 3,506 6,267
化 学 製 品 20,255 22,984 　肉類 - -
　有機化合物 6,577 7,607   穀物類 65 103
　医薬品 462 287 　野菜 65 71
　プラスチック 7,064 7,152 　果実 1,149 1,913
原 料 別 製 品 50,638 55,044 原 料 品 21,555 15,608
　鉄鋼 32,612 36,590 　木材 12 70
　非鉄金属 2,495 2,556 　非鉄金属鉱 3,434 2,331
　金属製品 7,249 7,355 　鉄鉱石 13,068 6,204
　織物用糸・繊維製品 2,145 2,672 　大豆 0 -
  非金属鉱物製品 2,060 2,068 鉱 物 性 燃 料 60,648 68,443
  ゴム製品 3,569 3,234   原油及び粗油 - -
  紙類・紙製品 493 545 　石油製品 60,648 68,441
一 般 機 械 61,707 56,905 　(揮発油等) 57,591 68,429
  原動機 15,306 11,224 　石炭 - -
  電算機類(含周辺機器) 830 656 化 学 製 品 13,352 18,647
  電算機類の部分品 700 936 　有機化合物 7,286 11,489
  金属加工機械 11,544 8,071 　医薬品 2,227 1,983
　ポンプ・遠心分離器 6,291 5,631 原 料 別 製 品 19,233 24,440
  建設用・鉱山用機械 1,259 769 　鉄鋼原料製品 5,518 7,065
  荷役機械 3,272 3,449 　非鉄金属 193 716
  加熱用・冷却用機器 2,260 2,117   金属製品 530 672
  繊維機械 3,496 5,556   織物用糸・繊維製品 3,863 4,968
  ベアリング 2,098 2,037   ダイヤモンド加工品 6,695 9,630
電 気 機 器 30,430 34,498   貴石及び半貴石加工品 82 336
  半導体等電子部品 3,107 2,598   その他非金属鉱物製品 8,542 10,494
  (ＩＣ) 1,849 1,579   木製品等(除家具) 33 39
  映像機器 1,855 1,817 一 般 機 械 2,746 3,597
  (映像記録・再生機器) 1,793 1,734 　原動機 510 1,037
  (テレビ受像機) 62 82   電算機類(含周辺機器) 21 85
  音響機器 27 45   電算機類の部分品 156 94
  音響・映像機器の部分品 136 129 電 気 機 器 2,575 3,730
  重電機器 4,418 6,897   半導体等電子部品 50 655
  通信機 413 297   (ＩＣ) 30 76
  電気計測機器 6,524 6,450   音響映像機器(含部品) 8 17
  電気回路等の機器 7,690 8,361   (映像記録・再生機器) - -
  電池 178 165   重電機器 236 307
輸 送 用 機 器 17,432 13,089   通信機 260 228
  自動車 346 81   電気計測機器 371 711
  (乗用車) 341 69   輸送用機器 1,744 2,736
  (バス・トラック) 5 13 　自動車 120 138
  自動車の部分品 15,465 12,096   自動車の部分品 1,240 2,157
  二輪自動車 62 51   航空機類 5 0
  船舶 - 99 そ の 他 11,378 13,838
そ の 他 14,556 30,196   科学光学機器 165 341
  科学光学機器 3,360 3,557   衣類・同付属品 7,620 8,992
  写真用・映画用材料 2,193 801   家具 123 330
  記録媒体(含記録済) 398 491   バッグ類 816 1,219

(単位：100万円)

“０”は表示単位に満たないもの、“－”はデータの無いもの

資料：公益財団法人日本関税協会『外国貿易概況』『日本貿易月表』
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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、日印協会設立 110 周年という

記念すべき年であり、昨年に引き続き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) 

 

 

 

 

<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回発送は、次号は、11 月 15日(金)の発送となります。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。 

 

<お詫び> 

 『月刊インド』の 10 月発送について、先月号では、10月 11日(金)とご案内致しましたが、諸般

の事情により、10 月 18日(金)の発送に変更させて頂きました。お詫び申し上げます。 

 

<編集後記> 

先日、2010年のインド映画『ロボット』(ヒンディー語版･日本語字幕)の 3 時間完全版を見る機会

に恵まれました。例え SF超大作と雖も、他のインド映画同様、歌に踊りに恋に家族愛に、ハリウッ

ドも入って、いろいろテンコ盛りなのですが、何故か全てぴったりハマっている、と思うのは編集

子だけでしょうか。“アシモフのロボット 3 原則”が出てくるなんて感激ですし、CGも素晴らしいです。 

『ロボット』のチッティ(ラジニカーント)がカメオ出演していた『ラ･ワン』は既に見ていたので

すが、こちらもインド映画の王道を行っています。しかも、絶対“攻殻機動隊”入っています。 

そして今月末からは、ハエが主人公の『マッキー』が封切りです。きれいに処理された CG を見て、

これなら主人公がハエでもイイかも、と納得ですが、どこからこんな発想が出てくるのか、やはり

インドは只者ではありません。 

映画を見て分かったことの 1 つに、インドの輪廻のサイクルはとても早い、という事です。日本

の様に何世代か廻って辿り着くのでは無く、即転生するんですね。輪廻サイクルの長短の違いは、

何に起因するのか探ってみたいのですが、どこから手を付ければ良いのか、既に謎です。(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。 

 

 

 

 

月刊インド Vol.110  No.8 (2013年10月18日発行)     発行者 平林 博    編集者 青山 鑛一 

発行所  公益財団法人 日印協会   
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-14 スズコービル2階 
Tel: 03-5640-7604    Fax: 03-5640-1576    E-mail: partner@japan-india.com 
ホームページ: http://www.japan-india.com/ 
 

 

 

 

 

7. 掲示板 
Notice 



 

 

 


