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              1. 
Events by JIA & Embassy of India 

 

今年は、日印協会が設立された明治 36 年(1903 年)から実に 107 年目の年となります。

インドが独立する約半世紀も前から、両国民の交流と友好･親善関係に貢献してきた日印協会

ですが、両国関係の更なる発展を願い在京インド大使館と協力して二つの催しを行います。 

一つは、明治以来の日印関係発展の歴史を、写真で紹介します。100 年余続く協会の機関

紙である『日印協會々報』、現在の『月刊インド』に収録された数々の写真や、インド大使館

を始め内外の団体や機関が所蔵している貴重な写真を集めた写真展です。 

もう一つは日本とインドの友好･親善の歴史を語るうえで欠かすことのできない恩賜上野

動物園の象に因む催しです。戦後の混乱がまだ残っている昭和 24 年(1949 年）、動物園で

象を見たいという子供たちの強い願いに応えて、インドのジャワハルラル･ネルー首相が 1

頭の象を寄贈してくれたことは、日印交流では忘れられないエピソードです。現在まで 3 度

に亘って寄贈されたインドの象に係わる歴史、象と一緒に贈られたネルー首相の日本の子供

たちに宛てた有名な心温まるメッセージ、そしてインディラ･ガンディー首相からのメッセー

ジを、新しく製作する大型パネルに収蔵し長く後世に伝えることに致しました。 

両催しとも桜の季節に、都内有数の桜の名所である上野動物園と新装なった九段千鳥ヶ淵

の在京インド大使館で行います。詳しくは、下記と同封のチラシをご参照ください。 

 
『日印友好の歴史･写真展』開催 

近代における日本とインドの交流は、明治 36 年、長岡護美、大隈重信、澁澤榮一等に

よる日印協会の設立に始まると言っても過言ではありません。この三氏は、日印協会の第

一代から第三代の会頭を務めました。 

1947 年にインドが独立し、1952 年に正式に国交樹立をしたことで新たな日印関係がス

タートしました。2000 年 8 月に森喜朗総理(当時)が現職総理大臣として 10 年ぶりに訪印

し、当時インドの行った核実験で冷え込んでいた日印関係を｢21世紀のグローバル･パート

ナーシップ｣として発展させることで合意してから、今年は 10年という節目の年になりま

す。 

この節目に日印交流 107 年の歴史を振り返り、新たな日印友好の時代を築く一助となる

写真展を開催致します。 

近年の日印の政治･経済関係の発展ぶりは、目覚しいものがあります。文化･教育等の更

に幅広い分野でも両国の交流が発展することを願い、関係者所蔵の貴重な写真や 2007 年

の｢日印交流写真展｣のなかから厳選した写真に、最近の重要なイベントの写真を加えて、

展示致します。 

昨年 7 月に落成式が行われたインド大使館の文化センター内ギャラリーで開催します。

写真展の時期は、大使館のある千鳥ヶ淵の桜も満開でしょう。桜に映えるインド大使館の

ギャラリーで、日本の近代化が始まった明治以来の日印交流の歴史を貴重な写真の数々で

お楽しみ下さい。初日は、11時から簡単なオープニングセレモニーを行います。 

どうぞ、皆様お誘いあわせの上御来場下さい。（詳しくは同封のチラシをご参照ください） 

日 時: 平成 22 年 3 月 23 日(火) ～ 31 日(水) 

午前 10 時から午後 5 時まで (入館は午後 4 時 30 分まで) 

初日のみ 11 時開場、土日通常通り開催、詳細はチラシをご覧下さい。 

場 所: インド大使館文化センター内ギャラリー 

東京都千代田区九段南 2-2-11 (東京メトロ東西線、半蔵門線 九段下駅 2 番出口から 5 分)  

入 場: 無料 
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『インディラからスーリヤまで 

― 日印親善の使節･上野動物園のインドゾウたちに感謝して』 

 戦争のために動物のいなくなった動物園にゾウを呼びたい、という日本のこどもたちの

思いに応えてくれたのは、インドでした。1949 年 9 月、インドのジャワハルラル･ネルー

首相から恩賜上野動物園に、雌の仔象｢インディラ｣(愛娘

と同名で女神名)が｢インドのこどもたちからの愛情と友

好の使者｣というメッセージとともに贈られました。 

1983 年インディラは死にましたが、ネルー首相の後を

継いだ愛娘インディラ･ガンディー首相が、翌 1984 年新

たなメッセージと共に 2 頭の象｢アーシャ｣(希望)と｢ダ

ヤー｣(慈悲)を贈ってくださいました。これらのメッセー

ジは銅版に刻まれ、象舎の傍に置かれています。 

世紀が変わって 2001 年、インドのジョージ･フェルナ

ンデス国防大臣が、｢スーリヤ｣(太陽神の名)と名付けられた仔象を贈ってくださいました

(｢子象スーリヤ(Surya)の児童画表彰式｣『月刊インド』2001年 7月号 4頁参照)。 

｢日出ずる国･日本｣にふさわしいと考えた名前です。 

現在では、アーシャ、ダヤー、スーリヤが動物園を訪れる人々を歓迎しています。 

 このたび日印協会は、恩賜上野動物園のご協力を得

て、象たちと 3人の指導者たちの物語をまとめた記念

パネルを新たに製作し、象舎の前に設置することに致

しました。 

日本人の感謝の気持ちをパネルとして残すために、

広く善意のご寄付を募るキャンペーンを行います。ご

寄付の申込みは、同封の案内用紙をご利用下さい。 

(同封の振込用紙をご利用の場合は手数料協会負担) 

 ご寄付戴いた方には、“受領証兼ご招待券”をお送り

致します。入場 1 回限り、大人 2 名と子供 1 名(中高生のみ)が無料(小学生以下は入場無

料)、2010 年 5 月末日まで有効のご招待券となります。ご都合がつくようでしたら、是非

3月 27日土曜日の除幕式の日にご利用になり、象たちの元気な姿をご覧下さい。多くの方

にご参加頂き、日印友好の絆がより深まることを願っております。ご芳名は協会会報『月

刊インド』に掲載させて頂きます。(詳しくは同封のチラシをご参照ください) 

どうぞ、皆様お誘い合わせのうえ、ご来場下さい。 

記念パネル除幕式 

     日 時: 平成 22 年 3 月 27 日 土曜日  午前 11 時より 

     場 所: 恩賜上野動物園 象舎前 

     入 場: 動物園の入園料が必要です(http://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/参照)  

 

 

 

 

日印協会の法人及び個人会員の皆様で、3月 27 日の除幕式に参加ご希望の方は、日印協

会事務局に 3月 12日(金)までにメールかファックスでお申込下さい。当日『月刊インド』

本号を持参のうえ、10時半(厳守)までに上野動物園の正門入り口前にお集まり下さい。 

除幕式にご招待致します。(入園料が無料になります) 

<メッセージの刻まれた現在の銅版> 

<パネル完成予想図> 

入園料
一般  600円
中学生  200円(都内在住･在学は無料 要生徒手帳)

65歳以上  300円
小学生以下  無料
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「日本の子供達へ贈る言葉」 

皆さん 私は皆さんのお望みによって、インドの象を 1 頭、皆さんへお贈りする事を、大

変うれしく思います。この象は見事な象で、大変にお行儀が良く、そして聞くところにより

ますと、体に縁起のよいしるしを、すっかりそなえているとのことです。 

皆さん、この象は、私からのではなく、インドの子供達から日本の子供達への贈り物であ

ることをご承知ください。 

世界中の子供達は、多くの点でお互いに似かよっています。ところが大人になると変り出

して、そして不幸なことには時々けんかをしたりします。私達はこのような大人達のけんか

を止めさせなければなりません。そして私の願いはインドの子供達や日本の子供達が成長し

た時には、それぞれの自分達の立派な祖国のためばかりではなく、アジアと世界全体の平和

と協力のためにもつくして欲しいということです。 

ですから、このインディラという名を持った象を、インドの子供達からの愛情と好意の使

者として考えてください。インディラは東京でたったひとりぼっちで、あるいは少しさびし

がって遊び友達を欲しがるかも知れません。もし皆さんのお望みならば、インディラがこれ

から自分の住家としていく国で幸福になるように、インディラのためにお友達の象を 1 頭送

るようにすることもできます。 

象というものは立派な動物で、インドでは大変に可愛がられ、しかもインドの特に代表的

なものです。象は賢くて辛抱強く、力が強くしかも優しいものです。私達も皆、象の持つこ

れらの良い性格を身につけるようにしてゆきたいものです。 

終りに皆さんに私の愛情と好意とをおくります。 

 

ニューデリー  1949 年 9 月 1 日  インド国首相  ジャワハルラル・ネール 
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わが国とインドが 2005年以来、両国首相による相互訪問を実

施し、両国関係はもとより国際情勢に関する意見交換を行って

いることは、皆様ご高承のとおりです。 

2000年、森喜朗首相(当時、現当協会会長)が訪印して始まっ

た『日印グローバル・パートナーシップ』は、その後『日印戦

略的グローバル･パートナーシップ』に格上げされましたが、昨

年成立した民主党を主体とする鳩山連立政権の下でも、順調に

進展していることは喜ばしい限りです。 

このような情況を背景に、鳩山首相は日印定期協議のため、

昨年暮れも押し詰まった 12 月 27 日から 30 日までインドを訪問し、シン首相との会談に臨みまし

た。財団法人日印協会･日印経済委員会共催により開催された本講演会では、鳩山首相に随行して

シン首相との会談に同席された猪俣弘司外務省南部アジア部長を講師にお迎えし、『鳩山由紀夫首

相のインド訪問と日印関係の課題』について伺いました。 

以下は猪俣部長が使用されたパワーポイント(PPT)を使った講演概要です。 

＊鳩山総理のインド訪問(2009年12月) 

2. 講演『鳩山由紀夫首相のインド訪問と日印関係の課題』 
Review on Japan-India Relation 

鳩山総理のインド訪問（ ２００９年１２月）

●１２月２７日（日）から２９日（火）にかけてムンバイ及びデリーを訪問

●２８日にシン首相主催非公式夕食会、２９日に首脳会談及びシン首相夫妻主催公式午餐会を開催
→両首脳間の強い信頼関係が益々強固となるとともに、率直な意見交換を実施

●首脳会談では、「日印戦略的グローバル・パートナーシップ」の更なる強化・発展につき確認
→会談後、共同声明「日印戦略的グローバル・パートナーシップの新たな段階」を発出（骨子別添）

●ムンバイ訪問（２７日～２８日）
・ムンバイ・テロ事件の犠牲者を追悼するための献花・記帳
・マハーラーシュトラ州知事主催晩餐会
・タタ・タタグループ会長、アンバニ・リライアンス会長等インド財界を代表する財界人による表敬 等

●デリー訪問（２８日～２９日）
・日本企業関係者を含む財界人との懇談
・ソニア・ガンディー・コングレス党総裁との会談
・パチャウリＩＰＣＣ議長による表敬 等

（注）鳩山総理就任後、シン首相を始め首相特使として来日したナラヤナン国家安全保障顧問等インド政府要人から
累次にわたり２００９年中の鳩山総理訪印の要請あり。

<公演中の猪俣部長> 

<PPT1 鳩山総理訪印> 
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日印両国は2000年8月の森総理(当時)訪印時に『日印グローバル･パートナーシップ』構築に合

意(2006年12月のシン首相訪日時以降は『日印戦略的グローバル･パートナーシップ』に)。 2005

年の小泉総理(当時)訪印以降は毎年首脳が相手国を交互に訪問し年次首脳会談を実施している

が、2008年はシン首相が訪日したことから、インド側は累次にわたり2009年中の鳩山総理の訪印

を要請。鳩山総理は昨年9月の就任後、シン首相との間で、米国でのG20ピッツバーグ･サミット

(9月)及びタイでのASEAN関連首脳会合(10月)の機会に既に2回首脳会談を行っており、今次訪印

での首脳会談は鳩山総理にとり3回目のシン首相との会談となる。 

 

＊鳩山総理とシン首相による共同声明(戦略的グローバル･パートナーシップの新たな段階) 

    これまで日印間では通常年次首脳会談を行う際には共同声明を発出。今回の作成作業では、特

に核軍縮･核不拡散に関する書きぶりについては最後までまとまらなかったが、最終的には日本

側が盛り込みたいと考えたCTBT(包括的核実験禁止条約)、核実験モラトリアム、FMCT(兵器用核

分裂性物質の生産禁止条約)等の論点をすべて網羅する形で決着。EPA(経済連携)については、シ

ン首相が共同記者会見で次回の年次首脳会談までに交渉を決着させる決意を表明。 

 

 

鳩山総理とシン首相による共同声明
（戦略的グローバル・パートナーシップの新たな段階）

●安全保障分野での協力
・安全保障協力が進展するための具体的な措置を伴った「行
動計画」のとりまとめ。
・次官級２＋２対話を通じて議論を深めることにコミット

●経済連携協定交渉（ＥＰＡ）
・可能な限り早期に妥結するために、残る論点の解決に向け
て交渉を加速化するよう指示

●貨物専用鉄道建設計画（ＤＦＣ）
・2009年10月の第１ﾌｪｰｽﾞに係るｴﾝｼﾞｱﾆﾘﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ借款の

交換公文署名により日印協力が開始されたことを歓迎
・第２フェーズの協力準備調査が開始されたことを歓迎

●デリー・ムンバイ間産業大動脈構想（ＤＭＩＣ）
・構想段階から実施段階に前進しているとの認識を共有
・プロジェクト開発基金の共同設立に満足の意を表明

●インド工科大学ハイデラバード校設立支援
・産官学によって構成される日本側支援コンソーシアム設立
に満足の意を表明

●核軍縮・核不拡散
・核兵器の全面的な廃絶に向けた国際的関心を歓迎
・鳩山総理は、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の早期発効の重
要性を協調
・シン首相は、一方的かつ自主的な核実験モラトリアムに対する
インドのコミットメントを改めて表明
・両首脳は、ＦＭＣＴ（兵器用核分裂性物質の生産禁止条約）の
即時交渉開始及び早期締結を支持

●気候変動
・「コペンハーゲン合意」を歓迎
・合意された成果がＣＯＰ１６で採択されるよう両国が緊密に協力
する決意を確認
・シン首相は「鳩山イニシアチブ」の発表を歓迎

●国連安保理改革
・Ｇ４等とともに、第64回国連総会中の包括的な安保理改革の実

現に向けた協力を確認

●テロとの闘い
・日印テロ協議等を通じた二国間協力の強化を確認

●ＷＴＯドーハ・ラウンド
・２０１０年中の妥結に向けた協力を確認

●地域協力
・地域協力の枠組みにおける協力にコミットすることを再確認
・シン首相は鳩山総理の東アジア共同体構想を評価しつつ留意

二国間関係

●エネルギー
・閣僚級エネルギー対話の中で、省エネ分野等における協力
の強化が確認されるとともに、日印各々の原子力エネルギー
政策に関する情報交換が確認されたことに留意・

グローバルな課題

●査証
・査証手続の簡素化についての協議を加速化し、１年以内に
完了させるよう指示

●次回の年次首脳会談
・鳩山総理はｼﾝ首相に2010年の訪日を招請

<PPT2 共同声明の骨子> 
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＊日印間の安全保障分野の協力 

2008年10月のシン首相訪日時に発出した「日印間の安全保障協力に関する共同宣言」において、

安全保障分野の協力に関する具体策を盛り込んだ｢行動計画｣を次回の年次首脳会談までに作成

することに合意したことを受け、今次首脳会談に際し、外務･防衛の年次次官級｢2+2｣対話の創設

等を含む｢行動計画｣を発表。 

 

  講演終了後は参加者からの次のような質問が相次ぎ、皆様の日印関係への関心の深さが、窺えま

した。 

● 日米同盟がインドをソ連側に追いやったと見ることも出来るが、インドを日米同盟側にひ

きつけるためには何をなすべきか 

● インド･パキスタン関係の現状 

● インド･バングラデシュ関係の現状 

● EPA交渉の問題点 

● BOP(Bottom of the Pyramid)向け救済施策  等等 

 

講師をして下さった猪俣部長、参加下さった方々に、改めて

御礼申し上げます。 

 

 

日印間の安全保障分野の協力

日印間の安全保障協力に関する
共同宣言の発出（２００８年１０月）

行動計画の作成（２００９年１２月）

●以下の分野での協力を推進

・ｱｼﾞｱにおける多国間枠組における二国間協力
・外交当局間の協議
・防衛当局間の協力
・海上保安当局間の協力
・輸送の安全
・テロ及び国境を越える犯罪との闘い
・平和維持及び平和構築に関する経験の共有
・災害対策
・軍縮・不拡散

安全保障協力
促進のための
具体策

民主主義等共通の価値観
相互の発展と繁栄に利害を有するパートナー
海上交通路の安全に対して共通の利害
テロとの闘いに対する共通のコミットメント
核兵器のない平和な世界を求めるパートナー
国連の包括的改革への共通のコミットメント

●日印両国は

日印両国間の安全保障協力
を促進するための包括的な枠
組みを構築することを決定

以下の具体策を通じて日印間の安全保障分野での協力を促進

●防災対策
・インドにおける津波防災地図作成に関する協力
・災害援助に関する日本の経験の共有 等

●戦略的な協力のメカニズム
・年次外相間戦略対話
・年次次官級２＋２対話（新設）
・外務次官対話
・外務次官級政務協議
・年次安保対話
・海上安全保障対話（２００９年度から） 等

●防衛協力
・防衛大臣間の定期的会合
・防衛／国防次官間の年次防衛政策対話
・局長級年次防衛当局間協議
・陸軍種間協議（スタッフ・トークス）（新設）
・海軍軍種間協議（スタッフ・トークス）
・海上共同訓練
・インド海軍と海上自衛隊間の海賊対策における協力 等

●輸送の安全
・海運政策フォーラム、鉄道実務者協議の実施

●テロ及び国境を超える犯罪との闘い
・対テロに係る情報交換や技術協力に関するメカニズム等

●国連における協力
・国連改革に関する定期的局長級対話
・ＰＫＯ関連セミナーへの講師派遣 等

●海上保安協力
・海上保安当局間で署名された覚書に基づいた協力

●軍縮・不拡散
・軍縮・不拡散に関する局長級年次協議

<PPT3 安全保障分野の協力> 

<講演風景> 
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早稲田大学政治経済学部 4年 石井 裕章(当協会個人会員) 

1. はじめに 

早稲田大学政治経済学部に在籍しております、石井裕章と申します。私は 2008

年 9月から 2009年の 2月まで、日系総合商社のインド･ニューデリーの拠点にて

半年間に亘る長期インターンシップを経験させていただきました。この度は、そ

のときの経験を㈶日印協会様のご好意により寄稿文として掲載させていただく

こととなりました。 

 

まず、渡印に至る経緯ですが、大学時代の最大の楽しみであったアジアやアフリカへの旅行の経

験が大きく影響しています。現地で出会う人々の活発さや、町の活気が好きで、メコン川流域の東

南アジア諸国に始まり、アフリカや中東など、成長途上の国へ多く足を運びました。そうする中で

途上国の発展に関わっていくような仕事に関心が沸きました。｢旅行という消費者の目線ではなく、

途上国の企業に長く滞在しつつ、どうすればそれが仕事として実現できるか学びたい｣という話を

同じゼミの友人に話したところ、彼が運営に係わる“特定非営利活動法人アイセック･ジャパン＊”

(以下 AIESEC)という団体を紹介されました。そこではインドの総合商社に長期のインターン生を毎

年派遣しており、ちょうどその募集時期にあるとのことでした。私はこの機会を逃したら一生後悔

すると思い、すぐさま英語の応募書類等を準備しました。そして面接や書類等の選考の末、AIESEC

の斡旋により、インド･ニューデリーの日系総合商社にインターンをすることが決定しました。 

 

 ＊ アイセックは、国際経済商学学生協会(フランス語で“Association Internationale des Etudiants 

en Sciences Economiques et Commerciales” 現団体名は頭文字を取ったことに由来する)として

設立された非営利組織であり、学生が中心となって運営しています。アイセック･ジャパンはその

日本支部としてインターンシップへの参加機会を提供しています。 

     詳細は HP  http://www.aiesec.jp/  をご参照下さい。 

 

2. 憧れのインドへ 

それから数ヶ月の準備期間を経て、2008 年 9月に私は渡印しました。インディラ･ガンディー空

港でインド･デリー大学のAIESECの学生に出迎えをしていただき、私のインド滞在は始まりました。 

会社での業務は主に新規事業に向けた市場基礎調査でした。主に業界雑誌や FICCI (Federation 

of Indian Chambers of Commerce & Industry インド商工会議所連合)や ASSOCHAM (The Associated 

Chambers of Commerce and Industry of India インド商工会議所協議会)などのレポートのほか、

TATAなどが発行するデータベース等を読みました。当初のイメージでは街中の量販店や企業などに

聞き取り調査を行うような絵を想像していたので、最初は随分地味に感じたのを覚えています。そ

れでも、新しい発見があったり、疑問が湧いたり、それまでにないくらい勉強ができたと思います。 

日本人上司の方にはこまめに質問に答えていただいた上、帰宅の車に乗せていただきました。そ

の中での議論は仕事の基礎を教わる意味で大変勉強になりました。よく自宅にも招いていただき、

人生相談に乗っていただいたり、公私にわたり大変お世話になりました。一方、仕事上の世話役に

なっていただいていたインド人の上司の方にも頻繁にインドのことを教えていただいたり、相談に

乗ってもらったり、ヒアリングに連れて行っていただいたこともありました。 

3. インドで学んだこと 
India I touched 

 

 

On the occasion of the 61st Republic Day of India 

 
New Year’s Greeting 
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期間も限られる中で何とか形に残るレポートを仕上げたいという一心で頑張りましたが、その気

合が裏目に出てしまったことが思い出に残っています。調査対象の企業があり、ヒアリングのアポ

イントを取ろうと電話をかけたのですが、英語が通じず、なかなか話が進みませんでした。そこで、

｢会えばわかってもらえる｣と思い、上司に何度もお願いして、飛び込みで数社の企業訪問をさせて

もらいました。インターネットや小売店への調査をもとにつくった資料を片手に、受付スタッフや

周囲の従業員の方々に｢日本から勉強に来ている学生です、話を聞かせてください｣とお願いをしま

した。粘った結果、戦略部門長などといった方々に話を聞くことができ、結果的にネット等では知

りえない生の情報をレポートに盛り込むことができ、上司の方からも褒めていただき市場調査とし

ては一定の評価を頂けたとそのときは感じました。しかし後々に振り返ってみれば、｢インターン

先企業の新しいビジネスにもつながるかもしれないので｣と先方企業に話してしまったこともあり、

飛込みでの訪問は会社の看板に泥を塗ってしまったのではないかと、今は外回りを許してくださっ

た上司や企業の方に感謝するとともに申し訳なく思っています。 

 

3. インドの日々 

インターンの体験も重要でしたが、同時にインドで生活する

という経験をできたことが今後の人生を考える上で非常に意

義深い経験になりました。 

インターン期間中は、チェコやハンガリー、ナイジェリアと

いった様々な国から集まった6人のAIESECインターン生(研修

先企業は別々)とともに、ニューデリー南部のラジパットナガ

ールにある古いアパートに共同生活をしていました。そこは週

に数回断水し、停電し、深夜になるとネズミが跋扈する家でも

ありました。 

これまで途上国をバック一つで旅行するときは、生活上のハードシップはむしろ新鮮で、旅情を

盛り上げるエッセンスでしたが、現地で｢生活をする｣にあたっては断水や停電や衛生の悪さという

ものはストレスであることを感じました。ろうそくの灯りのなかでヒアリングの質問事項を精査し

たり、本を読んだり、また大事な面談の日に風呂に入れていなかったり･･･仕事帰り、お腹が減っ

て机の引き出しを開けるとネズミの糞が散乱していたり･･･。

<ルームメイト達と アパートにて> 
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特に電力不足については、インドの経済発展の足かせとなっていることを各種の文献のみならず

会社の上司からも聞いていましたが、自家発電機の無い古い家に住んだことにより、身をもって体

感したことは貴重な体験になったと思います。こうした課題に対して、発電所建設等のプロジェク

トを通して日本企業の貢献の余地が大きいことも知り、就職先を選ぶ上でこうした分野に対する興

味を強く抱いています。 

また、毎日オートリキシャで通勤をしていました。行きは朝早く出ていたので 30 分もせず会社

まで着けましたが、帰りについては帰宅ラッシュに巻き込まれると2時間かかることもざらでした。

渋滞のなか、リキシャに居ると、ものすごい量の排気ガスを浴び、顔やワイシャツが黒くなります。

大学の課外活動でバンドのボーカルをしていた私にとって喉に良いとはいえませんでした。こうし

た途上国の課題を日本の技術と結びつけて解決しながら経済発展を支えたいという夢を、改めて固

める機会となりました。 

インド滞在期間中、様々な出会いも経験しました。ルームメイトはじめ他国の研修生、デリー大

学やネルー大学へ通う学生や留学生たち、公私に渡り支えていただいた研修先企業の上司の方々に

加え、現地の日系企業のビジネスマンやそのご家族の方々など枚挙に暇がありません。とくにイン

ド稲門会(早稲田大学 OB会)の方々には大変お世話になりました。宴会後には、店先で恒例の｢フレ

ーフレーワセダ｣のエールを皆で叫び、インド人の方々に驚かれたことも良い想い出です。また日

曜日はデリー日本人会のソフトボールなどを通した交流にも参加させていただきました。ビジネス

マンの皆様方からは、しばしば家に招かれ食事をご馳走していただくなど、街中の安いチベット料

理ばかり食べていた私にとってとても有難いものでした。そして｢仕事とは｣や、｢異文化マネジメ

ントとは｣といった講義を聞けたこともとても貴重でした。 

 

4. インドの経験を生かして 

帰国後は、就職活動の傍ら、ゼミの専門であった｢日本の外国人受入政策の課題｣というテーマで、

日本の内なる国際化について研究をしました。インターンによって自らの勉強不足や力不足を感じ、

大学生活で疎かにしてしまっていた勉強に一生懸命打ち込むことで知識を増やしたいと思ったこ

とが理由でした。在日インド人のコミュニティについては、様々な方のご協力をいただき、ヒアリ

ングをベースにした論文を書き上げるに至りました。 

今後の日印関係の発展を考えるにあたって、途上国に関心を持ち、インドと結びつく学生が増え

ることを望み、機会を見つけては大学の後輩に旅行やインターン生活の経験を語っています。アル

バイト先の大学受験予備校では、高校生に向けたインドに関する報告会を行いました。 

在日インド人の方々のなかに、日印関係の橋渡し役となることを強く志し日々尽力されている方

のいることも、そうした活動の中で知りました。こうした方々が住みやすい社会を築き、その数が

増えるよう、横浜市に見られるようなインド企業誘致のみならず、西葛西地域に見られるような集

住地区の形成がインド人の方々に必要な食糧確保や情報交換等の上でメリットあるものであり、自

治体の優遇策の推進により集住地区を積極的に形成するための

提言などを僭越ながら記しました。 

就職した後は、諸先輩方のようにビジネスマンとしてインド

と日本を結び付けていけたらと思います。まだまだ力不足の学

生でありますが、同年代のインド人学生に負けぬよう勉学に励

む決意とともに、今後の日印関係のさらなる発展を祈念して、

本稿の結びとさせていただきたく思います。 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 <旅先のジャイメサールにて> 
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 1 ．内政  

1月 5日 

 英字各紙は、シン首相の令嬢であるウピンダール･シン･デリー大学教授がインフォシス賞

(歴史学)を受賞した旨報道。 

 ｢テランガナ州｣問題＊を話し合うため、中央政府の呼びかけにより、アンドラ･プラデシュ州

議会に議席をもつ 8つの政党による全党協議会がデリーで開催される。 

＊｢テランガナ州｣問題については｢インドニュース 2009 年 12 月｣(『月刊インド』2010 年 1 月号)を

ご参照下さい。 

1月 6日 

 ジャンムー･カシミール州スリナガルで、中央予備警察隊(CRPF)の衛所にテロリストが手榴

弾と自動小銃で攻撃を行い、警察官 1名が殺害される。 

 

 

 

1月 14日 

 7日に実施されたウッタル･プラデシュ州上院議会議員の改選選挙の結果が発表され、改選議

席 36議席中、大衆社会党が 34議席を獲得。 

 西ベンガル州ムルシダバド県カルグラム地区で鳥インフルエンザの発生が確認される。 

1月 16日 

 インド大統領府は、8州の知事の任命を発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 17日 

 ジョティ･バス元西ベンガル州首相が死亡(享年 95 歳)。 

 

 

 

1月 19日 

 ヒンドゥー紙は、アンドラ･プラデシュ州でハイデラバード警察がラシュカル･エ･トイバの

南インド指導者であるアムジャドを逮捕した旨報道。 

4.インドニュース 1月 
News from India 

 

 

メモ： 
今回任命された 8州の知事は以下のとおり(これらの任命は着任日より効力を生ずる)。 
マハラシュトラ州：サンカラナラヤナン･ジャルカンド州知事 
ジャルカンド州：ファルーク元サウジアラビア大使 
アンドラ･プラデシュ州：ナラシマン･チャッティスガル州知事 
チャッティスガル州：ダット国家安全保障副顧問 
ラジャスタン州：ラウヒマーチャル･プラデシュ州 
ヒマーチャル･プラデシュ州：シン指定部族委員会委員長 
西ベンガル州：ナラヤナン国家安全保障顧問 
パンジャブ州：パティル元内務大臣 

メモ： 
故ジョティ･バス氏は、1977 年から 2000年まで西ベンガル州で州首相を勤めたインド共産党
マルクス主義派(CPIM)の重鎮。1996年の総選挙時には、連立与党により連邦首相に推薦され
た。 

メモ： 
スリナガルでのテロは 2007 年 12月以来約 2年ぶり。分離主義組織ジャミアット･ウル･ムジ
ャヒディーンが犯行声明を出している。テロリスト 2名が掃討作戦で射殺。 
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1月 21日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、治安部隊が西ベンガル州内でマオイストの最高幹部の一人

であるキシャンジの隠れ家を急襲し、大量の銃器弾薬を押収。(キシャンジは逃走) 

1月 22日 

 インド人事･公的苦情･年金省は、内閣任命委員会がメノン前外務次官の国家安全保障顧問へ

の任命を承認する旨のプレスリリースを発表。 

 インディアン･エクスプレス紙は、印政府が、アルカイダあるいはラシュカル･エ･トイバに

関連したイスラム原理主義集団が、SAARC(南アジア地域協力連合)域内で運行するエア･イン

ディア及びインディアン･エアラインズの航空便に対しハイジャックを計画しているという

情報を入手し、脅威警報を発出した旨報道。 

1月 25日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、19 日～21 日にかけてミャンマーで行われた印ミャンマー

内務次官級会合において、ミャンマー政府がインド北東部州過激派対策のためのインド政府

との共同掃討作戦に同意した旨報道。 

 

 

 

 

 

 

1月 28日 

 英字各紙は、予算国会が 2月 22日から 5月 7日まで行われる旨報道。 

 

 2．経済  

1月 9日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、シン首相が 8 日の｢非居住インド人デー｣の催しで、2009

年度の成長率は約 7%の達成を希望し、また、今後数年のうちに年間 9～10%成長へと回復し、

これを維持することは可能と楽観していると述べた旨報道。 

1月 12日 

 シャルマ商工大臣は、輸出業者を対象とした一連の奨励策の追加事項を発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 15日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、14日インド政府が 2009年 12月の卸売物価指数(WPI)ベース

のインフレ率は前年同月比 7.31%となったと発表した旨報道。 

メモ： 
ミャンマー側には、アッサム州の独立を目標とするアッサム統一解放戦線(ULFA)、ナガ族居
住地域の分離･独立を目標とするナガランド民族社会主義評議会イサク･ムイバー派とカプ
ラン派、マニプール州メイテイ族の分離･独立を目標とする人民解放軍や統一マニプール解
放戦線が訓練拠点を置いているとされ、インド側からみてミャンマー側の取締りがこれまで
十分でなかったとされてきた。 

メモ： 
●重点製品スキーム(FPS)の対象に以下を追加。 
･本船渡し(FOB)価格の 2%を給付対象に 112 品目を、FOB 価格の 5%給付支給対象に 113 品目
を追加。 

●市場リンク型重点製品スキーム(MLFPS)の対象に以下を追加。 
･同スキームの対象に 1837品目を追加。FOB価格の 2%を給付。 
･同スキームの対象国に中国及び日本を追加。 
●特別農業･農業産業スキーム(VKGUY)の対象品目として、ゴマ種子及びココナッツ製品を追
加。FOB価格の 5%が給付される。 

●重点市場スキーム(FMS)の対象国に東ティモールを追加。同スキームの対象国への輸出に
関し、全ての製品において FOB価格の 5%が給付される。 
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1月 17日 

 ビジネススタンダード紙は、インディラ･ガンディー国際空港の 3 つの滑走路のうち 1 つで

エアバス A380及びボーイング 787 に対応するための改良のため、3月から 6 ヶ月間閉鎖され

る旨報道。 

1月 27日 

 ビジネススタンダード紙は、DFCCIL(貨物専用鉄公社)が DFC(貨物専用鉄道建設計画)東回廊

のルディアナ～クルジャ間 430Kmの建設に要する 8億ドルの資金提供につき世界銀行と交渉

を行っている旨報道。 

 ヒンドゥスタン･タイムズ紙は、2010 年度予算の準備状況に関し、政府は今後 5 年間でイン

フラ投資を GDP比 9%に引き上げるため、多くの新たな方策を計画中である旨報道。 

 

 3. 外交  

1月 2日 

 パキスタンのドーン紙は、パキスタン政府とインド政府が核施設のリストを交換した旨報道。 

1月 3日 

 インド外務省は、2日にオーストラリア･メルボルンでインド人留学生刺殺事件を強く非難す

るクリシュナ外相の声明を発表。 

1月 4日 

 インド外務省は、アンサリ副大統領が 5 日から 11 日にかけて、ザンビア、マラウィ、ボツ

ワナの 3カ国を訪問する旨発表。 

1月 6日 

 ヒンドゥー紙は、シャルマ商工大臣が 12日からナイジェリア訪問を予定している旨報道。 

 

 

 

 

1月 11日 

 10 日から 13日の予定で国賓として訪印中のハシナ･バングラデシュ首相がシン首相と会談。

国際テロ、組織犯罪、不法麻薬密輸対策に関する協定等 5つの文書に署名したほか、12 日に

共同コミュニケを発表。

メモ： 
報道によれば、ナイジェリアはインドの原油輸入の 15%を占めており、近年のインドのアフ
リカ重視政策の一環として、将来のエネルギー需要に備えてナイジェリアに足場を築くた
め、及び中国の影響力拡大への牽制として今般シャルマ商工大臣が訪問する由。 



 

15 

 英字各紙は、ジャンムー･カシミール(JK)州で、JK 州、連邦内務省、陸軍及びインド･チベ

ット国境警察が出席した会議で、JK 州の印中間の実行管理ライン(LAC)の地図が未確定で

ある一方で、中国軍がインド側に進出し、インドは LAC から後退していることが合意され

た旨報道。 

1月 13日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、シャルマ商工大臣が2月にイギリスを訪問する際にインド･

イギリス間の民生用原子力協力についても合意する予定である旨報道。 

 インド外務省は、印パ外相による電話会談が行われ、ムンバイ･テロ容疑者に対する裁判の

現状に関するレビューが行われた旨発表。 

 タルール外務担当閣外外相がモザンビークを訪問(～14 日)。 

 ヒンドゥー紙は、6日から 7日にかけて北京で第3回年次印中防衛対話が開催された旨報道。 

 

 

 

 

1月 14日 

 インド外務省は、｢原子力の平和利用の開発に関する印仏協力協定｣が発効した旨発表。 

 インド外務省は、ハイチ地震に対する緊急支援として 100万ドルを提供することを決定した

旨発表。 

1月 15日 

 インド外務省は、ハイチ地震に対する緊急人道支援として 500 万ドルを提供する旨発表。 

1月 19日 

 インド外務省は、バラージュ･ハンガリー外相が 17 日～21日の日程で訪印している旨発表。 

1月 20日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、シャルマ商工大臣が中国を訪問し、温家宝首相と会談

したほか、印中合同経済グループ会合や印中貿易投資フォーラムに出席した旨報道。 

 

 

 

 

 

1月 22日 

 印外務省は、19日から 23 日にかけて訪印中のナジブ･マレーシア首相とシン首相との共同コ

ミュニケを発表。 

 

 

 

 

 

1月 24日 

 デリーで、ブラジル、南アフリカ、インド、中国(BASIC)による気候変動問題に関する第 2

メモ： 
本対話には、インドからはクマール国防次官が出席。軍高官間の交流テンポの維持、軍事訓
練機関での交流、アデン湾での海賊対策に関する情報共有、印中合同軍事演習の土台づくり、
両国国境地帯における交流の拡大等の軍レベルでのいくつかの信頼醸成措置が合意された。 

メモ： 
ヒンドゥー紙によれば、印中両国は 2010 年の貿易目標額を 600 億ドルに設定。印中間の貿
易総額は 2006年 250億ドルから 2009 年は 1 月から 11 月だけでも 380億ドルに増加。他方、
同期における印の貿易赤字は 40 億ドルから 140 億ドルに急速に拡大し、印側の懸念となっ
ている。 

メモ： 
コミュニケでは、可能な限り早期のマレーシア･インドの包括的経済協力協定の交渉妥結を
通じた 2国間の経済関係強化や東アジアにおける包括的経済パートナーシップに向けた作業
の歓迎等を記載。また、両国は、犯罪人引き渡し条約、高等教育分野における協力に関する
覚書、証券取引委員会間の資本市場における協力協定の 3つの文書に署名。 
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回閣僚級会合が開催され、会合後共同声明が発出される。 

 

 

 

 

 

1月 25日 

 国賓として訪印中の李明博韓国大統領はシン首相と首脳歓談を実施し、会談後｢戦略的パー

トナーシップへ向けて｣と題する共同声明を発出。 

 

 

 

 

 エイジアン･エイジ紙は、ムルリ･デオラ石油天然ガス大臣がインドの石油関係の各社代表か

らなる使節団を率いて、ナイジェリア、スーダン、アンゴラ、ウガンダの 4 カ国を訪問予定

である旨報道。 

1月 26日 

 ヒンドゥ紙は、中国が駐印中国大使を次官級へ格上げした旨報道。 

1月 27日 

 エイジアン･エイジ紙は、シン首相は、4月 12日から 13日に開催される核セキュリティサミ

ットに出席するために訪米し、それにあわせて第 4回 IBSA(インド･ブラジル･南アフリカ共

和国サミット)に出席するためにブラジルを訪問する予定である旨報道。 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、26日にカシミール地方の印パ国際国境を挟んで、インド側

に侵入しようとしたテロリストと印国境警備隊の間で銃撃戦が行われた旨報道。 

1月 28日 

 インド外務省は、タルール外務担当閣外大臣が、23 日から 25日にかけてドミニカ共和国を

公式訪問するとともに、右訪問期間中にハイチを訪問した旨発表。 

 ブリスベンで新たにインド人 4名が襲撃されたことを受け、カウル外務担当閣外大臣は声明

を発出。 

 エイジアン･エイジ紙は、シン首相が 2 月末か 3 月第 1 週頃、サウジアラビアの訪問を計画

しており、これが実現すれば、1982年の当時のインディラ･ガンディー首相以来の訪問とな

る旨報道。 

1月 31日 

 ニュージーランドのグローサー貿易大臣は、NZ とインドの FTA(自由貿易協定)交渉を開始す

る旨発表。 

 

 4. 日印関係  

1月 6日 

 インドを訪問中の原口総務大臣とインド電気通信規制庁のサルマ委員長が会談し、電気通信

分野の政策の協力に関する合意文書に署名。 

メモ： 
会合では、COP15のコペンハーゲン合意の重要性を強調しつつ、右合意がバリ･ロードマップ
に基づき、条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会と京都議定書の下での附属
書Ⅰ国の更なる約束に関する特別作業部会の 2トラックでの交渉プロセスを促進することへ
の希望を表明。 

メモ： 
共同声明で二国間の民生用原子力協力に向けた枠組の形成を促進することに合意したほか、
宇宙空間の平和的利用に関する覚書に署名。また、李大統領は 26 日のインド共和国記念日
祝賀行事の主賓として参加。 
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1月 11日 

 インドを訪問中の鈴木海上保安庁長官は、デリーでアニル･チョプラ印沿岸警備隊長官との

間で日印海上保安機関長官級会合を実施。 

1月 13日 

 英字各紙は、アシックスが印大手財閥リライアンス･グループ傘下の靴専門小売業リライア

ンス･フットプリント社と販売代理店契約を結んだ旨報道。 

1月 19日 

 インディアン･エクスプレス紙は、訪日中のナート道路交通大臣が前原国土交通大臣と会談

し、両国が道路交通及び国道インフラの分野において 2国間協力に関する協定を結ぶことに

合意した旨報道。 

1月 28日 

 新日鐵とタタ･スティール社が、自動車用冷延鋼板を製造･販売する合弁事業をタタ･スティ

ール社のジャムシェドプル製鉄所で実施する方針を決定し、事業の枠組みを固めた旨発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇第 61回インド共和国記念日 

1月26日はインドの“Republic Day”(共和国

記念日)で、8月15日の独立記念日と並び重要な

日です。60年前の1950年1月26日、インド国憲

法が施行され、1947年に独立したインドが名実

ともに｢インド共和国｣としてスタートしたこ

とを祝すものです。 

毎年インドで行われる記念行事には、ゲスト

として諸外国の首脳が招待されます。昨年はロ

シアのプーチン首相、今年は韓国の李明博(イ･

ミョンバク)大統領夫妻でした。当日、大統領

府からインド門までの有名なパレードは深い

霧のなかで行われました。 

東京では、前日の1月25日に東京赤坂のホテ

ルニューオータニで、インド大使館主催の盛大な祝賀パーティーが執り行われました。 

今月の注目点: 李明博韓国大統領のインド訪問 

韓国は成長著しいインドとの経済関係強化を重視。昨年 8 月に署名に至ったインドと

の包括的経済連携協定は本年 1月に発効、2008年度の 2国間の貿易額は日印間が約 130

億ドルであるのに対し韓印間は約 160 億ドルに上っている。李大統領の今次訪問では、

チェンナイで現代自動車の工場を視察、首脳会談の後に発出した共同声明でも、貿易

額を 2014年までに 300億ドルに到達させるとの目標を設定したほか、グジャラート州

における韓国の工業団地･技術地域建設計画やオリッサ州での POSCO による製鉄プロ

ジェクトの早期実施の必要性について言及されている。また、2011年にデリーに韓国

文化センターを開館させる他、同年を｢韓国におけるインド年｣｢インドにおける韓国

年｣とするなど、経済面だけでなく文化面でも関係強化を図っている。 

5. イベント紹介 
Japan-India Events 

 

<インド共和国記念日レセプションにて> 
シン駐日大使夫妻  森会長 

塩崎衆議院議員          バッタチャリヤ公使夫妻  

写真提供: 佐伯健三氏 
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政財界の著名人や各国の外交官など、多数の賓客が祝意を表し、総勢700名を超える大パーテ

ィーとなりました。当協会からは森会長、平林理事長､原常務理事他が参加し、祝意を伝え、内

外の関係者と歓談しました。 

※森喜朗会長からの祝辞は、『月刊インド』2010年 1月号 4頁、及び協会 HPをご参照下さい※ 

◆民間外交推進協会(FEC)日印原子力協力フォーラム開催 

    インドでは、慢性的な電力不足問題を解消すべく原子力発電能力の向上を目指し、その燃料の

ウラン調達をめぐり資源外交を展開しています。そこで、インド石油天然ガス大臣 マニ･シャン

カール･アイヤー氏とインド原子力委員会委員等閣僚級を招き、｢原子力の平和利用に向けての日

印協力について｣をテーマとした基調講演とパネルディスカッションを、FECと社団法人アジア国

際交流機構が主催する日印原子力協力フォーラムを下記のとおり開催致します。 

 日 時: 平成 22年 3月 29日(月)13時 30分～15時 30分 

 場 所: 帝国ホテル東京･本館 3階 ｢富士の間｣ 

 費 用: ご招待 

 問合せ先: 民間外交推進協会 東京事務局･企画事業部(前田･広田) 

    TEL  03-3582-8686    E-mail  tokyo6@fec-ais.com 

    同時通訳付き 

※参加ご希望の方は、お申込みが必要となります  〆切り 3月 10日※ 

☆お知らせ 

当協会理事であり、『月刊インド』2010年 1 月号に寄稿下さいました比良竜虎氏が、インド政

府 MINISTRY of OVERSEAS INDIANS AFFAIRS より Pravasi Bharatiya Samman Award (प्रवासी भारतीय 
सम्मान 海外在住インド人の名誉章) を叙勲されました。インド大統領から、海外在住のインド

人に与えられる最高の名誉です。比良氏の日本における活躍や、インドでの慈善事業や内外のイ

ンド人へのサポート、インド叙事詩や宗教理念の翻訳紹介等、日印間の親善･友好に努めた事な

どが、評価されたものです。1月 9日に､インドにおいて授章式が行われました。日本在住者では、

比良氏と Dr.Ruby Umesh Pawankar (WORLD ALLERGY ORGANIZATION  Board Director)が叙勲され

ています。 

心よりお祝い申し上げます。 
 

 

§『インドの鉄人―世界をのみ込んだ最後の買収劇』 

 著  者: ティム･ブーケイ＆バイロン･ウジー 

 訳  者: 中島 美重子    田中 健彦 

 発行所: 産経新聞出版 

定  価: 2,000円+税 

ISBN 978-4-8191-1068-0 C0098 

  インド出身の企業家ラクシュ･ミッタルが率いるミッタル･スチールとル

クセンブルグを本拠地とするアセロールが、鉄鋼業界の王座を巡り繰り広げ

た熾烈な買収攻防を描いた、ノンフィクションです。しかし読み進むうちに、

これが本当にノンフィクションだろうか疑いたくなるような、熾烈は駆け引

き、国家すら巻き込む攻防、事実は小説より奇なりとはこのことであろうか。インド･ビジネス関

係者ならずとも、企業に係わる全ての者が、読まずにはいられない壮大な買収劇の書です。 

6. 新刊書紹介 
Book Review 
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

今号は 2月･3月の合併号ですので、次回の発送は 4月 16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、事務局までご連絡下さい。 

また、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。どうかご検討下さい。 

<編集後記> 

鳩山首相のおかげで、ガンディーの『7つの大罪』(『月刊インド』2009 年 6 月号 18 頁参照)が脚光

を浴びています。演説そのものについてはいろいろ議論があるようですが、『7 つの大罪』は

賞賛の対象となり、インドに関心が向くきっかけとなっているようで、喜ばしくもあります。 

今度は上野動物園で、ネルー首相とインディラ首相の言葉にご注目下さい。 

<Welcome to Join Us!> 

The Japan-India Association (JIA) will highly appreciate if the Indian nationals who 

reside in Japan would join the JIA. The JIA has been endeavoring for the past 107 years 

to strengthen the relationship between Japan and India, on people to people basis.  

Many of readers of our monthly magazine “Gekkan Indo” may have noticed that this 

magazine drastically changed in the last several issues to address to the Indian 

community in addition to the Japanese readers. You will find articles in English written 

by your compatriots. 

Join the JIA and let’s work together for even better relationship between our two 

countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 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財団法人日印協会は、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をより一

層深めるためにも、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: 一般個人会員    6,000 円/口                ☆入会金：一般 2,000 円 

学生個人会員    3,000 円/口                          学生 1,000 円 

一般法人会員  100,000 円/口                          法人 5,000 円 

維持法人会員  150,000 円/口            (一般法人･維持法人会員共) 

 

月刊インド Vol.107  No.2 (2010年2月19日発行)     発行者 平林 博    編集者 青山 鑛一 

発行所  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 

Tel: 03-5640-7604    Fax: 03-5640-1576    E-mail: partner@japan-india.com 

ホームページ: http://www.japan-india.com/ 

 

 

 

 

 

 

7. 掲示板 
Notice 


