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霊峰ナンダ・コート。インド第二の高峰であり、世界遺産にもなった
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1. ナンダ・コート初登頂 80 周年記念事業
再び、あの頂きを目指す

80th Anniversary of the First Ascent of Nanda Kot
毎日映画社 上遠野健一 個人会員
1936（昭和 11）年、日本初のヒマラヤ遠征を果たした立教大学山岳部の学生達は、インドの未踏峰「ナ
ンダ・コート（6867 ㍍）
」の初登頂に成功しました。当時、学生達は遠征費など資金集めに四苦八苦し、東
奔西走します。その足跡は、当時の「日印協會々報」にも残されています。さまざまな困難を乗り超え登頂
した学生たちは、成功と友情の証として山頂に校旗などを埋めてきました。この秋、ナンダ・コートの頂に
埋められた旗を探すため、遠征隊を編成し山頂を目指します。
＜太平洋戦争への序章の時代＞
立教大学山岳部は当時、堀田弥一を先頭にして北アルプスなどの山々で鍛錬を重ね、ドイツ人登山家の著
した原書などを読んで長期にわたって登山技術の研究を重ねていました。
しかし、遠いヒマラヤの夢膨らむ時間の経過と
伴に、学生達の夢を断ち切る危機が迫っていまし
た。
1931（昭和 6）年は満州事変、翌年には上海事
変、1934 年に満州国建国、そして遠征準備のピー
クにさしかかる 1936 年には青年将校による「二・
二六事件」
の勃発と、
時代は戦時色を加速します。
国交断絶にでもなれば、インドへの渡航さえ絶た
れる状況です。

＜写真①：ナンダ・コート山頂に立った立教大学
山岳部・遠征隊＝1936 年 10 月 5 日撮影＞

立教大学山岳部には、
ツキが残されていました。

インドは当時、植民地化され英国領です。立教大学は英国国教会によって創設され、総長は米国人でした。
米国人総長は米国を介し英国政府に働きかけ、インドへの入国、登山許可を取得します。
遠征隊は 27 歳になった隊長の堀田弥一のほか大学院生の山縣一雄、現役生の浜野正男、湯浅巌の 4 人で
す。
それに遠征隊を支援する大阪毎日新聞社から、
編集局運動部記者の竹節作太が隊員として加わりました。
＜世界を驚かしたドキュメンタリー映像＞
隊員に加わった竹節作太は早稲田大学のスキー部出身。学生だった竹節は 1928 年、日本人が初めて冬季
オリンピックに参加したスイスの「サンモリッツ大会」で、距離スキー選手として出場しています。大学を
卒業したあと大阪毎日新聞社に入社し、その経歴を買われ運動部に配属されていました。
遠征隊に抜擢される前年、竹節は厳冬期に立山連峰「剣岳（2999 ㍍）
」登頂を目指します。当時、厳冬期
の剣岳は人を寄せ付けず、難攻不落の未踏峰です。
12 月末、
「登頂成功」の特ダネを狙って登り始めると、そこで堀田の立大山岳部に遭遇します。竹節は、
目の前を行く堀田達の存在に驚き、堀田達は竹節の体力、技量に驚き、意気投合します。
両者は大阪毎日新聞社の遠征隊に対する資金援助だけでなく、
この剣岳の出会いによって結ばれたのです。
竹節はインド遠征に際し、道中の様子を写真に収めて記事と一緒に本国に送って来ることに加え、遠征隊
の行動を動画で撮影し、特に登頂の模様を余すところなく撮影する使命を課せられました。
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撮影カメラは35㍉フィルムで撮影できるドイツ製
「アイモ」
。
アイモはゼンマイ式でフィルムを巻き上げて撮影する仕組みで、
重さ 11 ㌔もありました。持参したフィルムは長さにして計約
1500 ㍍もあり、フィルム自体も相当の重量でした。
しかし、竹節に動画を撮影した経験はなく、帰国してフィル
ムを現像して写っていることを確認するまで不安で一杯でした。
「日本登山隊によるヒマラヤ征服」の事実は、竹節の報道に
よって世界中に知られます。完成した映画「ヒマラヤの聖峰 ナ
ンダ・コット」
（28 分）は、35 ㍉フィルムで撮影された世界最
初の山岳ドキュメンタリー作品として全国で巡回上映されまし
た。
しかし、初登頂の熱気は日中戦争に続く、太平洋戦争の戦火
に掻き消され、忘れられて行きます。

＜写真②：ナンダ・コート稜線に沿って登攀す
る遠征隊。雪庇を踏み外す危険と隣り合わせだ
った＝1936 年 10 月撮影＞

＜純国産の装備で挑んだ立教大学の遠征隊＞
今年 85 歳を数える広谷喜十郎は、ナンダ・コートに特段の想いを抱いています。広谷は「土佐藩士の中
には、明治維新ののちに北海道に入植し開拓に尽くした藩士が少なくない」と、そうした藩士に強く惹かれ
て研究している高知県の郷土史家です。
2007 年春、高知県立坂本龍馬記念館で開かれた「反骨の農民画家、坂本直行展」
。広谷は展示されていた
「門田ピッケル」の前でくぎ付けになりました。
門田ピッケルの創始者は、四国土佐河内（高知県佐川町）で 200 年続いた甲冑師。しかし、門田のピッケ
ルを目の当たりにするのは、この時初めてだったのです。
広谷たちの調査研究によると、農民画家の坂本直行と門田ピッケルの数奇な運命は次の通りです。
◇
直行（1906～1982 年）は幕末の志士、坂本龍馬の子孫で、北海道大学山岳部の創設に大きく寄与した。
門田ピッケル創始者の門田直馬は直行の父、弥太郎と北海道入植以来の旧知の間柄だった。
門田家は明治維新の廃刀令によって廃業に追い込まれ、細々と刃物を作り生計を立てていた。直馬は 25
歳（1902 年、明治 35 年）の時に北海道の空知に入植し、開拓に必要な鍬、鎌などを作っていた。農機具製
造が軌道に乗ると札幌に拠点を移した。
その門田直馬の次男、茂の元に「同じモノを作ってほしい」とドイツ製のアイゼンを持ち込んだのは、坂
本直行の北大山岳部後輩だった。次いでスイス製のピッケルを持ち込む。茂はそれを見本に第一号のピッケ
ルを 1930（昭和 5）年に製作する。
◇
6 年後、門田ピッケルは立教大学山岳部のナンダ・コート初登頂によって世界的に知れ渡り、一大ブラン
ドへ一挙に上り詰めて行きました。
ナンダ・コート初登頂は当時、世界山岳史上で無名に近い日本を一躍有名にしたばかりでなく、日本のピ
ッケルの製造技術の優位性を世界に示す格好の機会になりました。
三代に渡った門田ピッケルは 1986 年、後継者である門田正の突然の病気発症によって 60 年近く続いたピ
ッケル製作にピリオドを打って廃業します。
広谷は「門田家は土佐藩で決して知られた甲冑師ではなかった。ところが北海道に移住し、農機具で開拓
に貢献し、ピッケル作りに出会って世界に認められた。ナンダ・コートは土佐人、門田を有名にしたのです」
と話しています。
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実は、遠征隊はピッケルだけでなく、テントなど多くの装備品を国産で揃え、未踏峰のナンダ・コートに
挑んでいます。テントを製作した職人、細野博吉（故人）はそのあと南極観測隊のテントなどを製作し、1977
年に「現代の名工」に選ばれています。
＜ナンダ・コート初登頂 80 周年記念プロジェクト＞
2016～2017 年、ナンダ・コートに初登頂に成功して 80 周年を迎えました。
私達は幸いにも昨年の夏、幻のフィルムとされていた「ヒマラヤの聖峰 ナンダ・コット」のプリント
フィルムを、公益社団法人日本山岳会の倉庫で発見しました。さらに、立大遠征隊の初登頂の際、第四キ
ャンプに張った国産テントも竹節の生家（長野県志賀高原）の納屋で発見しました。
今年の秋、私達「ナンダ・コート初登頂 80 周年記念事業実行委員会」は、80 年前にナンダ・コートの
山頂に埋められた日章旗、立教大校旗、毎日新聞社旗の三旗を探すため、遠征隊を編成し再登頂に挑みま
す。
立教大学山岳部部長で同大教授だった辻荘一は、1936 年の「日印協會々報第六十号」に寄稿し、遠征
の意義と登頂計画の概要を説明しています。原稿を入稿したあとで「登頂の一報」を受け、追記の形で「私
達はこの計画を発表して以来、諸方面の絶大なる援助に対してここに報ゆることが出来たのを何よりの喜
びと思うものです」と記しています。
埋められた三旗には、一緒に登頂した現地シェルパも赤い布切れを結び着けています。国籍、人種を超
えて結ばれた遠征隊の強い絆の証の布切れです。
80 年の時を超え再び、日印協会機関紙「月刊インド」に吉報を届けられる幸運に恵まれたいと願って
います。

＜写真③：竹節作太が持参したスチール写真機で撮ったナンダ・コート。写真には「珍しく晴
れた日のナンダ・コートの全貌＝第一キャンプから撮影」とキャプションを付けていた＞

 ナンダ・コート初登頂 80 周年記念トークイベント『夢枕獏 ヒマラヤを語る』が開催されました
ナンダ・コート初登頂 80 周年記念事業実行委員会は 5 月 28 日、東京・品川区で作家、夢枕獏さんを招い
て記念講演会を開きました。
夢枕さんはベストセラー作品「神々の山嶺」などで知られ、ヒマラヤへも数回出向いています。マナスル
に登った際は吹雪に登攀を阻まれ、食料が枯渇し、仲間とテントの中で個人携帯の非常食を分け合って飢え
を乗り切ったエピソードなどを披露。ナンダ・コート初登頂を果たした立教大学山岳部については、青年将
校による「二・二六事件」など戦時色を濃くする時代にヒマラヤを目指した学生達の挑戦を「自由で淡々と
していた」と称賛しました。
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また、夢枕さんは講演のあと、今秋、隊長として立大山岳部
OB らとナンダ・コート登頂を目指すアルピニストの大蔵善福さ
んと対談。大蔵さんは「立大隊が 80 年前に山頂に埋めた校旗な
どを探してきます」と抱負を語りました。一緒に登る立大山岳部
OB の鈴木拓馬さん達も駆け付け、
「全力で挑戦します」と夢を膨
らましていました。
夢枕さんのサイン会も行われ、
ファンが会場で買い求めた
「神々
の山嶺 創作ノート」などに気軽にサインをしていました。
会場には昨年 11 月、隊員として参加した大阪毎日新聞社運動
部の竹節作太記者(故人)の生家で発見された登頂時のテントも展

＜写真：
「ヒマラヤを語る」と題し、講演
する作家、夢枕獏さん＞

示。来場した人達はテントに触れ、
「良く残っていました」
「まだ
使えそうです」などと感想を話していました。
昨夏、発見されたドキュメンタリー映画「インドの聖峰ナンダ・コット」(竹節記者撮影)も上映しました。
併せて竹節記者がナンダ・コートに持参した同型の撮影機「アイモ」を展示。アイモを手にした来場者は、
ゼンマイでフィルムを巻き上げて撮影する仕組みに感心し、重量 11 ㎏の重さに「これで撮ったのか」と驚
いていました。
（注：当時は「ナンダ・コット」と表記されていた）

2. びびりな私の初めてインド
My First Coward Trip to INDIA
ヘナ・ボディーアート 白神美穂 個人会員
＜はじめに＞
私とインドとの関わりはメヘンディーから始まりました。メヘンディーとはヘナと呼ばれるミソハギ科の
ハーブをペースト状にしたもので皮膚を染めるボディアートです。私は、ナマステ・インディアや様々なイ
ベントでメヘンディーを通して素敵なインド文化をご紹介しているにもかかわらず、意外にもインドへの渡
航経験がありませんでした。行きたい気持ちはあれど、腰が重く行け（か）ない状況が続いていました。そ
の最大の理由は「女性 1 人でのインドは怖い」というイメージが払拭できなかったからです。海外はヨーロ
ッパに遊学したり北アフリカや西アジアにも何度か渡航したりと、
超初心者でもありませんでした。
しかし、
インドは別格の未知の世界でした。そんな中 5 週間（2017/2/13～3/20）も、インドに行くきっかけを作って
下さったのはインド上級者の松本榮一さん（写真家）
・恭さん（翻訳・編集）ご夫妻でした。ご夫妻が仕事で
インドに行かれるタイミングに幸運にもご一緒させて頂けることになり、様々なアドバイスやサポートを頂
きながらインドへ行く機会が持てたのです。この幸運な機会に覚悟を決めて「いざゆかん！」
。

＜ブッダガヤ＞
最初の地、ビハール州ブッダガヤに到着！周りは全員敵！？恐る恐るリクシャに乗り宿泊先に。空港から
しばらく揺られ進むと、噂の通り本当に道路やあちこちに、それはそれは堂々としたお牛様が！豊かな自然
と荷物を頭で運ぶサリーを着た女性たちの姿を見ているうちに次第にレトロなリクシャが爽快なオープンカ
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ーに思え興奮しました。あんなに不安だったのに 5 分でご機嫌に！

＜写真 左：展覧会会場の日本寺

右：作品展示＞

ブッダガヤは仏教の聖地として知られており、マハーボーディ寺という大塔を中心に日本寺、タイ寺、チ
ベット寺など様々な国のお寺があるため、滞在中（約 1 ヶ月）は毎日のようにお寺巡りをし、美しい壁画や
細工などをじっくり観たりスケッチしたりと楽しく過ごしていました。そんな折に、松本ご夫妻のお口添え
と日本寺（大乗教）のご好意で光栄にも絵の展覧会を開く機会を頂き、感謝の言葉もありません。
子どもたちとの交流もできました。宿の隣の家の子どもに声をかけ
メヘンディーを描いたところ、翌日学校の友達を沢山連れてきてくれ
ました。ブッダガヤの子どもたちの中にはメヘンディーを自分で描け
る子もいて、時々は楽しみとして描くようでした。子どもたちにせが
まれて、張り切って描きました。ちびっこたちとヘナを通じて言葉が
要らない交流も楽しむことができました。
（日本では保護者の了承なし
に子どもにメヘンディーをすることは考えられないのですが。
）

＜バラナシ＞
ブッダガヤからバラナシへ車で移動。道中驚いたのは、渋滞でドライバ
ーさんが道を変えると言うがいなや、反対車線を堂々と逆走したことで
す。
（えー！！道変えるってそういうこと？）また、牛、馬、ヤギ、犬な
どの動物と人、リクシャ、バイク、車など形態や速度が全く違うにもか
かわらず、同じ道路を利用していることにも驚きました。ルールはただ
一つ、
「みんなで仲良く使おうね」という印象でした。信号など無くとも
大きさや速度の違いなどを鑑みながらの譲り合いで成り立っており、イ
ンド人は実にバランスが良いのだなと感じました。そういえばリクシャ
に乗っている時に人にぶつかったことがありました。日本では完全に 110 番ですが、
「痛いじゃないか！気
をつけろ！そっちが気をつけろ！（会話は想像）
」と足を引きずりながらもそのやりとりだけで終わっている
様子をみて、自分に責任を持って生きていかないとなぁと大事な基本に立ち返る機会も持てました。さらに
白馬に乗った王子様らしき人も同じ道を走っていました。これから花嫁さんを迎えに行くようです。ファン
タスティック！！恐るべしヒンディーランド！
到着後、バラナシの牛はやたら大きいななどと思いながら観察していると、夕方にはガートをひょいと登
って自宅に帰っていく姿に驚かされました。
なんだ、
素早い動きもできるのか！自分の家がわかるのか！と。
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いよいよガンジス川へ。船に乗り、広い川と空を感じながら船頭さんを観察していると、時折手を休めて
は川の水を手で汲み上げ口に運んでそのままゴクゴクと美味しそうに飲んでいました。水は思ったよりはキ
レイな印象でしたが、川岸では沐浴したり洗濯したり死体を浸したりしているこの水飲むの？！おみそれし
ました。恐るべき免疫力！その日は運良くホーリー！最初はホテルの屋上から様子を見ていましたが、意外
に大丈夫か？と恐る恐る外に出たまさにその時に建物の 3F から私に目掛けてカラー噴射が！！ロックオン
されましたが、ギャーギャーと叫びながら何とか無事に逃げ切ることができました。久しぶりに大声を出し
本当に全身で楽しむことができました。
行ってみると渡航前の不安は一体何だったのだろうと思うほど楽しさ盛り沢山の旅でした。市民の生活す
る町は、リクシャも青空市場でも価格は概ね安定しており、お店・場所を変えても大きな違いはなく、値段
交渉のストレスがない環境でした。インドに行く前にアドバイスされたように、やたらと目を合わせない、
夜は外出しない、1 人で細い路地や女性の姿が見えない場所には踏み入らないということにはとても気をつ
けていましたが、お金を間違えて多く渡してもわざわざ返してくれたり、帽子を忘れても丁寧に保管してお
いてくれたり、真面目で親切な方々と多く触れ合うことができました。今でも各地でお世話になった沢山の
方々の顔が目に浮かびます。恩返しにと既に次の渡印を計画中です。

白神美穂（しらかみ みほ）
ヘナ・ボディーアーティストとして活躍中。インド系イベントに神出鬼没。
インド大使館サクラフェスティバル、ナマステ・インディア、サマーソニック、
デザインフェスタ、企業パーティーなど多数のイベントに出店。
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3. 東京大学 五月祭でインド人留学生が「ナマステ！」

Namaste! at University of Tokyo, May Festival
Vishakha Shankar UTISA（The University of Tokyo Indian Student Association）会長
Nikhil Bugalia UTISA メンバー
*インド人留学生による表現を尊重し、校正は必要最低限にとどめました

＜東京大学のインド人学生団体 UTISA＞
UTISA（The University of Tokyo Indian Student Association）として知られる東京大学インド人学生
団体は、東京大学で学ぶ学生のための、学生による、非商業・非営利・非政治団体です。この団体は、東京
大学に在籍するインド出身の学生同士の交流を促進する目的で 2010 年に立ち上げられました。
ワークショップやフェスティバルを開催し共に取り組むことを通して、コミュニティの絆を育んでいくプ
ラットフォームを学生に提供したい、というアイディアから生まれました。東京大学で毎年 5 月に開催され
る「五月祭（May Festival）
」は、その取組みの一環として毎年参加しています。このフェスティバルでは、
全ての UTISA コミュニティメンバーを団結させ、インドのまだよく知られていない側面を、ご来場の皆様
に飲食やダンスパフォーマンスなどを通して紹介しています。
「多様性の中の調和」はインドを象徴するもの
です。私たちは、多様性に満ちた文化、祭り、宗教、言語、信仰のあり方が融和されているこの国を誇りに
思っています。
＜東京大学の「五月祭」に参加！＞
毎年 5 月に開催される「五月祭」ですが、まだ日本で知られ
ていないインドのユニークな文化的側面をピックアップするの
にいつも苦労します。私たちは、日本人オーディエンスにただ
楽しんでもらうだけでなく、インドの美しい衣装や民芸を紹介
するために、
多くの古典舞踊、
ダンスパフォーマンスを計画し、
情熱を傾けています。また、1000 年に渡るインドの多様な食文
化の中から、日本人の好みに合っていて、既に日本では定番と
なっているナンやカレーといったものとは違った食べ物を探す

＜写真：五月祭当日の東京大学＞

のも、メンバーが苦労する部分です。しかし、どんな食事も美
味しい飲み物なしでは味気ないものです。マンゴーラッシーは日本でも有名ですが、意外にもインドでは一
般的に飲まれているものではありません。果物の中でも特にマンゴーはインド人の大好物で、日本よりは安
く手に入ります。しかし、インドではやはり贅沢品で
す。そこで今年の五月祭では、ここを発想のポイント
とし、ドリンクを選びました。インド人なら誰でも記
憶にある、お母さんたちが可愛い子どものために愛情
込めて作るあの懐かしい味を再現した、マンゴー味の
ジュースとローズジュースを、今年は提供することに
しました。今年のインド文化のパーフェクトな組み合
わせは、Aloo Paratha（ジャガイモのパラタ）
、マン
ゴー味のジュースとローズジュース！それと（これを
忘れてはいけません！）たくさんのダンスパフォーマ
＜写真：美しいインドの衣装でダンスパフォーマンス＞

ンスで決まりです！
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第 90 回になる今年の五月祭は、5 月 20 日（土）21 日（日）に開催され、15 万 8 千人の方が来場されま
した。UTISA のブースを訪れたお客様からは、私たちが想像した以上の多くの感激の言葉をいただきまし
た。私たちのお店は、
「Incredible India（素晴らしいインド）
」のポスターで飾られ、手製の段ボール”ター
ジマハル”も飾られました。お店は午前 11 時に開店。開店と同時に、熱したプレートをフル回転させながら
一度に 4 皿分も料理しなければ間に合わないほど大盛況なスタート。来場者は、私たちが提供するマンゴー
ジュースやローズジュースで暑さを蹴散らしました。私たちが子どもの頃から慣れ親しんだ、インドから持
ってきたマンゴーキャンディーを子どもたちに配りました。キャンディーが喜びの味の全てだった子ども時
代をとっくに卒業してしまった私たち学生も、この美味しい飴の味には未だに目がありません。子どもたち
がこのキャンディーを口に頬張った時の笑顔は、私たちに子どもの頃の喜びを思い出させてくれました。
お客様に、もっと素敵で楽しい経験を提供することを目的に、屋台の隣に小さなスペースを設け、伝統的
で着心地の良いインドの衣類や、流行のファッション、手作りのアクセサリーを販売しました。屋台での食
事の提供や、
私たちの小さな”インドショップ”の運営にあくせくとしているうちに時間は過ぎていきました。
午後 3 時、団体メンバーの数人が、それぞれの個性を生かし、4 つの素晴らしいインドのダンスパフォー
マンスを 10 分に渡り披露しました。勿論、今年も好評を博しました！パフォーマンスの後、日本の蒸すよ
うな日差しの中での長時間労働によりメンバーも疲労困憊。
。
。しかし、夕食前の軽い食事を探しに来るお客
様のために最後の力をふりしぼり、
ラストスパート！と思いきや、
誰かかが魔法をかけてしまったようです。
その魔法は、インドの陽気でハッピーな流行のボリウッドソングのビートに乗ってやってきました（メンバ
ーの一人の仕業）
。これまでの疲労はどこへやら。誰もそのビートに逆らうことができません。メンバーは音
楽に誘われ屋台の外へ。普段、日本に馴染みながら生活する学生も、この時ばかりはインドへ里帰り。踊り
のスキルなんて関係ありません。全ての参加者は音楽
を楽しみ踊りに熱中。最初はただ見ているだけのオー
ディエンスも、この魔法にかけられ手を取り一緒に踊
り出しました。国境も、性別も、年齢も越えた純粋な”
喜び”の時間がそこにはありました。
五月祭には、多くの準備と膨大な労力が必要です。
しかし、いつもフェスティバルの最後には美しく楽し
い記憶を残してくれます。以下では、今回、五月祭の
UTISA ブースに参加したメンバーの感想をご紹介し
＜写真：来場者も一緒にダンス！＞

ます。

五月祭のブースで仲間と一緒に働く時は特別に楽しい経験です。このフェスティバルでは、利益を上げる
ことができただけでなく、本来の目的であるインドの文化を多くの人に紹介することができました。ダンス
パフォーマンスも勿論素晴らしいですが、何よりも思い出に残るのは、計
画していなかったインドの結婚式で行われるようなダンスが、突然、お店
の前で始まったことです。日本や海外からのお客様もたくさん、私たちと
のダンスに参加してくれました。そして、多くの日本人の方がインドに興
味を持ち、インドを訪れ、ハッピーで刺激的な経験をしていたことに驚き
ました！
Prakhar Misra 写真右、来場者と「ナマステ！」
（UTISA 2016 年～2017 年 副会長 東京大学 工学部 社会基盤工学科 博士課程在籍）
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五月祭に参加することはとても楽しい経験でした。
このように、
多くの人が訪れ、
様々な国の食事や文化が集まるイベントは他にはありません。ダンスや様々な人と
の交流、そして仲間と働くことの、際限のない楽しみは私をいつもこの五月祭に向
かわせます。
Yashdev Patel 写真 中央、インドの衣装でポーズ（UTISA 卒業生 某日本企業在籍）
私がボリウッドダンスのパフォーマンスを始めたのは、
2014
年の五月祭のことでした。以後、このダンスパフォーマンス
は、来場者が毎年楽しみにする UTISA の大切なパフォーマ
ンスの一つになりました。そして今年は、インドのファッシ
ョンやインド雑貨を紹介する小さなお店を始めました。はた
してこの試みは、UTISA を代表する五月祭の顔に成れるで
しょうか？楽しみです😊
Vipin Singh 写真中央、ダンスを披露する Singh さん
（UTISA シニアメンバー、東京大学 工学部 航空宇宙工学科 特任研究員）
この五月祭は、エネルギーに満ちた、笑顔のたえない UTISA コミュニティ
での協同の 2 日間でした。たくさんのインド文化に興味を持つ日本の方と交
流ができ、さらに、未だかつて遭遇したことのない、インドの味を味わって
もらうことができたのは、とても嬉しい経験でした。
Yasmin Bhattacharya 写真右、行き交う人とダンスを楽しむ Bhattacharya さん
（UTISA シニアメンバー 東京大学 都市工学部 都市工学科 研究員）
五月祭で UTISA のメンバーとして働くことは、私にとって特別なことです。
私はここに来て、インドの仲間と共に働き、インドの文化やライフスタイルを日
本の方に伝えることをとても楽しんでいます。さらに、インドのことをもっと知
りたい日本人の新しい友だちもたくさん作る事が出来ました！
Chaitanya Krishana 写真右 来場者と触れ合う Krishana さん
（UTISA シニアメンバー 東京大学 工学部 社会基盤学科 研究員）
たくさんのご来場者の皆様の笑顔と、多くの方の助けを借りながら、今年も五月祭を何とかやり抜きまし
た。来年の五月祭も、是非楽しみにして下さい！まだ来たことのない方は、来年会場でお会いしましょう！

नमस्कार！
ナマスカール！

आपका स्वागत है ！
ようこそ！
by UTISA メンバー一同
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4.インドニュース(2017 年 5 月)
News from India
1．内政
【コングレスによる選挙運動の開始】
5月1日


ラーフル・ガンディー・コングレス党副総裁は、本年末頃実施予定のグジャラート州議会選挙に向けた選挙運動を開始し
た。
ガンディー副総裁はモディ首相は人々の声に耳を傾けず、
人々の抱える問題を解決しようとはしていないと非難した。

【
「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラム】
5 月 13 日


13 日深夜、印外務省報道官は、中国主導の「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラムについて
①連結性イニシアチブは国際的に承認された国際規範、良いガバナンス、法の支配、開放性、透明性及び公平性に基づく
ものでなければならない、②連結性イニシアチブは、コミュニティへの持続不可能な借金・負担を避け、バランスの取れ
た生態系及び環境保護、プロジェクト・コストの透明性評価等財政的責任に則って行われなければならない、③連結性プ
ロジェクトは、主権や領土の一体性を尊重する形で追求されなければならない旨主張。

【アニル・マダヴ・ダヴェ環境・森林・気候変動大臣の逝去】
5 月 18 日


アニル・マダヴ・ダヴェ環境・森林・気候変動大臣が胸の痛みを訴えて搬送された病院で死亡。後任としてヴァルダン科
学技術兼地球科学大臣が就任（兼任）した。

【インド軍によるパキスタン軍施設に対する射撃】
5 月 23 日


インド軍はテロリストの侵入を阻止するため、ジャンム・カシミール州のノウシェラ地区付近のパキスタン軍施設に対し
制裁射撃を実施した。インド陸軍将校は、
「対テロ戦略の中で制裁射撃はしばしば行われている。パキスタン軍施設は、
テロリストの侵入を活発に支援している。
」と述べた。

2．経済
【不良債権の処理に関する閣議決定】
5月4日


インド政府は、6 兆ルピーに及ぶ不良債権の処理について、新しい枠組みに関する閣議決定を行った。閣議決定の内容に
ついては現在ムガジー大統領の承認待ちであり、
当該決定の詳細については同大統領の承認が下り次第公表される見込み。
政府関係者によれば、大統領令発布後、銀行法の改正により、RBI の政策マンデートとして、不良債権処理が明確に条
文化されるとともに、汚職防止法の改正により、銀行による経営上の判断に対しては、捜査当局の事後調査が免除される
見通し。上記の法改正は、夏期のモンスーン国会時に行われる可能性がある。

【インド政府調達におけるメイク・イン・インディア優遇政策の閣議承認】
5 月 24 日


インド政府調達におけるメイク・イン・インディア優遇政策が閣議で承認された。同政策の目的は、インド国内の製造業
及びサービス産業の活性化により雇用を創出し、インド国内の製造業及びサービス業に対する資本と技術の流入を促進す
ること。また、同政策は、メイク・イン・インディアを促進し、インド国内での物品の生産やサービスの創出を促進し、
所得向上及び雇用創出を図るというインド政府の方針を反映したもの。

3．外交
【インドの南アジア衛星打ち上げ】
5月5日


インド宇宙研究機関（ISRO）は、アンドラ・プラデーシュ州スリハリコタにて、南アジア衛星の打ち上げに成功した。
打ち上げ後、モディ首相は、同プロジェクト参加国である、ガーニ・アフガニスタン大統領、ハシナ・バングラデシュ首
相、トブゲー・ブータン首相、ヤーミン・モルディブ大統領、ダハール・ネパール首相、シリセーナ・スリランカ大統領
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とビデオ会談を行い参加国代表者の支援に感謝するとともに、南アジア衛星打ち上げの成功を祝った。
メモ：南アジア衛星とは、宇宙分野における南アジア地域協力プロジェクトの一つであり、遠距離通信及び放送、遠隔医療、
遠隔教育、E ガバナンス、バンキング及び ATM サービス等における地域協力が見込まれる。
【インド・ネパール関係】
5月5日


スワラージ外相は、マハト・ネパール外相とニューデリーにて会談し、最近のインド・ネパール関係の発展について議論
した。

【インド・オランダ関係】
5月9日


スワラージ外相は、訪印中のクーンデルス蘭外相と公式会談し、両者は、近年の二国関係の発展について満足の意を表し
たほか、相互利益に関する地域及びグローバルな問題について意見交換した。

【印露関係】
5 月 10 日


ニューデリーにて、印露貿易・経済・科学・技術及び文化協力に関する政府間委員会（IRIGC－TEC）が開催され、ス
ワラージ外相及びロゴジン露副首相が共同議長を務めた。両者は、2016 年 9 月 13 日に実施された前回の会談以降、多
様な二国間問題に取り組んできたことを顧みたほか、6 月 1 日にサンクトペテルブルクで実施予定の印露年次首脳会談へ
の準備について確認した。

【印米関係】
5 月 9 日～10 日


ロードアイランド州ニューポートにて、第 2 回印米海洋安全保障対話が実施された。インド側は外務省からシャルマ軍
縮・国際安全保障局長及びマハワル米州局長、国防省からラグヴァンシ海軍担当局長が代表団を率いた。同対話では、ア
ジア太平洋及びインド洋地域における海洋発展に関して意見交換されたほか、二国間での海洋安全保障協力をさらに強化
することについて検討された。

5 月 11 日


ペロシ米議会議員率いる 8 名の米議会代表団がモディ首相を表敬し、二国間パートナーシップ及び相互利益に関するそ
の他問題について意見交換を行った。

4．日印関係
【第 3 回日印トラック 1.5 対話開催とインド人有識者による小田原政務官表敬】
5 月 31 日


31 日小田原潔外務大臣政務官は、インド有識者（団長：H.K.シン・インド・デリー政策グループ（DPG）代表（元駐日
大使）
）の表敬を受けたところ、概要は以下のとおり。



小田原政務官から、5 月 30 日に開催された日本国際問題研究所と DPG 共催の第 3 回日印トラック 1.5 対話のような有
識者交流は日印関係の裾野を更に大きく広げるものであり大変喜ばしい、
日印が更に協力してアジアや世界の平和と繁栄
を牽引していく必要がある旨述べた。



インド有識者から、日印は共通の価値観を有しており、引き続き、両国間の特別戦略的グローバル・パートナーシップを
通じて様々な分野の協力を発展させて行きたい、また、日印が更に連携してインド太平洋地域の安定に貢献していくべき
である等の発言があった。



また、両者は、地域情勢や国際社会における諸課題、日本に今後期待する役割等、幅広く意見交換を行った。

今月の注目点：インド政府調達におけるメイク・イン・インディア優遇政策のポイント
○政府調達において、ローカル・サプライヤーが優遇される。ローカル・サプライヤーとは、その物品やサー
ビスのうち、国内で付加価値を創出する国内生産物を最低基準（通常 50％以上）以上生産するサプライヤー。
○500 万ルピー以下の政府調達において、充分な国内生産能力、国内競争がある場合は、ローカル・サプライ
ヤーのみが対象となる。500 万ルピーを越える政府調達（もしくは、充分な国内生産能力/競争がない場合）に
おいて、最低価格で入札したサプライヤーがローカル・サプライヤーでない場合には、最低価格からの乖離が
20％以内の入札価格で応札したローカル・サプライヤーを最低価格で入札していると見做す。
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○契約を分割できる場合には、最低価格で入札した非ローカル・サプライヤーと最低価格で応札したローカル・
サプライヤーで 50％ずつ受注する。契約が分割できない場合は、最低入札価格と見做されたローカル・サプラ
イヤーが受注する。50 万ルピー以下の少額の政府調達は、同政策は免除される。
○入札条件は、他国での供給実績証明や輸出実績証明などを求めるなどの制約的な内容にしてはならないこと
を義務づけており、ローカル・サプライヤーを不当に排除してはならない。
○国内生産物の証明手続きは自己申告を基本とする。
○インド商工省産業政策・促進局の常設委員会が当該命令の実施を監督し、各省庁や調達を行う組織に対して
勧告を行う。

5.イベント紹介
Japan-India Events
＝◇ 最近のイベント ◇＝


インド若手ビジネス・リーダーが JICE（国際協力センター）の招聘プログラムで来日

若手ビジネス・リーダー8 名が、JICE（国際協力センター）の招
聘プログラム JENESYS2017 で来日しました。メンバー構成は幅
広く、IT ビジネス・リーダーや起業家といったビジネス色の強いメ
ンバーから、弁護士、アカデミックパーソンや国際機関職員、さら
にはインド古典舞踊のダンサーやデザイナーなど文化的な分野にま
で及びます。本プログラムのテーマは「経済」
。5 月 23 日～30 日の
7 日間の滞在期間で省庁や企業訪問が中心のスケジュールの中、日
＜写真：インドからの訪日団 8 人と
平林日印協会理事長＞

本文化に触れる機会もありました。

来日当日の 23 日には、本プログラム開催に助力された鴻池
運輸株式会社の主催で懇親交流会が開かれました。外務省関係
者や法人関係者、在日インドコミュニティー関係者が参加し、
訪日団を歓迎しました。懇親会では、鴻池運輸株式会 常務執行
役員 鴻池忠嗣氏のご挨拶の後、
日印協会平林理事長が乾杯の挨
拶をしました。日本とインドとの文化的な共通点などのお話し
には、訪日団も興味深く聞き入っていました。また、日印協会からも若手
のビジネス・パーソンということで、個人会員の藤本、野村両氏（左写真）
にもご参加いただきました。その他日印協会 法人会員であるスズキ、トヨ
タ、小島法律事務所、ならびに事務局から西本事務局長、玉岡職員が参加
しました。訪日団は積極的に交流を楽しみ、日本でのビジネスや文化交流
の可能性について話しに花を咲かせていました。
＜写真上：23 日の懇親会の様子。
下：日印協会個人会員のお二人＞

24 日には、日印協会平林理事長

が日印関係についてメンバーに講演を行いました。大使としてインド
に滞在した経験から得た日印関係の歴史や現在の状況についてレクチ
ャーをし、訪日団とは日本理解、東アジア情勢や外交関係についてデ
ィスカッションをしました。その後、メンバーは浜松、名古屋を訪れ
スズキ自動車やトヨタの工場を見学、再び東京で文化交流をし、5 月
30 日に帰国しました。尚、本プログラムは、2017 年度も外務省の文
化外交の「対日理解促進交流プログラム」の一環として様々な国を対
象に行われます。

＜写真：24 日、講演の様子＞

（写真提供：JICE 国際交流部 青少年交流課 萩原美緒）
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第 9 回デリー日本人会、デリーボランティアグループの集い

6 月 3 日（土）に都内の某レストランにて、デリー日本人会の主催するボランティアグループの集いが開催さ
れました。デリー日本人会は、デリーとその近郊に住む日本人により構成され、デリーボランティアグループは
1989 年、当時の大使夫人らによって設立されました。設立以降、その活動は途絶えることなく日本人会の中でも
最も歴史ある同好会となっています。
インドでの活動内容は主に、福祉施設・団体への金品での支援、訪問活動を通した支援。施設商品の販売など
も行っています。こうした支援金を集めるためのチャリティーイベントや「買物ガイド」の販売なども大切な活
動の一つです。チャリティーイベントには、インド生活スタート講座や、紅茶講座、美容講座、チャリティーバ
ザーなどがあり、インド在住の日本人の方が気軽に参加します。支援施設は 10 に上り、児童養護施設、障がい
者施設、病院、教育支援団体、有機農業組合と、多岐に渡ります。支援物資や支援金は、施設訪問の際に直接手
渡しし、その時に実際の様子を見学して困っていることを尋ねるなど、細かい対応をしています。
日本では、デリーボランティアグループを卒業された方が集まり、毎年ボランティアグループの集いを開催し
ています。現地でのメンバーは約 40 名程ですが、日本には卒業生が沢山おり、2000 年以降インドに赴任されて
いた日本のメンバーは 127 名になります。このような集いで参加費として集められたお金の一部は、現地のデリ
ーボランティアグループに寄付されます。日本のボランティアグループのメンバーは、日本各地、世界各地にお
り、このような機会には海外からも参加されます。
ボランティアグループの集い当日には、遥々マレー
シアから参加された方や、つい最近までタイにおられ
た方もいらっしゃいました。日印協会の平林理事長夫
妻も招待され、食事の前に参加者の皆様に講演を行い
ました。参加者の中には、平林理事長がインド大使を
務めていた時期にインドに滞在され、交流があった方
も多く、懐かしむ様子がみられました。
さすが、インド在住経験のある面々、大変パワフル
で楽しい方ばかりで、お話しも尽きないようでした。
90 年代にインドに滞在されていた方のお話しには、今
のデリーでは想像もつかない経験をされている方もい
ます。まず、
「ペットボトルの水がない」から始まり、
「牛乳は牛乳屋さんが自転車で売りに来る」
。現代のインドを旅行する者からすると、ペットボトルの水が無くて
はまず生きていけません。しかし当時は、水を”20”分間沸騰させ、さらにそれをフィルターで濾してやっと飲み
水になったそうです。さらに、90 年代と 2000 年代では、人も様変わり。90 年代には日本人が買い物に行くと、
必ず悪い商品をだしてきたので、
「自分で選ぶ！」というのが鉄則だったようですが、2000 年代には良いものを
率先して選んでくれるようになったとか。外国人もきちんとしたお客様の一人になったのですね。新婚でインド
へ飛ばされ、子育てもしました！という強者もいらっしゃり、その勇気と強さに頭が下がります。インド滞在が
長かった方の「インドはもういいかな」という言葉には、重みを感じます。しかし、未だにこうしてインドとの
関わりをお持ちのみなさまには、インド生活により培われたのでしょうか、芯の強さと美しいしなやかさを感じ
ます。そして、インドという過酷な環境下で苦楽を共にしてこられたメンバー同士の絆は、とても強く思えまし
た。


（本文・写真：日印協会 玉岡善美）

第 6 回 菩提僊那継承事業が開催されました

菩提僊那継承事業 6 回目が、2017 年日印友好交流記念事業として 5 月 14 日に開催されました。第１回目は
2012 年日印国交樹立 60 周年記念事業の一つとして,インド政府は 1276 年の時を経て東大寺において菩提僊那の
偉業を継承しました。以来、毎年菩提僊那が一度漂流をし、2 度目に太宰府にたどり着いた 5 月 18 日を中心に,
菩提僊那継承事業がインド大使館、東大寺、NPO 日印交流を盛り上げる会、後援日印協会によって関西および
関東、また全国からの参加を得て開催されてきました。今年は毎年開催していた東大寺中門の 3 年におよぶ改修
事業が始まったため、東大寺総合文化センター内の金鐘会館ホールで開催しました。菩提僊那のことがあまり一
般の方に知られていないこともあり、この事業に若者にもっと参加してもらおうと、今年はインド映画史上初め
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て 100 億円の興行収益をあげた「PK」を午前中に上映しました
オープニングセレモニーの点灯式には、在大阪・神戸インド総領事館 T. アムストロング・チャングサン総領
事、奈良県知事代理・増田修司知事公室国際課長、東大寺から平岡昇修氏、菩提僊那が当時滞在していた大安寺
から副住職河野裕韶氏、NPO 日印交流を盛り上げる会から長谷川時夫が参加し、燭台に点灯しました。アーム
ストロング総領事が主催者あいさつをされ、菩提僊那の研究家として知られる小嶋裕子氏が 1 時間を超えて菩提
僊那について詳しく講演されました。
また、東大寺での開催 2 日前には関連事業として,インド大使館において平岡氏によって菩提僊那のお話があり
ました。平岡氏は菩提僊那の目が青く描かれていること、この絵が信仰の対象となり今日まで、東大寺で拝まれ
てきたこと。そのことから、インド人の顔とは思えない
不思議な菩提僊那の絵をもとに近年東大寺、大安寺、霊
山寺で菩提僊那像や御影が描かれてきたこと、そこから
菩提僊那継承事業を続ける方々から、インド人の顔をし
た菩提僊那像という話が出て、
2015 年にナーランダー大
学の副学長も協力しインド大使館の協力のもと自分も含
む関係者の協力によって造像されたこと、大使館のエン
トランスホールに菩提僊那像が展示してあることをお話
しされました。さらにこの日は、高円宮妃殿下がお成り
となりカラリパヤットの演者たちも他の場所で見せなか

＜写真：インド大使館でのイベントの様子＞

った演舞を披露し、日印の交流年のひとときを堪能され
ました。

（本文・写真提供：NPO 日印交流を盛り上げる会 理事長 長谷川時夫）

◇ 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。
お問合せは、本誌 19 頁の掲示板の最下段をご参照下さい。
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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 41 回
今回は、溝渕茂樹氏を講師に迎え『仏教の聖地サールナート（鹿野苑）で仏教壁画を描いた日本画家・野生司
香雪（のうす こうせつ）
』と題してセミナーを行います。
1931 年(昭和 6 年)、インドの大菩堤会が仏教四大聖地のひとつサールナ
ートの寺院に釈尊一代記の壁画を描くことを、日本に依頼してきました。
当初は文部、外務両省が派遣者を検討しましたが、途中から日印協会に依
頼があり、人選し、仏教にも詳しい野生司香雪を選び派遣しました。それ
から 80 年がたち、アジャンタの壁画のように堂内を荘厳に飾った壁画も
今では修復が必要なまでになってしまいました。2016 年 12 月に出版され
た『野生司香雪―その生涯とインドの仏伝壁画―』では、野生司香雪の人
生とその壁画の様子を伝えています。溝渕氏は、この書籍の著者の一人で
もあり、この本の制作にも深く関わったお一人です。
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。
＜写真： サールナートの壁画
実際の写真＞

皆様の参加をお待ち申し上げております。
日 時: 2017 年 8 月 4 日(金)

18:00～19:30

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
参加費: 無料 (非会員は 500 円)
申込み締切: 2017 年 7 月 28 日(金)



第 25 回国際平和美術展（東京―インド）開催のご案内

「平和を愛する心」 「芸術を愛する心」を多くの人々にアピールすることを目的とした国際平和美術展は「芸
術文化を通じた国境のない視点からの平和希求をテーマに発足し、2017 年に 25 回目を迎えます。
本年は「平和を愛する心」を誰よりも広く世界に説いた聖人、マザー・テレサの没後 20 年を迎える年となり
ます。インドとの国交樹立 65 周年、日印文化協定締結 60 周年という節目の年に、今後益々、発展・深化する日
印関係の交流の一助となる展覧会が、東京・インドで開催されます。
【開催内容】

【併設展】

平和を愛する日本全国のアーティスト約 2000 名の作品展示

国際平和美術展 25 年の歩み

（日本画・洋画・彫刻・陶芸・工藝・写真・書道・文芸 他）

日本とインド友好の歴史パネル展

アーティストによる平和へのメッセージも同時展示
＜東京＞

＜インド＞

会場：東京藝術劇場

会場：全インド美術工藝協会（ニューデリー、インド）

東京都豊島区西池袋 1-8-1

会期：2017 年 11 月 12 日（日）～11 月 15 日（水）

会期：2017 年 7 月 15 日（土）～7 月 18 日（木）
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6.新刊書紹介
Books Review
§『最後の超大国インド―元大使が見た親日国のすべて―』
著者：平林 博（公益財団法人日印協会理事長）
発行：日経 BP 社
定価：1,700 円＋税

ISBN978-4-8222-5524-4

1998 年から 2002 年まで、歴代日本大使のうち在任期
間が最も長い足掛け5年に亘る駐インド大使時代と2007
年以降今日までの日印協会理事長としての経験や知見を
もとに、インドを縦・横・斜めに、また過去・現代・未
来にわたって包括的に（欲張って？）描いた力作。イン
ドを理解するカギから始まり、インドの歴史、宗教、政
治や経済、インドを取り巻く安全保障環境などインドが
早わかりできます。日印関係についてもインドの親日性
の淵源や略史、現状と将来の課題をわかりやすく解説し
ました。さらにインドでの生き方やビジネスの秘訣につ
き、個人的な体験や主観を惜しむことなく披歴していま
す。大使時代には核実験やインドとパキスタンとの一触即発の事態が起きましたが、著者の迫力あるコラム「外交
官時代の体験」の数々は「本邦初公開」の面白さです。
「なぜ、インドは最後の超大国か」、「なぜインドは親日国か」、ページを開けば、疑問は徐々に解けていくで
しょう。

§『高山博子 画文集 生命の華―天空に舞う―』
著者：高山博子
発行：渡邊出版
価格：5,000 円（本体）＋税 ISBN978-4-902119-26-8
友人とともにインドを旅行したことをきかっけに今も尽きることのないイン
ドへの情熱を灯しつづける高山博子氏の作品を、1986 年から現在に至るまで収
録した画文集。1980 年初頭にインドを訪問して以来、インドの大自然と人々、
そして、そこに流れる精神、哲学に魅了され、インドを題材に多くの作品を発
表。タゴールが設立したヴィシュヴァ・バラティ大学（タゴール国際大学）に
て日本画の客員教授として教鞭をとる。インドという厳しくも豊かな大地で力
強く生きる女性を、その土地に流れる悠久の文化とともに美しく描き出す。
『東
方雑華』に寄稿された、生命に満ち溢れた文章と共に、彼女の絵の源であるス
ケッチまで愉しみつくす贅沢な画文集。
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7.掲示板
Notice
〈次回の『月刊インド』の発送日〉
次回発送は、2017 年 7 月 21 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>
インドのお料理おばあちゃんが、動画共有サービス

でスターに！アンドラ・プラデーシュ州に住むマスタナ

マさんは、今年で 106 歳。彼女には年齢を証明できる出生証明書がありませんが、村のみんなもそう信じています。”Country
Foods”という Youtube チャンネルでお料理動画を配信してたったの 11 ヶ月。25 万ものチャンネル登録数を誇ります。数ある
インド料理の紹介動画の中でも、彼女の動画はなぜこれ程までに人々の心をつかんでいるのでしょうか。彼女が料理する場所
は、村近くの草むら。青空キッチンで使う調理器具は、ほとんどがインドの伝統的なものです。レンガを積み上げたガス台に
は自分で火をおこします。ひ孫のラギニを助手に、ベジ、ノンベジ、伝統料理から現代風の斬新なメニューまでを紹介します。
660 万回も再生された”スイカ・チキン”はなんと、くり抜いたスイカにマリネしたチキンを放り込み、丸ごと蒸し焼きにする
というもので、古典的なインドのおばあちゃんらしからぬ料理の奇抜さには度肝を抜かれます。作った料理は、村の子どもや
働く村人に賄われます。しかし彼女は、その笑顔からは想像もつかないような人生を歩んでいました。11 歳
で結婚をした彼女は、今まで教育を受けた事がありません。22 歳の時に夫を失い、5 人の子どもを女手一つ
で育て上げました。彼女には、アメリカ、イギリス、UAE やパキスタンなどからも応援のメッセージが届き
ます。人々は、彼女を見て自分自身の”おばあちゃん”を思い出すのでしょう。”おばあちゃん”という存在に、
国境は存在しないようです。

(玉岡 善美)

＜写真：Youtube, Country Food＞

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

☆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

特別法人会員

１口(150,000 円)から

法人 5,000 円
(一般法人、特別法人会員共に)
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