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1. 西部インドを旅す
Business Trip for West India
公益財団法人日印協会 常務理事 笹田 勝義
さくらが正に満開になりかけた 4 月上旬。暑からず、寒からずの至福の候の日本から、西部インドへの出
張に飛び出した。インドでは初夏である。既に 30 度を優に超える気温である。
今回の出張先は、西部インドのアーメダバード、プネとムンバイだが、ムンバイはインド随一の商業都市
として情報は豊富であるから、
アーメダバードとプネの話題を中心として報告したい(2016 年4月3日成田発、
4 月 11 日ムンバイ発の旅程)。

両都市の概要
アーメダバードは 635 万人、プネは 505 万人の人口(2011 年調査)を抱え、既に大都市である。市域として
は広大であり、デリーやムンバイのように中心部が異常に混み合うこともなく、何となくのどかな(?)感じで
あった。市中での新たな大規模な都市開発は無理であろうが、一寸郊外に足を延ばすと広々としており、事
務所や商業用ビルと住居用マンションの建設が旺盛であった。
地形的には、
アーメダバード(以下AMD と略す)はグジャラート州に位置し、
砂漠の町であるし、プネはデカン高原への入り口に位置する山坂の多い町と
の印象であった。AMD は、砂漠を彷彿させるように、町中にラクダが闊歩し
ていた。既に日中は 30℃を越す暑さであったが、湿気がなく、疲れは少な
い(日本との温度差調整には苦労する)。工業団地や日本企業の工場を見て回
ったが、真平らな土地ばかりで、背の高い木が殆どなく、日影がない。真夏
<AMD 俯瞰 川は干上がり
何となく砂漠の様相>

はさぞ暑かろうと想像した(統計によると 50℃になることもあるそうだ)。
一方、プネはかなり起伏が多く、気温も真夏でも 35℃程で湿気少なく過

ごし易い都市である。大木が茂り、緑深い街並みだ。両都市とも、火焔樹が今が盛りと咲き誇っていた。
両都市で気が付くことは、筆者がニューデリーに駐在していた頃(96 年～
2002 年)と比して、何と女性の台頭が顕著かということだ。
『女性の台頭』
とは聊か大袈裟かもしれないが、乗用車やバイクを運転している人に女性が
非常に多くなっている。宗教上の社会通念から、女性はこのような振舞をし
ないものと信じていたが、どうしてどうして、昨今は、あちらこちらに女性
の姿が目に付く。暑さよけかもしれないが、バイクでは、頭からすっぽりと
スカーフを巻き、目だけを出して、さっそうと街中を駆け抜けている。
また、近年のインド大都市の特徴でもあるが、街中には大型ショッピング
モールが建設されており、
内部には若い女性達が、
伝統のサリーを脱ぎ捨て、
ジーパン姿で闊歩している。
出張には PC を持参したが、さすがにどこのホテルでも空港でも、WiFi が
使えるのでインターネットへの接続は簡単、かつ無料であった。逐次、移
動の報告だけは欠かすことなく実施できた。

<AMD(上)とプネ(下)の
ショッピングモール>

アーメダバード(AMD)の印象
AMD へはムンバイより 45 分のフライトで移動したが、この僅かな時間でも機内食がサーブされる。実に上
手く配膳、後片付けをしていた。150 人の定員の飛行機が満席であった。このような短いフライトでも、大半
の乗客がインド人で占められていたことに、少し驚く。車で移動すると 6～8Hr 掛かるそうで、時間を大切に
することの表れか(Indian Time は今や昔話か? )。当地では、JETRO 事務所を訪問し、AMD 情報を伺った。当
初の目的であった、日本企業が主に進出している Sanand と Mandal 工業団地を巡った。
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Sanand 工業団地で、まず目に入ったのが、TATA NANO 工場。
『ワンラックカー』
として華々しくデビューした NANO ブランドカーである。今一つの人気で、街中で
は殆ど見なかったが、この生産工場たるや、異常に大きい。隣に FORD の工場もあ
ったが、TATA 工場程ではないものの、兎に角広大な敷地だ。この団地には属さな
<Sanand 工業団地>

いが、スズキ(四輪で来年に稼働予定)、ホンダ(二輪で稼働中)も大変に大きな敷地
を有している。当地には、前述のスズキとホンダの他、金融/保険(三井住友海上、

東京海上、野村アセットマネージメント等)、製造業(日立、ダイキン、三菱アルミ等)78 社が進出しており、
これから益々日本企業が出てくることであろう。数年先には、当地とムンバイを結ぶ新幹線工事が始まるの
で、JR 他、関連企業をどっと目にすることが期待できよう。
日本人向けの宿泊、食事であるが、今のところあまり充実はしていない。
『さくら旅館』なる日本人向けに
宿泊/日本食、弁当サービスをする所はあるが、規模が小さい。日系ホテルや和風旅館の進出が期待される。
また、マハトマ･ガンディが、インド独立のための
『非暴力』の精神を掲げて、英国と熾烈な戦いを繰
り広げた中心地が、この AMD。これを記念して設立
された国立記念館『マニ･ババン･ガンディ記念館』
を訪問してみた。ガンディ翁の蔵書、写真、糸つむ
ぎ機、生活していた部屋など、興味ある記念館であ
<塩の抗議デモ>

<ガンディの生涯>

った。よく管理されており、一見に値する。

グジャラティーフードが有名であるが、庶民的なレストランで試してみた。写
真のような、ターリーが出されたが、食べ親しんだインドのカレー料理とは一寸
異なっていた。これで、約 500 円程度の値段。
グジャラート州は禁酒州。｢命の水｣無しでは生きていけない御仁には、辛い場
所である。しかし、蛇の道は蛇で、ご興味の方は、筆者にご照会されたし。
<500 円のターリー>

プネ印象記

ムンバイからプネまで約 150km を車で移動した。約 3Hr のインドが誇る高
速道路である。道々、サービスエリアがあり、一服するには丁度良い。ファ
ストフードやスナック売店などあり、現地では人気がある。
市内は、緑深く、落着きのある街並みを呈しており、大木があちこちに生
い茂り、
空の青さに良く溶け込んでいる。
<←街路樹> <Ranjangaon 工業団地地図→>
同地では、Chakan と Ranjangaon 工業団地を訪れた。Chakan 工業団地は
何処が入り口か全くわからず、団地地図を手に入れられなかったが、
Ranjangaon 工業団地は写真の通り。
既にこれらの団地には、
日系企業が数社進出済みである(ケーヒンFIE、
フコク、ブリジストン、ミツバ、栗田、フジクラ、TATA バッテリー、韓国との合弁の Ecore&Kuroda 電気、フ
ァナック、JFE 商事等)で、全プネには、約 60 社の企業が活動中である。やはり、同団地にも自動車メーカー
のフォルクスワーゲン、メルセデスベンツ、フィアット、現代等、大工場を構えている。
これらの団地から更に小一時間程の北側に日本企業専門の工業団地(SPA)が計画されている。造成が始まっ
たばかりで、今回は時間の関係で訪問は諦めた。
日本人在留者は、2013 年現在で 223 人を数える。現在ではさらに増えていることであろう。残念乍ら日本
食レストランは殆どないが、大型ショッピングモール、スーパーマーケットもあり、医療水準も高く、生活
には余り不自由はなさそうである。同市の他の特徴としては、教育機関が多いこと。IIT こそないが、町のあ
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ちこちに学校が目に付く。日本語学校も多く、インドでは一番多くの日本語学校がある由。学術都市の印象
が強く、従い、識字率も高かろうと思う。反面、街中では、意外と英語が通じなかった。AMD でも同じような
印象を持った。

西部インドでの雑学
『Make in India』の大きな効果
昨年から、モディ政権では、インドでもの作りとの大きなスローガンを掲げ、外資導入を計っている。こ
の努力の一環になろうが、近年インド国内での製造業が盛んとなってきたと実感する。インド人のセンスが、
次第に、日本人感覚と合致するようになってきており、作られた製品の品質も、以前に比し、数段向上して
きている。これも政府の強力な後押しのせいであろうか。ショッピングモールは若干前述したが、庶民が行
くスーパーマーケットも覘いてみた。品物は豊富にあり、価格もあまり高くはない印象。品質はよく分から
ないが、包装状態だけは立派であった。ただ、日本のように整然と陳列されておらず、製品がどこに置いて
あるかの案内板も良くない。休みであったせいもあり、場内は満員御礼であった。品数が多くなっているこ
とは、
『Make in India』の一つと見たい。街中には、懐かしのパパママショップが、所狭しと立ち並ぶ。
インド国内の足とホテル
この度は 3 大都市に限って視察したが、インドは広い。現地に駐在、或いは知人がいれば、インド内での
移動手段の確保は容易であるが、一人旅では、足の確保が大変だ。今回は、ムンバイと AMD 間は航空機を利
用したが、その他はレンタカーを雇った。レンタカー会社をご紹介頂いたが、幸いにして、その会社がイン
ドのメジャーシティーに拠点を持っており、全区間をこの会社一括で利用した。個別に依頼するよりも、手
間と費用を考えれば、正解であったと思う。特に、一人のドライバーが複数日に担当してくれたことは助か
った。
ホテルは、日本からインターネットで予約を入れておいた。インドのホテルはピンキリであるが、滞在し
たホテルは、安全で清潔で、何の不満も抱かなかった。四つ星ホテルと銘打っているが、華美でもなくシャ
ビーでもなく、快適な日々であった。
インドでビーフステーキを食す
インドでビーフステーキとは!! とお叱りの言葉が聞こえそうだが、AMD のホテルで試してみた。当然、純
粋のビーフではなく、水牛(water buffalo)のステーキ。体調が崩れると困るので、じっくりと火を通しても
らった。このせいか、肉はやたらと固く、味も何もない。やはり、インドではビーフを食べてはいけない！
インドでの停電
インドは電力不足が常識で、日に何度も停電するのが当たり前であったが、真夏に掛かりかけたこの時期
に殆どなかった。時代が違うと云えばそれまでであるが、筆者の記憶では、極めて珍しいこと。総じて西部
インドは、電力は割と豊富ではあるが、インドの不安を幾らかでも払拭された気がする。
印日協会
インドは親日国で知られるが、多くの都市では、
『印日協会』を設立して、それぞれに、主に日本文化をイ
ンド人に紹介している。ムンバイの印日協会を訪問し、友好を促進させるにはどうすべきかの話をしてきた。
当地の協会では、盆栽、生け花、墨絵の普及に熱心であった。同会長がこのゴールデンウィークに日本を訪
問し、各地で交流を図る由であった。
終わりに
久振りのインドであったが、その度に感じることは、やはりインドは急激な変革の中にあり、日々の変化
が劇的である。都市計画、工業化、社会改革等大きな胎動を強く感ずる。中産階級の目覚ましい増加で、物
的満足度が次第に満たされつつあることを街々に実感する反面、数千年で培ったインドの人心の感性は全く
変らない。否、変わらないからこそ、悠久のインドを改めて実感した次第である
以上
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2. 世界最古のナーランダ大学復興
Revival of the Ancient Nalanda University
公益財団法人日印協会 監事 江田 仁
私がインドを最初に旅したのは大学 1 年生の 46 年前のことです。東京駅で偶然出逢ったインド人から娘
さんの結婚式に招かれたのがきっかけでした。結婚式はビハール州パトナで執り行われましたので、ビハー
ル州は私のインドのイメージを最初に作った所です。その後社会人として幾度となく訪印し、また 90 年代に
は 5 年間ニューデリーに駐在もしました。しかし、ビジネスを目的としてビハール州へ行ったのはタタ製鉄
所のあるジャムシェードプルだけでした(後述するようにここは最早ビハール州ではありません)。
最近インド駐在から戻った人達から大きく変貌するインドの話を聴いていましたが、私はやはり現在のビ
ハール州の状況を知りたいと思っていました。と言うのも、前述の理由に加えビハール州は 1 人当たり GDP
がインドで最も低い州なのでそこがどう変わったのかを自分の目で見てみたいと思ったからです。また、大
学で国際文化論を教えており、少しずつ変化する文化を定期的に現地を訪ねて見る必要があると思っていま
す。そこで今回ラージギルと言う小さい町を訪ねてみました。この町は古代インドにあった十六大国の一つ
マガダ国の首府であり、当時はラージャガハ(王舎城)と呼ばれていました。
29 歳で出家したゴータマシッダルタ(釈尊)がまず目指したのがこの王舎城であったとされています。マガ
ダ国のビンビサーラ王は釈尊に多くの支援をしましたが、その一つが竹林精舎です。マガダ国と覇権を争っ
ていた隣のコーサラ国には祇園精舎がありますが、釈尊 45 年間の教化活動の間、釈尊自身祇園精舎に 6 回、
竹林精舎を含め王舎城に 22 回安居した歴史から王舎城、今のラージギルが釈尊と深い関係にあることが分か
ります。
ラージギルには釈尊が法華経を説法されたとされる霊鷲山、第一次仏典結集を行ったとされる七葉窟等が
あります。また、釈尊が悟りを開いたブッダガヤはラージギルから 78km 南西にあります。釈尊と縁の深いマ
ガダ国はその後勢力を拡大し、
ついにはチャンドラグプタ王の時代にインドを統一しましたが、
その大帝国(マ
ウリア朝)の首都はビハール州の首府パトナ(当時はパータリプトラ)でした。つまりビハール州は古代インド
の中心地であったと言ってよいと思います。

<僧坊 (手前は井戸)>

<旧ナーランダ大学遺跡>

ラージギルから北に 12km ほど行った所に古代ナーランダ大学の遺跡があります。西暦 497 年創立の世界最
古の大学です(エジプト Al Azhar: 972 年、イタリア Bologna: 1088 年、英国 Oxford: 1187 年)。この大学
は西暦 1193 年アフガニスタンからの侵入者に破壊されるまで存続しました。
そのビハール州は 2000 年 11 月にジャルカンド州誕生に伴い南部を失いました。鉱物資源が豊かな所を失
った訳です。
今回旅したラージギル～ブッダガヤにはのどかな農村風景が広がっていました。仏教とジャイナ教が盛ん
であった古代にはマガダ国は農業が盛んでまた数多くの精舎があったようですから、南部を失った今のビハ
ール(Bihar)州は本来の意味の Vihar(僧院)に少し戻ったとも言えるのかも知れません。旅の途中に立ち寄っ
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た(新生)ナーランダ大学(Nalanda University)を知るにつれそう思い、またそう思いたくもなりました。ナ
ーランダ大学への訪問は、アポイントメントを申し込んだところ、招待を受け実現しました。
約 700 年続いた大学ですが、最盛期には 2,000 人の教員が 10,000 人の学生に仏教学、哲学、法学、言語学、
薬学、歴史学、建築学、彫刻術、天文学そして数学を教えていたとされています。チャイナからは玄奘と義
浄の二人の高僧がここで学びました。今のビハール州の地を当時のチャイニーズは世界の中心と解し、｢中国｣
と呼んでいたようです。また、東南アジアからも留学生が来ていたようです。
<広い敷地>

<玄奘記念館>

私が訪れた際、タイ、ミャンマー、中国、台湾、ベトナム、スリランカ等から多くの観光客がこの大学遺
跡を訪れていました。古代ナーランダ大学の遺跡の近傍に玄奘記念館があります。ネルー首相と周恩来首相
の合意で造られたと記されてありましたが、
意外と知られていない記念館である為か訪ねる人は僅かでした。
新生ナーランダ大学の敷地は古代ナーランダ大学の地より 12km 南西にあります。
ビハール州政府から提供された 1.84 ㎢の広大な敷地は塀で囲まれており、これから 4 年をかけて行うキャ
ンパスの第一期工事の着工を待っている状態でした。
<七葉窟より見た新生ナーランダ大学敷地(正面遠くにぼんやりと見える)>

ビハール州主要幹線道路の国道 82 号線整備事業に日本政府は JICA 円借款(214 億円)で支
援しています。この沿線には、ナーランダ大学やインド 8 大仏跡として知られるラージギル
などインド屈指の史跡が点在しており、世界遺産ブッダガヤへのアクセスも向上することか
ら、同州の観光産業振興に寄与するものと期待されています。新ナーランダ大学キャンパス
はこの８２号線沿いにあります。

この新生ナーランダ大学はインドが発議し、2007 年の東アジアサミット(比国セブ)の決議に基づき 2010 年
11 月に国際大学として設立され、2014 年より上記敷地から然程遠くない仮校舎で 60 名の学生が学んでいま
す。
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<新生ナーランダ大学仮校舎>

<学生寮>

同大学はインド連邦議会が成立させたナーランダ大学法に基づいて設立されましたが、今後アジア･大洋州
各国が支援することになると思われます。
初代学長にはノーベル経済学賞受賞者であるインド人の Amartya Sen 教授が就任し、現在は元シンガポー
ル国外務大臣の George Yeo 氏が務めています。日本人では中西進氏(日本文学者、比較文学者、万葉学者、
奈良県立万葉文化館名誉館長、池坊短期大学学長、国際日本文化研究センター･京都市立芸術大学･大阪女子
大学各名誉教授、高志の国文学館館長)が理事を務めています。

<新キャンパス第一期工事完成全景 (イメージ)>

今回、同大学の副学長、教員、ラオス人そして日本人学生と話す機会が持てとても幸運でした。伺った話
と戴いた資料を総合すると新生ナーランダ大学は最終的には次の分野の研究を行う大学院大学となるとのこ
とです。
＊ 歴史･生態･環境･仏教･哲学･比較宗教･言語･文学
＊ 国際関係･平和･情報科学･技術･経済･経営･公衆衛生
また、新キャンパス第一期工事完成後のイメージは上の通りです(映像は同大学提供)。
尚、大学を建設するに当たっては環境保全を前提に、例えば池を造る過程で出た土を使ってレンガを作り
それで建物を造るとか空調は気化熱を利用して行う等、省資源･省エネルギーの工夫が随所にされています。
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<校舎 (イメージ)>

<授業風景 (イメージ)>

ともすれば経済･安保関係が優先される日印関係ですが、アジアのルネッサンスの象徴としてのナーランダ
大学の再興に日本が積極的に協力することは日印の絆を強めるのみならずアジア全体の平和と連帯に寄与す
るものと思われます。
第一期工事の完成は東京オリンピック後となるかも知れませんが、この壮大でロマンに満ちたプロジェク
トとしての新生ナーランダ大学が完成し世界の若者が共に学ぶ姿が早期に見られるよう祈りたいと思います。
最後に日印関係が益々発展することを願う一人として本題とは多少それますが、本コラムを少々お借りし
たいと思います。
インドもグローバル化の流れには抗し難いと思われますが、それでもインドは今後も独自の文化を堅持し
ていくものと思われます。インド人にとり独立の父マハトマ･ガンディーは遠い存在になりつつあるのかも知
れませんが、ガンディーの思いはインド人の心の奥深いところに生きていると思います。次の小さな本の中
でガンディーが述べていることはグローバリズムとは対極のもので読者は大いに戸惑いを感ずると思います
が、そこにはインド人の心の根っこの部分があると思います。ご一読をお薦めしたいと思います。
田中敏雄訳 M. K. ガンディー著『真の独立への道(ヒンド･スワラージ)』 (岩波文庫)
写真提供; (イメージ)と付記されたものは、ナーランダ大学より提供(CG)。その他は、執筆者提供。

以上

3. 体験的日印協会論
Experiences as a JIA Student Member
公益財団法人日印協会 個人会員 藤本 拓哉
私は 2016 年 3 月に大阪大学大学院国際公共政策研究科を修了し、今春 4 月より企業人になった。2010 年
11 月より 5 年 4 ヶ月間、日印協会の学生会員として日印関係促進に向けて活動した経験を社会人になった今
振り返る機会をいただいたことを、日印協会 平林博理事長をはじめ事務局の皆様に感謝申し上げる。
■日印協会入会のきっかけ
私が日印協会に入会したきっかけは、2010 年度の日印協会交流会に遡る。当時、私は大阪大学外国語学部
でヒンディー語を専攻しており、ヒンディー語レベルの向上とインドの政治経済の理解を深めるため、大学
の外へ｢場｣を求めていた。その時に出会ったのが、大阪大学でインドを研究する団体(現･大阪大学国際問題
研究会)であった。右も左も分からぬ時分に、日印協会交流会が東京で開催される旨を聞いて、ふたつ返事で
東京へ赴いた。
東京では、日印協会事務局を訪問し、平林理事長を囲んで懇談させていただいた。当時、インドとアメリ
カ･ロシアの関係に興味があり、そのことを質問させていただいたことや事務局のアットホームな雰囲気を感

9

じたことを今でも鮮明に記憶している。こうして私と日印協会の接点が生まれたのである。
■日印協会での忘れられない出来事
学生会員としての 5 年 4 ヶ月間における日印協会との｢思い出｣はどれも生涯忘れえぬものであるが、紙面
の関係上、2 つにしぼって回顧する。それは、2011 年 4 月に開催されたアロック･プラサド駐日インド大使(当
時)歓迎レセプションと、日印協会 平林博理事長による大阪大学での講演会である。
1. 新駐日インド大使 アロック･プラサド閣下 歓迎レセプション
2011 年 3 月、アロック･プラサド大使(当時)が着任され、レセプションが開催される予定であった。光栄に
も我々大阪大学の学生がステージ上で歓迎のスピーチ(ヒンディー語、日本語)およびインド国歌斉唱をさせ
ていただく機会を得た。しかし、直前の 3 月 11 日には未曾有の震災である東日本大震災が起こり、翌 4 月に
順延されることになった。
プラサド大使着任レセプションは 4 月 25 日に国際文化会館
において執り行われた。日印友好議員連盟の福田康夫会長(当
時)や日印協会･森喜朗会長ご臨席の下、会場に溢れんばかり
の政財官界からのご出席者の皆様の前で、我々はステージに
登壇し、ヒンディー語および日本語での歓迎のスピーチ、イ
ンド国歌の説明そしてインド国歌斉唱をした。皆様の前で披
露するには恥ずかしいものがあったが、会場からの拍手喝采
を聞き、福田氏から労いの言葉をかけていただいたことは一
生忘れえぬ思い出になるとともに、我々の確かな自信につな
<新駐日インド大使 アロック･プラサド閣下
歓迎レセプション(2011 年 4 月 26 日)でスピー
チする執筆者(右から 2 番目)
(写真提供; 櫻井秀武氏)>

がった。
実は本番直前にも、一つエピソードがある。それは、登壇
の仕方や国旗への敬意の表し方を平林理事長から手ほどきを
受けた。おかげで登壇する度胸を得て、｢恥ずかしくない作法｣
をもって、プログラムを遂行できた。

2. 平林博理事長の大阪大学での講演会
大阪大学では過去に 3 度、平林理事長にご講演いただき、その全てを我々大阪大学国際問題研究会が企画･
立案･運営した。今後も是非大阪大学でご講演いただきたいと思う。
さて、平林理事長には、2011 年 2 月、2011 年 11 月そして 2012 年 11 月にご講演賜った。どれも思い出深
いものであるが、特に印象に残っているものは、2012 年 11 月の講演会である。なぜなら 2012 年は日印国交
樹立 60 周年であり、その記念写真展も同時開催された。準備段階から、日印協会の事務局のご支援を得て、
講演会、写真展双方とも盛大に開催することができた。
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講演は｢体験的外交論 2012｣と題して、平林理事長の外交官人生から日本を取り巻く国際関係を切れ味良く
語っていただいた。会場となった大阪大学会館講堂は悪天候にかかわらず超満員であったことが印象に残っ
ている。日印国交樹立 60 周年記念写真展も 1 週間ほど開催した。日印関係の歴史を象徴する写真を展示し、
数多くの観覧者に日印関係の奥深さを周知することができた。
■総括と今後の展望
5 年 4 ヶ月間｢学生会員｣として在籍したが、｢継続は力なり｣であると考える。大学学部でヒンディー語を専
攻し、大学院でインドの安全保障(海軍拡張)を研究できたことは日印協会での経験、そして大阪大学で実践
的に講演会などを企画･立案･運営してきたことが大きく起因している。
私は本年 4 月より新明和工業株式会社(以下｢新明和工業｣)に入社し、企業人人生をスタートさせた。新明
和工業は海上自衛隊が運用する｢US-2｣型救難飛行艇を設計･製造している会社である。幸いにも飛行艇事業推
進室を所管する航空機事業部に配属が決まり、気持ちを新たに日印関係促進に少しでも貢献できるよう、決
意を新たにしている。
筆者略歴

藤本 拓哉(ふじもと たくや)

山口県出身
2014 年 3 月 大阪大学外国語学部(ヒンディー語専攻) 卒業
2016 年 3 月 大阪大学大学院国際公共政策研究科 修士修了
2016 年 4 月 新明和工業株式会社(航空機事業部) 入社

4. 渡航を終えて
Student Activities in Tamil Nadu
学生団体 SIBOP 成田 陽一
学生団体 SIBOP india(Student Inclusive Business Organization for Progress)は、様々な大学の商学部
の学生の集まりで、日本企業のインド進出の支援をすることで、途上国の BOP 層(貧困層)の生活を豊かにす
ることを目的に活動している。今回は、南インド農村部ディンディグルにおいて、化粧品でインドの人を笑
顔にするプロジェクトを行った。また、今回 2 回目の訪問となるチェンナイでは今後の基盤を作るための調
整や現地の方との交流を行った。
渡航日程
2 月 13 日～20 日: ディンディグルでの化粧品プロジェクト
2 月 21 日～24 日: チェンナイ訪問
【化粧品プロジェクト】
チェンナイから夜行バスで約 8 時間揺られたところにデ
ィンディグルという農村がある。我々はそこで需要調査を行
い、日本企業の進出を支援することで BOP 層の生活向上を目
指している。
今回はDHC より化粧品サンプルを頂き、
インド農村部の人を笑顔にしようという試みをした。
SIBOP のメンバーがインド女性に化粧を施し、笑顔の写真を撮った。インドでは、日本でよく使われてい
るチークやアイラインを使用している人が少なく、｢新鮮だ｣と言ってくれる人がいた一方で、｢普段化粧
をしないから恥ずかしい｣と言って、化粧した後にすぐに落としてしまう人もいて、文化と生活様式の違
いを実感した。
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【チェンナイにて】
ディンディグルでの 1 週間のプロジェクトの後、チェンナイに
移動して、日本語学校などを運営している ABK－AOTS 同窓会の
方と、来季の調査プロジェクトに関する打ち合わせや、日本語
学校の生徒と交流を楽しんだ。一緒におにぎりを作ったり、習
字を教えたりした。また、ホームステイをさせていただき、現
地の生活を生で体験することができた。交流の中で見えてきた
のが、｢アニメ｣の影響だ。なぜ日本に興味を持ったのかという
質問にアニメと答える人が多かった。私が知らないような(私が疎いだけかもしれないが)、アニメを次々
に挙げていく。現在クールジャパンとしてアニメや漫画などのサブカルチャーを押し出しているが、今
やアニメは娯楽としてみるだけではなくて学習ツールになっている。字幕付きでアニメを見ることで、
楽しみながら生の日本語を学ぶことができる。ただ、時折｢おまえ｣や｢やつ｣という単語が会話に出てく
るのには閉口した。
【渡航を通して考えたこと】
牛やヤギを連れて赤茶色の地面を歩いている人々、ココナッツ
を育てる人、そして宿泊場所から見える美しい夕日、民族衣装を
身にまとう女性、地方の静かな暮らしが農村部ディンディグルに
はある。しかし一方で、家には一人 1 台テレビがあり、携帯電話
はほぼ全員が持っている。道路では各地で工事が進み、都市化が
進んでいる。現代のインドと古いインドが融合し、それが今のイ
ンドを形作っている。しかし、都市化の進行は独自の文化を風化
させる。都市部のチェンナイにおいては洋服を着ている女性が多
く、街には外資企業が軒を連ねる。
独自の文化が危機に陥ったとき、はじめてその文化が見直され
ることになる。日本で着物体験がもてはやされるように、サリー
体験が喜ばれるのも時間の問題かもしれない。私は都市化を否定
するのではないが、インドに進出する側、進出を受ける側の双方において、一度｢インド｣という国の文化
に照らし合わせてよく考えてほしい。進出する側からみると、日本製品をそのまま輸出したらインド人の
生活はどのように変わるのか。受ける側からみると、海外の企業を受け入れたらインド社会はどうなって
しまうのか。我々は、インドの特色を失わないような関係づくりをするべきであるし、SIBOP も団体とし
てそのような取り組みをしていきたい。
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5. インドニュース(2016 年 4 月)
News from India
Ⅰ. 内政
【州議会選挙】
①西ベンガル州議会選挙
4 月 1 日-30 日
 1 日付タイムズ･オブ･インディア紙は、世論調査結果を発表し、その中で、全インド草の根会議派(AITC)
が 294 議席中 160 議席を獲得し西ベンガル州選挙で勝利すると報じた。また、各党の獲得議席数及び得票
率は、AITC は 160 議席(40%)、左翼連合は 106 議席(31%)、コングレス党は 21 議席(8%)、インド人民党(BJP)
は 4 議席(11%)と報じた。
 5 日付各種報道は、4 日に西ベンガル州議会選挙の第一回目投票が同州西部の 18 選挙区において実施され
たと報じた。投票率は 2014 年の国会下院選挙の際の 84%には届かなかったが、約 81%となった。大きな問
題も発生せず、概ね平和裏に行われたとされる。選挙管理委員会に対して、同日に 500 件強の苦情の申し
立てがあったが、同委員会によれば殆どの苦情が迅速に対処され、選挙に関連した逮捕者は出なかった。
 22 日付各種報道では、21 日に実施された第 3 回投票に際して、投票開始後初の死亡事案が発生するなど荒
れた投票になったと報じた。コルカタ北部ドムカルの投票所では、インド共産党(CPI-M)の支持者の遺体が
発見された。これについて、CPI-M 側は、同支持者が州与党の AITC の活動家に爆弾を投げられて殺された
と主張している。
メモ： コルカタの北部では、不正投票等に関する苦情が3,000件近くに上る状況での投票になり、コルカタの投票
率も57.05%となるなど、80%前後の投票率を記録した他の選挙区に比して低い結果となった。
 30 日、第 5 回目の投票が実施され、州全体での投票率は 78%を越えた。
②パンジャーブ州議会選挙関連
4月3日
 3 日付け報道によれば、同日、モディ首相は、1980 年代に政治転覆活動に関与したとして、インド諜報機
関の監視リストに名前が挙がっている海外在住シーク教徒に課せられてきた海外渡航制限を撤廃した。こ
れは、2017 年に予定されるパンジャーブ州議会選挙を有利に戦うための布石であるとされている。
③アッサム州議会選挙
4月4日
 4 日、アッサム州において同州議会選挙の第一回目投票が実施され、投票率は 78～80%となった。
【カシミール州情勢】
4月3日
 インド各紙は、メフブーバ･ムフティ人民民主党(PDP)党首が、ジャンムー･カシミール州(JK 州)首相に就任
したことを報じた。ムフティ PDP 党首は、同州初の女性州首相として他の 22 人の閣僚とともに宣誓を行っ
た。モディ首相は、｢新政権が人々の夢と希望を実現するために何らしこりを残さないよう、また JK 州に
新たな進歩をもたらすよう祈念する｣とツイートした。サイード前政権下では、PDP が BJP よりも多くの閣
僚ポストを占めていたが、ムフティ新政権では、PDP が閣僚ポストを減らし、両党が同じ数の閣僚を有する
こととなった。
メモ： ムフティ新州首相の就任式は、ヴォーラ州知事が執り行い、ナイドゥ議会相及びジテンドラ･シン閣外大臣
を始めとする列席者が参加したが、コングレス党は式をボイコットした。
ＪＫ州では、1月8日にサイード州首相が逝去して以来、州知事による統治が続いてきた。ニルマル･シン同州副首
相(ＢＪＰ所属)は、ＰＤＰとＢＪＰの連立政権は、単にガバナンスを基調としたものであり、決して政治的イデオロギ
ーに基づく同盟ではないと強調した。
【土地収用に関する各州での動き】
4月4日
 4 日、ラジャスターン州議会は、土地収用を容易にするための｢特別投資地区法案｣及び｢ラジャスターン土
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地収用法案｣を可決した。
4月6日
 6 日、コングレス党は、コーリ･グジャラート州知事と面会し、3 月 31 日にグジャラート州議会で可決され
た土地収用を容易にするための｢グジャラート土地収用法案｣について、認証しないよう求めた。
【ビハール州における禁酒法施行】
4月5日
 5 日、ニティシュ･クマール州首相は、ビハール州全土に禁酒法が施行され、同州が｢ドライ州(禁酒州)｣と
なったことを宣言した。
メモ： ヒンドゥー紙によれば、ビハール州政府幹部は、州政府が同州に数十万人いるとされるアルコール中毒者
を治療するための施設や専門家を増員する計画であると述べた。
【モディ政権に関する世論調査】
4月8日
 エコノミック･タイムズ紙は、モディ政権に関する世論調査結果を発表した。同発表によれば、モディ政権
が様々な問題を抱え、改革アジェンダの進歩が遅れているにもかかわらず、モディ首相が特にインドの 7
大都市に住む人々の間で依然として強い影響力を維持しているとした。また、モディ政権の経済政策に対
する支持率は全体で 86%に達し、雇用の増大を認めたのは 62%、将来に期待している人は 58%となった。こ
れは言い換えれば、多くの人々が今もなお｢良い日々｣(achhe din)の到来を信じており、モディ首相がそれ
を実現できると考えていると見ることができる、としている。
【ハリヤナ州グルガオンの名称変更】
4 月 12 日
 13 日付各種報道によれば、12 日、ハリヤナ州政府は同州グルガオンの名称を｢グルグラム｣と変更すること
を決定した。カッタル同州首相は、名称変更を原則して承認しているが、本件はハリヤナ州政府の閣議に
かけられる必要があり、その後、名称変更の提案が連邦政府に送られ、官報に掲載されて発効する。
メモ： グルガオンの名称変更については、2012年に地方自治体から提案がなされ、同提案を検討するための委
員会が設置されていた。ヤダヴ･グルガオン市長は、「過去2年間、様々な会合が開催された後に名称変更の決
議が採択された。これは前向きなステップであり、グルガオンがかつて有していた豊かな遺産に一層近づくこと
になる」と述べた。また、ハリヤナ州政府報道官は、グルガオンの名称は、同地がマハーバーラタに登場する教
師ドローナーチャルヤが生徒から贈られた村であることに由来して、グルグラムとして知られるようになり、後に
グルガオンに変わった、と述べるとともに、今次決定は、数名の代表者による、同地の名称としては「グルグラ
ム」が適切であるとの提案を基礎に行われたものであると述べた。
【インド予算国会】
4 月 23 日
 23 日、インド議会省は、25 日から開始される予算国会後半の重要法案等に関するプレスリリースを発出し
た。同プレスリリースによれば、2016 年 4 月 25 日から 5 月 13 日までの予算国会後半では、2016－2017 年
度の一般予算及び鉄道予算について話し合われる。具体的には、下院議会では、鉄道予算の他、北東部開
発省、住宅･都市貧困問題省、技能開発･起業促進省、社会正義･能力開発省、及び民間航空省の予算につい
て審議される予定である。上院議会では、保健･家庭福祉省、人的資源開発省、財務省、中小零細企業省、
及び外務省の予算について審議され、その後に 2016 年度財政法案が提出される見通しである。
【スワラージ外相の入院】
4 月 25 日-28 日
 26 日、全インド医科大学(AIIMS)は、スワラージ外相の入院に関する報道発表を発出した。同発表によれば、
25 日、スワラージ外相は肺炎の特徴を伴う発熱及び肺うっ血の治療のため入院した。専門家による医療チ
ームが同外相の経過を観察しているが、容態は安定しているとした。
 27 日に発出された AIIMS による報道発表によると、スワラージ外相は回復の兆候を見せており、28 日付の
各紙では、スワラージ外相の容態は安定していると報じられた。
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Ⅱ. 経済
4月5日
 インド準備銀行(RBI)は、2016 年度第 1 回隔月金融政策会合を開催し、政策金利を 0.25%引下げる旨発表し
た。
メモ： 今回の政策会合で政策金利(レポ･レート)は0.25%引き下げられ、6.50%となった。これにより、インフレ率(消
費者物価指数)は緩やかに下落し、2016年度の間は5%程度で推移することが見込まれる。また2016年度の
GVA(粗付加価値)ベースの成長率見通しは、7.6%を維持された。今回の政策金利の引下げは、多くの市場関係
者が予想していたことから、銀行株を中心に利益確定売りが見られたことや、0.25%以上の引下げを期待する一
部投資家の失望売りを招いたことから、同日のインド株式市場は値を下げ、株式市場SENSEXは過去2か月で最
大の下落となった(前日比516.06ポイント(2.03%)安 の24,883.59ポイント)。

Ⅲ. 外交
【インド･サウジアラビア関係】
4 月 2 日-3 日
 インド外務省発表および各種報道によれば、サウジアラビアを公式訪問中のモディ首相は、サルマン国王
を表敬し、二国間の防衛協力、湾岸及びインド洋地域における海洋安全保障強化についての協力、さらに
貿易及び経済関係、特に石油以外の様々な分野における貿易の更なる強化等について合意した。また、モ
ディ首相は、ムハンマド皇太子兼内相、およびムハンマド副皇太子兼国防相とも会談を行った。なお、イ
ンド首相のサウジアラビア訪問は、2010 年のマンモハン･シン首相による訪問以来 6 年ぶり。
メモ： サウジアラビアとの二国間貿易は390億米ドル(2014－15年)でインドにとり第四位の貿易相手国である。ま
た同国はインドにとって最大の原油輸入国であり、インドの原油輸入額の20%を占める。一方、インド人はサウジ
アラビアにおける最大の在外居住者数を占め、その数は296万人に上る。
【インド･米国関係】
4 月 10-13 日
 インド国防省発表および各種報道によれば、カーター国防長官がインドを訪問し、パリカル国防大臣との
間で防衛協力に関する会談を行った。国防大臣会談では、共同演習のさらなる拡大の観点から、兵站交換
に関する覚書(Logistics Exchange Memorandum of Agreement)について原則合意したほか、海洋安全保障
分野での協力として、商用船舶航行に関する情報共有改善のための｢White Shipping｣に関する早期合意を
目指すことを確認した。また、DTTI(Defense Technology and Trade Initiative)の分野における協力の拡
大としていくつかの装備品共同開発につき議論が行われた。なお、カーター長官は、パリカル大臣の案内
でゴアを訪問し、カルワル海軍基地および航空母艦「ヴィクラムアディッティヤ」に乗船したほか、ゴア
に寄港している米海軍艦艇｢ブルーリッジ｣も合わせて訪問した。さらにデリーにてモディ首相、ドバル国
家安全保障担当補佐官、ジャイシャンカル外務次官とも会談した。
【インド･英国関係】
4 月 10 日
 各種報道によれば、ウィリアム英皇太子とキャサリン同皇太子妃が 10-16 日の日程でインドおよびブータ
ンを訪問した。インドでは、ムンバイ、デリー、カジランガ国立公園(アッサム州)、およびアグラ(タージ･
マハル廟)を訪問し、デリーではモディ首相と昼食を共にした。ブータンではブータン国王陛下および王妃
陛下と会談した。
【インド･モルディブ関係】
4 月 10-11 日
 インド外務省発表およびモルディブ大統領府発表によれば、ヤーミン･モルディブ大統領が訪印した。マウ
ムーン外相及びシャイニー漁業･農業相が同行した。ヤーミン大統領は、モディ首相との会談で、国境警備、
サイバー･セキュリティ、経済協力について議論を行った。また、受刑者移送協定の運用についても言及が
あった。このほか、ムカジー大統領との会談や、スワラージ外相による表敬が行われた。
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【インド･イラン関係】
4 月 1－17 日
 インド外務省およびイラン大統領府発表によれば、スワラージ外相は、ザリーフ外相の招待を受け、イラ
ンのテヘランを公式訪問した。テヘランでは、スワラージ外相は、ローハニ大統領を表敬したほか、ヴェ
ラヤティ最高指導者外交顧問及びザリーフ外相と会談を行った。
メモ： 今回の外相会談は、経済問題に多くの時間が費やされ、特にエネルギー協力とチャーバハール港開発の
発展が会談の中心となった。イラン側からは、チャーバハール港の開発は、インドから中央アジア、コーカサス、
アフガニスタンを繋ぐものであり、当該地域における両国間の共通且つ多層的な協力の新しい章の始まりである
と述べ、また、アシガバート合意(注：中央アジアからオマーン、イランにかかる連結性に関する協力)にインド側
が参加を要望し、イラン側はこれを支持した。両国は、国際南北輸送回廊(インド西岸から、イランを通過して、サ
ンクトペテルブルグまでを結ぶ経済回廊)の重要性を確認するとともに、イラン側は、地域の連結性を強化するチ
ャーバハール･ザヘダン間などの鉄道プロジェクトへのインドの参加可能性を、歓迎した。
このほか、スワラージ外相から、二重課税防止及び二国間投資保護･促進に関する合意といった、貿易に関する
諸合意の早期妥結について提起し、議論が行われるとともに、文化交流、特にインドにおける「イラン週間」、及
びイランにおける「インド週間」の開催や、言語･文学及び宗教に関する会議やイベントの企画促進に合意した。
また両者は、ＩＣＣＲによる、テヘラン大学におけるヒンディー語講座の開設に合意した。
【インド･ロシア関係】
4 月 18 日
 インド外務省発表および各種報道によれば、ラヴロフ露外相，スワラージ印外相及び王毅中国外交部長は
第 14 回印中露外相会談に出席した。また、スワラージ外相は、ラヴロフ露外相と別途の二国間外相会談を
行った。
メモ： 三カ国による14回目の外相会談では、グローバル及び地域の議題となっている喫緊の問題、現代の世界
秩序における国際法の基盤の強化(とくに海洋法の尊重)、シリアを含む中東･北アフリカ情勢、中東和平の進展
の見通し、並びに、アフガニスタン及びウクライナ情勢に対するアプローチについて議論が行われた。また、アジ
ア太平洋地域における安全保障、及び、国連、上海協力機構(ＳＣＯ)、ＢＲＩＣＳ、東アジア･サミット(ＥＡＳ)、アジア
信頼醸成措置会議(ＣＩＣＡ)などの重要な多国間枠組みにおいても、三カ国が協力していくことで一致した。

Ⅳ. 日印関係
【熊本地震】
4月16日
 モディ首相は、地震のツイッター･アカウントに、熊本地震に対するお見舞いのメッセージとして、｢日本
での地震による人命の損失と被害に心を痛めています。私の心はご遺族と共にあり、また負傷された方々
の回復を祈念いたします｣とツイートした。
4月18日
 18日付インディアン･エクスプレス紙は、日本の科学技術振興機構(JST)が実施する日本･アジア青少年サイ
エンス交流事業(さくらサイエンスプラン)により日本を訪問する貧困地域出身の学生について報じた。同
報道によれば、16歳のマジュムダール少年は、自身が考案した｢鉄道における人間の排泄物利用と環境安全｣
というプロジェクトにより、インド科学技術省科学技術局(DST)が実施している科学技術分野における才能
ある学生を選抜するINSPIREプログラムの全国大会で2位となり、日本を訪問する学生として選ばれた。
メモ： ＩＮＳＰＩＲＥプログラムは、インド各地の中学･高校から二名ずつが選ばれ、5,000ルピーで科学モデルを作
成し、地域、州、全国レベルの各大会で争い、上位入賞者の中から訪日する学生が選ばれる。

今月の注目点： パリカル国防大臣他の中国訪問
16－20日にかけて、インドのパリカル国防大臣は、中国の北京及び上海を訪問した。インドの国防大
臣による訪中は、2013年のアントニー国防相以来3年ぶりとなる。パリカル国防大臣は、李克強国務院
総理、常万全国防部長、範長龍中央軍事委員会副首席と会談した。これ以外にも、第14回印中露外相会談
出席のため訪問中のモスクワにおいて、スワラージ外相が18日、王毅外交部長との間で二国間外相会談を
行った。また20日には、ドバル国家安全保障担当補佐官(ＮＳＡ)が北京を訪問し、楊潔チ国務委員との間
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で、第19回印中国境協議を実施した。
上記のように、4月の一ヶ月間で、インド閣僚がそろって中国を訪問･あるいは中国要人との会談を行っ
たことは、印中関係の重要な局面を表すものともいえる。併せて、今回の印中国境協議の場では、ドバル
補佐官から、ムカジー大統領が5月に中国を公式訪問することが発表された。モディ首相の訪中(2015年
5月)から約1年が経過したが、今年は、インドで開催される予定のＢＲＩＣＳサミット、及び中国の杭州
で開催される予定のＧ20サミットのそれぞれの機会に、印中首脳会談が行われる可能性もある。経済関係
の強化のみならず、国防関係についても、今回のパリカル国防大臣の訪問によって対話がさらに進んでい
る。パリカル大臣は『中印両国は古くからの文明国であり、悠久の友誼を有している。同時に両国はアジ
アの重要な力であり、両国の平和的発展はアジアと世界の平和と安定に資する』旨述べた。他方、領土･
領海を巡る動きに関する問題は、依然として印中関係の懸案事項である。本年3月1日～3日にかけて，デ
リーで行われた第1回ライシナ対話では、中国の一帯一路構想への支持を表明する国が目立った一方で、
スワラージ外相は、国際海洋法の遵守を確保し，武力行使及びその脅威に依らずに海洋の紛争を解決する
協調的アプローチを重視することを強調して、暗に中国を牽制した。また、インドのメディアは、今回の
国境協議において、ドバル補佐官がカウンターテロリズムについて提起した旨発言したことを取り上げて
いる。今年の首脳会談でどのような議題が取り上げられるか、近年影響力を拡大させている両国の首脳の
動きに注目が集まっている。

6. イベント紹介
Japan-India Events
=◇ 今後のイベント ◇=
◆インドを語る集い <様々なインド> 第 40 回
今回は、下西啓一郎氏を講師に迎え、
『日本人初の IIT 学生が語るインド風情』と題してセミナーを行
います。下西氏は、2014 年に、インドの西ベンガル州にあるインド工科大学(IIT)カラグプル校に入学
した日本人初の IIT 学生です。お申し込みは、同封の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mail、
FAX、でお申込み下さい。お電話でも承っております。皆様の参加をお待ち申し上げております。
日 時: 2016 年 6 月 6 日(月)

18:00～19:30(予定)

会 場: 公益財団法人日印協会 事務所 東京都中央区日本橋茅場町 2－1－14 スズコービル 2 階
定 員: 先着 30 名
〆 切: 2016 年 5 月 30 日(月)
入 場: 無料 (非会員 500 円)
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7．新刊書紹介
Books Review
§『インド独立の志士｢朝子｣』

ISBN 978-4560084953

著者: 笠井亮平 / 発行: 株式会社白水社 / 定価: 本体 2,300 円＋税
｢生まれも育ちも日本というインド人女性｣の朝子ことアシャは、日本を母国のよう
に思いながらインド人としてのアイデンティティを持ち、インド独立のためにインド
国民軍婦人部隊の一兵として、インド独立の闘士チャンドラ･ボース率いる対英独立
闘争に参加しました。1949 年に日本の母校に最後の手紙を残したまま人々の記憶から
遠のいていたのですが、日本の新聞に掲載されて、アシャがインドに矍鑠として過ご
されていることが分かりました。そして 2013 年 11 月に天皇皇后両陛下のインドご訪
問の時には、
皇后陛下が｢朝子さんですね｣と、
そっとアシャの手を握られたそうです。
著者はアシャ本人に何回も会い、父サハーイや当時の関係者の手紙等の一次資料を
丹念に当たりながら、当時の時代背景など客観的事実も確認して｢朝子｣を一級のドキュメンタリーに仕上げ
ています。父サハーイ、母サティ、また兄弟姉妹が日本で過ごした時代は、ほとんど日本が戦争を行ってい
た時期に重なっています。その時代の中でアシャの家族や人々の生き方があまりにも劇的なこともあり、ド
キュメンタリーと言うよりは大河小説の様に読者を一気にその時代とその場所に引き込む力を持っています。
中国･南アジアの研究者として活躍する著者が、アシャと家族とその時代に関して収集した並々ならぬ事実と
知識を、並々ならぬ卓越した筆力で著した大作です。

～沖守弘氏写真集がデータベース化～
日印協会会員の写真家･沖守弘氏の写真集が、国立民族学
博物館(大阪府吹田市千里)のデータベースとして 4 月末
に公開されました。
同氏は 1977 年から 1996 年までの約 20 年間に 70 回にも
わたりインドやネパールで写真を撮り続けられました。
このたび国立民族学博物館において、約 2 万点の写真の
デジタル化とデータベース化が進められてきました。詳
細は国立民族学博物館｢沖守弘インド写真データベース｣で。
(http://htq.minpaku.ac.jp/databases/moindia)
日本の旅行者がインドを訪れる機会も多くはなかった時
代に、同氏が(今でもアクセスの難しい地を含む)各地で
撮影した写真は極めて貴重な歴史資料です。国立民族学
博物館によると、｢特に現在では目にすることが難しくな
った芸能、工芸、建築物なども撮影されていています。

<POORAM>
ケララ州トリチュールでおこなわれる巨象のパレード。
シバ神を祀ったヴァンダクムナタン寺院の前の広場で、
4･5 月に行われる。
『沖 守弘写真集｢インド･祭り｣』学習研究社出版企画室、
1988 年、に収録

このデータベースを教育及び学術的な利用のために公開し、写真の現地への還元、現地情報の交換や更新、
インド･ネパールの社会や文化の理解の伸展などに貢献したいと願っています｣とのことです。

《事務局からのお願い》
個人会員の皆様には、4 月 1 日付で、｢個人会員年会費納入の
お願い｣をお送りしております。皆様には、引き続きのご支援を
賜りたく、まだ手続きがお済でない方は、お早目の納入をお願
い申し上げます。

♪会員交流会のお知らせ♪
7 月 1 日(金)に、
会員親睦のための交流会を開催

退会ご希望の場合は、｢退会希望｣と明記の上、住所、氏名、
退会理由を明記の上、E-mail または FAX で、協会事務局宛に、
お届けください。
連絡先は、本誌 19 頁、掲示板の最下段をご参照下さい。
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する予定です。
詳細は次号でご案内します。
皆様のご参加を、
お待ち申し上げております。

8. 掲示板
Notice
<次回の『月刊インド』の発送日>
次回発送は、2016 年 6 月 10 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。
<編集後記>
｢平成 28 年(2016 年)熊本地震｣により、お亡くなりになられた方に謹んでお悔やみ申し上げるととも
に、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。余震が続く中、不安な毎日を過ごされている方々
が、1 日も早く安心な日常を取り戻される事を心より祈っております。
モディ首相は、
4 月 16 日に自身のTwitter で、
“Distressed on the loss of lives & damage caused by the
quake in Japan. My thoughts are with bereaved families & prayers with the injured.
(https://twitter.com/narendramodi?lang=en より引用)”とコメントを発しています。
過酷な自然に翻弄される人間の非力さを感じる天災ですが、被災された方達に寄り添う多くの人達の
心からのエネルギーを感じずにはいられません。
日本赤十字社では、2016 年 4 月 15 日(金)から 6 月 30 日(木)まで｢平成 28 年熊本地震災害義援金｣を
受け付けています。詳細は、日本赤十字社のホームページ(下記 URL)でご確認下さい。
http://www.jrc.or.jp/

(渡邊恭子)

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

一口(8,000 円)から

学生

一口(4,000 円)から

一般法人会員

一口(100,000 円)から

特別法人会員

一口(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)

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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