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1.年頭のご挨拶
New Year’s Greeting
公益財団法人日印協会

代表理事・会長
森 喜朗

明けましておめでとうございます。
昨年は前年に引き続き、新型コロナが皆様の生活や仕事を制約しまし
たが、ご無事に新年を迎えられたことと拝察いたします。
日印両国は、
このパンデミックの克服のためにそれぞれ努力した結果、
重症者数や死亡者数が減少することになりました。その過程で、一時医
療崩壊に直面したインドに対しわが国が酸素濃縮器などを支援するとい
う協力も進みました。最近は、オミクロン株が世界的に流行し始めまし
たが、日印両国に関する限り、重大な事態を回避できております。
わが国においては、10 月 4 日に岸田文雄内閣が誕生しましたが、早速
岸田総理とモディ首相はビデオ会談を行いました。これに先立つ 9 月 28
日、菅義偉総理は、米国において開催された日米印豪 4 カ国の首脳によ
る QUAD 首脳会議に出席し、その際に対面での日印二国間首脳会談を
果たしました。両国間の外務・防衛大臣会合（２＋２）や米国ほか友好国を交えた共同海上訓練なども強
化されました。
「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」と両国が世界的規模でリードする「自由
で開かれたインド太平洋戦略」は、東南アジア諸国や欧州諸国の関与も増大し順調に拡大・進展していま
す。
しかし、民間レベルの活動は、双方での新型コロナウイルス状況悪化のため、ビジネス面でも文化学術、
人的交流の面でも大いに制約を受けました。日印協会は、日常業務はテレワークを交えながら遂行してき
ましたが、インド情勢の実地調査、人の行き来を伴う活動は中止や延期を余儀なくされました。もっとも、
会員企業や個人会員の皆様が、制約のある中でインターネットを活用したビデオ・セミナーや講演、各種
文化行事を開催されたことは心強く、協会もできる限りのご支援と広報に努めました。
日印協会が発刊している月刊誌「月刊インド」
、Web 版の季刊誌「現代インド・フォーラム」は、関係者
の努力によりそれぞれ年 10 回及び年 4 回の発刊を果たしました。
日印協会のホームページも少しずつ改善され、フェイスブックでの反応も広がっております。
新年を迎え、新型コロナの暗い長いトンネルの出口も見えてきたように感じます。
日印協会は本年で設立 119 年を迎えました。日印両国は国交樹立 70 周年を祝う年になりました。両国
政府、民間の有志達は 1 年を通じて各種の祝賀行事を開催することになるでしょう。日印協会も、何らか
の記念行事を開催したいと考えております。
新型コロナによるビジネスへの負の影響は公益財団法人の会員数の減少となって現れており、日印協会
も例外ではありません。協会事務局は会員の脱会回避や新規会員の勧誘に努力してまいりましたが、全体
として会員の減少、それに伴う財政面での困難に直面しております。協会の役職員の皆様、ホームページ
などを閲覧いただいている皆様におかれましては、どうかご支援ご助力をいただきたくお願い申し上げた
いと存じております。
新年に当たり心を新たに、失われた約 2 年間を取り戻しさらに発展させるために、協会の役職員一同努
力をしてまいりたいと考えます。引き続き皆様方のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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2. 「インド児童文学の会」
会誌『チャンパの花』を続けて
Progress of Japanese Association of Indian Literature for Young
People and it's Journal of Champa no Hana
インド児童文学の会 前会長
鈴木千歳 個人会員
私は、
22年前にその頃あまり日本に紹介されていなかったインドの児童文学を、
日本の子どもたちにも紹介し、
インドと日本の相互理解を深めたいと、同じ想いの仲間と「インド児童文学の会」を発足し、会誌『チャンパの
花』を発行してきました。
今までの活動をなつかしく振り返りながら、みなさまに「インド児童文学の会」とその活動をご紹介いたしま
す。
インド児童文学との出会い
児童文学との関わりは、日本女子大学大学院で山室静教授の児童文学の講座を受講したことにはじまります。
世界の文学を視野にいれた山室教授はアジアにも目を向けられ、著作『カブールからきたくだもの売り』の中に
会誌『チャンパの花』のタイトルとなったタゴールの詩「チャンパの花」が収められています。こうして、イン
ドへの関心が私に芽生えました。
初めてインドを訪れたのは、37 年前の 1985 年 1 月。当時日本ではイ
ンド児童文学に関する情報はほとんどなく、未知への興味から、ユネス
コアジア文化センター(ACCU)主催ユネスコ活動指導者海外派遣プログ
ラムに、インドの児童文学公社 Children’s Book Trust（CBT）訪問の企
画があることを知り参加しました。折しもインディラ・ガンディー首相
暗殺のため急遽ラジブ・ガンディーが新首相に就任直後の事で、祝日 1
月 26 日に挙行された Republic Day の式典が手荷物をすべて預ける厳
戒体制で行われたことが思い出されます。

CBT 公式訪問 会長 K.シャンカル氏と
（1985 年 1 月 21 日）

CBT社を公式訪問してまず驚いたことは、
ニューデリーでは活発な児童文学活動が展開されていたことでした。
CBT 創立者 K・シャンカル・ピッライ氏は、ネルー首相の友人で、イギリスからの独立の闘士です。彼は植民地
として荒廃したインドの未来を子どもたちに託そうと、児童文化の拠点として、独立後 10 年の 1957 年には、す
でに児童書出版の草分けである CBT 社を創設しています。その時、筆者の師となるマノーラマー・ジャファー
女史との出会いもありました。
ところで、
「インド児童文学の会」は、次に述べる大会に端を発しています。
美智子皇后さま(当時の)第 26 回 IBBY(International Board on Books for Young People)国際児童図書評議会
ニューデリー世界大会（1998 年 9 月 20 日～24 日）基調講演―「橋をかけるー子供時代の読書の思い出」―
IBBY は子どもの本の世界的ネットワークで、その 26 回世界大会が IBBY インド支部によってニューデリー
で開催されました。前述のマノーラマー・ジャファー女史が大会実行委員長で、基調講演者として美智子皇后さ
ま（当時)をお招きしたのです。児童文学のノーベル賞と称される IBBY アンデルセン賞の 1994 年度作家賞を日
本の詩人 まどみちお氏が受賞された時、応募作品「どうぶつたち」などの詩を英訳されたのが美智子皇后さまで
した。その見事な英訳に感動したジャファー女史が、美智子皇后さまを基調講演者としてご招待したという経緯
があります。しかし美智子皇后さまお一人での海外旅行は前例がなく、当初は困難だと考えられていましたが、
ジャファー女史の熱意に応えて美智子皇后さまも講演録を準備されるなど、ほぼ実現の運びとなっていた矢先に
インドの核実験があり、閣議での了承が得られず、やむなく美智子皇后さまのニューデリー大会へのご出席は中
止となりました。ご講演録「子供時代の読書の思い出」は、世界 42 か国から約 500 人が参加した大会の会場で
ビデオ(英語)によって放映され、聴衆の拍手は鳴りやまず、会場は深い感動の渦に巻き込まれました。日本でも
NHK から放映されたので、ご記憶の方も多いと思われます。この大会には日本から 27 名が参加し、終了後に当
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時の平林博インド大使（現日印協会理事長）から全員がディナーに招待され、旅先のインドでくつろいだ一時を
楽しませていただきました。
「インド児童文学の会」発足 1999 年 4 月 17 日
この IBBY ニューデリー大会での感動さめやらぬ参加者 3 名(故川端律子、岩佐敏子、鈴木千歳)は、インド児
童文学の日本への紹介の必要を痛感し、帰国後、インドの児童文学に関心をもつ青木せつ子、小栗儷子との会食
の席で「インド児童文学の会」の発足と「会誌」の発行が決まりました。さらに菅野和子が加わって、さあ、次
は会誌名をどうするか。候補の中からタゴールの詩「チャンパの花」と決まりました。
「インド児童文学の会」の活動は、次に述べるように、主に会誌『チャンパの花』の刊行と、会員が関わる講
演会の支援や本の出版などです。
『チャンパの花』創刊 1999 年 10 月 5 日
「インド児童文学の会」
の発起人全員が編集委員となり、
念願の会誌の創刊です。
現在、寄稿者の熱意と 3 号より前村恵、10 号より宮地敏子が参加した編集委員会の
粘りで、11 号まで刊行できました。その総項目数は 300 近くになります。
10 号には「
『チャンパの花』10 号までの歩み」として各号の掲載作品総目録が載
っています。目録の分類は、インドの伝承や創作作品の翻訳、書評、研究、紹介、
評論、エッセイなど多岐にわたり、翻訳などの使用言語は英語、ヒンディー語、ベ
ンガル語、マラーティー語、サンスクリット語、ラージャスターニー語、パンジャ
『チャンパの花』創刊号の表紙

ビー語に及んでいます。
次に『チャンパの花』の掲載項目の一部をご紹介させていただきます。

（翻訳作品で原作言語名がないものは英語からの訳）
創刊号
講演録 「インドの児童文学」
（インドの伝承から現代児童文学まで）マノーラマー・ジャファー 鈴木千歳(訳)
※

・

詩 「マリーゴールドのネックレス/ラクダの出納帳」川端律子

※第 26 回 IBBY インド大会に出席して

・

創作「ピンクのカード」インディラ・アナンタクリシュナン 菅野和子(訳)

・

創作「ラジューのペット」E.W.ソーハンラール 岩佐敏子(訳)

・

創作「クンワール・シン」ジム・コーベット作 青木せつ子(訳)

・

創作「新しい花/家族のふくろう」ラスキン・ボンド作 小栗儷子(訳)

・

創作「天使たちのキャンディー」Ｒ.Ｋ.ナラヤン 森本素世子(訳)

・

創作「パチンコ遊び」ビーシュム・サーヘニー作 岡口良子(訳) ヒンディー語

・

伝承「幼い人たちのためのインドの昔話 壺のお菓子ほか」坂田貞二

・

伝承「ガルワルの民話 勇敢な羊ほか」ウニタ・サッチダナンド（再話）

・

伝承「マラーティーの民話 牧神の妃になったインドラ神の末娘」S.バーバル(採話) 小磯千尋(訳) マラーティー語

・

人と作品 「ベンガルの児童文学者」シュクマル・ラエ 丹羽京子

2 号から 11 号

(

)内は号番号

・

伝承 「子供たちのための世界最古のお話『パンチャタントラ』
」マノーラマー・ジャファー 講演(2 号)

・

伝承「カルナーデーヴィー(1)」連載 サーネ・グルジー 小磯千尋(訳) マラーティー語 (2 号)

・

創作「おにいちゃんの贈り物」ヘーマー・パーンデー 前村恵(訳)(2 号)

・

創作「チーミー」スレーカ・パナンデーカル 岩佐敏子(訳)(2 号)

・

評論「タゴールの幼い日々と幼いものへのまなざし」丹羽京子（3 号）

・

創作「ビクトリア公園におばけがでた」ニリマ・シンハ 島龍子(訳) (3 号)

・

創作「ディワーリーの約束ほか一編」サティヤ・サラン 谷田恵子(訳) (3 号)

・

創作「二人の少女と蓮の花」マノージ・ダース 香川久子(訳) ヒンディー語 （3 号）

・

創作「親指小僧(第 1 回)」連載 オボニンドロナト・タクゥル 臼田雅之(訳) ベンガル語

・

伝承「タン・タン・パール」マノーラマー 渡会美智子(訳) ヒンディー語 （3 号）

・

創作「真理とは」ハリシャンカル・ミシュラ 大木ゆう子(訳)

ヒンディー語 （4 号）
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(3 号)

・

創作「
「珠のほくろ」ファニーシュワルナート・レヌ 久留喜代(訳) ヒンディー語(4 号)

・

創作「バーイー・カンハイーアー」プリータム・スィング 岡口典雄(訳) パンジャービー語（5 号）

・

論考「日本におけるインドの児童書 仏教説話から現代まで」鈴木千歳（5 号）

・

報告「
『ぐりとぐら』読み聞かせベンガルの旅」奥田里香 (6 号)

・

伝承「太陽の娘とサンヴァラナ王」
『マハーバーラタ』より 沖田瑞穂(訳) サンスクリット語(7 号)

・

創作「グレとマタン」アロク・バス （7 号）

・

本の紹介『蒼の王子 <上>ラーマーヤナ 1』 『蒼の王子 <下>ラーマーヤナ 2』 関口真理（7 号）

・

エッセイ「インド人も驚く『ちびくろサンボ』の諸問題」アニタ・カンナ（8 号）

・

報告「インドの若者と日本の絵本を読む―言語習得と絵本を巡って」宮地敏子 (8 号)

・

エッセイ「沙漠の秘密基地―『世界』と対話する子どもたち」小西公大（9 号）

・

集い講演「最近の『インド大衆英語小説』事情」大工原 彩 (9 号)

・

特集「インド児童文学の動向―社会へのまなざし」 マノーラマー・ジャファー他（10 号）

・

鼎談「インドで育った子どもの頃と本の思い出」バッタチャルジー/セン/シュリーヴァースタヴァ（11 号）

・

情報「日印合作アニメーション映画『ラーマーヤナ』上映まで」 佐々木理香 (11 号)

・

エッセイ「ランドールの日々」ラスキン・ボンド 山﨑博嗣(訳) (11 号)

・

伝承「ワニに捕まったゾウの王様（前編）
『バーガヴァタ・プラーナ』より 松本昌巳(訳) サンスクリット語(11
号)

・

伝承「ゴーピーの帽子ほか 2 話」 村上義彦(訳) ヒンディー語(11 号)

・

講演より「インド児童文学の流れ イギリスからの独立以前と以後」鈴木千歳(11 号)

表紙・デザイン・挿絵：長谷川弓子／イラスト、挿絵：西岡直樹、マノージュ・マントリー、小栗不二子、岩佐敏子

上記は 22 年間にわたる『チャンパの花』掲載項目のほんの一部ですが、多様なジャンルにインドの息吹が感
じられ、インド児童文学がたどる時代の変化も見ることができます。インドは伝承の宝庫だけあって、
「パンチャ
タントラ」など伝承の紹介があり、マハーバーラタからの話も訳されています。一方、独立以後一般に奨励され
はじめた歴史の新しい創作部門には、インドの新しい時代の反映が見られます。
創刊号で、原作が 1982 年刊の創作「ピンクのカード」では、貧しくて学校に通えない少女ボンニは、学校前
のインドボダイジュの木陰にすわってエンピツなど学用品を売って家計を支えています。ある日、ボンニは近く
に座る老人の占い師が寝込んでしまったすきに逃げ出した商売道具の緑色のオオムの鳥を掴まえて世話をしてい
ると、目が覚めた占い師は、ボンニがオオムを盗んだと叱責します。たまたま事実をみていた裕福な紳士が 50
パイサの占い料を払い、
オオムは幸運のピンクのカードを当て、
紳士がボンニを学校に通わせることになります。
このように、伝統的インド階級社会がかかえる貧富の差の矛盾を書いています。ただ「声高に非難するのではな
く、事実を淡々と描写することで、かえって心に強く訴えかけてきます。
」
創刊から 17 年後の 10 号では、児童文学がすでに研究対象となっています。
「インド児童文学の動向―社会へ
のまなざし」では、21 世紀に入って価値観が激変し、離婚や障害など不安な現実を生きぬく子どもたちには「心
の拠り所として文学が必要」と論じます。その 1 例として 2012 年刊マノーラマー・ジャファー作「友達」を取
り上げています。学校の血液検査でエイズの反応がでて悲嘆にくれる少女モーナーを、親友コーマルの医大生で
ある兄が日常生活では感染しないことや注意点を話してきかせ、モーナーや母親の不安を取り除いてくれるスト
ーリーです。
インド児童文学の会が関わったイベントや、出版した本も一部ご紹介いたします。
※末尾に（ 号）として紹介記事が掲載されたバックナンバーを示しました。

日本で最初の「インド児童文学展」
「蓮の花の知恵―インドの児童文学」 2004 年 4 月 17 日～9 月 5 日（6 号）
春爛漫の 4 月、上野の国際子ども図書館で開催されたこの展示会は、秋風の立つ 9 月初旬まで 6 か月間にわた
り開催。来場者は 2 万 8 千人を超え、アンケートでも「よかった。もう一度訪れたい。
」の感想がほとんどでし
て、
「インド児童文学の会」からも多数が協力しました。
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5 月 22 日の催しには、美智子皇后さまが聴講に来場され、講
演者ジャファー女史と旧交を温められました。関係のあるプロ
グラムは 〇展示概要解説 ・
「日本におけるインドの児童書―
仏教説話から現代まで」附・リスト「日本で出版されたインド
児童書 1900 年(明治 33 年)～2003 年(平成 15 年)」
鈴木千歳 イ
ンド児童文学の会会長。 〇講演「パンチャタントラ―世界で
最古のお話集」マノーラマー・ジャファー インド児童文学者
Ind.BBY 事務局長。 〇講演「インドに伝わる知恵とこころ―
北インドの昔話・なぞなぞ・子守歌から」坂田貞二拓殖大学教
授。
8 月 21 日には子ども向けイベント「インドの民族音楽と語り
聞いてみようインドの楽器とインドのことば」
（ムカルジ・カラ

「インドの児童文学展」をご覧になる
美智子皇后さま(左から 3 人目)と筆者（その右隣）
。
左端がマノーラマー・ジャファー氏。
（国立国会図書館 提供）

ビ、奥田由香、前村恵、シタール演奏 新井剛、タブラー演奏 熊田一峰）が開催されました。
出版『ヒマラヤの風にのって』ラスキン・ボンド作 段々社 2009 年（8 号）
「インド児童文学の会」の有志が選んだ 12 編の短編集。作者はインド英語文学の
代表的な作家ですが日本ではあまり知られていません。
本書は数少ない紹介書の1冊。
毎日新聞の「今週の本棚」
（2009 年 3 月 22 日朝刊）に、
「インド北西部、ヒマラヤ山
麓の街や村を舞台にこの地で暮らす人々の生活の実感や胸の底にある思いが伝わって
くる。
」との好意的な書評が載りました。作者は 1934 年にヒマラヤ山麓カサウリーで
生まれその山麓で創作にあたる。当時インドはイギリスの植民地で、両親はイギリス
人。一貫してインドとその自然の営みを愛し、人間に温かな目を向け、インド児童文
学の発展に尽くしています。著作は 500 冊以上。

「ヒマラヤの風にのって」
ラスキン・ボンド

22 年間といえば、誕生した赤ん坊が 22 歳。その長い年月をかけて刊行した「インド児童文学の会」の会誌『チ
ャンパの花』創刊号から 11 号までの 11 冊を前にして、感慨深く、インドを愛する寄稿者の方々、そして共に歩
んだ編集委員のみなさまに心より深く感謝申し上げます。無謀にも始めたこの活動ですが、最近、インド児童文
学者ラスキン・ボンドの数少ない参考書として上記『ヒマラヤの風にのって』と『チャンパの花』が、大学生の
インド児童文学への関心を持つ入門書となっていることを知りました。
また、父親の赴任地インドで『チャンパの花』を読んだ男の子が、日本に帰国後、中学生になってから「また、
あの『チャンパの花』を読みたい」と母親に訴え、早速、母親から注文がきました。このようにインドの子ども
たちが親しむ文学を日本に紹介してきた『チャンパの花』の意義を再確認しています。私どものささやかな活動
が、社会的に広がることは、当初からの願いであり、大きな励みです。
さて、
「インド児童文学の会」は新たな顔ぶれで『チャンパの花』12 号
に取り組んでいきます。新会長に宮地敏子を迎え、副会長 青木せつ子、
前村恵、編集委員は小栗儷子、岩佐敏子、12 号から新しく村上義彦のメン
バーで、鈴木千歳は名誉会長として編集にも参画。寄稿者と会員のご協力
を得て、発展を目指しますので、今後ともどうぞよろしくお願い申しあげ
ます。
「インド児童文学の会」メールアドレス：contactjailyp@gmail.com

現在の『チャンパの花』編集委員と。
左から 3 人目が筆者

参考文献：
『チャンパの花』創刊号～11 号、日本女子大学図書館友の会会報 2008．3．No.118
鈴木千歳 （すずき・ちとせ）
：2001 年度 AWIC 賞受賞 (AWIC・Association of Writers and Illustrators for Children)AWIC
識字プロジェクトの支援及びインド児童文学の日本への紹介に対して。訳書に『密猟者を追え』アルプ・クマル・ダッタ作 佑
学社 1986 年、
『声に出して読むインドにつたわる「パンチャタントラ」物語』マノラマ・ジャファ再話 鈴木千歳訳 小笠
原まき作画 出帆新社 2007 年、等。
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3. Explore Off-Beat Indian Destinations with Me
一緒にちょっと変わったインドの旅をしませんか
Mrs.Padmini Brahma, Assistant Director,Indiatourism Tokyo
Ministry of Tourism,Government of India

インド政府観光局 副局長 パドミニ・ブラフマー
（英文に続いて日本語あり）
My best wishes to all the members of the Japan India Association for a very happy and healthy new year!
I am pleased to be able to connect with you all through this travelogue on my journey through India and
hope that you will enjoy travelling with me.
The pandemic has impacted our life in many ways–our lifestyle, the way we work, the way we dine in
restaurants, even the way we greet each other. But our desire to go on holidays for relaxation or to explore
new destinations has only been growing, since we have been deprived of that for the last nearly 2 years.
So today, I am just going through my bucket list of places in India, which I hope to be able to visit soon.
When I talk about India, it reminds me of the
versatility in the products and services that the
country can offer to everyone. Due to the
topography of the country, Indian tourism products
are diverse and it is amazing to see how with the
change in the climatic condition of the areas, there
are differences in the food habits and cuisines,
culture, dance forms and even the housing style or

Deeg palace
ディーグ宮殿（水の宮殿）

architecture.

I like going to the hills as it gives me the feeling of being close to nature, as it does not restrict me in finding
many alternative routes to walk around, unlike the city forests or parks. I have seen the Himalayan hills,
but an interesting place that I have been waiting to visit is the Matheran hill. This eco-friendly place tops my
list because of 2 reasons: firstly, it is the perfect weekend destination due to its proximity to Mumbai, which
is only 100 km away; and secondly, it can be explored on foot due to the many abundant routes for hiking. It
is well connected to Mumbai and Pune by train and the 30 km toy train journey from Neral to Matheran
must not be missed. I am sure finding hotels on the site will not be difficult, but I look forward to booking the
hotel of my choice prior to my visit.
Going on a long drive and leaving all the congestion of the city is always fun. Just imagine a place which
has an old world charm and also provides you with the chance to be with nature. Bharatpur is perfect for
this. Located at a distance of 220 km from Delhi, and just 56 km from Agra, it can be visited by train as well.
But I have another reason to keep this place in my list–the Keoladeo National Park, which is a classified
UNESCO World heritage site, is just on the vicinity to Bhartpur. This national park is popular due to the
Siberian crane, and many other migratory birds also visit between the period of October to March. So, I can
bird watch while also enjoying the beauty of Bhartpur palace and museum, Lohagarh Fort and Deeg palace.
May be I would try to see and enjoy the Braj Holi festival of Bharatpur, as it would surely be an incredible
experience to be part of this unique festival of India!
It’s been a long time since I have been on a safari. The last time I went on a Jeep safari was at the Manas
National Park, located at Assam in the North East of India. But this time, I have made up my mind to enjoy
my long weekend at the Jim Corbett National Park, the premier Himalayan national park of India. I would
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prefer hiring taxi from Delhi, which would take me there in just 6 hours by road. After that, I would go and
relax in one of the modest hotels available in the areas surrounding the park.
After I am satisfied with being in nature, it would be interesting to visit Nainital and enjoy the beautiful
views of the Lake. Additionally, the Himalayas would be a treat to see, paired with some shopping of local
Kumaoni handicrafts.
To me, train journeys are always interesting as it gives me the chance to enjoy the views through the
windows and can get connected with the people around. It will be wonderful to take a trip through Palace on
Wheels or Maharaja Express, which are the premier luxury trains or maybe through Mahaparinirvan train
to explore the Buddhist circuits. But I have another interesting train in my mind, that is Mountain Trains of
India, a niche product of India which is also listed in UNESCO Heritage. I have heard so much about the
picturesque Nilgiri hills train journey, which moves through 16 tunnels, 250 bridges and 208 curves. The 46
km distance between Ooty to Mettupalayam is covered in 5 hours while the same distance downhill takes
only 3 hours 30 minutes. I have been told that it is definitely worth the time.
Udhagamandalam / Ooty, close to Coimbatore (85 km) in the southern state of Tamil Nadu. This popular
hill station was a place of relaxation for British rulers, to escape the summer heat. I have seen the tea
gardens in Assam, but when I will be at Ooty, I must visit the tea gardens at Coonor, located just 20 km from
Ooty. I have seen views of Ooty, as many Bollywood movies have been shot in that place and needless to say
that I also like Bollywood films, due to its wholesome entertainment involving dance, music and colourful
attire.
I am yet to visit the 2 amazing groups of Islands that my
country has on the Arabian sea and Bay of Bengal. I have
heard so much about the pristine and clean beaches of
Lakshadweep Islands. I need to make plans the next time I
visit Cochin, and book my flight to Agatti and spend a quiet
holiday in one of the best resorts located at Bangaram island.
If not then, I will try to go to Portblair, to visit the Andaman
Islands. I need not to worry about the flight connectivity to
these Islands, as regular flights are available and there are
so many hotels to choose from. As such, I urge you to go and

Under water Lakshadweep Island
ラクシャディープ諸島の海中

enjoy your holiday in tranquility.
I have attended many art exhibitions, but I have never
been in the presence of an artist while making their
masterpiece. So I must not skip Raghurajpur, the craft
village located 12 km from the coastal city Puri in the state
of Odisha. I will be curious to see the village of 120 families,
busy creating their masterpiece everyday on a piece of cloth,
depicting the Indian mythologies in an art form called
“Pattachitra”. Amazing, isn't it!
It is a great experience to be in Japan and I wonder how
much effort has been put into maintaining the cleanliness in

Patachitra
「パタチトラ」

every part of Japanese cities, metro stations, which can be seen every morning on my daily work commute. It
reminds me of the remote village Mawlynnong- located in Meghalaya, which has earned the reputation of
being the cleanest village in Asia. The obsession the villagers have with cleanliness have certainly
contributed to this achievement.
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Perhaps experiencing a visit to one of the beautiful monasteries in India will be a very fulfilling one and
my desire to visit Tawang Monastery has been a long time coming. Since traveling to Tawang is easier due to
availability of a helicopter service from Guwahati airport, I would seize the opportunity to take a ride in the
evening on a river cruise on the Brahmaputra.
I do have many more names in my list of places to visit, but for now, I must say ARIGATO GOZAIMASU
for coming along with me on my journey. Stay safe and NAMASTE.

日印協会の会員の皆様、明けましておめでとうございます！
私のこのインド旅行記を通して皆さんとつながることができてうれしいです。皆さんが私と一緒に旅行を楽し
んでくれることを願っています。
新型コロナのパンデミックは、私たちのライフスタイル、仕事の仕方、レストランでの食事の仕方、さらには
お互いの挨拶の仕方など、さまざまな形で私たちの生活に影響を与えてきました。しかし、リラクゼーションの
ために休暇を過ごしたり、新しい目的地を探索したりするという私たちの欲求は、過去 2 年間、それを奪われて
以来、高まり続けています。
今回は、すぐにインドを訪問できることを願って、私が一度は絶対に訪れてみたいインドの場所をご紹介いた
します。インドという国は、みなさまに多彩な製品やサービスを提供できると私は考えます。広大な国の地形の
ため、インドには多種多様な観光資源があり、地域の気候条件の違いにより、食生活や料理、文化、舞踊、さら
には住居様式にも違いがあるのを見て驚くことでしょう。
「マテランの丘」と「バラトプル」
私は丘に行くのが好きです。街の森や公園とは異なり、散歩するためのルートの制限がなく、自然に触れ合え
るからです。ヒマラヤの丘も見たことがありますが、私が行きたい興味深い場所はマテランの丘です。この環境
に優しい場所は、2 つの理由で私のリストのトップにあります。1 つは、ムンバイからわずか 100 km と近いた
め、週末の目的地として最適です。第二に、ハイキングのルートがたくさんあるため、徒歩で探索することがで
きます。ムンバイとプーネへは電車で簡単にアクセスでき、Neral（ネラル）からマテランまでの 30km のトイ・
トレインでの旅も見逃せません。
インターネットサイトでホテルを見つけるのは難しいことではないでしょうが、
私は訪問する前にお気に入りのホテルを予約するのを楽しみにしています。
長いドライブに出て、街の喧騒から離れるのはいつも楽しいです。魅力のある古い世界と、自然と一体になれ
る場所を想像してみてください。Bharatpur（バラトプル）はこれに最適です。デリーから 220km、アグラから
わずか 56 km の距離にあり、電車でも訪れることができます。しかし、この場所をリストに残すもう 1 つの理由
があります。ユネスコの世界遺産に登録されているケオラデオ国立公園は、バラトプルのすぐ近くにあります。
この国立公園はソデグロヅルで人気があり、10 月から 3 月の間に他の多くの渡り鳥も訪れます。だから、バラト
プル宮殿と博物館、ロハガル要塞とディーグ宮殿の美しさを楽しみながら、バードウォッチングをすることがで
きます。インドのユニークなフェスティバルに参加することはぜったいに素晴らしい経験になるので、バラトプ
ルのブラジ・ホーリーフェスティバルを観て楽しんでみたらいいかもしれません！
ジム・コルベット国立公園
長いことサファリに行ってないです。私が最後に
ジープサファリに行ったのは、インド北東部のアッ
サムにあるマナス国立公園でした。しかし今回は、
インドの最高のヒマラヤ国立公園であるジム・コル
ベット国立公園で長い週末を楽しむことにします。
私はデリーからタクシー貸切ることをお薦めします。
Jim Corbett National Park
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そうすれば、車で 6 時間ほどで行くことができます。その後、公園周辺にある中くらいホテルに滞在しゆっくり
できるでしょう。
自然に満足した後は、Nainital(ナイニタール)を訪れて湖の美しい景色を楽しむのもいいですね。さらに、ヒマ
ラヤ山脈の景色を見ながら、クマオン地方の手工芸品の買い物ができるのが楽しみです。
ニルギリ山岳鉄道
電車の旅は、窓越しの景色とともに、周りの人とつながることができて面白いです。最高級の豪華列車である
Palace on Wheels（宮殿列車）や Maharajas Express(マハラジャ・エクスプレス)で旅したり、マハパリニルヴ
ァナ列車で旅して仏跡地を探索したりするのは素晴ら
しいことです。しかし、私はもう 1 つの興味深い列車
を思い浮かべています。それは、ユネスコ遺産にも登
録されているインドでも珍しい登山電車（ニルギリ山
岳鉄道）です。16 のトンネル、250 の橋、208 のカー
ブを通過する、ニルギリの丘の列車の旅は美しい絵の
ようだと聞いています。Ooty（ウーティ）から
Mettupalayam（メットゥパラヤム）までの 46km の
距離は、5 時間かかりますが、同じ距離の下り坂は 3
時間 30 分しかかかりません。それは間違いなく価値

Nilgiri Mountain Railway, Ooty
ニルギリ山岳鉄道

のある時間でしょう。

ウダガマンダラム/ウーティは、タミルナードゥ州南部の Coimbatore(コインバトール)に近い（85 km）
。この
人気の避暑地は、夏の暑さから逃れるために、英国の統治者にとってリラックスできる場所でした。アッサムの
茶園を見たことがありますが、ウーティに行くなら、ウーティからわずか 20km のところにある Coonor(クーヌ
ール)の茶園に行かなければなりません。多くのボリウッド映画がその場所で撮影されているので、私はウーティ
の景色を知っています。私はボリウッド映画が好きです。ダンス、音楽、カラフルな服装を含む健全なエンター
テイメントですから。
島で過ごすリゾート、クラフトビレッジ、マウリノン村、タワン僧院
私はインドのアラビア海とベンガル湾にある 2 つの素晴らしい群島をまだ訪れていません。Lakshadweep（ラ
クシャディープ諸島）の手付かずのきれいなビーチについてたくさん聞いたことがあります。次回コーチンを訪
れたときには計画を立て、Agatti（アガッティ島）へのフライトを予約し、Bangaram(バンガラム島)にある最高
のリゾートの 1 つで静かな休暇を過ごさなければ。そうでなければ、私はアンダマン諸島を訪問するためにポー
トブレアに行くことにします。これらの島々へのフライトの接続についても心配する必要はありません。定期便
があり、選択できるホテルが非常に多いためです。ですから、あなたも訪れて、静かな休暇を楽しんでください。
私は多くの展覧会に参加しましたが、実際にアーティストが傑作を制作しているところに立ち会ったことはあ
りません。ですから、オリッサ州の沿岸都市プリから 12km に位置するクラフトビレッジである Raghurajpur
（ラグラジプール）を外してなりません。インド神話を「パタチトラ」と呼ばれる芸術形式で描いた、120 家族
の村が、一枚の布で傑作を毎日忙しく作成するのを見てみたいと思います。驚きでしょうね！
私にとっては日本にいることは素晴らしい経験です。毎朝の通勤で見ることできる、日本の都市、地下鉄の駅
の至る所が清潔だが、それを維持するためにどれほどの努力が払われているでしょうか。それは、アジアで最も
きれいな村であると言われているメガラヤにある人里離れた村 Mawlynnong Village (マウリノン)を思い出させ
ます。村人たちは清潔さにこだわり、執着し、確かにその成果が現れています。
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おそらく、インドの美しい僧院の 1 つを訪問することは、非常に充実したものになるでしょう。タワン僧院を
訪問したいという私の願望は、長い間待ち望まれていました。グワーハーティー空港からのヘリコプターサービ
スのおかげでタワンへの旅行が簡単なので、私は
Brahmaputra River（ブラフマプートラ川）の夕方出発す
るリバークルーズにせひとも乗り込むことでしょう。
行くべき場所のリストにはもっとたくさんの名前があり
ますが、ここで私の旅に一緒に来てくれた皆様に
ARIGATOGOZAIMASU と言わなければなりません。安
全に過ごしましょう。ナマステ。

Tawang Monastery, Arunachal Pradesh
アルナーチャル・プラデーシュ州のタワン僧院

4. 新刊書紹介
Books Review
§日印協会発行『現代インド・フォーラム』2022 年冬季号 No.52
「現代インド・フォーラム 2022 年冬季号 No.52」は、下記日印協会ホームページにて一般公開しております。
会員には 1 月 6 日にメールに PDF を添付し配信しております。
ぜひご覧ください。
https://www.japan-india.com/forum/3a86f798a47124985d0ddeec5703857ee4576971
本号は、昨年 8 月のアフガニスタンにおけるタリバン支配の復活とそれがインドほか周辺諸国に及ぼす影響に
つき特集を組み、それぞれの分野での第一人者のご寄稿計 4 編をいただきました。
1. タリバンよ、どこへ行く
（Quo Vadis, Taliban? クオヴァディス、タリバン）
高橋和夫 (放送大学名誉教授)
2. アフガニスタン情勢とインド
伊藤 融 (防衛大学校人文社会科学群国際関係学科教授)
3. アフガニスタン政変後の中国のジレンマ
三船恵美 (駒澤大学法学部教授)
4. アフガン情勢を受けての旧ソ連・近隣諸国の動き
廣瀬陽子 (慶應義塾大学総合政策学部教授)
本誌に関してご意見・ご感想等ございましたら、日印協会までご連
絡ください。
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§『インド残酷物語』
著者：池亀 彩

出版社：集英社（集英社新書）

価格：968 円(税込)

ISBN:978-4-08-721191-7

著者は京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の准教授。本タ
イトルが「インド残酷物語」
、かつ大学の先生の著書のため、勝手に内容を
想像して、私は読み始めるのに躊躇した。しかし、本書は、残酷で厳しい
社会の中で、それでも明るく、優しく、たくましく生きるインドの人々、
それも著者の身近な「家事手伝いの人」
、
「タクシー運転手」などの人生を
中心に書かれており、決して暗いだけではない。ドキュメンタリー番組を
見るように分かりやすく、本に引き込まれて、先が知りたくなるのだ。実
際に現地でフィールドワークをして生活をした著者でしか書けない内容だ。
だから面白い。
また、
各章の終わりに、
著者の研究者としての詳しい解説もついている。
インドのカーストの現状を今までと違う視点で知ることできる一冊だ。
（日印協会 山本真里枝）
第一章 純愛とｉピル

【解説：カーストとダリト差別】

第二章 水の来ない団地で

【解説：新しいインドを理解する三つのＭ】

第三章 月曜日のグル法廷

【解説：インドの「消えた女性たち」
】

第四章 誰が水牛を殺すのか？

【解説：インドの地方自治と農村パンチャーヤト】

第五章 ウーバーとＯＢＣ（その他の後進諸階級） 【解説：ＩＴ産業とカースト】

§『拾った物は自分の物？: インドをバスで旅した話』
著者：ロバート・アーネット イラスト：スミタ・トゥラキア
翻訳：光末 賢一

出版社： アートマンプレス

価格：990 円(税込)

ISBN: 978-1946833105

アメリカ出身の著者が、インドをバスで旅した時の心温まる体験を絵本に
した。これぞ「インド」という鮮やかで温かい色使いの絵でそのエピソード
が描かれている。インドを知らない子供たちに読んでもらいたい。主人公と
一緒にインドを旅しながら、日本とは違う景色、文化、宗教など世界の多様
性を自然と学べるだろう。また、用語集、インド言語の発音、工作用の型見
本なども本に含まれている。
「考えてみよう」のページは、お話を振り返り、
親子で話すきっかけになるかも。
原著『Finders Keepers?』は、アメリカで数々の賞に輝き、スペイン語、
ドイツ語、ポルトガル語でも出版されている。

（日印協会 山本真里枝）
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5. インドニュース(2021 年 12 月)
News from India
1 内政
【連邦政府】
12 月 8 日
軍の高官など 14 人の乗った空軍のヘリコプターがタミル・ナドゥ州で墜落し、ビピン・ラワット国防参謀長と
その妻を含む全 14 人が死亡した。
12 月 22 日
議会省が、2021 年冬期国会が閉会した旨プレスリリースを発表した。開会前より審議待ちとなっていた 31 法案
に加え、新たに 13 の法案が提出され、補正予算案を含む 11 法案が両院を通過し、33 法案が審議待ちのまま閉
会した。今会期中に通過した 11 法案のうち農業法廃止法案や選挙（修正）法などを含む 6 法案は、今会期中に
提出されたもの。農業法廃止法案が、冬期国会初日に提出され、同日の内に両院を通過、それぞれ審議時間は 10
分以下であった。
【農業法改正】
12 月 1 日
「2021 年農業関連法廃止法」が大統領の署名を経て成立し、官報に掲載された。
12 月 9 日
最低支持価格の法的保障等の農民の要求に対する政府からの具体的な約束に関する農業省発出の書簡が農民側の
手に渡り、農民団体は抗議活動を停止する旨発表した。
【野党の動き】
12 月 3 日
現地メディアは、野党の団結を目指す全印草の根会議派（AITC）によるコングレス降ろしの動き、及び選挙戦
略家プラシャント・キショールとコングレスとの決別につき報じた。これを受けて、全インド・コングレス委員
会（AICC）のスポークスマンは、「今もなおコングレスが反 BJP 勢力の中心的役割を担っており、バナジー州
首相こそが野党を分断させ、BJP に有利な様に働いている」と批判した旨報じられた。
【ウッタル・プラデシュ（ＵＰ）州】
12 月 2 日
現地メディアは、プリヤンカ・ガンディーが、2022 年の UP 州議会選挙におけるコングレスの公約として、開
発に主軸を置き、200 万人の雇用創出や州全土に製造拠点を設ける旨発表したほか、サトウキビ農家への農業ロ
ーン免除を確約した旨報じた。
12 月 7 日
現地メディアは、モディ首相がゴーラクプル市において 960 億ルピー規模の開発計画を発足させた旨報じた。同
日、
モディ首相は肥料工場、
全インド医科大学
（AIIMS）
ゴーラクプル校、
及び Regional Medical Research Centre
（RMRC）の落成式に出席した。
12 月 13 日
モディ首相はバラナシ市において、
カーシ―・ヴィシュワナート参道整備計画
（Kashi Vishwanath Dham Corridor）
の序幕式に参加した。総額 33 億 9000 万ルピーの工費が投じられた、モディ首相肝いりの本整備計画では、アク
セスに問題のあったガンジス川のガート（沐浴場）からカーシ―・ヴィシュワナート寺院の間に参拝路が整備さ
れたほか、同寺院整備の為、寺院周辺の 300 以上の店舗・家屋が収用され、元々3,000 平方フィートであった寺
院の敷地が、参道を含め 50 万平方フィートに拡張された。また、参道周辺には、ツーリストセンター、多目的
ホール、貧困者救済施設、宿坊、宗教関連書店など 24 の関連施設が建設される。
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【パンジャーブ（ＰＢ）州】
12 月 4 日
現地メディアは、シャー内相が、アマリンダル・シン前ＰＢ州首相や、Sukhdev Singh Dhindsa アカリ党党首
と協議を進めており、2022 年ＰＢ州議会選挙において、同盟を結ぶ可能性があると述べた旨報じた。
【ウッタラカンド（ＵＫ）州】
12 月 4 日
モディ首相はＵＫ州デラドゥーン市において、830 億ルピー規模のデリー・デラドゥーン経済回廊開発計画を含
む、総額 1800 億ルピー相当の複数の開発プロジェクトの定礎式に参加した。
【ゴア（ＧＡ）州】
12 月 7 日
現地メディアは、ケジュリワル・デリー準州首相（庶民党首）が、ＧＡ州で庶民党が政権を獲得した場合、同州
管轄の各種スキームにおける女性向けの補助を増額することに加え、スキーム対象外の女性への経済支援を約束
した旨報じた。
【ナガランド（ＮＬ）州】
12 月 5 日
現地メディアは、4 日、ＮＬ州のミャンマー国境近くのモン地区において、過激派勢力を待ち伏せしていたイン
ド軍兵士が、停止命令に従わなかった地元住民の乗った車を誤射し、乗車していた市民 8 人中 6 人が死亡、その
後発生した暴動で、さらに市民 8 人及び兵士 1 人が死亡した旨報じた。

2 経済
12 月 8 日
インド準備銀行（RBI）は 12 月 6～8 日にかけて行われた金融政策決定会合の結果を公表し、政策金利を 4.00％
のまま据え置くことを決定した。据え置きは概ね市場の予想通り。また、今後の経済見通しについては、国内の
経済活動が、ワクチン接種率の上昇、コロナ新規感染者数の減少、モビリティの急速な正常化により今後ますま
す拡大していき、農村部の需要は引き続き堅調に推移するとともに、都市部の需要が、接触型活動の加速や繰延
需要の発現により引き続き増加し、政府によるインフラ整備の推進やＰＬＩ（Production Linked Incentives 生
産連動型優遇策）スキームの拡大、構造改革、緩和的な金融市場により民間の投資需要も促進されることを考慮
し、インドでコロナ感染が再拡大しないと仮定した場合、2021 年度の実質ＧＤＰ成長率は前年同月比 9.5％増と
なる（前回予測を維持）とした。

3 外交
（印露関係）
12 月 6 日
インド外務省は、12 月 6 日、プーチン大統領が、ニューデリーを訪問し、モディ首相との第 21 回印露年次首脳
会談を行った旨発表した。両首脳は、両国の特別かつ特権的戦略パートナーシップが持続的に進展していること
に満足感を示した。また、両首脳は、2021 年 12 月 6 日のニューデリーにおける、印露外務・国防大臣 2＋2 対
話の初会合と、軍事および軍事技術協力に関する政府間委員会の会合開催を歓迎した。また､首脳会談後､印露首
脳共同声明として「印露：平和、進歩及び繁栄のためのパートナーシップ」が発出され、印露間の特別かつ特権
的戦略パートナーシップへのコミットメントを再確認した。
12 月 20 日
インド外務省は、モディ首相がプーチン露大統領と電話会談を行った旨発表した。両首脳は、最近のプーチン大
統領訪問時に議論された事柄についてフォローアップを行った。
更なる防衛協力の強化、
肥料供給における協力、
ロシアとの協力のもと極東におけるインドの関与を強化することなどについて話し合われた。
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（印・ＵＡＥ・クウェート関係）
12 月 7 日
現地メディアは、モディ首相が 2022 年初の外遊として、1 月にアラブ首長国連邦及びクウェートを訪問する予
定である旨報じた。モディ首相は、2020 年ドバイ国際博覧会を訪問するほか、コロナ第二波の間に、ＵＡＥ及び
クウェートから受けた支援、及び 2 か国に滞在する多くのインド国籍保有者の保護に対し感謝の意を表明するこ
とが目的と報じられている。
（印・アフガニスタン関係）
12 月 10 日
インド外務省は、10 日、インド政府のチャーター便でカブールからデリーに特別便が到着し、インド人 10 人と
アフガニスタン人 94 人を移送した旨発表した。アフガニスタン人少数民族出身者は、シーク教徒の聖典やヒン
ドゥー教の古代写本と共に移送された。
（印・米・イスラエル・ＵＡＥ）
12 月 14 日
現地メディアは、印・米・イスラエル・ＵＡＥによる初の外相会談が、2022 年 3 月に対面で行われる予定であ
ると報じた。情報筋によると「西アジアクアッド」とも呼ばれ、2020 年ドバイ国際博覧会のマージンで会合が開
催される予定であり、経済協力やインフラプロジェクト等、具体的なプロジェクトについて取り上げる準備が開
始されている旨報じられている。
（印・中央アジア関係）
12 月 19 日
ジャイシャンカル外相の議長のもと、ニューデリーにおいて第 3 回インド・中央アジア対話が開催された。カザ
フスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの外相が参加した。中央アジアの各国
外相は、2022 年のインドと中央アジア諸国の外交関係樹立 30 周年を共に祝賀する用意があることを表明した。
そのほか、各外相は、インド・中央アジア対話の更なる強化について議論し、同対話を毎年定期的に開催するこ
とに合意した。
（印・バングラデシュ関係）
12 月 15 日－17 日
インド外務省は、コヴィンド大統領が、ハミド・バングラデシュ大統領からの招待により、15 日から 17 日にか
けてバングラデシュを訪問し、独立 50 周年祝賀イベントに主賓として参加した旨発表した。これは、新型コロ
ナウイルス禍拡大以来、コヴィンド大統領による初の海外訪問となった。大統領は、独立記念塔を訪問し、建国
の父故ムジブル・ラーマン元首相の親族とボンゴボンドゥ記念館で面会したほか、ハミド大統領と会談し二国間
関係の進捗について議論を行った。その他、ハシナ首相がコヴィンド大統領を表敬した。
（印・ブータン関係）
12 月 18 日
現地メディアは、モディ首相がブータンにおける文民最高位である国王勲章（Order of the Druk Gyalpo）を授
与された旨報じた。同勲章は、ブータンとインドの類まれな関係の強化に向けたモディ首相のリーダーシップと
個人的努力に対して授与された。モディ首相は、同勲章を受章した初めての外国政府首脳である。国王陛下は、
モディ首相の国内開発への貢献と、パンデミック時の継続的な医療支援に感謝した。
（印・ミャンマー関係）
12 月 22 日－12 月 23 日
インド外務省は、シュリングラ外務次官が 12 月 22 日及び 23 日にミャンマーを実務訪問し、国家行政評議会議
長などの高官に表敬したほか、国民民主連盟をはじめとする市民社会、政党のメンバーと会談した旨発表した。
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シュリングラ外務次官は関係者との会談において、ミャンマーの早期の民主化、拘束者や収監者の解放、対話に
よる問題の解決、全ての暴力の完全停止に対するインドの関心を強調した。

4 日印関係
12 月 4 日－5 日
第 5 回「インド洋会議」が対面とオンラインのハイブリッド形式で開催され、本田外務大臣政務官がビデオ・メ
ッセージにより出席した。同会議はインド財団が主催し、本田外務大臣政務官やゴタバヤ・ラージャパクサ・ス
リランカ大統領、ジャイシャンカル・インド外相の他、インド洋関係諸国政府関係者及び識者が参加した。本田
政務官は、メッセージの中で、広大なインド洋地域が「自由で開かれたインド太平洋」の実現にとって重要な地
域であり、インド洋においても日本が具体的な協力を進めてきた旨述べつつ、会議のテーマであるエコロジー、
経済、感染症対策における日本の取組を紹介した。
12 月 21 日
日印トラック 1.5 対話「第 4 回日印インド太平洋フォーラム」がオンライン形式で開催された。今回のフォーラ
ムでは、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）と日米豪印」、「新型コロナ後の日印関係」、「FOIP の実現
に向けた日印協力の強化と日米豪印の役割」の各テーマに沿った議論が日印両国の政府関係者及び有識者により
活発に行われた。
公開セッションとなった「FOIP の実現に向けた日印協力の強化と日米豪印の役割」のセッションでは、林芳正
外務大臣及びジャイシャンカル外相がビデオ・メッセージを発出した。林大臣は、メッセージの中で、国際社会
が歴史的変動期にある中、日印が緊密に連携していくことが重要であり、FOIP の実現に向けた日印両国の役割
に対する世界の期待が大きく高まっている旨述べた。また、FOIP の実現に向けて、日印のみならず日米豪印で
の協力も着実に進んでおり、本年 9 月の第 2 回日米豪印首脳会合でもインド太平洋地域への強いコミットメント
が示され、様々な分野での実践的な協力の成果が積み上げられている旨言及した。さらに林大臣は、2022 年に日
印外交関係樹立 70 周年を迎えることに触れつつ、日印の「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」が、こ
の節目の年に更に大きく花開くことへの期待を表明した。
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6. 掲示板
Notice
＜ 次回の『月刊インド』の発送日 ＞
次回 2 月-3 月合併号の発送は、2022 年 2 月 25 日(金)を予定しております。
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。また、イン
ド関連イベントの後援も行っております。申請方法などお気軽にご連絡ください。
＜ 編集後記 ＞
会員のみなさま、明けましておめでとうございます。
今号は、長年にわたり『チャンパの花』を発行し、インドの児童文学を日本の子供たちに紹介し続けてこられ
た「インド児童文学の会」前会長の鈴木千歳氏にご投稿をお願いしました。22 年間には大変なご苦労もあったこ
とでしょうが、活動の楽しい雰囲気も伝わってきます。
もう一つは、インド政府観光局のパドミニ・ブラフマー氏の記事。このインド旅行の記事は、昨年春に掲載予
定でしたが、インドでのコロナ感染状況のため一旦お蔵入りになっていました。
今回も掲載を少し躊躇いたしましたが、会員の皆様にご想像の旅でもして頂きたいと掲載いたしました。そし
て、頂いていた写真で編集子が一番美しいと思った一枚を表紙にさせて頂きました。後で、この場所が中国との
国境に近く簡単にはいけない場所だと知りました。写真だけでも楽しんでいただければ幸いです。
会員の皆様のご支援で日印協会は今年で119年を迎えることが出来ました。
本年もよろしくお願いいたします。
（編集子）
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。

入会随時受付中
日印協会は、1903 年、長岡護美、大隈重信、澁澤榮一の 3 名が中心となって創設されました。以来、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。
現在の協会の活動は、当協会の活動に賛同下さる会員の皆様からの会費によって支えられております。今後もより良い活
動を続けるために、当協会の活動にご賛同いただける法人･個人のご入会を歓迎致します。
インドに関心をお持ちの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

１口(8,000 円)から

学生

１口(4,000 円)から

一般法人会員

１口(100,000 円)から

特別法人会員

１口(150,000 円)から

☆入会金

個人 2,000 円
学生 1,000 円

法人 5,000 円
(一般法人、特別法人会員共に)
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