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松竹株式会社 歌舞伎座 販売課 マネージャー   田村健一（個人会員） 

 

10月、日印友好交流年記念として新作歌舞伎「極付印度伝 マハーバーラタ戦記」が歌舞伎座で上演されまし

た。私が製作をしていたら、企画の端緒から上演に至るまでの様々な裏話を書けたでしょうし、宣伝を担当して

いたら尾上菊之助丈と一緒にインドに行った道中記などを書けたのにと思うと、残念でなりません。私は歌舞伎

座で団体様向けの切符のセールスをしていますので、その観点から今回の「マハーバーラタ戦記」を振り返って

みたいと思います。 

 

 演出の宮城聰さんと脚本の青木豪さんは、ともに小劇場を中心に演劇活動を開始し、その活躍の舞台を大きく

広げてきた方たちですが、歌舞伎とは縁がなかったと聞いています。ところが、フランスのアヴィニョン演劇祭

で上演された宮城さん演出の『マハーバーラタ』が好評を博し、日本での凱旋公演を菊之助丈が観たことによっ

て小劇場出身の演劇人と歌舞伎役者とが出会うことになりました。神と人間が織りなす物語の面白さと、パーカ

ッションの音楽に心打たれた菊之助丈が、歌舞伎として上演できないかと考えたことによって「マハーバーラタ」

の歌舞伎化はスタートしました。また、青木さんに脚本執筆をお願いすることになったきっかけは、蜷川幸雄さ

んが演出された『ガラスの仮面』を舞台化するに当たり、あの大長編マンガを見事にまとめた手腕に魅かれてと

いうことだったそうです。日本の“大長編”「ガラスの仮面」とインドの“大長編”「マハーバーラタ」が脚本の

青木さんによって繋がりをもったというのも不思議な縁を感じます。 

 

さて、歌舞伎座では 1 年 12 か月を通して、歌舞伎の上演を行っており、演目と出演者が月替わりで新しいも

のに替わっていきます。とはいえ、演目も古典が多く2年に1回くらいは同じ演目が上演されることもあります。

本作のタイトルにあるような“新作歌舞伎”とは、新しく作られた歌舞伎の演目のことです。しかし、古典と言

われる演目も元をたどると、江戸時代に人形浄瑠璃や読本などを原作として作られた“新作”であったと言えま

す。新しい演目が作られていくことで、歌舞伎という伝統芸能もまた活性化していくのです。 

 

今回の作品の販促にあたり多くの販売課の仲間からは、「もう少し早く教えてくれていれば・・・」という声が

あがりました。たしかに半年くらい前から上演が分かっていれば、いろいろな方にお会いして作品の説明ができ

るのですが、歌舞伎座の場合、演目の決定が2か月前です。もちろん、この作品は新作歌舞伎ですし、製作発表

でも演出家の方が「何年も前に菊之助丈からお話があって・・・」などと仰っていたように、企画の発端は随分

前からだったことに間違いはありません。ただ、その演目をいつ上演するのかを発表できるタイミングは直前に

ならないと決められないのが実情なのです。これが、ミュージカルや古典など、様々なタイプの演劇を上演して

いる劇場なら早い時期に年間ラインナップを公にできるのでしょうが、劇場にいる私ですら正確な情報を聞いた

のは8月の上旬でした。 

 

このような状況ではありましたが、まずは訪問しようと思っていたのが日印協会でした。やはりインドに興味

のある方や関心のある方にご案内するのがベストではないかと思ったからです。また、歴史も長く、法人会員・

個人会員と様々な会員がいらっしゃるということをホームページで拝見していましたので、まずはご相談にあが

った次第です。平林理事長、西本事務局長をはじめとする、事務局の方に親切にしていただき、会報誌にチラシ

を同封していただくことを快諾していただきました。また、会員の方向けの優待販売についてもご了承いただい

たことは、どのように販促をしていくのか暗闇の中にいた私にとって、一条の光明がさした瞬間でした。 

 

1. 歌舞伎座公演『マハーバーラタ戦記』上演を終えて 
―裏方打ち明け話― 

Sales Fight on Kabuki-za Performance 

“Mahabharata War―Indian Epic―” 
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インドの世界的に有名な叙事詩マハーバーラタを

歌舞伎にしたと言っても、学生時代に教科書でその

タイトルを目にしたに過ぎない私がこの演目をどの

ようにセールスするべきか、まずは専門家にお話を

伺ってみようと思い立ちました。私は、歌舞伎座担

当前の職場が映画の企画製作部門で、小惑星探査機

はやぶさを題材にした映画「おかえり、はやぶさ」

のプロデューサーをしていたことがあり、その時も

今回同様、チケットの販売活動にも携わっていまし

た。このときには映画の企画段階から携わっていた

ので、小惑星探査機はやぶさのことも、それを運用

していた宇宙航空研究開発機構(JAXA)のことも、そ

して何より映画の内容についても十分わかっていま

した。しかし、それでも大学の先生にご協力いただ

いて、いろいろな人を紹介してもらったことが、販

促に繋がったのです。そのことを思い出し、今回は

ヒンディー語の研究者である東京外国語大学の先生

をお訪ねしてみることにしました。会社の後輩が東

京外大の卒業生であったことから、彼女を伝手にヒ

ンディー語科の藤井毅教授と水野善文教授に連絡を

取ることができました。大学が夏休み期間中という

こともあり、お会いできたのは水野先生だけでした

が、いろいろなお話を伺うことができました。「イン

ド古典の歌舞伎化は初めてで・・・」とお話しした

ところ、実は歌舞伎十八番のひとつ「鳴神」はマハ

ーバーラタにも組み込まれていて非常にポピュラーなインド古典「一角仙人物語」が仏典等を媒介として日本ま

で伝わり、歌舞伎となったものですとお教えくださり、大いに勉強になりました。 

 

「インドというと遠い国のことのように思えるかもしれないが、「三国一」と言われる三国とは、唐土(中国)、

天竺(インド)、日本ですよ」と教えていただいたのもこの時でした。正直なところ、インドと歌舞伎は遠いもの

だと思っていましたが、天竺となると話は別です。天竺徳兵衛という江戸時代に実在した商人であり冒険家であ

る人物を題材にした歌舞伎の演目「天竺徳兵衛韓話(てんじくとくべえいこくばなし)」もあるくらいです。徳兵

衛がガマガエルの背中に乗って妖術を使う場面も登場しますが、妖術使い・児雷也のモデルになったのはこの歌

舞伎の天竺徳兵衛と言われています。また、水野先生の恩師にあたる上村勝彦先生が「マハーバーラタ」原典か

らの日本語訳を試みつつも志半ばに亡くなられたことなどをお聞きすると、なおのことこの作品をインドに携わ

る方にできるだけたくさん知ってもらい、観てもらわなければならないという想いを強くしました。こうして、

藤井先生と水野先生にはインド研究の学生や研究者関連や東京外大OBの方向けへのご案内にご尽力をいただく

ことができました。余談ですが、私の高校時代の同級生が東京外大に事務員として勤めていることが判明し、水

野先生を訪問した際に 30 年ぶりに再会できたことにより、この作品が私にとってさらに縁深いものになりそう

だと感じました。 

 

今回のご縁もあって、私は日印協会に個人会員として入会することにしたのですが、9 月 6 日に新宿中村屋で

行われた交流会に初めて参加させていただきました。いったいどんな方がいらっしゃっているのか、緊張しなが

らの参加でしたが、西本事務局長から色々な方をご紹介いただいたり、作品の宣伝もしていただいたり、また参

加されている皆さんもフレンドリーな方ばかりで、楽しい時間を過ごすことができました。また、会場となった

新宿中村屋さんとはその後もお話をさせていただき、歌舞伎座売店でのレトルトカリーの販売と、新宿中村屋さ

＜写真：マハーバーラタ戦記のチラシ 
（松竹株式会社 歌舞伎座提供）＞ 
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んでの作品チラシの掲示というタイアップをさせていただくことができました。これも日印協会の交流会でのご

縁なので、まだ参加されたことのない会員の方には是非参加されることをお勧めいたします。 

「インドは仏教発祥の地でもあり、大学時代にサンスクリット語を学ばれたであろうお坊さんはマハーバーラ

タに関心を持っているはずです」との、お寺がご実家である東京外大の水野先生からの御言葉を頼りに、仏教伝

道協会や全日本仏教会などをお訪ねしました。御担当者はみなさん関心を示してくださいましたが、いずれも大

きな組織なので、ご協力を得ることはかないませんでした。そんな中、友人の伝手を通じてお会いした神奈川県

仏教会の会長である宝塔院のご住職の山本さんは、やはりマハーバーラタに興味をもってくださり、宗派を問わ

ず神奈川県のお寺にチラシと優待のご案内を配布してくだいました。 

 

9月後半となり、10月の初日が近づいた9月 23日、24日には代々木公園で行われた日本最大級のインド関連

イベント「ナマステ・インディア」に出展させていただきました。当日配布のリーフレットにチラシを印刷して

いただいたり、マハーバーラタ戦記に百合守良王子（ユリシュラ）役で出演した坂東彦三郎丈がイベント会場で

ご挨拶させていただく機会を頂いたりと、様々なインドに興味を持つ方々にアプローチすることができました。

私もチラシの配布をしに会場に行きましたが、たくさんの出展ブースと来場者に圧倒されました。歌舞伎座のブ

ースでは主役の迦楼奈（カルナ）を演じた尾上菊之助丈がインドを訪問した際のビデオを上映したり、リシケシ

のガンジス川沿いで撮影されたポスターを展示したりしていましたが、たくさんの方に立ち寄っていただき、ご

覧頂きました。 

 

マハーバーラタはインド人なら誰でも知っている、日本でいう「桃太郎」のような存在の物語です。日本在住

が長いと思われるインド人が、タイトルの入ったポスターを目にするやお連れの方に「ヤバいよ、ヤバいよ！こ

れは観なきゃダメだよ！」と仰っており、インドの国民的叙事詩がはるばる日本で、しかも伝統芸能の歌舞伎に

なることへの興奮が会話から感じられました。また、ヨガをやられている方々などはリシケシの風景に興味を示

されており、「以前ここにいったことがある！この建物に見覚えがある！」など、楽しそうにお話しされていまし

た。 

 

仏教発祥の地ということでお寺関係にアプローチしたのであれば、ヨガ発祥の地ということでヨガ関係にもア

プローチをせねば！ということで、ブースに立ち寄られたヨガスタジオのグループの方にお話を伺ってみました。

ヨガにはスタジオを網羅した協会のようなものはないことが分かりましたが、ほとんどのスタジオがホームペー

ジを持っていたので、公演のご案内を送るリストを作るのは難しいことではありませんでした（もちろん手間と

時間はかかりましたが）。 

 

こうして、限られた時間のなかで今まで歌舞伎をご覧になったことのない方々に作品のご案内をすることがで

きましたが、果たしてこの作品はインドに関心のある方々を満足させることができるのだろうかという基本的な

不安もまた生まれてきました。映画であれば、試写などで内容をあらかじめ観ることができますが、演劇の場合

はそういうわけにはいきません。「面白いですよ！」と周りに言ってきましたが、果たしてどうなるのかと、不安

な気持ちのまま初日を迎えることになりました。 

 

こうして迎えた 10 月 1 日公演初日。私は客席で観ること

はできず、事務所にあるモニターから舞台の様子を見ること

になりました。開演の 11 時が近づき、開場時の音楽とは様

子が変わり始め、定式幕（黒色・柿色・緑色の縦ストライプ

の幕）が開いた瞬間「あ、これは傑作になるに違いない・・・」

と根拠のない確信を持ちました。「マハーバーラタ戦記」のオ

ープニング、それはまるで歌舞伎の古典的名作「仮名手本忠

臣蔵」のオープニング「大序」と同じように上下二段に分か

れて神々が居並ぶ神話の世界。まさにこれから始まろうとす

＜写真：マハーバーラタ戦記が封切られた歌舞伎座 
（日印協会所蔵）＞ 
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るのはまごうことなき歌舞伎であり、描かれるのは人間たちが織りなすドラマであることを宣言しているかのよ

うでした。 

その数日後、私が実際にみた「マハーバーラタ戦記」はまさに何度も再演を重ねてブラッシュアップされた古

典ともいえるような素晴らしい出来栄えでした。「勧進帳」の幕切れで弁慶が花道を通って引っ込む“飛び六方”

など、歌舞伎の代表的な演出法をいくつも取り入れ、歌舞伎初心者の方にも楽しめるような演出がいくつもあり、

また、そういった“美味しいとこ取り”をすることによって、歌舞伎は400年以上にわたって進化を続けながら

続いてきたのです。 

 

上演が始まってからも劇評や SNS などでの評価は高く、右肩上がりの興行となっていきました。また、作品

のクオリティが高かったおかげで嬉しい出来事もありました。初日にご覧になった HMI ホテルグループの比良

社長が、社員の方に推薦してくださりグループ内の多くの方にもご覧いただくことができました。最終的に、日

印協会の会員関連で113名、インド研究者関連で63名、ヨガ関連で43名、HMIホテルグループ関連で74名の

方々にご覧いただくことができました。ご覧いただいた方々には本当に感謝の念に堪えません。映画の前売り券

は上映している映画館であればいつ観に行っても入ることができますが、歌舞伎のチケットは日時指定となって

います。しかも上演時間は5時間弱で、開演時間は11時から、場所は歌舞伎座だけという限られた条件の中で、

こんなにもたくさんの方にご覧いただけたのは、マハーバーラタという他に例を見ない文学作品を生み出したイ

ンドという国の懐の深さが導いてくれたものだと思います。 

 

私にとって思い入れ深い作品となった「マハーバーラタ戦記」ですが、現時点では再演の予定はありません。

もう一度、私も観たい作品なのでご覧になって気に入ってくださった方は、松竹株式会社に宛てて再演希望の声

をお届けくださいますようお願い致します。
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1．内政 

【ドクラム周辺インフラ強化の決定】 

10月 9日 

 印国防省は陸軍上級指揮官会議を開催し、ドクラム周辺を含む中印国境付近のインフラを強化することを決

定した。また、本会議では、北部国境付近における安全保障上のさまざまな問題の分析に加え、ドクラム地

域における中国との対峙について幅広い協議が行われた。 

 

【コングレス党動向】 

10月 13日 

 ソニア・ガンディー・コングレス党総裁は、ラーフル・ガンディー・コングレス党副総裁が近く総裁に就任

する可能性を示唆した。 

 

【貨物船沈没によるインド人行方不明者の発生】 

10月 13日 

 フィリピン・ルソン島北東沖において香港籍貨物船が沈没。インド人 26 名が海に投げ出され、付近を航行

中の一般貨物船2隻により16名が救助されたが、残り10名が行方不明となる。 

 

【グジャラート州議会選挙】 

10月 25日 

 選挙管理委員会は、2018年1月 22日に任期満了となるグジャラート州議会の選挙日程を発表した。投票は

第 1フェーズ（89議席）及び第2フェーズ（93議席）の 2回に分けて実施される。 

立候補締切 ：第1フェーズ 11月 21日 

第 2フェーズ 11月 27日 

立候補取下げ締切 ：第1フェーズ 11月 24日 

第 2フェーズ 11月 30日 

投票  ：第1フェーズ 12月 9日 

第 2フェーズ 12月14日 

開票  ：第1、第 2フェーズ共通 12月 18日 

 

2．経済 

【インド準備銀行によるＰ2Ｐレンディング1・ガイドラインの公表】 

10月 4日 

 インド準備銀行（RBI）はP2Pレンディングに関するガイドラインを公表した。今回のガイドラインでは、

英国と同様のアプローチが採用され、①融資契約は借入人・貸出人が直接行い、②P2Pプラットフォームは

マッチング業務等に従事しつつ、③借入人・貸出人間の送金はエスクロー口座（escrow account）による分

別管理に基づいて行うことが求められている。今回のガイドラインにより、P2Pプラットフォームにおける

利用者の裾野が広がることが期待される。 

                              
1 P2Pレンディングとは、ピア・ツー・ピア（P2P）レンディングのことでウェブサイトを通じてお金を貸

したい個人とお金を借りたい個人を結びつける融資手法を指します。ピア（peer）とは「同等の者」という

意味です。 

 

2. インドニュース(2017年 10月) 

News from India 
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【インド財務省による経済対策パッケージの公表】 

10月 24日 

 インド財務省が「インドの強いマクロ経済ファンダメンタルズと持続的成長に向けた改革（Strong 

Macro-Economic Fundamentals And Reforms for Sustained Growth）」を公表し、この中でインド経済の

現状と持続的成長に向けた政府の取り組みを総括するとともに、今後5年間で 6．9兆ルピー規模の道路建

設（8．3万キロ）を行う等のインフラ投資策や国営銀行に対する2．1兆ルピー規模の公的資金注入などを

含む、総額約9兆ルピー規模の経済対策パッケージを公表した。 

 

【タミルナド（TN）州航空産業団地建設整備計画定礎式】 

10月 25日 

 パラニスワミTN州首相は、TN州航空産業団地建設整備計画の定礎式を執り行った。サンパス工業大臣等

が出席。公式な発表によると、同産業団地はヴァラムーヴァダガルのＳＩPCOT 工業団地用地内の 245 エ

ーカーの敷地に 19 億 8 千万ルピーを投じ建設予定で、既に 50 以上の航空産業関連企業から入居の関心が

寄せられている。将来的には敷地を 600 エーカーに拡張予定で、今後 5 年間で 100 億ルピーの投資と 1 万

人の直接雇用、2万 5千人の間接雇用が見込まれている。 

 

3．外交 

【インド・英国関係】 

10月 3日－4日 

 フィールド英外務閣外大臣（アジア太平洋担当）が訪印し、アクバル外務担当閣外相及びプラサド電子・IT

相との会談を行った。 

 

【インド・ジブチ関係】 

10月 3日－4日 

 コヴィンド大統領は就任後初の外遊としてジブチを公式訪問し、アブドゥルカデル・ジブチ首相による歓迎

を受けたほか、ゲレ・ジブチ大統領との会談を行った。また、印ジブチ間の外務省協議の設立に関する合意

文書の署名及び印ジブチ共同声明が発出された。 

 

【インド・エチオピア関係】 

10月 4日－6日 

 コヴィンド大統領はエチオピアを訪問し、ムラトゥ・エチオピア大統領と会談した後、貿易及び情報・通信・

メディア分野での協力に関する合意文書の署名が行われた。 

 

【インド・EU関係】 

10月 6日 

 第 14回インドEUサミットが開催され、トゥスク欧州理事会議長及びユンカー欧州委員会委員長とモゲリ

ーニEU外務・安全保障政策上級代表を含むハイレベル代表団が訪印した。トゥスク欧州理事会議長及びユ

ンカー欧州委員会委員長は、モディ首相及びスワラージ外相と会談したほか、モゲリーニEU上級代表はス

ワラージ外相と会談した。 

 

【インド・バングラデシュ】 

10月 22日－23日 

 アリ・バングラデシュ外務大臣の招待を受けて、スワラージ外相がバングラデシュを訪問し、第4回印バン

グラデシュ合同諮問委員会会合に出席したほか、ハシナ・バングラデシュ首相を表敬した。 
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【インド・アフガニスタン関係】 

10月 24日 

 モディ首相の招待を受けて、ガーニ・アフガニスタン大統領が訪印し、コヴィンド大統領及びモディ首相と

会談したほか、スワラージ外相から表敬を受けた。 

 

【インド・米国関係】 

10月 24日－26日 

 ティラーソン米国務長官が訪印し、モディ首相を表敬した他、スワラージ外相と会談した。 

 

4．日印関係 

【マニプール州、ナガランド州訪問団による堀井学外務大臣政務官表敬】 

10月 24日－31日 

 JENESYS 2017（日本とアジア大洋州の間で、対日理解の促進、親日派・知日派の発掘、対外発信の強化

を目的として、対外発信力を有し将来を担う人材を招待・派遣するプログラム）の一環として、インド北東

部のマニプール州・ナガランド州から大学生23名が訪日した。 

 学生は、「科学技術交流」をテーマに東京及び島根において、地域産業・企業、歴史的建造物など幅広く視

察、地元の大学・専門学校との交流等を行い、訪問地の魅力を多角的に体験したほか、ホームステイを通じ

て、日本への理解を深めた。 

 30日には外務省を訪問し、堀井学外務大臣政務官への表敬を行った。 

 

今月の注目点：印米外相会談 

10月 25日（水）、ティラーソン米国務長官は国務長官として初めて訪印した。スワラージ印外相と米印外相会

談を行ったほか、モディ首相表敬、ドヴァル印国家安全保障顧問との意見交換を実施した。ポイントは以下の

とおり。 

 米印は 70年以上の緊密な関係を構築。モディ首相の言葉を借りると、両国は当然の (natural)同盟国で

ある。 

 自由で開かれ繁栄したインド太平洋地域のため、航行、上空飛行及び通商の自由の重要性を再確認した。 

 米印アフガニスタン三ヵ国協議を早急に開催することで一致した。 

 パキスタンがテロ組織の避難地を除去すべきという考えで一致した。 

 12月に国内及び国際テロリスト指名に関する二国間メカニズムの初会合を開催することで一致した。 

 米印「2＋2」閣僚対話のメカニズムを立ち上げる会合の早期開催で一致した。 

 F-16及び F-18戦闘機の供与を含む印軍近代化のための協力について協議した。 

 インド太平洋地域において協力を深めるべき親密で共通のパートナーとして日本への言及あり。 
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＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

 光りの中で繋がるJapan&India、ディワリ・イン・ヨコハマ 2017開催！ 

 

今年はディワリ・イン・ヨコハマ開催 15 回の記念となる

年を、日印友好記念年事業として開催をいたしました。イベン

トは、インド副大使閣下、横浜副市長、公益社団法人在日イン

ド商工協会会長、理事長によるオープニング式典により開幕し

ました。会場では、インドレストラン、インド雑貨、協賛企業

ブース、NPO ブースを中心にインド文化を紹介しています。

横浜、東京の本格的なインド料理店が出店し、南・北様々なイ

ンド料理、インドスイーツ、インドワイン・ビール、チャイな

ど、美味しい料理を皆様に楽しんでいただきました。インドフ

ァッションの店や雑貨のお店も毎年、大変人気のあるブースで

す。第2ステージを運営してくれている高校生や大学生の皆様

にも、インド文化やインドについて学ぶ良い機会となっていま

す。 

 

質の高い、日印メンバーによるステージが実現！ 

インドの大学院生たちによる質の高いボリウッドダンスや、

地元のインディア・インターナショナルスクールの高校生の参

加もあり、日印メンバーによる素晴らしいステージプログラムは定評の催しになっています。今年の「Air India

ベスト・インディアンコスチューム・コンテスト」には、小さなお嬢さんも参加してくださり、年齢に関係なく

日印文化交流イベントが楽しめます。 

ディワリ・イン・ヨコハマならでは！ 

イベントの最後に行われる「祈りのパレード」は、インド本

国のディワリ祭りにもない、ディワリ・ヨコハマならではのパ

レードです。横浜、川崎、東京からもたくさんのインド人たち

が参加するパレードとなり、今年も、会場の皆様と心が一つに

なりました。皆さまの、一年のHappy（幸福）を願います。 

来年は、2018年 10月 13日(土)、14日(日)山下公園お祭り広

場にて開催予定です。お楽しみに！Happy Diwali 2017！ 

（本文・写真：ディワリ・イン・ヨコハマ2017 実行委員会） 

3. イベント紹介 

Japan-India Events 

＜写真：左 開会式の様子。右 会場内ブース＞ 

＜写真：上 フィナーレを飾るインドの大学院生によ
るパフォーマンス。下 インターナショナルスクール
の学生によるパフォーマンス＞ 
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 東京ディワリフェスタ西葛西にボランティアとして参加しました！ 

 

 10月 21日（土）に開催されたディワリフェスタ西葛西にボランティアスタッフとして参加させていただきま

した。昨年初めて足を運んだ際、このお祭りがインドの方のみを対象としておらず、地元の日本人の方も多く参

加されていることが印象的でした。そのような点に魅力を感じ、友人を誘って今回のボランティア参加を決めま

した。また、大学の卒業研究でもディワリフェスタや、西葛西のインド人コミュニティをテーマにしていきたい

と思っています。 

 

開催18回目を迎える今年は、あいにくの雨模様にも関わらず約2000人もの方が来場されたそうです。本格的

なインド料理を食べることができたり、ステージではインドのダンスや歌、日本の空手パフォーマンスなどが披

露されたりと、盛り上がりを見せていました。また、毎年恒例となっている「デリーと成田の往復航空券」をか

けた抽選会もこのお祭りの醍醐味でした。抽選会には、前に航空券を当てたことがある日本人男性や西葛西に住

むインド人ファミリーなど多くの方が参加されていました。 

私と友人は、会場本部にて来場者の方へのご案内や抽選会の受付などをさせていただきました。私たちのほか

にも、2 名の方がボランティアとして参加され、インド料理レストラン「カルカッタ」のブースで料理を提供す

るお手伝いをされていました。ディワリフェスタの主催者の方は、「このお祭りがインド人だけでなく、様々な人

の交流の場となってほしい」と話してくださいました。今後も、こうした取り組みに積極的に参加していきたい

と思うとともに、日印交流の場に益々多くの方に足を運んでいただければと思います。 

 

 

（本文・写真：獨協大学 外国語学部 交流文化学科4年 宮武小桃） 
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＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

 

 

 

インドを語る集い <様々なインド> 第42回 

『日本にはインドしかない！日本の将来のためになすべきこと 

～グローバル人材となるための 11ヶ条～』 

 

 

少子高齢化が深刻化する日本の将来は、若年人口の減少により支

えきれなくなっています。この危機感を共有し、次の世代にグロー

バル・マインドの醸成を促し日本の未来のために、今からなすべき

ことを提言したいと、ご講演頂く磯貝氏から意気込みを語っていた

だきました。 

今回の「様々なインド」では、インドマスターの一人である磯貝

氏が、インドと日本を社会・歴史・文化など多角的に比較し、日本

がインドに於いてなすべき方向を考察します。 

参加お申し込みは、E-mail、または同封の参加申込書に必要事項

をご記入のうえ、FAXでお申込み下さい。お電話でも承っております。 

皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

 

磯貝富夫 氏プロフィール 

シャープ（株）でサウジアラビア駐在事務所長、アメリカ駐在、 メキシコ販売会社代表、 

中近東アフリカ販売会社(ドバイ)社長、インド販売会社COO、インド製造会社社長を歴任され、2016年9月同社を定年退職。

現在再びプネに渡り、在インド(プネ市)日印関係フリーアドバイザー、Ajeenkya DY PATIL大学非常勤講師などに従事され

ている。 

 

講 師： 磯貝富夫 氏 

主 催: 公益財団法人 日印協会 

日 時: 2017年 12月 12日(火) 18:00～19:30 

会 場: 公益財団法人 日印協会事務所 （TEL: 03-5640-7604） 

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 (申し込み多数の場合は会員を優先させて頂きます。お断りする場合のみ、連絡致します。) 

〆 切: 2017年 12月 5日(火) 

参 加 費: 協会会員 無料  (非会員 500円)  
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 「日印コンベンション－進展する持続的なパートナーシップ―」コンファレンス開催のご案内 

 

持続可能なパートナーシップの前進にむけて 

＜プログラム＞ 

今回のコンベンションでは、長きに渡る日本・インド間のパートナーシップの観点から、「スマート・シティ」と

「鉄道開発」に焦点を当てます。 

著名なパネリスト 

各分野の専門家による、ビジネス・技術的視点からのディスカッション 

機会の発見・発展 

様々な主要セクターを代表するリーダーから各分野の課題・トレンドを認識 

ネットワーキング 

第 5回鉄道技術展 出展企業、および本コンベンション参加者・企業とのネットワーキング 

＜セッションテーマ＞ 

・鉄道開発における今後の日印協力の可能性、その課題をさぐる。 

・インドにおけるスマート・シティモデルのあり方、及びそれを取り巻く開発課題。 

・鉄道開発の課題へのソリューションの特定、スマート・シティ都市開発への応用。 

＜その他イベント＞ 

「第5回鉄道技術展」出展企業（500社以上）との交流・情報収集 

ネットワーキングランチ&懇親会  *参加無料 

 

日 時：2017年 12月1日（月） 9:00～17:30 

会 場：幕張メッセ、国際会議場 

工科大学同窓会主催、『第5回鉄道技術展』共催 

お問合せ、参加ご登録はこちらから 

paniitjapan@gmail.com 

http://iitjapanconvention.com/jpn/ 

 

 

 

 栃木県立美術館、常設展でインド関連資料群の特別展示のご案内 

 

さくら市ミュージアム―荒井記念館―協力の元、栃木県立美術館所蔵の荒井寛方作品、及びインド滞在中の現

地作家関連資料群が整理され、荒井寛方の仏画、アジャンタ石窟寺院模写、インド滞在中のスケッチ類や、タゴ

ールをはじめとするベンガル・ルネサンス作家との交流資料などがまとめて展示されます。 

 

栃木県立美術館所蔵の荒井寛方、ベンガル・ルネサンス関係資料が全て展示される、またとない機会です。 

 

日  時：現在開催中～12月 24日（日） 9:30～17:00（入館は16:30まで） 

休  館：月曜日（祝日、振替休日は開館して火曜休館） 

観覧料：（企画展）企画展ごと（コレクション展）一般250円、大高生120（100）円、中学生以下 無料 

場  所：栃木県立美術館   栃木県宇都宮市桜4-2-7 

 

http://www.mtij.jp/
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§『なぜインド人は日本が好きなのか―議論と占いで人生を決める 13億の人々の秘密』 

著者：マルカス 

発行: サンガ 

定価: 本体 1,400円＋税   ISBN978-4-86564-2 

 

インドの根底に流れる精神哲学、文化、宗教事情などを網羅し、日印の精神

的、文化的つながりを紐解く入門書。著者自身のバックグラウンドとなるイン

ドと日本との関わりを語りながら等身大で、親しみの持てる日印関係が語られ

ています。苦なく読み進められるのは、立川談志に見初められた著者の話術に

よるものなのかもしれません。 

 

 

 

 

§『愛と魅惑の国、嘘だらけの！？インド―このとんでもない場所に世界の最高がある―』 

著者：佐藤 真梨子  

発行: 文芸社 

定価: 本体 1,400円＋税   ISBN978-4-286-18611-5 

 

当協会の会報をご覧になっている方であれば、「インドはこりごり！」なんて

ことはないでしょう。それでは、インドをもっと心底好きになってみませんか？

「ここに泊まればあなたのインド旅行は最高になる！」が満載のガイドブック。

著者が実際に時間をかけて徹底的にめぐったインドの最高のホテルを、美しい

写真いっぱいに、肌で感じた情報を紹介する一風変わったガイドブック。イン

ド旅行の注意点も的確で、とても役に立ちます。インド初心者にも、インド通

にもお勧めの一冊です！ 

4. 新刊書紹介 
Books Review 



 

 

15 

 

 

〈次回の『月刊インド』の発送日〉 

 次回発送は、2017年 12月15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> 

「マザー・ガンジス（母なるガンジス川）が法人に！」という一見驚きのニュースが報道されたのは今年3月のことでした。

「ついにガンガー女神（ガンジス川が神格化された女神）が地上で水ビジネスでも始めたか？」と勘違いしてしまいそうな見

出しに食指が伸びてしまいましたが、ガンジス川という「自然」が人間の個人と同等の法的権利をインドで初めて獲得したと

いう、環境保護活動家たちには嬉しい報道がその正体でした。この母なる大河は、10 億以上のインドの人々の信仰を支え、4

億 5千万人の命をつなぐ生命線です。太古より人々はガンジス川を神聖視し、穢れ（罪）をとりのぞいてくれるこの川を拠り

どころとしてきました。20 世紀には、インドからイギリスへ船で旅をしたジャイプールのマハラジャが 14 万枚の銀貨を溶か

し巨大な銀の壷を作らせ、ガンジス川の水を運ばせたと云う程、インドの人々にとっては欠かせない川

です。しかし、現在では人々は日に15億リットルの未処理の下水と5万リットルの工場排水という「穢

れ（罪）」を垂れ流し放題。さすがのガンガー女神もこれには参っていることでしょう。そこで（？）、

ガンジス川を汚したり害を与える行為を、個人を傷つける行為と法的に同等とみなし罰することができ

るように、ガンジス川に法的権利を与える決定をウッタラカンド州最高裁が下したのです。しかし、ウ

ッタラカンド州政府から抗議を受け、決定は撤廃されました。ほんの束の間、神格化ならぬ人格化され

たガンジス川でしたが、彼女（？）の現在の心境を聞きたいところです。      (玉岡 善美) 

 

  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.114  No.9(2017年11月17日発行)      発行者 平林 博    編集者 西本 達生 

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 
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5. 掲示板 

Notice 

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 ☆入会金 個人 2,000円 

学生           １口(4,000円)から 学生 1,000円 

一般法人会員   １口(100,000円)から 法人 5,000円 

特別法人会員   １口(150,000円)から          (一般法人、特別法人会員共に)  

 

ガンガー女神 


