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これほど大勢の人で賑わったナマステ･インディアは、見たことがありませんでした。 

どこからこれほどの人たちが集まって来たのでしょう? と思わせるほど、会場の代々木公園は初秋

の青空の下、立ち並ぶ出店のテントの間を行き交う人々で溢れかえっていました。 

 去る 9月 24日(土)-25日(日)の二日間、恒例の日印交流と親善のために開催された日本最大級の

インド･フェスティバル“ナマステ･インディア”は、今年で 19 回目を迎え、当協会も後援団体の

一つとして参加しました。幸い、二日間とも好天に恵まれたので、大勢の人出を誘ったのかも知れ

ませんが、果たしてそれだけでしょうか。近年、日本人のインドに対する関心の度合いが、ひとこ

ろに比べて格段に高まったことが後押ししたのは間違いないでしょう。特に目立ったのは、10 代、

20 代と思われる若者の姿でした。昨年は、今年ほど目につかなかったと思うのですが。次代の日本

を担い、国際社会で平和と発展のため活躍する若者の姿が増えたことは、

なんと喜ぶべきことでしょうか。 

 初日、午前 11 時 30 分、中央広場の舞台上で行われた開会式でのオイ

ルランプ点火式には、アロック･プラサド駐日インド大使(写真右から 2

人目)ご夫妻、平林博当協会代表理事･理事長、長谷川時夫日印交流を盛

り上げる会代表、松本洋国際文化会館理事(当協会評議員)が参加しまし

た。引続いて、プラサド大使は開会の挨拶の中で、日印交流の思いを次

のように述べられました。 

 ｢19 回目を迎えたナマステ･インディア開会式に参加できたことを光栄に思う。このインド･フェ

スティバルは日本国内のみならず、海外で行われるインド･フェスティバルの中でも最大級のもの

で、インドの文化･芸術･社会を紹介する独特の素晴らしいイベントである。初期のナマステ･イン

ディアはささやかなものであったが、昨年は 17 万人が参加し、今年はこれを大幅に超えることは

確実である。ダンス、音楽、ヨガ、料理などを通じて日印間の文化交流がさらに拡大することを願

う。2012年は日印国交樹立 60周年を迎える記念の年となるが、このような時期にナマステ･インデ

ィアを通じて愛、慈悲、兄弟愛が広がることを切に望む｣ 

出店テント数はレストランを含め昨年の出店数(面積)を 15%～20%上回ったそうで

す。毎年のことながら、お昼の時間帯のレストラン前は長い行列で、美味しいイン

ド料理を賞味するためには、暫しの忍耐が必要でした。 

賑わいを見せていたのは、レストランだけではありません。インドの特産品

やタンドールなど大型商品、カーペット、紅茶、サリー、装飾品、お香、履物

なども並べられて、衣料品関係のお店では女性が真剣に品定めをしていました。 

野外ステージでも人が集まり、主催者が特に力を入れたボリウッド･グルー

プ 27 名によるダンスパフォーマンスでは、日本人もインド人も大いに盛り上

がりました。これだけ纏まったダンス専門家グループによる披露は初めてとのこと

でした。 

主催者側は、今年の入場者数は昨年の 17 万人から 19 万人に増加したと見ていま

す。 

JR 原宿駅側の入り口に近い場所に設置された当協会のテントでは、日印

交流の歴史写真の掲示、会報『月刊インド』や各種資料の配布等を通じて、

テントに立ち寄ってくださった方々に対して、日印交流に関する理解を深

めていただきました。会員の方々も多数立ち寄って声を掛けてくださった

ことは、私たちを勇気付けるに十分でした。有難うございました。また、

二日間で 6 名の方が個人会員として新たに入会して下さったことが特筆さ

れます。6 名の方には深く感謝申し上げるとともに、末永くご支援賜りま

すようお願いいたします。 

1. ナマステ･インディア 2011 
Review of “NAMASTE INDIA 2011” 

<上:  協会テントを訪問されたプラサド大使  

下: 協会事務局一同> 
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第 2会場の｢塩とたばこの博物館｣では、当協会と同博物館共催で講演会を行いました。以下に各

講演の様子を紹介致します。 

 

<9 月 24日(土)>  

◆『神々が選んだ国インド(3)―インドマジックで津波被災地の子どもたちに笑顔を！』 

山田 真美氏 (作家･日印芸術研究所言語センター長) 

インドのこと、特にヒンドゥー教の神様については、この人の右に

出る人はいないと評判の山田真美さん。今回は、昨年の約束通りイン

ドの有名なマジシャン、ブンガラさん一家を招聘、次女のジニアさん

(14歳)による、マジックツアーを実現してくださいました。 

3月の東日本大震災の発生を受けて、当初の予定を変更して急遽被災

地への慰問ツアーを行うことにし、多くの支援者の協力を得て実現さ

れました。9月 19日の渋谷｢こどもの城｣での公演を皮切りに、宮城県

の小中学校や養護施設など７ヶ所を訪問、被災者の方々を慰問される

ハードなスケジュールでしたが、ツアーの最後にナマステ･インディア

に参加していただきました。 

講演では、山田さんから、現地でのマジックツアーの様子の紹介、

大きな爪あとが残る被災地の様子、そして復興への支援がまだまだ必

要であることが紹介されました。マジックで子供たちの心を少しでも

癒そうと考え学校側に声をかけたが、大歓迎組と何故この時期に?とい

う躊躇組に分かれたとのお話は、東日本大震災が人々に与えた精神的

苦痛の大きさを物語るには十分でした。 

その後、ジニアさんによる楽しいマジックの数々が披露され、大きな拍手と温かい雰囲気に包ま

れた講演となりました。 

 

◆『女ひとりインド取材記』 山下 由紀子氏 (フリーライター･写真家) 

講演が始まると同時に、いきなり舞台に素足で駆け上がった山下由紀

子さんがタップを踏んで、4 大古典宮廷舞踊の一つのカタックダンスを

踊り始めたのには、会場内は驚き、しばし目は、踊る山下さんに釘付け。

ひとしきり踊った後、｢女ひとりインド取材記｣の講演に入りました。 

当初アーユルヴェーダ関連の記事を雑誌に載せるため短期間インドに

滞在しましたが、帰国後も取材のためインドをくまなく旅行しているう

ちに、｢まんま｣とインドにはまり長期滞在することになったそうです。

女性の目線で見たインドの現地情報を日本の雑誌に掲載していましたが、

その結果、『地球の歩き方～aruco インド』の出版につながりました。 

山下さんがインドでのご自身の体験をもとに、編み出した“女性トラ

ブル対処法”が面白い。独身女性は一人前の女性と見なされず甘く見ら

れるので、薬指に指輪をはめ、既婚者であることを演出し、場合によっ

ては主人と待ち合わせしていると言って、しつこい男性を振り払うといったけなげなお話は、会場

から笑いを誘っていました。 

また、インドでの魅せる写真の撮り方まで指導してくださいました。 

①手: その人の生活が滲み出ていて、インド社会の一端を窺い知ることができる  

②建造物: 朝か夕方撮影すると陰影が美しい  

③フィルター: やわらかい画面を演出  

④構図: 画面を縦線 2本･横線 2本で 9等分し、交点に被写体をおくと写真に安定感がでる  

⑤背景: 人物を入れる。人物の有無で写真の表情が変わる、等々お話されました。 

インドでのみならずどこで撮影するにしても、写真愛好家の皆さんにも参考になったものと思い

ます。貴重な情報、有難うございました。 

< 上: 山田真美講師 

下: 魔法少女ジニア > 

<踊る講師> 
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<9月 25日(日)> 

◆『最近のインド映画事情・2011・秋の話題』松岡 環氏 (アジア映画研究者） 

今や恒例となった松岡環さんによる映画の話題はリピ

ーターの聴講者も多く超満員の大盛況、入場出来なかっ

た方の為にロビーにPUBLIC VIEWERのモニターを設置し

同時放映したほどでした。 

「2010年のインド映画製作本数は1,274本。前年より

もさらに減少していますが、ここにきて典型的娯楽作品

の巻き返し現象が起きてきました」との冒頭のスピーチ

から、期待通りの講演が始まりました。2010年に一番ヒ

ットしたのは、北インドではコテコテの娯楽作品でサル

マーン･カーン主演の『肝っ玉男』。一方南インドではラ

ジニカーント主演作の娯楽大作、CGを駆使してクローン･

ロボットを大量に創出した『ロボット』が大ヒット。オ

リジナルであるタミル語版のほか、ヒンディー語やテルグ語に吹き替えられインド全土で人気を呼

び、インドに於ける興行収入が前年度比10%増に大きく貢献したとの事でした。 

そして映画の上映時間が短くなり、歌と踊りのシーンが減少する、という傾向は相変わらずです

が、観客が娯楽要素満載の映画に回帰し始めたのはいい傾向と言えるかも知れませんとのコメント。

そんなこの1年の分析を、ふんだんに映像をまじえながらお話し戴きました。講演後恒例の、現地

版ボリウッド映画大判ポスター等のプレゼントが配布されました。 

大いに楽しみながら、皆様に喜ばれた講演でした。来年もご期待下さい。 

◆『脳出血から元気にしてくれた私の神様 ― ウコン スパイスのマジック』  

レヌ･アロラ 氏 (インド料理研究家･｢アロラ･インド料理学院｣院長) 

｢レヌ･アロラさんは 1970 年に初来日し、インド料理

とスパイスの良さを教える道に入ることを決意、一旦帰

国し“オベロイ･シェラトンホテル(現オベロイ･タワー

ズ)の厨房に女性として初めて入り、プロの料理を学ぶ。

インド料理とスパイスの普及に努め、1982 年東京品川

に“アロラ･インド料理学院”を開設、現在に至る｣との講

演者紹介に、間髪を入れず｢これからは女性が料理する

時代ですよ｣と独特の会話口調、スピーチで聴衆を魅了

する講演が始まりました。日本人もびっくりの非常な早

口で｢止めてくれない限り話続けますよ｣とアロラ･ワー

ルドが絶好調、ご自身の実体験から｢スパイスはおいし

く食べて、それが体にも良いことです｣。そしてスパイスの良さを皆さんに伝えるのが自分の使命

と思い、一念発起して本でそれをお伝えすることにした経緯を、熱っぽく話して戴きました。 

ついでターメリックを始めとする種々のスパイスの説明、その効用、料理をご紹介戴きました。

会場正面のスクリーンに写真を写し出し、ポイント･ポイントで見せるテクニークは絶妙で｢タダの

料理教室よ｣の発声で会場を湧かし、｢ターメリック･ライスは超簡単｣、「中に入れる具により味が

全く違うし、ターメリックは身体に良いよ」の発言でインド料理を作ってみようかなとの気にさせ

て戴きました。｢良いとなった沢山摂り過ぎ、冷蔵庫にいっぱい色んな物を入れ過ぎ｣と、日本人を

ドキッとさせ、｢スパイスはちょっとづつで良いの!!｣と、全員納得の一言でしめて下さいました。 

講演中も、ご主人のデベン･アロラ氏との掛けあいが絶妙で｢インド料理は元気になりますよ｣と

奥様の講演にエールを送られていました。  

最後に「スパイスが皆さまの健康、幸せに役立ちますように!」と聴講者全員にガラム･マサラや

クミンシードなどのスパイスのお土産を戴きました。 

皆様、来年もナマステ･インディアでお会いしましょう!! 

<松岡 環 講師> 

<左: デベン氏  右: レヌ講師> 
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第 15回日本インド学生会議 財務局長･副実行委員長 

三上貴司 

【会議概要】 

日本インド学生会議は日本とインドの架け橋となることを目

指し、1996年に創設され、1997年より毎年日本･インド中の大学

から集まったメンバーで活動を続けている学生団体です。大学

生という立場を活かし、両国各学生の知識を持ち寄った上で、

各期のテーマに基づいたプロジェクトを行います。 

今年の本会議では、日本とインドをより多角的に理解するた

めに、｢分科会｣､｢文化交流｣､｢フィールドワーク(2ヶ所)｣､｢文化

体験｣､｢開会式｣､｢オープンセミナー｣､｢閉会式｣の計7つの企画を

行いました。 

 

【スケジュール】 

    日程 予  定 開催都市 

9月10日 入国日 東京 

9月11日 開会式／文化交流会／レセプションパーティー 東京 

9月12日 分科会①、フィールドワーク(株式会社IHI訪問) 東京 

9月13日 分科会②、フィールドワーク(北区防災センター訪問) 東京 

9月14日 観光、インド大使館訪問 東京 

9月15日 分科会③、横浜インドセンター訪問 東京･神奈川 

9月16日 観光 東京 

9月17日 文化体験、ホームステイ 東京 

9月18日 オープンセミナー 東京 

9月19日 閉会式／文化交流会 東京 

9月20日、21日 帰国日 東京 

 

【活動報告】 

(1)文化交流会 

お互いの文化を紹介し、相互理解を深めることを目的として、双方の学生が催し物を行いました。

日本人学生からは合唱、書道の実演、ソーラン節の演舞が、インド人学生からは伝統舞踊、伝統･

現代音楽の披露が行われました。 

(2)分科会 

本会議のメインイベントです。｢経済｣、｢教育･文化｣、｢テク

ノロジー｣、｢その他(ゴミ路上放棄･農業など)｣の4つをテーマ

に、グループに分かれて3日間にわたってディスカッションを

行いました。 

私の参加した｢テクノロジー｣グループでは、日本メンバーの

｢日本とインドの原子力発電｣｢GUIとTUI｣、インドメンバーの｢ロ

ボット｣｢インドの15の発見･発明と10人の科学者｣の計4テーマ

について議論しました。各自が用意したプレゼンテーションを

行い、その内容を元に討論を行いました。 

2. 第 15 回日本インド学生会議(JISC)報告 
The Report of JISC 15th 

 
 

<JISC 開会式にて> 

<分科会で討論する日印の学生達> 
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(3)フィールドワーク 

◆株式会社IHI訪問 

株式会社IHIを訪問しました。日本の重工業の発展や宇宙開発について、展示室の見学をしなが

らご説明いただきました。インド学生は宇宙探査衛星のハヤブサの開発に興味を持ったようでした。

その後の懇談では、IHIの事業戦略などのお話をうかがいました。今後海外の学生の採用、海外へ

の進出も広げていくだろうという話は、インド学生にとってチャンスであり、日本学生にも刺激と

なる言葉でした。 

◆北区防災センター訪問 

地震体験、消火体験、火災体験をしました。日本メンバーが英語で通訳をしながらの体験でした

が、煙、火、震という｢体験｣は言葉ではなく災害を理解し備えるヒントとなったと思いました。 

スマトラ沖地震の新聞スクラップを見て、掲載当時はそのニュースに見て立ち止まることはなか

った自分が、国際交流の大切さを知って、｢他人事｣ではなくなっていること感じました。 

(4)インド大使館表敬訪問 

インド大使館の表敬訪問をさせていただきました。インドと日本の関係について簡単なご紹介を

いただき、日野原重明医師によるタゴールについてのご講演を聞きしました。その後、アロック･

プラサド駐日インド大使を囲んでの夕食会に同席させていただきました。インド大使館というと非

常に遠くの存在のように感じていましたが、一般公開の講演会やヨガ教室、音楽教室など様々な形

でインドを知る機会を提供していることを知りました。また、日印の交流の深化への期待を大使か

らお聞きし、私たち日本インド学生会議の活動の意義、責任の大きさ改めて感じました。 

(5)横浜インドセンター訪問 

横浜インドセンター主催による夕食会へご招待いただき訪問しました。会場にはインドセンター

の役員の方々、横浜市市議会の方、日印のビジネス関係の方々など、様々な方が来られていました。

初めに横浜市とインドとの関係の歴史的背景をご紹介いただき、歓談をしました。会の最後には質

疑応答の時間をとってくださり、インドの学生が日本の大学で学ぶこと、日本企業で働くことの意

義などについてお聞きすることができ、インドの学生にとって大変有意義な時間となりました。 

(6)ホームステイ 

日本側実行委員、日本インド学生会議 OB･OGの方を中心に、国際協力団体で活動する大学生の協

力も得てホームステイを行いました。インド学生 1 人または 2 人で日本人の家で過ごした一晩は、

日本の家庭での日常と温かさを肌で感じることのできる大変貴重な時間となったと思います。 

(7)文化体験･観光 

文化体験･観光では、様々な日本を感じてもらうために、様々な場所を訪れました。全員で訪れ

た浅草のほかにも、興味関心にしたがってグループに分かれて行動をしました。行先は新宿都庁、

渋谷、原宿、明治神宮、皇居、国会、秋葉原など多様です。インド側女子メンバーは宿泊場所のオ

リンピックセンターで茶道体験も行いました。着物やじんべえをお土産に買ったり、漫画やアニメ

のグッズを買ったり、神社でお参りしたり、渋谷のスクランブル交差点を歩いたり、ひとつひとつ

の景色が大切な日本の記憶となってくれたものと思います。 

【おわりに】 

『月刊インド』6－7月合併号において、｢第15期日本インド学生会議日本開催へのご協賛のお願

い｣を織り込ませていただき、2万5千円のご協賛をいただきました。この場を借りて、厚く御礼を

申し上げます。 

第15回日本インド学生会議は、多くの方の支えなしではけっして実現しませんでした。ここに全

員の名前を挙げることはできませんが、お世話になった全ての方にこの場を借りて心より感謝申し

上げます。今後ともご指導ご鞭撻の程どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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 Ⅰ. 内政  

9月 1日 

 英字各紙は、8月31日にロサイア元アンドラ･プラデーシュ州知事がタミルナードゥ州知事に就任した

旨報道。 

9月 8日 

 モンスーン国会が閉幕(開会は 8月 1日)。 

 

 

 

9月 9日 

 英字各紙は、手術のため渡米していたソニア･ガンディー･コングレス党総裁が 8日早朝に帰国した旨報

道。 

 英字各紙は、アドバニ･インド人民党(BJP)議員団長(元総裁、元内務大臣)が、10月～11月の間に中央

政府の汚職に抗議するためのヤトラ(全国的な政治キャンペーンを行うための行進)を行うと発表した旨

報道。 

9月 17日 

 ウッタル･プラデーシュ州アグラにあるジャイ病院で低強度の爆発が発生し、15人が負傷。警察当局筋

は、テロ攻撃の可能性は完全に否定できないものの、テロの可能性は低いとの見通しを示している。 

9月 18日 

 インド北東部シッキム州でマグニチュード 6.8の地震が発生。116人が死亡(10月3日現在)。 

9月 21日 

 英字各紙は、20日西ベンガル州ナディア県のテハタ第 1地区で鳥インフルエンザ(H5型)の発生が確認

された旨報道。ヒトへの感染は確認されていない由。 

9月 26日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、カルナタカ州フブリ空港を飛び立つ私有航空機がムンバイでのテロ攻

撃に使われる可能性があるとの情報局からの報告を受け、フブリ空港及びバンガロール空港にて乗客の

荷物の徹底調査等警備体制が強化されている旨報道。 

 

 Ⅱ. 経済  

9月 9日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、ロシアが西ベンガル州ハリプールに計画している原子炉建設計画地に

つき、ロシア国営企業ロスアトムがインド原子力庁に対し、 原子炉の建設予定地の変更を要請した旨

報道。 

 

 

 

 

9月 16日 

 インド準備銀行は、本年 6回目(2010年 3月以降12回目)となる政策金利の引き上げを発表、レポレー

トは8.00%から8.25%になった。 

 インド鉄道省は、鉄道の安全性を審査するための独立した第三者機関としてハイレベル安全審査委員会

を新たに設立する旨発表。 

9月 21日 

 エコノミック･タイムズ紙は、インド小売大手フューチャーグループとローソンは、ローソンの資本比

率が49％のJVを設立する方向で交渉している旨報道。 

3. インドニュース(2011年 9月) 
News from India 

 
 

メモ： 
11 法案が成立し、その中にはオリッサ州の州名を｢オディシャ州｣に変更するための憲法改正案等が含ま
れるが、 8月4日に政府が提出したオンブズマン制度導入法案を含む重要法案は成立しなかった。 

メモ：  
バナジー西ベンガル州首相は野党時代からハリプールは原子力発電所用地として適切ではない旨主張
し、政権を得た際には同計画を破棄すると公言していた。8月 17日の西ベンガル州議会での質疑応答中、
グプタ同州電力相は、ハリプール原子力発電所建設計画を破棄すると決定した旨発表した。 
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9月 21日 

 インド鉄道省は、サム･ピトラダ首相顧問を議長とする、インド国鉄の近代化に関する専門家委員会設

立された旨発表。 

 

 

 

 

9月 22日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、中央政府の産業支援委員会の発表によれば、1991年 8月から2011年

3月までのインド国内投資金額では、グジャラート州がマハラシュトラ州を抜いて1位となった旨報道。 

 

 

 

 

 

 

9月 23日 

 ビジネス･スタンダード紙は、電気通信総局(DoT)が米大手通信会社クアルコムに対し 21日付のレター

にて、昨年同社に与えたブロードバンド･ワイヤレス･アクセス(BWA)周波数の免許を取り消すと通知し

た旨報道。 

 

 

 

 

 

 エコノミック･タイムズ紙は、電気通信総局(DoT)が携帯電話事業者のネットワークに対してアクセス可

能となるよう義務づける旨報道。 

 

 

 

 

 

 Ⅲ. 外交  

9月 6日 

 英字各紙は、5日、アントニー国防大臣が下院における答弁の中で、パキスタン側カシミールにおける

中国のインフラ･プロジェクトを中止するようインドが中国に求めていたことを明らかにした旨報道。 

9月 7日 

 インド外務省は、シン首相が 6日～7日にかけてバングラデシュを訪問し、6日にハシナ首相と首脳会

談を実施。 

9月 15日 

 インド外務省は、9 月 16 日にクリシュナ外相がハノイを訪問し、ベトナムとの間で貿易、経済、科学

技術協力に関する第 14回共同委員会を開催する旨発表。 

9月 19日 

 安倍元総理他超党派の国会議員が 9月19日～22日にかけてインドを訪問。20日には一般財団法人国家

基本問題研究所とインド世界問題評議会の共催によるセミナーで安倍元総理が講演。 

 ビジネス･スタンダード紙は、昨年 12月の温家宝中国首相のインド訪問時に設立に合意された印中 CEO

フォーラムに関し、リライアンス･グループのアニル･アンバニ氏がインド側議長をつとめ、電力、再生

可能エネルギー、インフラ、情報通信サービス、医薬品、銀行、金融が注力される分野に決定した旨報

道。 

メモ： 
シバル通信ＩＴ大臣は、インフラネットバックボーンを通じて、ＤｏＴ警戒ユニットと携帯電話網の間のシーム
レスな接続の必要性を強調するとともに、ＤｏＴ警戒ユニットが、電気通信事業者が調達したすべてのネット
ワーク機器を強制的に確認する役割を与えるべきと主張している。 

メモ： 
上記専門家委員会は軌道、信号、車両、駅及びターミナルにおける鉄道近代化のための戦略の策定や効
率性･安全性改善のためのＩＣＴ技術の活用等を行うこと予定。デリーで運営され、2011年 12月までに報告
書をあげる予定となっている。 

メモ：  
同報道によれば、国内投資額の1位はグジャラート州で約9．5兆ルピー、2位がアンドラ･プラデーシュ州、
3 位がタミルナードゥ州。この結果につきマハラシュトラ州政府高官は、モディ･グジャラート州首相がタタの
ナノ工場等大口投資の誘致に力を入れてきたことが今回の結果につながり、国内投資の事業数ではマハ
ラシュトラ州が 16、000件以上であるのに対し、グジャラート州は約10、000件である由。なお、海外直接投
資は、マハラシュトラ州が 1位で約8495億ルピー、2位がタミルナードゥ州で約2840億ルピー、3位がグジ
ャラート州で約2340億ルピーとなっている。 

メモ： 
同報道によれば、免許取り消し理由として、ＢＷＡ周波数オークション後に発行された同意書の有効期間は
3 ヶ月であり、その間にクアルコム社が必要な手続きを完了しなかった為である由。また、クアルコム社が
オークションでデリー、ムンバイ、ハリアナ、ケララの 4サークルの免許を勝ち取るために支払った 10億ド
ルは、免許が取り消されれば没収されることとなるとのこと。 
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9月 26日 

 インド外務省は、第 1回印中経済戦略対話を 9月26日～27日に北京で開催する旨発表。 

 

 

 

 

 

9月 29日 

 英字各紙は、インド訪問中のファヒーム･パキスタン商業大臣とシャルマ･インド商工大臣がデリーで会

談し、3年以内に両国の貿易を倍増させるために共同で作業を行うことに合意。 

 

 

 

 

 

 Ⅳ．日印関係  

9月 3日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、日本の経済産業省が、9月 1日、7つのインド企業を外国ユーザーリ

ストから削除した旨報道。 

9月 18日 

 9月 18日～23日にかけて、岡村会頭を団長とする日本商工会議所の｢訪インド経済ミッション｣が派遣

され、デリー及びチェンナイを訪問。 

 

 

 

 

 

9月 23日 

 国連総会出席のためニューヨークを訪問中の野田総理大臣がシン首相と首脳会談を実施。 

 ニューヨークを訪問中の玄葉外務大臣は、インド、ブラジル、ドイツの各外相と国連安保理改革に関す

るG4外相会合に出席。 

9月 25日 

 9月 25日から 10月 1日にかけて、ルディ･インド上院議員を団長とし、インドの国会議員 5名からな

る印日議員フォーラム一行訪日。

メモ： 
チェンナイでは 9月 22日に日本商工会議所とタミルナードゥ州政府との間で、投資促進に関する覚書に署
名。右覚書の署名式に立ち会ったジャヤラリタ･タミルナードゥ州首相は、日本と共同でチェンナイ･バンガロ
ール間の回廊構想を提案するとともに、東芝や日産が直面しているエンノール港へのアクセス道路の整備
が不十分と認識しており、日本の投資家が満足できるレベルの整備を行う努力を確約。 

メモ： 
印中経済戦略対話は、昨年 12月の温家宝中国首相のインド訪問時にシン首相との間で設置に合意された
もの。インド側代表はアルワリア計画委員会副委員長、中国側代表は張平国家発展改革委員会委員長。イ
ンド側からは、計画委員会の他に、鉄道省、水資源省、外務省、電力、新･再生可能エネルギー、商業省、Ｉ
Ｔ省等が参加。 

メモ：  
ファヒーム･パキスタン商業大臣はシャルマ商工大臣の招きにより 9月 26日～10月 2日の日程でインドを
訪問。パキスタン商業大臣のインド訪問は 35年ぶり。今回の訪問にはパキスタンのビジネス関係者 50人
超が同行。 
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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 27回 ご案内 

9月号でもお知らせ致しましたが、森茂子さんを講師にお迎えし、『インドの高度成長と格差拡大の背景』

について講演して頂きます。まだ席に余裕がございますので、皆様奮ってご参加下さい。先月号に同封致

しました参加申込用紙をご利用下さい。お電話でも承っております。 

       日 時: 2011年 10月 21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 

    講 師: 森 茂子 (当協会会員 元世界銀行･アジア開発銀行インド駐在代表) 

    定 員: 30名(先着順 お断りする場合のみ連絡致します) 

    参加費: 協会会員無料 (非会員 500円) 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

今月の注目点: シン首相のバングラデシュ訪問 

 2008年12月のバングラデシュでの総選挙で、伝統的に親インドのアワミ連盟が圧勝し

8年ぶりに政権に復帰して以降、インド･バングラデシュ関係は急速に進展している。 

2009年1月に2度目の首相に就任したバングラデシュのハシナ首相とガンディー家の

関係は1970年代にさかのぼる。1975年にバングラデシュにおける軍のクーデターでハ

シナ首相の父親のラーマン大統領(当時)ら家族が暗殺された際、インディラ･ガンディー首

相(当時)がハシナ首相を受け入れ、インドに 6 年間政治亡命したことがあることから、ハ

シナ首相は｢インディラ･ガンディーは我々の母のようだった｣と述べている。そのハシナ首

相はインドを2010年1月に国賓として訪問(それまでインド･バングラデシュ間では数年

間首脳会談がおこなわれていなかった)、バングラデシュはチッタゴン港等をインドとの物

資の輸送に使用することを承認したのに対し、インドはバングラデシュに鉄道インフラ等

のために10億ドルの借款を提供するなど大きな成果を上げた。 

今回のシン首相のバングラデシュ訪問は、昨年のハシナ首相の訪印を受けて行われるも

ので、インドの首相としては 12 年ぶりの訪問となる。シン首相の訪問を前に、クリシュ

ナ外務大臣、チダンバラム内務大臣、シャルマ商工大臣、メノン国家安全保障顧問、更に

はソニア･ガンディー総裁までもが相次いでバングラデシュを訪問し、バングラデシュでは

親インド･ムードが醸成されていった。シン首相にはクリシュナ外相やバングラデシュに隣

接する北東部 4 州(アッサム、メガラヤ、トリプラ、ミゾラム)の各州首相が同行、バング

ラデシュ側も、ハシナ首相自らが空港でのシン首相を出迎え及び見送りを行うなど、バン

グラデシュとしても最大級の歓迎を行った。首脳会談の中身についても、インド･バングラ

デシュ間に存在する162の飛び地に関する問題を解決するための歴史的な｢1974年地境

協定に関する議定書｣への署名が行われたほか、両国間の包括的な開発協力の枠組である｢開

発協力枠組協定｣が締結されるなどの成果が達成された。他方、バングラデシュ国民にとり

関心が極めて高く独立以降の懸案となってきたティスタ川の水配分問題は、今次訪問時に

協定を結ぶべく両国間で準備が進められてきたにもかかわらず、ママタ･バナジー西ベンガ

ル州首相が、バングラデシュ側の取水割合が当初より増大したとして最終ドラフトの段階

で同協定への反対に転じたことから、シン首相訪問時の締結は実現しなかった。またバナ

ジー州首相は北東部 4 州の州首相とともにシン首相への同行が予定されていたが、同協定

に反対したことから同行もキャンセルすることとなった。このママタ西ベンガル州首相に

よるティタス川水配分協定への反対はシン首相のバングラデシュ訪問に水を差す形となり、

インドの各紙も｢薄められた訪問｣(ヒンドゥスタン･タイムス紙)、｢ママタ、台無しにする｣(ヒ

ンドゥ紙)などの見出しで大きく報じている。  
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    主 催: 公益財団法人日印協会  ☎03-5640-7604 / E-mail  partner@japan-india.com 

※ラビンドラナート･タゴール 生誕 150年記念シンポジウム  

  9 月号でご案内致しました『慶應義塾とタゴール』は、主催者のご努力により、会費が無料となりまし

た。まだ席に余裕がございますので、皆様お誘い合わせのうえご参加下さい。 

日 時: 2011年 10月 22日(土)    受付 14:00  開演 14:30～17:00 

会 場: 慶應義塾大学三田キャンパス北館ホール  東京都港区三田 2-15-45 

申込先: タゴール生誕 150年記念会   E-mail  tagore150japan@gmail.com   FAX 045-788-2816 

◇東京ディワリフェスタ西葛西 

  インドのディワリ祭を通して、地元の方々との文化交流を行うイベントです。 

    日 時: 2011年 10月 29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  

    入場料: 無料 

    主 催: ディワリフェスタ西葛西実行委員会  東京都江戸川区西葛西 3-3-15 

☎ 03-3688-6612    FAX  03-3688-6617    E-mail  shanti@peace.ocn.ne.jp 

 

◇『舞い降りた女神』スジャータ･モハパトラ 東京公演 2011 

現代のオリッシー界を代表するトップダンサーの1人である、スジャータ･モハパトラの初来日公演です。 

日  時: 2011年 11月 19日(土) 17:00開場  18:00開演 

会  場: 座・高円寺 2  東京都杉並区高円寺北 2-1-2  ☎03-3223-7500 

料  金: 前売 4000円 / 当日 4500円(自由席)ご予約番号順に入場をご案内します 

     ※日印協会会員の方は、当日券 4500円のところ 4000円になります 

主  催: 株式会社 Uno Music 

予約･問合先: スジャータ･モハパトラ東京公演 2011実行委員会   

     ☎ 090-9841-3064  E-mail padma.odissi@gmail.com 

 

 

◇日印協会主催 交流会 開催 

  今年も、交流会を開催致します。日印の友好親善に関心のある方ならどなたでも参加できます。皆様お

誘い合わせのうえ、ご参加下さい。詳細･お申込みは同封の参加申込用紙をご利用下さい。 

    日 時: 2011年 11月 25日(金)  18:00～20:00 

    会 場: インド料理レストラン “マハラジャ 丸の内店” 明治生命安田ビル 地下 2F 

東京メトロ千代田線｢二重橋前｣駅 3番出口 1分 

    参加費: 4,000円 (事前にお振込み下さい) 

    申込先: 公益財団法人日印協会  ☎03-5640-7604 / E-mail partner@japan-india.com 

 

 

✐『現代インド･フォーラム』 2011年 秋季号 №11 公開中 

  インドは共和制国会ですが、大きな権限を持つ 28の州と 7つの連邦直轄地か

らなります。各州は、治安や農林水産、灌漑、そして税金などでも大きな権限

を有し、各州毎に制度やその運用が異なります。 

今季号では、注目すべき結果をなった 5月の州会議選挙の結果を踏まえ、イ

ンドの現状を理解するうえで欠かせない“インドの地方政治”を特集しました。 

  当協会のホームページで 10月 3日に全文公開致しました。ご高覧のうえ、ご

5. 新刊書紹介 
Book Review 

http://odissi.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/1119-6988.html
http://www.uno-music.com/
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高評賜れば幸甚に存じます。 

§『今こそ読みたいガンディーの言葉』 

  著者: マハートマー･ガンディー / 訳者: 古賀 勝郎 

  発行: 朝日新聞出版 

  定価: 1,500円+税      ISBN 978-4-02-330971-5 C0036 

1970 年に刊行された『抵抗するな･屈服するな《ガンディー語録》』を改題、再編集

を加え、復刊したものです。今も色あせる事のないガンディーの言葉が、読者の胸を打

ちます。朝日出版様から、当協会に本書の寄贈がございましたので、クイズに答えて下

さった方のなかから抽選で 5名の方に、プレゼント致します。 

Q. 日印協会は今年で設立何年目でしょうか？ 

お答え、お名前･住所･会員番号(封筒の宛先シールの 4桁の数字です)･連絡先を明記のうえ、メール･Fax･

葉書のいずれかでご応募下さい。当選者の発表は発送をもって代えさせて頂きます。 

§『いちから始める インドカレー』 

  著者: マバニ マサコ 

  発行: 柴田書店 

  定価: 1,900円+税      ISBN 978-4-388-06115-0 C2077 

  インド系イギリス人と結婚した日本人女性が、インド料理とスパイスの研究を

して作り上げたレシピが満載の料理本です。｢この 1冊でインドカレーが大体わか

る｣をコンセプトに、じっくり煮詰めて仕上げられています。 

作り方のところでは、“もっと本格的にするなら”として、ポイントが付記さ

れているのが嬉しい心遣いです。 

 

§『月刊 BAN(番)』 

  発行･問合先:  

教育システム  東京都中央区日本橋富沢町10-13 富沢コアビル4階 

☎ 03-3660-1941(販売直通) 

  定価: 735円 

 警察官向け情報雑誌『BAN』10 月号では、｢華麗なるインド｣としてインド特

集を組んでいます。特集は、プラサド大使へのインタビュー、当協会の平林博

理事長と比良竜虎理事、そして門倉貴史氏による執筆記事からなります。一般

の書店では購入できませんが、今回特別に日印協会会員には販売して頂けます。 

 インドに関しての特集として、非常によくまとまっていますので、ご一読を

お勧め致します。 
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6. 貿易概況 (2011年度第 2四半期－前年との比較) 
Trade statistics between Japan & India (April-June 2011) 

輸  出  総  額
2010年4～6月
第2･四半期

2011年4～6月
第2･四半期 輸  入  総  額

2010年4～6月
第2･四半期

2011年4～6月
第2･四半期

(日本 → インド) 194,821 214,105 (インド → 日本) 129,826 150,023
食 料 品 74 74 食 料 品　 12,170 22,702
原 料 品 3,249 3,057 　魚介類 6,245 5,329
鉱 物 性 燃 料 3,811 4,018 　(えび) 3,648 2,831
化 学 製 品 20,082 21,687 　肉類 0 0
　有機化合物 6,839 7,923   穀物類 54 114
　医薬品 664 546 　野菜 41 44
　プラスチック 6,317 6,253 　果実 1,037 1,201
原 料 別 製 品 43,807 44,263 原 料 品 19,736 20,512
　鉄鋼 25,663 27,394 　木材 21 27
　非鉄金属 2,239 2,240 　非鉄金属鉱 2,448 1,188
　金属製品 8,184 6,566 　鉄鉱石 11,685 14,339
　織物用糸・繊維製品 1,896 1,890 　大豆 0 0
  非金属鉱物製品 1,751 2,151 鉱 物 性 燃 料 50,775 46,612
  ゴム製品 3,242 3,066   原油及び粗油 0 0
  紙類・紙製品 824 942 　石油製品 49,584 46,612
一 般 機 械 61,464 76,843 　(揮発油等) 49,581 46,588
  原動機 12,558 19,016 　石炭 0 1
  電算機類(含周辺機器) 473 612 化 学 製 品 10,792 14,055
  電算機類の部分品 361 435 　有機化合物 6,328 8,762
  金属加工機械 7,400 11,926 　医薬品 656 905
　ポンプ・遠心分離器 9,435 8,741 原 料 別 製 品 22,517 29,159
  建設用・鉱山用機械 2,191 2,660 　鉄鋼原料製品 8,884 8,122
  荷役機械 5,171 5,672 　非鉄金属 2,883 7,449
  加熱用・冷却用機器 2,815 2,290   金属製品 524 421
  繊維機械 4,865 5,050   織物用糸・繊維製品 3,007 5,620
  ベアリング 1,756 1,880   ダイヤモンド加工品 6,386 25,996
電 気 機 器 31,033 31,029   貴石及び半貴石加工品 181 82
  半導体等電子部品 4,447 3,557   その他非金属鉱物製品 301 356
  (ＩＣ) 3,183 1,629   木製品等(除家具) 31 32
  映像機器 444 922 一 般 機 械 2,238 2,572
  (映像記録・再生機器) 384 863 　原動機 423 640
  (テレビ受像機) 59 60   電算機類(含周辺機器) 34 35
  音響機器 41 35   電算機類の部分品 390 97
  音響・映像機器の部分品 106 112 電 気 機 器 1,852 2,281
  重電機器 5,418 3,987   半導体等電子部品 36 397
  通信機 320 638   (ＩＣ) 23 53
  電気計測機器 5,129 6,173   音響映像機器(含部品) 26 46
  電気回路等の機器 6,078 8,136   (映像記録・再生機器) 0 0
  電池 52 324   重電機器 473 382
輸 送 用 機 器 16,509 16,429   通信機 33 117
  自動車 2,755 1,784   電気計測機器 213 219
  (乗用車) 2,723 1,770   輸送用機器 705 947
  (バス・トラック) 7 15 　自動車 77 205
  自動車の部分品 12,662 13,752   自動車の部分品 600 671
  二輪自動車 119 55   航空機類 1 2
  船舶 - 0 そ の 他 9,040 11,182
そ の 他 14,793 16,703   科学光学機器 173 157
  科学光学機器 3,353 3,279   衣類・同付属品 5,892 7,879
  写真用・映画用材料 1,427 1,051   家具 79 85
  記録媒体(含記録済) 652 492   バッグ類 443 539

(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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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回は、11 月 18 日(金)の発送を予定しております。国内分はメール便でお届けしているため、

会員の方には、翌週月曜日のお届けとなります。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。 

封入するチラシにつきましては、当協会の内規に照らし、内容について事前に相談させて頂いて

おります。印刷前に、是非ご一報ください。 

 

<事務局からのお願い> 

  インド関連セミナー等、事務局から会員の方々にメールでご案内をお送りする場合がございます。

メール･アドレスを登録しているのに連絡が来ない、あるいは登録していないという方は、是非事務

局までご連絡下さい。各種ご案内が確実にお手元に届くよう、手続きを致します。 

何卒、ご理解･ご協力の程お願い申し上げます。 

 

<編集後記> 

アップルのスティーブ･ジョブズ会長が 10月 5日に亡くなったニュースは、アッと言う間に世界

中を駆け巡りました。そのスピードはまさに彼によってもたらされた ITによるものです。 

同じく 10 月 5 日には、当協会の HP に、“日印協会からのお知らせ”として｢様々なインド第 27

回｣開催のご案内をアップしました。これもジョブズ氏の功績無くしてはあり得なかったことです。

しかし、それは HP を見て下さる方がいてこその事。たまに事務局内でも、HP にアップしてあるこ

となのに、｢～って、どうなっているのかな? ｣などと話している人がいるのですが、｢だから HPに

掲載してありますってば! 見ていないんですかっ!?｣と、HP担当者は心の中で叫んでおります。 

どうか皆様、『月刊インド』同様、当協会の HP もご覧ください。『月刊インド』には間に合わな

いイベント情報なども載せております。ご感想などをお寄せいただければ幸甚に存じます。 
 

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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7. 掲示板 
Notice 

日印親善のために会員の輪を広げましょう  

法人会員･個人会員の入会をお待ちします 
 

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と両国

の親善増進のために、日々地道な努力を続けてまいりました。ここ数年来の日印の良好な関係がよ

り一層深まるためにも、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) 


