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事務局長  青山 鑛一 

去る 8月 3日から 9日まで、 ニューデリーとベンガルールに出張しました。 

目的は、｢日印交流の歴史写真展｣開催に向けて、インド側関係者との事前打合せでした。2012

年は、1952 年(昭和 27 年)6 月に日本とインドとの間で平和条約が調印され、国交が樹立されてか

ら 60 周年という節目の年になります。当協会は、この機会に日印両国の相互理解をさらに深める

とともに、両国関係が更に発展することを願って、明治時代以来、現在に至る両国、両国民の交流

の歴史を記録した｢写真展｣を、関係機関の協力を得てニューデリーで開催するとして詰めの作業を

進めています。開催期間は、2012年 3月 13日(火)から 20日(火)までの 8日間の予定です。 

この写真展は、当協会と｢インド国際センター｣(India International Centre: IIC)並びに｢国際

交流基金ニューデリー日本文化センター｣の三者で共催します。 

｢写真展｣は 2007年の日印文化協定締結 50 周年の際も両

国で開催した経緯があります。今回の写真展では、日印関

係の過去を振り返り将来を考えるよすがにしたいとの内外

の関係者の要望に応え、100 年有余の日印関係を写した貴

重な写真を厳選のうえ、最近の写真も加えて紹介します。 

 また、写真展の開催期間中、1 日を内外の関係者の協力

と支援を得て、｢日印交流―新しい絆を目指して―(仮題)｣

と題したパネル･ディスカッションに充てる予定です。イン

ド国際センター理事長の Dr. Kavita A.Sharma 女史は、写

真展のほかにパネル･ディスカッションの開催にも積極的で

した。 

 ｢インド国際センター｣は、東京六本木の国際文化会館をモデルに創設されたインドの知的活動の

中心となっており、1960年に今上天皇が皇太子時代に訪印した際に定礎式が行われた由緒ある施設

です。写真展はこの施設に近接する同センターのアネックスで開催されます。 

 当協会では今後既存の歴史的写真の中から展示用のものの厳選と、新たに加える写真の選択を行

い、合計 50～60 枚程度の写真を展示する予定です。各写真には参会者の理解を助けるため、和英

両語で説明文を掲示します。 

 ニューデリーのみでの開催では、この写真展を目にする人は限られます。そこでなるべく多くの

人々に日印交流の歴史を知っていただきたいと、国際交流基金ニューデリー日本文化センターの遠

藤直所長も、インド国内主要都市での巡回にも積極的でした。今後、ニューデリー以外での巡回に

加えて、日本での開催の可能性も視野に入れて、準備を進めることとなるでしょう。 

 

開催期間: 2012 年 3 月 13 日(火)～20 日(火) 

      期間中のいづれかの日にパネル･ディスカッションを開催予定 

会    場: インド国際センター(IIC)アネックス 

       

   久し振りのニューデリー訪問でしたが、首都の表玄関、インディラ ガンディー国際空港ターミ

ナルが見違えるほど立派に新装されていることに先ず驚きました。到着から入国審査場に至る通路

をはじめとして、ターミナル全体が広くゆったりと案内表示は明確で分かりやすく、初めてニュー

1. インド出張報告 
Photo Exhibition 

<インド国際文化センター> 
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デリーを訪れる方も安心して入国審査場に向かうことができます。(ターミナル施設内の様子は、

月刊インド 8月号の表紙写真をご参照下さい) 

そのような快い思いを抱きながら、ターミナルビルを後にした私でしたが、一歩ターミナルを出

た瞬間、眼前に広がった瓦礫の混じった荒地を見て、瀟洒なターミナルビルとの格差に愕然とした

ことでした。 

世界最大の民主主義国といわれるインドが、インフラを含め足腰の強い国に発展し、名実ともに

他の先進国の仲間入りを果たすには、まだ尐し時間がかかるのではないかと感じた次第です。格差

はハードな面だけではなく、インド人社会における貧富の差を筆頭にカースト間にも根強く残って

いることは知られるところです。 

一方、わずか 1 週間の滞在でしたが、インドを離れる頃

にはこのような格差に対する違和感も薄れました。恰も自

分がもう何年もインドで暮らしているかのような錯覚に陥

っていたのは、インドという言葉では表現しにくい独特な

風土と、異国人に対する包容力の深さの所以でしょうか。

宿舎の世界仏教徒センター(当協会会員の中村行明上人が主

宰)界隈ですれ違うインド人の、明らかに外国人である私に

対する関心は皆無と思われました。スリランカで暮らした

ことのある私にとって、インド人の“冷めた”目は非常に

新鮮な驚きでした。スリランカでは見ず知らずの人であっ

ても、外国人と見ると好奇の眼差しを向けるのは当たり前で、なかには目と目が合えば異性であっ

ても微笑んだり、同性であれば気さくに話しかけてくる人もいるくらいです。私はこのようなスリ

ランカ人とは違うインド人気質に尐なからざる感動を覚えていました。スリランカ人を“動”とす

れば、どこの国の人であるのか、どのような氏素性の持ち主であるのかなどに頓着しない、もっと

大局的な見地から、ひとりの人間として受け容れるインド人の“静”の見方を感じていました。日

本人をはじめとする外国人がインド人やインドに惹かれるのは、このような理由があるのだろうか

と思った次第です。 

ニューデリー訪問の機会を利用して、南インド、カルナータカ州の州都、ベンガルールにも足を

伸ばしました。標高 920ｍの高原にあり、気候は一年中穏やかで過ごし易いところです。｢バンガロ

ール日本人会｣理事(文化交流ご担当)の久保木 一政 氏から同地の様子や日本人会の活動などについ

て伺うことができました。 

<世界仏教徒センター界隈> 
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日印タゴール協会第一回旅行団の思い出 

西岡 直樹 

 我妻和男先生がご逝去されたことを、シャンティニケトン(タゴール国際大学)の近くの村に滞在

していた私は、妻からの電話でそれを知りました。その訃報は、その日のうちにインドでもラジオ

で放送されました。 

『タゴール著作集』第三文明社、『タゴール』(人類の知的遺産 61)講談社、などタゴールに関す

る著書も多く、タゴール国際大学における日本学院の設立に尽力され、『タゴールと日本 日印文化

交流 100年』などベンガル語による著書をもコルカタから出版されている我妻先生の業績は枚挙に

尽きません。我妻先生は 1998 年にインド政府より国民至高者賞を受賞され、インドにおいては広

くその偉大さが認識されています。また 2007 年にはコルカタに印日文化センターを設立し、タゴ

ール賞を受賞され、翌年の 2008 年には、日本政府より瑞宝中綬章を受章されています。 

帰国後、遅ればせながら私がご霊前にお花をたむけにまいりますと、西ベンガル州知事ママター・

バナルジー女史からも奥さま(絅子先生)あてに弔辞が届いておりました。 

我妻先生が 1967 年にはじめてシャンティニケトンの客員教授として赴任されたとき、私の兄も

同大学の美術学部彫刻科に留学していたという縁で、私は我妻先生とお近づきになることができま

した。一年後帰国した兄から、｢何事にも非常に深い興味を示されるおもしろい先生がこられたよ｣

と、我妻先生のうわさは聞いておりましたが、実際にお目にかかったのはそれから四年近くがたっ

てのことでした。先生が帰国されてから、やはり同じ頃に同大学におられた大阪外大名誉教授の溝

上富雄氏、音楽学部に留学されていた当時 19 歳の若きチェリスト太田恒久氏、マルショウ貿易書

籍部の三ッ堀幸夫氏らが集まる席に兄とともに私も同席しました。確かそのときに、インドの人と

文化の交流を続けようということで、我妻先生を事務局長として日印タゴール協会が発足されたと

記憶しています。 

同年の二月末から三月にかけて、有志を募り、我妻先生についてインドへ行ったのが最初の旅行

団でした。その団員のなかには中村屋のご親戚の橋本真機子さんやタゴール関係の本を出版されて

いたアポロン社社長の加瀬正治郎さんも加わっておられました。私も、弟や義姉とともに参加しま

したが、それはそれは変わった旅行団で、ホテルには一泊もせず、泊まるところはお寺や大学の来

賓室、バスも普通の乗り合いバスで、中に入りきれないときは村人たちと一緒に屋根の上に乗ると

いった具合で、これ以上現地に溶け込んだ団体旅行はほかにないといえるものでした。しかし、行

く先々での歓迎は超一流でした。とくにシャンティニケトンでの歓迎式典は、これまでに経験した

ことのないほど荘厳なもので、しかも人を威圧しない温かい気品に満ちたものでした。通奏低音を

奏でるタンプーラの響きにのせて歌われるつやのある男女の声の響き、そして竜の鳴くような音で

奏でられるエスラージの旋律とムリダンガ(太鼓)のリズムにのって踊られるタゴールダンス。まる

でアジャンタの壮麗な壁画の一角に私自身が埋め込まれてしまったような錯覚におちいったもので

した。またコルカタにあるベンガル仏教協会の寺院で子供たちによって歌われたパーリー語の賛歌

は、我妻先生の親友であられる僧院長のダルマパーラ氏が書き起こしたもので、原初的で深淵な響

きをもって心に迫ってくるものでした。私たちの旅行団に対してこうした身に余る歓迎がなされた

というのも、我妻先生が当地の文化に深く入り込み、人々から敬意をもって愛されていたからなの

でしょう。 

2. 我妻和男先生を偲んで 
My Memory of Prof.Kazuo Azuma 
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我妻先生は人の志を大切にされる方で、ダルマパーラ氏がかねてから望んでおられたベンガル仏

教協会ゲストハウス建設のためにも尽力され、現実化されました。そのため、氏が来日され、京都

～広島を回られた際、私も同行させて頂きましたが、それも今は懐かしい思い出です。氏は後にマ

ハテーラ(大僧正)となられ、日本で行われた世界宗教者会議にインド仏教の代表者として出席され

ました。その氏も二年前にお亡くなりになり、ゲストハウスを利用する日本人もほとんどなくなっ

てしまいましたが、私は今でもインドに行く度にそのお寺に行き、かつて我妻先生がお泊りになっ

ていたゲストルームを使わせて頂いております。9 月初めに私はまたベンガルにまいります。シャ

ンティニケトンの木陰やコルカタ仏教寺院の庭には、今も我妻先生がベンガル語で楽しそうにお話

をする声が響いているような気がするのです。 

生前のご厚情に感謝し、謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 

筆者紹介: 西岡 直樹(にしおか･なおき) 

1973 年から 1978年にかけて、シャンティニケトン大学(タゴール国際大学)、コルカタのジャド

ブプル大学で、ベンガル語を学ぶ。 

著書に、『インド花綴り: 定本』(木犀社、2002 年)、『インドの樹、ベンガルの大地』(講談社、

1998 年)、『インド動物ものがたり: 同じ地上に生なすもの』(平凡社、2000 年)、など。 

 

 

我妻和夫先生  

1931 年 8月    東京都江戸川区小松川 逆井生まれ 

1959 年 3月    東京大学大学院修士課程(インド哲学および独語独文学専攻)修了 

横浜国立大学に助教授として在籍中の 1967年 10月～1971年 3月 文部科学省海外派遣、 

タゴール国際大学 日本学科長 客員教授 

ベンガル語、ベンガル文化研究家として知られ、特にタゴール研究に関しては日本における第一

人者です。インドでは国民至高者賞、日本では瑞宝中綬章を受賞され、筑波大学･麗澤大学の名誉

教授を務められました。 

主な著作に、『タゴール』(人類の知的遺産.61、講談社、1981年)、『タゴールと日本 日印文化交

流 100 年』(ベンガル語、コルカタ刊、2004年)、『光の国･インド再発見』(編著、麗澤大学出版会、

2005 年)、『タゴール: 詩･思想･生涯』(麗澤大学出版会、2006 年)、訳書では『タゴールの絵につ

いて』(共訳、ショメンドロナト･ボンドパッタエ著、第三文明社、1988年)、他多数。 

 

 

<コルカタのベンガル仏教協会にての歓迎式典>           <タゴール国際学園にての歓迎式典> 

最前列左から 3番目 我妻先生                            最前列左から 5番目 我妻先生 

2列目最左端 ダルマパーラ･マハテーラ                      いずれも 1972年    写真提供: 西岡直樹氏 
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 Ⅰ. 内政  

8月 1日 

 ラオ外務次官の後任として、マタイ新外務次官が着任 

 インド連邦議会のモンスーン国会が開幕。会期は 9月 8日までの予定。 

8月 3日 

 イェドュラッパ･カルナータカ州首相の辞任を受け、BJP 所属のカルナータカ州議会下院議員により州

首相候補選出のための投票が行われ、サダナンダ･ゴウダ連邦下院議員が州首相候補として選出され、

バーラドワージ州知事により新たな州首相として任命される。 

8月 4日 

 インディアン･エクスプレス紙は、中国を念頭に置き、インドはアルナチャル･プラデシュ州において鉄

道 3路線を建設するインフラ計画に着手する旨報道。 

 インド政府は下院にオンブズマン制度導入法案(ロークパル法案)を提出。 

8月 5日 

 英字各紙は、ソニア･ガンディー･コングレス党総裁が外国で手術を受け、今後 2～3週間入院する、同

総裁不在の間はアントニー国防大臣、ラフル･ガンディー幹事長、ジャナルダン･ドゥトィベディ幹事長、

アフマド･パテル党政治部長の 4人からなる委員会が意思決定を行う旨報道。 

 英字各紙は、チダンバラム内相が、本年 7月 13日に発生したムンバイ市内連続テロ事件に関し、(パキ

スタン等外国が関与しない)インド人による組織の関与を示す兆候があると述べるとともに、世界中で

極右勢力が伸張しており、インドも例外ではない旨指摘した旨報道。 

8月 8日 

 インディアン･エクスプレス紙は、カシミール対話委員会のアンサリ委員が、同じく対話委員会のパド

ガオンカル対話委員がカシミール系米国人協議会により開催された会合に出席したことにつき公然と批

判するなど、委員間の軋轢が生じている旨報道。 

8月 13日 

 英字各紙は、チャオ米チェンナイ総領事館副領事が、現地の私立大学(SRM大学)での講演で、｢(同副領

事が 23年前に学生としてデリーからオリッサまで 24時間の予定で汽車旅行をした際に 72時間かかっ

てもまだオリッサには到着せず)自分の肌がタミル人のように黒くなってしまった｣と発言したことに対

し、ジャヤラリタ州首相が米国総領事に対し、タミル人を深く傷つけたとして謝罪するよう要請した旨

報道。 

 

 

 

 

8月 15日 

 独立記念日(15日)に際し、シン首相は恒例のレッド･フォートでの演説を実施。 

8月 16日 

 政府の汚職問題への対応に抗議しハンガーストライキを実施しようとした社会活動家のアンナ･ハザレ

紙が警察に拘束される。(同日夜、逮捕状が取り下げられハザレ紙は釈放を言い渡されるが、同氏は無

条件でハンストを行うという自身の要求が全て受け入れられなければ刑務所を出ないと主張しそのまま

刑務所内に滞在) 

3. インドニュース(2011年 8月) 
News from India 

 
 

メモ： 
ジャヤラリタ州首相の抗議を受け、米国のチェンナイ総領事は、チャオ副領事は不適切な発言を深く反省し
ているとのステートメントを発出するとともに、米国務省報道官も、同副領事の発言が全く受け入れられず、
同人は現在異文化コミュニケーションを学ぶための訓練コースに参加していると発言。 
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8月 18日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、アルナチャル･プラデシュ州タワン近くの国境係争地域で、中国兵が

印側の設置した防風壁を破壊した旨報道。 

8月 19日 

 ハザレ氏が刑務所を出所し、デリー市内のラームリラ･グラウンドでハンストを開始。 

8月 27日 

 上下両院がハザレ氏の要求を受け入れる旨の決議を行ったことを受け、ハザレ氏は 16日から行ってい

たハンストを停止。 

8月 29日 

 ケララ州コチ空港において、バーレーン発コチ行きガルフ航空機が着陸時に空港滑走路をオーバーラン

し、137人の乗客中 7人が負傷。 

8月 30日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、内閣が原子力安全･規制機関設立法案を閣議にかける旨報道。 

 

 

 

 

 

Ⅱ．経済  

8月 2日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、国際海底機構(ISBA)が中国国営の中国大洋鉱産資源研究開発協会に対

し南西インド洋海嶺での多金属硫化物の探査を許可したことについて、インド政府内で大きな波紋を呼

んでおり、インド政府は今後数ヶ月でインド洋の採掘に関しより積極的な政策をとることを望んでいる

旨報道。 

8月 4日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、インド原子力公社が原発安全性のレビューを行った結果、インドの原

発が大規模自然災害に耐えられるとの結論に達した旨報道。 

8月 5日 

 英字各紙は、4 日、全インド･アンナ･ドラビダ進歩連盟による 2011 年度タミルナド(TN)州予算が州議

会に提出された旨報道。 

 

 

 

 

 

8月 9日 

 インド首相府は、2011年 9月をもって 3年間の任期が終了する予定であったインド準備銀行のスバラ

オ総裁の任期につき、シン首相が 2年間の延長を承認した旨発表。 

8月 10日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、2012年 12月で引退するラタン･タタ･タタサンズ会長の後継者選定委

員会は予定していた本年 6月までに後継者を決めれず、後継者を 12月末までに発表するとクリシュナ

クマール選定委員が述べた旨報道。 

8月 17日 

 英字各紙は、タミルナド州政府が運営するメトロポリタン運輸公社が、チェンナイにおけるモノレール

メモ： 
同法案は福島第一原子力発電所事故級の原発事故に対する懸念の拡大があり、シン首相が独立した原子
力規制機関の設立を 4 月に宣言していたもの。新たに設置される原子力安全委員会は、放射線や原子力
の使用が放射線作業員、公衆、環境への悪影響がないことを保証する機関となる。 

メモ： 
今回提出された TN州の 2011年度予算案は約 17.4億ルピーの黒字財政(前年は赤字財政)。州財務大臣
は、本会計年度中に3,800メガワットの追加的電力の供給を予定している旨述べた由。また、現地紙は今回
の予算案に新政権が熱心にすすめるモノレール建設関連の予算は含まれていないが、州政府は詳細なプ
ロジェクト･レポートを今年末までに用意し、その後資金の手配を行う旨報道。 



 

9 

建設の第 1フェーズ(111Km)の請負入札の募集を開始した旨報道。 

 エコノミック･タイムス紙は、インド ASEANの FTAのサービス貿易交渉が難航している旨報道。 

 

 

 

 

 

 

8月 24日 

 ヒンドゥー紙は、2010 年に発効した印韓包括的経済連携協定のレベルを引き上げるべく、来週ソウル

で第 1回の印韓間の対話が行われる旨報道。 

8月 27日 

 英字各紙は、ジャヤラリタ･タミルナド州首相が 26日の州議会で｢我々は道路問題について特別な関心

を寄せている。今後 3年間で道路を改善していくので見守って欲しい｣と発言した旨報道。 

 

Ⅲ.外交  

8月 10日 

 ヒンドゥー紙は、インド、ブラジル、南アフリカの IBSA3カ国の代表がダマスカスを訪問し、シリア政

府に対し、同国治安部隊によるいくつかの都市における抗議行動への弾圧を控えるよう申し入れを行う

旨報道。 

8月 11日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、本年 10月 28日から 30日にかけて豪州パースで開催予定の英連邦サ

ミットにシン首相が欠席し、インド代表としてアンサリ副大統領が出席する旨報道。 

 

 

 

 

 

8月 17日 

 英字各紙は、16日～17日にかけてマケイン米上院議員がジャンム･カシミール州を訪問し、同州知事や

アブドゥッラー州首相らと会談した旨報道。 

 

 Ⅳ．日印関係  

8月 1日 

 日インド包括的経済連携協定が発効。デリー斎木駐インド大使とクッラー商業次官の下、第 1回合同委

員会が開催される。 

8月 6日 

 ヒンドゥー紙は、日インド間の原子力協定交渉が行き詰まり、また、在任中の菅総理を取り巻く不安定

な政局にもかかわらず、日インド両国は特に安保･経済分野における戦略的関係を強化するための一連

のハイレベル交流が予定されている旨報道。 

 

 

 

 

 

メモ： 
シン首相の英連邦首脳会議欠席の報道は、オーストラリアのメディアでも、シン首相はカンヌで開催される
G20首脳会合と日程が重なったことを理由に英連邦首脳会議を欠席する由であるが、同会議における 1つ
の目玉としてシン首相に期待していた豪州の担当者は、シン首相が欠席するとの知らせに驚いている旨報
じられている。 

メモ： 
同報道では、自民党から提出された質問主意書への 5 日の政府答弁で日本政府が国会にヨルダン、ロシ
ア、韓国、ベトナムとの原子力協定の承認を求めた事に触れ、インドとの協定への言及が無かったことにイ
ンド政府は失望した可能性があるが、福島原発事故後にもかかわらず日本政府が原発の輸出継続を肯定
したことには勇気づけられるであろうと記載。 

メモ： 
インド ASEAN･FTAは 2010年 1月に物品市場アクセスに関する協定が発効した後、同協定を包括的連携
協定とすべくサービス貿易章及び投資章に関する交渉が行われているもの。報道によれば、フィリピンが
インド人専門家がサービス市場に参入するために意味のあるオファーをすることを拒んでいる由であり、イ
ンドはサービス･投資協定を本年 11月までに妥協することを望んでいるが、よりよいオファーが提示されな
い限りそれは常識的ではない旨報じている。 
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8月 9日 

 インド連邦議会下院での審議の冒頭、クマール下院議長が広島及び長崎の原爆犠牲者を追悼する発言

を行い、つづいて全出席議員が起立して 1分間の黙祷が捧げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の注目点： アンナ･ハザレ氏をめぐる動き 

今月はアンナ･ハザレ氏のハンガーストライキを巡るニュースでインド国内メディアは埋め

尽くされ、海外でも大きく報じられた。 

ハザレ氏の要求は、政府が下院に提出したオンブズマン制度導入法案に、首相や司法をオ

ンブズマンの監視対象とするという同氏の意見が反映されていないとしてハンガーストラ

イキを行おうとしたものである。これに対しシン首相は 15 日の独立記念日の演説で、汚

職に対しては最大限の厳しい態度で臨むとし、議会のみが最良のオンブズマン法案のあり

方を決められると述べるとともに、この法案に反対する人は議会や政党、メディアに対し

意見を表明できるがハンストに訴えるべきではないとして、ハザレ氏の手法を批判した。

また、司法をオンブズマンの監視対象に含めるべきとの主張には、司法の独立を侵害する

ことになり適切ではないとの考えを示した。 

他方、政府の動きは、16日にハザレ氏を逮捕するも、各地で逮捕に抗議するデモが発生し

たことから、同日夜にはハザレ氏の要求が最高裁で審理されることになったとの理由で釈

放を言い渡すなど、迷走した。しかも、ハザレ氏は自身の要求が全て満たされていないと

して刑務所からの出所を拒み、その間、刑務所前に支持者約 1 万人が集結した他、デリー

市内のクリケット･スタジアムにも1万人が集結するなど、ハザレ氏支援の輪はますます広

がるばかりであった。 

ハザレ氏は、19日に刑務所を出所後もハンストを続け、27日に上下下院が①下級公務員

もオンブズマンの監視対象とする、②中央のみならず各州にもオンブズマン制度を導入す

る、③国民は贈収賄の証拠を提出することなくオンブズマンに対して公務員による汚職を

告発できる、とのハザレ氏の要求を受け入れたことを受け、28日午前にハンストを停止し

た。 

今回ハザレ氏を応援するデモは極めて大規模なものとなったが、それと同時に極めて平和

的に行われ、参加者が暴徒化するような動きもなかったことは特徴的である。 

メモ： 
インド連邦議会下院における原爆犠牲者追悼の発言及び黙祷は、昨年は 8月 6日の｢広島原爆の日｣に行
われたが、本年は 6日が土曜日で閉会日であったため、9日の｢長崎原爆の日｣に行われたものである。 
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＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

◆第 26回様々なインド『インドの魅力 雑感』 

今回は、2011年７月 29日(金)午後 6:00～7:30で開催致しました。この日にはインド関係のセミナーが

他でも開催されていたにも拘わらず、いつもの｢様々なインド｣とは異なるメンバーの方々にもご参加戴き

大いに盛り上がりました。講演後の懇親会でも更に自由闊達な会話が出来、有意義な時間を過ごす事が出

来たと思っています。 

講師の里見駿介氏(日印協会会員･海外職業訓練協会国際アドヴァイザー、元総合商社でインド勤務を含

め長年海外駐在を歴任)によるインド四方山話を期待して集まった方々でした。今回は氏の研究テーマの 1

つである先の大戦におけるインド亜大陸と日本･東南亜との関係、開戦早々から 1942年 8月迄のインドの

プラナキラー、更にデオリに移送され1946年5月迄残留を余儀なくされた方を含め男子・婦女子総勢3,000

名以上に上る日本人抑留者の悲話、またインド国民軍(INA)の話ほか一般には余り知られていない歴史の裏

側を写真･資料と共に語って戴きました。 

氏が体験したインドの汽車でのプラナキラー近くのニザムディン駅からラジャスタン方面への旅など通

の旅行者でも経験していない話もお聞きすることが出来、インドの奥深さの一端を知ることが出来ました。 

 

 

← インド国鉄客車 

 

 

食事を売る駅売店 → 

 

 

<写真提供: 里見氏 変わらぬインドの風景> 

◆インド大使館一等書記官パラミタ･トリパティ女史送別会 

パラミタ･トリパティ女史は、2008年 9月 24日から日本に赴任され、政治･情報･文化を担当され、近年

の日印の様々な交流の進展に貢献されました。昨年 10月マンモハン･シン首相訪日の際には、CEPA締結へ

の覚書に両首脳が署名する会合･式の準備にご尽力戴いた事は記憶に新しいところです。8月後半に帰国さ

れ、次の栄転地はニューデリーの外務省本省です。今後とも日印交流にご尽力戴けるものと確信致します。 

8月 9日(火曜日)、日印の交流にとってご縁のある新宿中村屋において、トリパティ女史の送別会が、

｢NPO法人 日印交流を盛り上げる会｣主催、当協会の後援で行われました。アロック･プラサード大使ご夫

妻、サンジャイ･パンダ首席公使ご夫妻、アルン･ゴヤル公使ご夫妻、着任早々のアナンタ･クリシュナ新参

事官ご夫妻、他インド大使館から合計 16名の皆様が招待されました。司会進行はたばこと塩の博物館学芸

部長･半田昌之氏、NPO法人日印交流を盛り上げる会代表の長谷川時夫氏による｢開会の挨拶｣で始まりまし

た。日印協会として、森喜朗会長からのプレゼント、平林博理事長の挨拶文と上野動物園のインド象記念

パネルの式典の写真を、原佑二常務理事から贈呈致しました。次いでトリパティ女史より在任中にお世話

になった方々への御礼と、新任参事官の紹介など、ご挨拶戴きました。インド象記念パネル式典は、トリ

パティ女史が在任中に最も記憶に残った事の一つと述べられました。 

乾杯の音頭をとられた前田専學先生(当協会顧問･東方学院長)から、

女史のお名前であるパラミタは仏教語で｢波羅蜜多｣に由来にしてお

り、女史の着任時から親密に感じたとご披露戴きました。中締めの

ご挨拶は奈良毅先生(当協会顧問･東京外国語大学名誉教授)より戴

きました。 

ご出席戴いた方々が皆和気藹々とトリパティ女史を囲み、しばし

の別れを惜しむ様子が感じられた素晴らしい歓送会でした。 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

<インド象記念パネル式典の写真を手にされるトリパティ女史> 
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◆ネタジ･スバス･チャンドラ･ボース忌 法要 

8月 18日(木)午後 1時から杉並区の蓮光寺で望月教善ご住職の主宰に

より、ネタジ･スバス･チャンドラ･ボースの遺徳を偲ぶ追善法要が営まれ

ました。 

1945年 8月 18日、台湾で客死してから 67回目の命日に当たるこの日

は、真夏の太陽が頭上から容赦なく照りつける大変暑い日でしたが、約

100 名の方々が法要に参列しました。祭壇には森喜朗会長が贈った生花

が供えられ、当協会から平林理事長、原常務理事、青山事務局長が参列

しました。インド大使館からはパンダ公使が参列され、杉並区議会から

二人の議員の方が出席されました。 

ご遺骨は、先々代のご住職望月教榮上人様がお預かりして以来、先代

ご住職望月日康上人様に引き継がれ、現在はご住職の望月教善上人様が

預かっていらっしゃいます。法要後の懇親会で望月ご住職は、遺骨が早

い機会にインドに返還されることを望むが、その日が来るまでは引続き

お預かりしたいと述べていらっしゃいました。 

  蓮光寺の境内に入ると、正面に構えるボースの胸像が目を惹きますが、この胸像と本堂を寄贈された江

守様(江守喜久子様のご親族)も参列されていました。 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◇ナマステ☆インディア 2011 

  今年で 19回目を迎えるナマステ･インディアが、9月 24日(土)･25日(日)に開催されます。 

第 1会場の東京都代々木公園イベント広場では、見て聞いて楽しめる多くのイベントが繰り広げられま

す。インド料理を味わい、インドグッズのショッピングを楽しみ、セミナーで知識を深めることができま

す。旅行会社も出展するので、旅行の情報収集にもお役立て下さい。当協会も出展しておりますので、是

非お立ち寄り下さい。 

また、日印協会は、第 2会場の“たばこと塩の博物館”において、同博物館と共催で講演会をおこない

ます。山田真美さんの軽快な語りや松岡環さんによるインド映画のお話は、もはや定番と言えます。山下

由紀子さんはインドのガイドブックとして人気の『地球の歩き方 aruco5インド』のスタッフ、レヌ･アロ

ラさんは日本のインド料理教室のパイオニアです。インドがグッと身近になる講演ばかりです。皆様お誘

い合わせの上、ご参加下さい。 

日  時: 9月 24日(土) 10:00～20:00 

9月 25日(日) 10:00～19:30 

会  場: 第 1会場 代々木公園  JR原宿駅 徒歩 3分 (東京都渋谷区代々木神園町、神南 2丁目) 

第2会場 たばこと塩の博物館  JR渋谷または第1会場より徒歩10分 (東京都渋谷区神南 1-16-8) 

↑蓮光寺 

↓森会長による  ↓ボース胸像 

  よる 供花 

  供花 

第 2会場 たばこと塩の博物館  1階 視聴覚ホール  講演予定 

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!｣ 

  13:00～14:30    講師: 山田真美 (作家、日印芸術研究所言語センター長、日印協会理事) 

☆｢女ひとりインド取材記｣ 

  15:00～16:30    講師: 山下由紀子 (フリーライター、写真家)  

9月25 日(日) 

☆｢最近のインド映画事情: インド映画2011･秋の話題｣ 

  13:00～14:30    講師: 松岡環 (アジア映画研究者) 

☆｢脳出血から元気にしてくれた私の神様―ウコン｣ 

  15:00～16:30    講師: レヌ･アロラ (インド料理研究家、｢アロラ･インド料理学院｣院長) 

定員は先着 80名様まで、講演は無料ですが、たばこと塩の博物館入館料が必要です。 

入館料  大人･大学生 100円(50円) / 小･中･高校生 50円(20円) ()内は 20名以上の団体料金 
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◇ラビンドラナート･タゴール 生誕 150年記念会 

ラビンドラナート･タゴール 生誕 150周年記念講演会 ～故我妻和男先生を偲んで～ 

『タゴールと日本美術との出会い、そしてインド画壇に与えたものとは…』 

日 時: 2011年 9月 23日(金)    受付 13:30  開演 14:00  終演 17:00 

会 場: たばこと塩の博物館 1階視聴覚ホール 東京都渋谷区神南 1-16-8 

参加費: 無料(たばこと塩の博物館の入館料は別途必要となります。大人･大学生 100円) 

主 催: タゴール生誕 150年記念会  共催: たばこと塩の博物館 

問合先･申込方法: メールまたは往復はがきに下記 5項目を記入して送付  〆切 9/17  先着 80名  

     ①タゴール講演会 9/23 ②氏名 ③住所 ④メールアドレスまはた電話番号 ⑤参加希望人数 

     メールアドレス tagore150japan@gmail.com 

     往復はがき送付先 〒235-0036 横浜市磯子区中原 2-22-14 大場方 【タゴール講演会 9/23】係宛 

ラビンドラナート･タゴール 生誕 150年記念シンポジウム  

『慶應義塾とタゴール』 1916年に初来日したタゴールに関するシンポジウム 

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 

会 費: 1,000円(当日会場で受付、学生及び主催団体会員は無料) 

主 催: 慶應タゴール会、タゴール生誕 150年記念会 

問合先･申込方法: 専用の申込用紙をメールまたは FAXにて送付  〆切 10/14  先着 240名 

            メールアドレス tagore150japan@gmail.com / FAX 045-788-2816 

◇地球の宝もの インドのトラとゾウを守る 2011 

  豊かな自然環境を守ることを目ざし、トラとゾウの生息地における保護活動支援を中心としたプログラ

ムを展開する団体による、イベントです。 

    日 時: 2011年 9月 23日(金)  14:00～16:00 

    会 場: インド大使館インド文化センター   東京都千代田区九段南 2-2-11  

    入場料: 無料  要予約(予約のない方は入れません) 

    主催･問合･予約先:  

NPO法人トラ･ゾウ保護基金 東京都港区虎ノ門 2-5-4 末広ビル 5F  ☎03-3595-8088 

◇魔法少女ジニア 日印友好マジックツアー2011 

ムンバイからやってくる 14才(中学 2年生)の尐女によるマジックツアーです。 

※ ピンク部分は一般の方の入場が可能です。問合先: mail@indo-japan.org 

◇女神の秘薬 

恋人ラーダを救う秘薬を求めて旅にでる牛飼いクリシュナ。インド舞踊、ベリーダンス、パントマイム

がおりなすダンス＆コメディーです。 

日 時: 2011年 10月 1日(土) 開場 18:00  開演 18:30 

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: 前売り 4,500円 / 当日 5,000円 / 日印協会会員は前売りに限り 4,000円 (全席指定) 

主 催: ケララ企画+マルマデーヴィーヨーガ 

予約･問合先: ケララ企画 FAX 042－574-8217  メールアドレス mohini@nifty.com 

9月 19日(月) 11:30～12:30 こどもの城  東京都渋谷区神宮前 5-53-1 ☎03-3797-5666 ※要入場料 

9月 22日(木) 18:00～18:50 七ヶ浜国際村  宮城県七ヶ浜町花渕浜字大山 1-1  ☎022-357-5931入場無料 

9月 24日(土) 13:00～14:30 たばこと塩の博物館 東京都渋谷区神南 1-16-8 ☎03-3476-2041 ※要入場料 

9月 25日(日) 11:45～12:05 東京都代々木公園イベント広場野外ステージ 入場無料 

9月 20日(火)  特別養護老人ホーム 一重の里 

9月 21日(水) 

宮城県仙台市立 岡田小学校 

宮城県亘理郡亘理町立 荒浜小学校 

特別養護老人ホーム 杜の里 

9月 22日(木) 
宮城県立石巻市立 雄勝小学校 

聖ウルスラ学院 英智小･中学校 



 

14 

◇インドを語る集い<様々なインド>第 27回 ご案内 

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。同

封のお申込用紙をご確認のうえ、皆様お誘い合わせのうえご参加下さい。 

       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) 

    主 催: 公益財団法人日印協会 ☎03-5640-7604 / メールアドレス partner@japan-india.com  

◇ディワリ･イン･ヨコハマ 2011 

  9回目を迎えるディワリ･イン･ヨコハマの今年のテーマは、“～ 光の祈り Pray for Touhoku ～”で

す。イベントに加え、チャリティーも行う予定です。今年も多くの方々のご来場をお待ちしております。 

       日 時: 2011年 10月 15日(土)～16日(日) 10:00～19:0 

    会 場: 山下公園おまつり広場  神奈川県横浜市中区山下町 

    入場料: 無料 

    主催･問合先: ディワリ･イン･ヨコハマ2011実行委員会 ☎045-662-1905社団法人横浜印度商協会 

◇ヒンドゥー美術展 

  先月号の本欄でご案内致しました、石洞美術館で開催中の『ヒンディー美術展』の招待状を、法人会員は 

1社につき 2枚、個人会員はお一人につき 1枚、ご希望の方にお送り致します。事務局までお申込み下さい。

次回の『月刊インド』10月号に同封してお送り致します。招待券が無くなり次第終了と致します。 

(協会からの一斉送信メールに対しお申し出のあった方には、今号に同封してお送りしております) 

 

§『決定版 レヌ･アロラのおいしいインド料理』 

  著者: レヌ･アロラ 

  発行: 柴田書店 

  定価: 3,500円+税      ISBN 978-4-388-06120-4  C 2077 

  過去の既刊本をベースに、大幅にメニューを加えて、全品新規撮影して作りま

した。スパイスやインド特有の食材や調理器具の解説や、初めてでも失敗せずに

作れそうな入門料理から本格料理まで、“決定版”に相応しいインド料理の本で

す。 

  ナマステ･インディでは、著者のレヌ･アロラさんの講演があります。お話を聞

かれてから読むとより理解が深まる事と思います。 

§『チャンパの花』第 8号 

  編 集: インド児童文学の会 

  発行人: 鈴木 千歳 

  頒 価:1,000円 

  インドの児童文学の翻訳から創作まで、あるいはエッセイやインド児童文学に関

する報告などが含まれています。 

この 1冊で、インド児童文学を堪能し、インドの伝承文学と日本民話のつなが

りを考察することができます。児童文学とは、決し児童のためだけのものではあり

ません。 

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

次回は、10月 14日(金)の発送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。 

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。

特に時間的に余裕の無い案件に関しては、メールのみでのご案内となる場合もございます。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。 

また、転居等で登録内容に変更がある方も事務局までご連絡下さい。『月刊インド』の送付は、

ヤマト運輸のメール便を使用しているので、郵便局へ転居届を出されても、メール便は転送されま

せん。 

何卒、ご理解･ご協力の程お願い申し上げます。 

<編集後記> 

9 月に入り朝夕にほのかな涼しさを感じるようになると、｢秋きぬと目にはさやかに見えねども風

の音にぞおどろかれぬる｣と諳んじて風流ぶるのですが、さほど真面目な高校生でもなかったのに

古典の授業で習った和歌を覚えているなんて日本人だな～、と妙に納得したりもします。 

しかし、今回はとてもそんな気分にはなれません。台風 12 号の影響で湿度の高い日が続き、早

く通り過ぎないかと思っていたのですが、速度の遅さが各地に大きな被害をもたらしてしまいまし

た。記録的な豪雤が続き、河川の氾濫、土砂崩れなど、ただただ痛ましい限りです。 

被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。 
 

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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6. 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) 



 

 

 


