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元駐インド日本大使 公益財団法人日印協会顧問 

八木 毅 

 

 

私がインドに勤務した3年間は両国関係が正に上げ潮の時期に当たり、中でも2013年 11月の天皇皇后両陛下

（当時。現在の上皇上皇后両陛下）のインドご訪問は両国の長年の友好親善関係におけるハイライトとなった。

以下においては、両陛下ご訪問とその前後の日印関係を、当時のエピソードを中心にしつつふり返ってみたい。

（注：肩書はいずれも当時のものである。） 

 

私は国交樹立60周年の2012年の10月に着任した。60周年関連行事はそれまでに大宗が成功のうちに開催さ

れていたが、年内にまだいくつかの行事が残されており、中でもフィナーレに当たるものがインド門での花火と

映像の行事（以下では「花火大会」）であった。これは、インド門壁面への3Ｄプロジェクション・マッピング（両

国の文化、両国関係の画像を投影）と約2200発の花火の打ち上げの二部構成となっており、デザイン・コンセ

プトはコシノジュンコさんの監修による。日印双方の企業から多額の寄付をいただき、多数の関係者の尽力によ

って準備が進められてきた一大行事である。私も着任後から実行予定日の12月 1日に向けて調整に奔走したが、

「いよいよ明日が本番」となった 11月30日にグジュラル元首相（在任は1997年から1998年）が逝去され、

インド政府が7日間喪に服することが発表された。訃報に接して、一時は呆然としたが、私のところにもインド

外務省から連絡があり、インド側と相談し、日本側関係者とも連絡の上、12月1日の実施は断念することとなっ

た。本当に急な決定であり、日本からの来訪者で既に到着済みの方々もおられた。そして、次の問題は、花火大

会を別の日にリスケジュールできるかである。花火の火薬をはじめとして必要な資機材や技術者の方々は既にニ

ューデリーに揃っており、これをいつまでも留めておくことは

できないし、何よりも、多くの方々の努力と篤志によって準備

されてきた60周年「目玉行事」がこのまま雲散霧消してしま

うのは是が非でも避けたかった。各方面との協議、調整の結果、

何とか大会は服喪期間明けの12月 7日に延期して実施される

こととなった。一口に延期とは言っても、様々な許認可を取り

直すことが必要であり、これはインドでは決して簡単なことで

はないが、関係者のギリギリの尽力により間に合わせることが

できた。当日は私もインド門に出かけたが、5000人もの人たち

がプロジェクション・マッピングと花火を楽しんでいる様子を

見て、本当に安堵したことであった。 

 

国交60周年の翌年、2013年には天皇皇后両陛下がインドを国賓として訪問され、長きにわたる両国の友好親

善関係にとって特筆すべき年となった。両陛下は11月 30日から12月 5日まで滞在され、この間ニューデリー

とチェンナイを訪問された。また、首席随員として森喜朗元総理大臣（日印協会会長）が随行された。6日間の

 特集シリーズ 歴代元駐インド日本大使が 

日印国交樹立 70周年を振り返る 

第 5回 私の経験した日印国交樹立 70周年 
State Visit of Their Majesties the Emperor and Empress  

And the Japan-India Relationship Thereafter 

国交60周年 花火と映像のクロージング行事 

本稿の脱稿後、日印協会会長に就任されたばかりの安倍晋三元総理が凶弾により不慮の死を遂げられた。

私はインド大使在任中、安倍総理の訪印とその後のモディ首相の訪日に携わる機会をいただいただけに、安

倍元総理の突然のご逝去は驚愕、痛恨の出来事である。安倍元総理のご功績を偲び、心からご冥福をお祈り

したい。 
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かなり長いご訪問であり、そのご日程の一つ一つに改めて立ち入ることは控え、現在でも私の記憶に残っている

いくつかの点を紹介したい。第一に、インド側による厚遇は異例と言えるものであった。デリー御着に際しては

マンモハン・シン首相夫妻が自ら両陛下を出迎えられた。両陛下のご訪問はインド側からかねてより招請があっ

たものであるが、中でもシン首相は自らご訪問を強く望んでいたとされる。天皇陛下はご訪問中にシン首相をご

引見されたが、加えてシン首相夫妻は公式歓迎式典前日の12月 1日、両陛下のために首相公邸で昼食を催した。

なお、同氏は首相退任後の2014年 11月に訪日しており、この時も両陛下はシン前首相夫妻を御昼餐に招かれて

いる。また、両陛下のお供をする接伴大臣にはクルシード外務大臣が任命されたが、この任命もインド側の配慮

によるものであった。すなわち、両陛下が1960年に皇太子同妃両殿下として訪印され、ビハール州を訪問され

た際、同大臣の祖父であるフセイン州知事（後の第3代インド大統領）が両陛下をお迎えし、当時7歳であった

クルシード外務大臣も州知事公邸のバラ園を歩かれる両陛下のご様子を遠くから拝見していたとのことである。

この他、両陛下ご訪問準備のために日本と縁の深いクマール元法務大臣が首相特使に任命されたこと、ご訪問を

記念して東京タワーとクトゥブ・ミナールが並ぶ絵柄の記念切手がインド政府により発行されたことも同様の配

慮の表れである。 

ご訪問でもう一つ忘れることができないのは、御着翌日の12月 1日に両陛下に大使公邸庭にある菩提樹をご

覧いただいたことである。この菩提樹は1960年に天皇陛

下が昭和天皇の名代として訪印された際、お手植えになっ

たものである。53年の年月を経て、周囲7メートル、高さ

約17メートルの大木となり、見事な枝葉を茂らせている。

しかも、菩提樹脇の石碑によればお手植えになったのは1960

年 12月 1日、奇しくも今回の公邸ご訪問のちょうど53年

前のことであり、両陛下はこの縁の菩提樹の成長振りを間

近から感慨深そうにご覧になられていた。両陛下にはチェ

ンナイに移動される前日の12月 3日、大使公邸に日印の

関係者を招いて行われたレセプションの機会にもう一度菩

提樹をご覧いただくことができた。 

 

60周年がつつがなく終了して間もない2014年 1月には安倍総理大臣が訪印された。 

2013年 5月にシン首相が訪日していたので、次は日本の総理大臣が訪印する順番であったが、この総理訪印

のポイントはインドの最も重要な祝日である共和国記念日（1月 26日）の行事の主賓として日本の総理大臣が初

めて招待され、出席したという点にある。当日、安倍総理大臣はムカジー大統領とともに記念パレード（軍事パ

レードだけが取り上げられるきらいがあるが、実際には各州・地域の山車が登場する文化行事の部分も大きい）

を観閲され、その後、大統領官邸庭園でのレセプションに出席された。このレセプションでは主賓が会場を回っ

てインド官民の要人を含む招待客と言葉を交わすのが通例であるが、多数のインド人が安倍総理大臣めがけて殺

到するという状況で、随行していた私も随分ハラハラさせられた。 

 

2014年 4～5月にはインドで下院総選挙が行われ、インド人民党（ＢＪＰ）が国民会議派に大勝し、シン首相

からモディ首相へと政権が交替した。その後の両国関係の進展はよく知られているところであるが、日本側はモ

ディ氏がグジャラート州首相であった時期（2001年～2014年）から同氏に着目していた。同州への経済・投資

促進のための”Vibrant Gujarat Summit”には早くからパートナー国として参加していたし、2012年にはモデ

ィ州首相を閣僚級招聘の枠組みで招聘している。私も2013年 1月に初めてグジャラート州に赴き、モディ州首

相を表敬訪問するとともに、”Vibrant Gujarat Summit”に出席した。この「サミット」には日本側関係省庁、

関係機関及び関係企業の尽力により、日本から数百名の大代表団が派遣され、他のパートナー国を圧倒するプレ

ゼンスを示すことができた。お陰で私も、モディ氏が参加するメイン・セッションにおいて、ひな壇で同氏の隣

の席に配されるという厚遇を得た。 

モディ新政権発足後の日印関係上の最大の課題はモディ首相の早期訪日を実現することであった。新政権に対

して日本側から様々なレベルで働きかけ、先方からも基本的に前向きな反応を得ていたが、首脳の訪問となれば

やはり確定までにはそれなりの準備と時間が必要であり、結果的には8月末からの訪日が発表された。モディ首

菩提樹の下で歓談される両陛下 
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相は就任後6月にブータン、7月にブラジル（ＢＲＩＣＳサミット出席）、8月にネパールを訪問したので、訪日

は「域外国への初めての二国間訪問」となった。9月半ばに中国の習近平国家主席の訪印が予定されていたこと

も考慮されたのであろう。訪日日程は発表後、一日前倒しとなり、8月 30日から一泊二日の京都訪問が追加され

たのは私にとっても嬉しい驚きであった。モディ首相が京都迎賓館に到着し安倍総理大臣と寛ぐ様子、また、翌

日、両首脳が東寺を訪問する姿は今でも鮮明に記憶している。 サブスタンスの面でも、「特別戦略的グローバル・

パートナーシップ」への引上げ、日印「2プラス2」の強化、海上共同訓練（「マラバール」など）の継続、原子

力協定、日本側によるＯＤＡを含む3.5兆円の投融資、新幹線システムの導入等々について、多くの重要な進展

が得られ、その後の日印関係発展につながるものとなった。それまでのシン政

権は伝統的な非同盟、全方位外交の傾向が強く、日本との関係でも特に政治・

安全保障政策面での関係強化にはやや慎重であったが、モディ首相の下で日印

「2プラス2」の閣僚レベルへの引き上げの方向性が打ち出されたこと、「マラ

バール」への日本の毎回の参加が固まったこと、日印米3カ国外相会談が立ち

上げられたことは意義深い。中でも日印米のフォーマットがその後、オースト

ラリアを含めた「クアッド」に発展し、首脳レベルでも開催されるに至ったこ

とは、やや大袈裟ではあるが隔世の感がある。 

シン政権に替わったモディ政権がどのような対中政策をとるかは日本や関係

国にとって大きな関心事であり、特にモディ首相訪日直後の2014年9月半ば

（17～19日）の習近平主席の訪印は多大の注目を集めた。習主席はモルディブ、

スリランカ訪問の後、まずはモディ首相の地元であるグジャラート州に入り、

モディ首相の誕生日を共に大々的に祝うなどＰＲを意識した日程が用意された。

また、経済面では5年間で200億ドルの投融資が表明され、10数本の協定・合意が署名、締結された。しかし、

同時に、私の眼からすると奇異な出来事もいくつか生じた。まず、200億ドルの投融資であるが、これは明らか

にモディ首相訪日の際に日本が表明した3．5兆円を念頭に置いたものであった。事前に中国側からは1000億ド

ルという数字が流布されたこともあり、インド官民の期待値は嫌が上にも高まったが、実際に出てきたのは200

億ドルで、1000億ドルはおろか、日本の3．5兆円（300億ドル超）をも下回るものであった。なぜ期待値をコ

ントロールするという「基本」を守らなかったのか不思議である。また、何と言っても最も大きな衝撃を与えた

のは、習近平主席のグジャラート到着の直前にラダックで発生した中国人民軍（ＰＬＡ）兵士による侵入事案で

ある。ＴＶニュースでは、画面の左半分には、両首脳がグジャラートで友好をアピールする行事を行う様子が流

れる一方、右半分では両国軍の対峙する姿が流れるという状態であり、習近平主席の初の訪印の印象を損ねたこ

とは間違いない。当時、インドでは、この侵入事案は現地あるいはＰＬＡの独走なのか、あるいは習近平指導部

に許可もしくは少なくとも黙認されたものか、という点が大いに議論され、その時点では必ずしも一致した見方

は得られていなかったと思うが、その後の侵入事案、衝突事案の発生を見れば、おそらく現在では後者が大多数

の評価になっているものと思われる。第三に、習近平主席は滞在中、9月18日に Indian Council of World Affairs

で政策スピーチを行ったが、そこで「一帯一路」の文脈で南アジア地域に対する大がかりな経済協力の構想（今

後 5年間で投資300億ドル、譲許的融資200億ドルなど）を明らかにした。私はこのスピーチを会場で直接傍聴

したが、この部分を聞いた時には、これは南アジア地域でのインドの主導的地位に正面からチャレンジするもの

ではないか、しかも、それを選りに選ってインドの首都で表明するのか、と大変驚いた。当時は「一帯一路」自

体が比較的新しい構想で、インド国内での反応も抑制されたものであったので、スピーチのこの部分についても

インドでは余り大きく取り上げられなかったと記憶している。しかし、これもその後の中国の行動を見れば、習

近平スピーチは、やはり中国による南アジア地域での覇権（少なくとも経済的覇権）追求の意図表明であったと

思われる。 

 

このように私の在任期間は、両国関係の上げ潮の時期で、前向きの動きの連続であり、大使として大変に恵ま

れた3年間を過ごすことができた。この趨勢が現在に至るまで続いていることも非常に喜ばしい。これまでに両

国関係の発展にご尽力されてきた官民の全ての関係者の方々、中でも厳しい時期をくぐり抜けてこられた先達の

方々に心からの敬意を表したい。今や日印関係は二国間の文脈を越える重要性を有するに至っており、更なる強

化、進展を願って止まない。 

京都迎賓館での両首脳 
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八木 毅 （やぎ・たけし） 

日印協会顧問。1954年新潟県生まれ。2010年から12年まで外務省経済局長を務めた後、2012年から15年まで在インド

大使、2016年から20年まで在ドイツ大使を歴任。2020年12月退官後、2021年よりＮＥＣ顧問。 

 

 

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社 代表取締役社長  

日印協会理事 

比良竜虎 

 

インド独立の翌年にジャイプルで生まれ、最初の東京オリンピックの年に来日し、1976年に日本に帰化した私

は、生まれる前から日本とご縁がありました。私の祖父と父や叔父たちが、明治時代から日本で事業を行ってい

たのです。 

 

日露戦争の直前の明治35年（1902年）、ロシアの極東進出を阻止するために日英同盟が結ばれました。この

同盟には外国企業を日本に誘致するという条項があり、日本にやって来た300社のうち、50社が英領インドの

企業だったそうです。明治から大正、昭和にかけて来日したインド系の企業は、横浜と神戸で事業を始めました。

このうちの1社が父たちの会社でした。私たちの他に、香港上海銀行やシティーバンクなどの英国・香港・欧米

系の企業約160社と、中国系企業約90社もやって来たそうです。 

 

大隈重信先生、渋沢栄⼀先生をはじめとする方々によって日印協会が設立されたのは、その翌年の明治36年

（1903年）のことでした。この協会は、日印両国民の親善を深めることを目的に、インド事情の調査や日本文化

と経済事情の紹介などを行うために設立されたのですが、活動の本格化にあたっては、私の父ケムチャンドや、

叔父のパラスラムや、親戚のダラマルも尽力したと当時の資料には記されています。 

 

さて、父たちの会社を含めたインド系企業の主な仕事は、日本製品を海外に輸出することでした。これにより

日本は外貨を稼ぎ、国の外貨建て債務を債権に変えることができたわけです。 

 

当時、インドに輸出されていたものは、主に三つありました。一つは日本のシルクです。インドに駐留してい

た英軍の婦人たちが質の良い日本のシルクで作られたドレスを求めたのです。もう一つは日本の靴です。インド

には「日本の靴は世界一。私の靴は日本製」という子供の歌があるほど、日本の靴は人気がありました。そして、

もう一つ人気だったのが日本の造花です。当時は冷蔵装置もなく、インド国内での生花の輸送はままならないも

のでした。日本の造花の品質は素晴らしく、大変喜ばれたそうです。父たちの会社も、こうした日本の製品をイ

ンドに送る輸出業に携わっておりました。まだ私が生まれていない、大正時代の話です。 

  

大正10年（1921年）2月には、横浜で事業を展開していたインド

系企業が集まって、横浜印度商協会（現在の公益社団法人在日インド

商工協会）が結成されました。 

 

横浜からインドへの貿易は順調に進んでいましたが、大正12年（1923

年）9月 1日、関東大震災が発生し、インド商館が建ち並んでいた横

浜山下町は壊滅的な被害を受けました。当時、横浜にいた約二百数十

名のインド人のうち28名が亡くなり、父の弟にあたる叔父も命を落

としました。震災直後の大混乱の中では、犠牲者の火葬も法要もろく

日本とインドの絆 
Ties between Japan and India 

旧横浜印度商協会ビル 
1955年3月～1996年3月 

 



 

7 
月刊インド 2022 年 10 月号 

 

に行えなかったそうです。 

 

後年、横浜印度商協会は、インド人犠牲者28名の追悼と、被災後に

横浜市民がインド人コミュニティに差し伸べた援助への感謝の意を込め

て、山下公園に「インド水塔」を建て、横浜市に寄贈しました。昭和14

年（1939年）の建立当時は、まだ横浜市内の水道設備は整っておらず、

住民の方に井戸水を提供できれば亡くなった方々への供養になるという

思いが、父にはあったようです。今でも毎年 9月1日になると日印両国

の関係者が「インド水塔」に集い、横浜ムンバイ友好委員会主催による

追悼式典を行っています。 

 

 被災した外国企業に対して、日本政府は誠意をもって対応してくれました。父たちは、多くの外国人と共に神

戸に避難しました。神戸では、外国人向けにレンガ作りのバラックが用意されており、安心して暮らすことがで

きたそうです。 

 

その頃、神戸からインドへ、新たに輸出され始めたものがありました。それは高知県産の珊瑚です。インドで

は、珊瑚はお祭りやお祝い事に使われるとても貴重なものでした。 

 

関東大震災の翌年、横浜市は神戸に移った外国人たちを再び横浜に

誘致しました。経済復興のためには、輸出業者が不可欠だったからで

す。インド系企業50社のうち、34社は神戸に留まり、16社が横浜に

戻ったそうです。彼らには横浜の埋め立て地に建てられた1階が店舗、

2階が住居になっている商館（ショップハウス）が用意されていまし

た。道路を挟んで反対側には、中国人たちの商館が並んでいて、それ

が現在の横浜中華街へと発展していきました。百数十名いた西洋人た

ちは山手に居を構えました。現在そこには西洋館や外国人墓地があり

ます。 

  

終戦後の1952年、父たちは横浜に戻って来ました。それはインドと日本にとって記念すべき年でもありまし

た。 

 

 第二次大戦後、連合国と日本とでサンフランシスコ講和条約が結ばれましたが、インドのネルー首相には「他

の国々と同様に、日本にも名誉と自由を与えるべき」という考えがあり、この条約には調印しませんでした。1952

年、インドは単独で日本との日印平和条約を締結しました。この条約には、インドにある日本の財産を没収しな

いこと、インドの賠償請求を放棄することが謳われており、当時では考えられないほど、日本に対して寛大なも

のでした。 

 

実は歴史的にはあまり知られてはいませんが、インドが親日国となった所以に、昭和天皇にまつわるエピソー

ドがあります。イギリスが去った後のインドは大変貧しく、人々には着る物も満足にありませんでした。皇室は

外交には口出ししない原則ですが、日々の衣服にも困っているインドの人たちのことを知った昭和天皇は、自ら

宮内庁に指示されて、三年間にわたって、インドに無償で生地を送ってくださっていたそうです。東レや帝人が

作るナイロンやジャージなどの生地で、インドの人々は衣服やサリーを手に入れることができるようになりまし

た。この輸出を担当したのが、父たちの会社を含めた7社でした。 

 

 戦後の日本で著名なインド人の一人に、いわゆる東京裁判で判事を務めたパール判事がいます。パール判事は

国際法を専門とする裁判官として、この裁判の違法性を指摘し、被告全員の無罪を主張しました。靖国神社境内

にある遊就館の隣に、パール判事の肖像写真とその意見書の言葉を刻んだ顕彰碑があります。今から四代前のイ

ンド大使と日本の関係者との連携によって建てられたものです。その際は、私もお手伝いさせていただきました。 

1950年日印平和条約の締結 
（インド大使館提供） 

山下公園内にあるインド水塔 
(ウキペディアより) 
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1957年、インドは国賓として当時の岸信介総理大臣をお迎えしました。ネルー首相は国民への演説の中で「こ

の方が自分の尊敬する国、日本から来た首相です」と岸総理を紹介しました。インドの指導者が日本を「真の友」

として歓迎したのです。 

  

インド国会は、広島と長崎の原爆忌に毎年黙とうを捧げています。

昭和天皇のご崩御にあたっては、インド国は三日間の喪に服しました。

また今年の安倍元首相のご逝去にあたってもインド国は喪に服してい

ます。 

 

日本に住むインド人の数は20世紀の終わり頃から急速に増え始め、

2021年 6月現在では3万6千人以上となっております。コロナウイ

ルス流行のため、ここ1、2年のインドからのインバウンドは減少し

ていますが、日本に好感を持つインド人は多いため、これから増えて

いくことでしょう。私が来日したのは東京オリンピックの頃で、当時はパンを買うのも一苦労でしたが、今はた

くさんのインド料理店が全国にあり、インド料理好きの日本の方も多いと聞きます。ヨーガやアーユルヴェーダ、

インド哲学やヴェーダ詠唱を学ばれる方、インド映画やインド舞踊、インド音楽を好まれる方も増えています。

これから日印交流はますます発展していくことでしょう。 

 

最後になりますが、1921年に創立された社団法人横浜印度商協会を前身とする公益社団法人在日インド商工協

会は、昨年百周年を迎えました。これも皆様のご指導ご支援の賜物と深く感謝申し上げる次第でございます。 

 

 

比良 竜虎 （ひら・りゅうこ） 

1948年（昭和23年）インド生まれ （1976年 日本国帰化）ＨＭＩホテルグループ 代表取締役社長 

1998年にホテルマネージメントインターナショナル（株）を設立。54年に亘り、28都道府県において7つのブランドのも

と、62軒のホテルを所有・経営。 

公益社団法人在日インド商工協会 会長、公益財団法人日印協会 理事をはじめ、複数の経済・文化団体 理事。日印親善交流

促進のため、奨学金・要人の来日受け入れ・手配、文化・経済活動を目的とした「一般財団法人サイヒラインド財団」 理事長。

インド国大統領より叙勲、PBS（パラヴァシィ・バーラティア・サマン）勲章を、2022年3月にインド共和国の民間功労者

に叙勲される最高位勲章、パドマ・シュリ勲章を綬章。 

  

1957年岸首相のインド訪問 
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日印協会 常務理事  西本達生 

 

駐日インド大使館からの要請で、9月 16日（金）の午前10時から1時間と少々、インドの上院・下院国会議

員らの訪問を受けた。 先方は、 

Dr. Rajdeep Roy, MP-Lok Sabha,BJP を団長に、  

Mrs.Priyanka Chaturvedi,MP-Rajya Sabha, Shiv Sena 

Mr. GVL Narsimha Rao, MP-Rajya Sabha,BJP 

Mr. Saptagiri Ulaka,MP-Lok Sabha,INC 

Prof.Manoj Kumar Jha,MP-Rajya Sabha,Rashtriya Janata Dal 

の 5名＋インドのシンクタンクASPENのMs. Sehgalの計 6 名。 

日本財団の招聘事業の一環ではあるが、今回かなり具体的な 

To seek to engage in several activities and hold bilateral meetings 

with counterparts in Japan to further strengthen the Indo-Japan special Strategic and Global Partnershipと

いう目的を掲げ、 2000年に当時の総理で森喜朗前日印協会会長が日印で結んだ 『21世紀における日印グロー

バル・パートナーシップ』、継いで2018年に当時総理であった、故 安倍晋三日印協会会長が、自由で開かれた

インド太平洋戦略のもとに提案した『日印特別戦略的グローバルパートナーシップ』の共有をさらに強化するた

めに、日本のカウンターパートと二者会談を開催

することを目指す目的で来訪したものである。 

実際のディスカッションでは、先方は全員あら

かじめ用意したアジェンダをノートに書いておら

れ、またディスカッションした内容を熱心にメモ

を取っていた。その身構えた様は単なる表敬でな

く、お互いに領土問題を抱えている立場で、真剣

な討議の場であると、陪席した筆者も思わず緊張

する場となった。  

齋木理事長から、ちょうど数日前に日印2＋2で来日したジャイシャンカール外務大臣との私的会談の内容に

も触れつつ、FOIP（自由で開かれたインド太平洋構想）についての考えを表明し、ロシアによるウクライナ侵

略問題も取り上げ、インドの煮え切らない態度や、９月に行われたロシア・中国などとの共同軍事演習について

も忌憚なく意見を述べた。対して、Roy団長からはインド下院の国会において、ジャイシャンカール大臣が議会

答弁した内容も生々しく明かしてくれた。その詳細については本欄では言及を差し控える。 

次いでロシアと同じく覇権主義が顕わな中国に対しても、時あたかもこの同じ日9月16日にウズベキスタン

で開催された上海協力機構（SOC）にも言及し、「インドもラダックでは、1インチたりとも侵略を許してはなら

ない」との齋木理事長の表現には、5人はその勢いに一瞬のけ反ったような気がした。 

かくも緊張したやり取りではあったが、最後のセッション

では、外交問題だけでなく、二国間貿易の促進、日本からの

引き続き経済支援のほか、日系企業進出にともなうインド人

職業能力開発や技能訓練、技術支援のほか、観光促進、若者

同士の人的交流 について、それぞれの議員さんの出身州との

協業など、具体性に富みかつ多角的な意見交換となった。最

後に齋木理事長から、お互い＂Giant Neighbor＂としてとも

に頑張ろうとの言葉に共感の意を確認して閉会とした。 

   

 

インド国会議員 5人が齋木昭隆 JIA理事長を訪問 
Five Indian parliamentarians visit JIA President Akitaka Saiki 
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1 内政 

【中央政府・ＢＪＰ】 

 9月 8日、モディ首相は、大統領官邸からインド門に至る大街路とその周辺の公園区画「セントラル・ビスタ・

アベニュー」の落成式を実施した。大統領官邸からインド門を結ぶ大通り「ラージ・パト（王の道の意）」の名称

が「カウタヴャ・パト（義務の道）」に改められたほか、インド門の敷地内にチャンドラ・ボースの像が設置され

た。 

9月 14日、モディ内閣は、チャッティースガル州、カルナータカ州、タミル・ナド州、及びウッタル・プラデ

シュ州において、複数の部族コミュニティを指定部族（ST）に加える事を承認した。 

9月 15日、アッサム州において、自らのコミュニティへのST枠の適応を求める複数の団体が、14日にチャッ

ティースガル州等においてＳＴ枠への追加があった事に対する抗議活動を実施、モディ首相やサルマ・アッサム

州首相の肖像画が燃やされた。 

9月 17日、モディ首相が72歳の誕生日を迎えた。誕生日当日、同首相は、マディヤ・プラデシュ州に於いて、

チョウハン同州首相同席のもと、ナミビアから運ばれた8頭のチーターを自然公園に放した他、全ての物流手段

において貨物を迅速かつシームレスに移動させるための基礎整備に向けた国家物流政策（National Logistics Policy）

を発表した。 

9月 27日、印内務省は、イスラム系政治組織Popular Front of India(PFI)とその関連組織を、テロリストグル

ープや政府転覆活動との繋がりが見られたことを理由に、5年の間、禁止組織に指定した。 

9月 28日、モディ首相は2日間の日程でグジャラート州を訪問し、CNGターミナルの定礎式や、アーメダバ

ードメトロの開通式など、2900億ルピー相当の各種開発計画の開所式典に出席した。 

 

【コングレス】 

9月 7日、ラーフル・コングレス前総裁は、インド団結の行進（Bharat Jodo Yatra）を開始した。タミル・ナ

ドゥ州からジャンム・カシミール州まで10州・2連邦直轄領を横断し、合計150日をかけた全長3500kmの行

進を行う。 

9月 17日、ラジャスタン州コングレス支部は、10月に予定されている同党総裁選挙に関し、ラーフル前コン

グレス総裁による同党総裁への就任を求める決議を開き、全会一致で可決した。8日、チャッティースガル州、

及びグジャラート州のコングレス支部も、ラーフル前コングレス総裁による同党総裁への就任を求める決議を行

った。 

9月 23日、ゲーロット・ラジャスタン州首相が、コングレス総裁選への出馬を表明した。 

 9月 24日、シャシ・タルール下院議員が、コングレス総裁選への出馬を表明した。なお、総裁選挙は10月 17

日に行われ、同月19日に新総裁が選出される予定。 

 9月 25日、コングレス総裁選に出馬するゲーロット・ラジャスタン州首相の後任として、同州首相候補として

名前の挙がっているサチン・ピロット同州議会議員に関し、コングレス及びその友党に所属する少なくとも92

名のラジャスタン州議会議員が、ピロット氏が過去にゲーロット州首相への造反を企てたことがあることを理由

に、仮にピロット氏が同州首相に就任した場合、コングレスを離党する旨発表した。 

 9月 29日、ゲーロット州首相が党総裁選への出馬を取り消す旨発表した。 

 9月 30日、マリカルジュン・カルゲ上院議員（元鉄道相）が、他のコングレス指導者からの指名状を党本部に

提出し、総裁選への出馬を表明した。 

  

インドニュース(2022年 9月) 

News from India 
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【グジャラート州】 

 9月 2日、ケジリワル・デリー（ＤＬ）準州首相・庶民党（ＡＡＰ）党首が、ＧＪ州を訪れ、ＢＪＰが2017

年の州議会選挙で議席獲得に苦戦したとされるサウラシャトラ地域を訪問した。この1ヶ月間で、ケジリワルＤ

Ｌ準州首相がＧＪ州を訪問するのは5回目。 

 

【ジャンム・カシミール準州】 

 9月 4日、（コングレスを離党し新党立ち上げを表明している）アーザード元ジャンム・カシミール（ＪＫ）州

首相が、新党のアジェンダを、ＪＫ州の州権回復、州民土地所有権及び雇用の保護、カシミール・パンディット*

の帰還とする意向と述べた。(*1990年頃の州内情勢悪化により州外への避難を余儀なくされたカシミール州出身

者のヒンドゥー教徒） 

 9月 26日、元コングレス所属のグラム・ナビ・アーザード元ＪＫ準州首相が、民主自由党（Democratic Azad 

Party）を設立し党首に就任した。アーザード氏は「新党は誰とも競争せず、平和の取り組みを強化し、ＪＫに

平穏を取り戻すことに重点を置く」と述べた。 

 

【ビハール州】 

 9月 5日、デリー訪問中のクマール・ビハール（ＢＲ）州首相・人民党統一派（ＪＤＵ）党首は、ラーフル・

コングレス前総裁と面会し、野党結束維持について協議するとともに、コングレスがＪＤＵと連立を組みＢＲ州

政権成立に貢献したことに感謝の意を表した。 

 

【メガラヤ州】 

 9月 5日、チュバ・アオ、ＢＪＰ国家副総裁・ＭＬ州担当は、サングマＭＬ州首相率いる州政権与党連合から

1か月以内に離脱する意向である旨述べた。（ＭＬ州議会60議席中、ＢＪＰは2議席を有する一方、サングマ州

首相率いる与党連合（ＭＤＡ）は23議席有しているが、）ＭＤＡ州政権下における違法行為及び汚職に関する多

くの苦情が寄せられており、証拠が揃い次第、財務省監査局（ＥＤ）及び中央捜査局（ＣＢＩ）がＭＬ州へ送ら

れると述べた。 

 

【北東州】 

 9月 12日、シャー内相は、ニューデリーにおいて、リウ・ナガランド州首相及び同州政治団体の指導者らと会

談し、同州における和平合意について多岐にわたる話し合いを行った。会談の後、内務省は声明を発出し、「イン

ド政府の努力はナガ協議に関わる多くの複雑な問題を解決することである」と述べた。 

 9月 15日、中央政府はシャー内相立ち会いのもと、アッサム州政府、ＡＳ州内で活動を行う8つの武装部族

集団との間で3者間の和平協定を締結した。シャー内相は、連邦政府は2024年までに北東部の全ての州境紛争

を終結させるべく取り組んでいると発言した。 

 9月 15日、シン・マニプール州首相は、今後5年間で同州内に於ける反政府勢力の活動を終結させる旨述べ

た。 

 9月 17日、ナガランド民族社会主義評議会（NSCN）が、中央政府との和平交渉を再開することに合意した。 

 9月 21日、サルマ・アッサム州首相とゾラムタンガ・ミゾラム州首相がデリー市内で会合を行い、両州の州境

で発生する紛争事案につき協議を行った。 

 

2 経済 

インド統計・計画実施省より、2022年度第1四半期（2022年 4-6月期）のGDP（速報値）が発表された。2022

年度第1四半期の実質GDP成長率は前年同期比＋13.5％となった（前年同期（2021年度第1四半期）は同＋20.1％）。

市場予測は＋13.0％～17.8％であり、予測範囲内。なおRBI（インド中央銀行）による予測は＋16.2％で、これ

は下回る形となった。報道では財政措置や強い個人需要等を成長の背景に指摘する一方、ルピー安や中央銀行の

利上げ等で下半期の成長が減速する懸念も見られた。 
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3 外交 

（印 UAE関係） 

9月 2日 

ジャイシャンカル外相が、ムハンマド UAE大統領と会談。 

 

（印イラン関係） 

9月 4日 

ジャイシャンカル外相が、アミール・アブドラヒアン・イラン外相と電話会談。 

9月 16日 

モディ首相が、SCOのサイドラインでライースィ・イラン大統領と会談。 

 

（印バングラデシュ関係） 

9月 5日 

ハシナ・バングラデシュ首相が訪印し、ムルムー大統領、ダンカル副大統領、モディ首相、ジャイシャンカル

外相と会談。 

 

（印ノルウェー関係） 

9月 9日 

モディ首相が、ストーレ・ノルウェー首相と電話会談。 

 

（印英関係） 

9月 10日 

モディ首相が、トラス・英首相と電話会談。 

 

（印仏関係） 

9月 13日 

コロンナ・フランス欧州外相が、訪印し、モディ首相やジャイシャンカル外相と会談。 

 

（上海協力機構） 

9月 15日 

モディ首相が、ウズベキスタンを訪問し、上海協力機構（SCO）首脳会合に出席。 

 

（印露関係） 

9月 16日 

モディ首相が、SCOのサイドラインでプーチン大統領と会談。 

 

（印ウズベキスタン関係） 

9月 16日 

モディ首相が、SCOのサイドラインでミルジヨーエフ・ウズベキスタン大統領と会談。 

 

（印トルコ関係） 

9月 16日 

モディ首相が、SCOのサイドラインでエルドアン・トルコ大統領と会談。 

 

（印米関係） 

9月 18日 

ジャイシャンカル外相が訪米し、国連ハイレベルウィークに出席。 
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（印シンガポール関係） 

9月 19日 

ウォン・シンガポール副首相兼財務相、キムヨン・シンガポール貿易産業大臣が、シタラマン財務相の陪席に

より、モディ首相を表敬。 

 

（印・ブラジル・南ア） 

9月 21日 

第 10回インド・ブラジル・南ア (IBSA) 対話フォーラム大臣会合を、ニューヨークで開催。印からジャイシャ

ンカル外相が出席。 

 

（BRICS） 

9月 22日 

ジャイシャンカル外相が、BRICS外相会合に出席。 

 

（日米豪印） 

9月 23日 

ニューヨークで日米豪印外相会合が開催された。 

 

（印カリコム関係） 

9月 24日 

第 4回印カリコム外相会合を国連総会のサイドラインで開催。 

 

4 日印関係 

9月 8日 

東京で、第 2回日印外務・防衛閣僚会合及び第 14回日印外相間戦略対話を開催。 

9月 9日 

訪日中のジャイシャンカル印外相とシン印国防相が岸田総理大臣を表敬。 

9月 27日 

故安倍晋三国葬儀出席のため、モディ首相が訪日し日印首脳会談を実施。 

 

＜ピックアップ：第2回日印外務・防衛閣僚会合＞ 

9月 8日、午後 3時から約 2時間、東京において、林芳正外務大臣及び浜田靖一防衛大臣は、スブラマニヤム・

ジャイシャンカル・インド外務大臣（H.E. Dr S. Jaishankar, External Affairs Minister of India）及びラー

ジナート・シン・インド国防大臣（H.E. Mr. Rajnath Singh, Defence Minister of India）との間で、日印外務・

防衛閣僚会合（「2＋2」）を対面形式で実施したところ、概要は以下のとおりです。なお、同会合開催後、共同声

明が発出されました。 

1. 総論 

四大臣は、日印国交樹立 70周年の本年、3月の岸田文雄内閣総理大臣訪印、5月のナレンドラ・モディ・イン

ド首相（H.E. Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India）訪日に続き、第 2回日印外務・防衛閣僚会合（「2

＋2」）が開催されたことを歓迎しました。四大臣は、首脳年次相互訪問として今後あり得べきモディ首相訪日も

念頭に、地域・国際情勢、二国間安保・防衛協力、有志国間の連携について議論しました。また、来年は、各々

G7、G20の議長国であることも見据え、両国が緊密に連携し国際社会を共にリードしていくことを確認しました。 
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2. インド太平洋地域における協力 

（1）四大臣は、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」実現という共通の目標に向けて協力していくことを確認

しました。また、インド太平洋のみならず、いかなる地域においても力による一方的な現状変更は認められず、

国際法に基づき紛争の平和的解決を求める必要があることを改めて確認しました。 

（2）四大臣は、ASEANとの協力の重要性について議論し、引き続き ASEAN一体性・中心性を支持していくことや、

FOIP及びインドの「インド太平洋海洋イニシアティブ（IPOI）」と「インド太平洋に関する ASEANアウトルック

（AOIP）」との具体的協力の重要性を確認しました。 

3. 二国間安全保障協力 

（1）四大臣は、日印間の安保・防衛分野における協力の飛躍的拡大を確認した上で、今後も二国間・多国間の共

同訓練を重層的に実施していくこと等で一致しました。 

（2）四大臣は、防衛装備・技術協力の分野における具体的な協力の実現に向けて議論を続けていくことで一致し

ました。 

（3）四大臣は、統合幕僚監部と印統合国防参謀本部の連携強化に一致し、「統合幕僚協議」の立ち上げに向けた

調整を歓迎しました。 

（4）四大臣は、長官級会談を含め海上保安当局間の協力進展を歓迎しました。 

（5）四大臣は、3月の岸田総理大臣訪印に際してサイバーセキュリティー覚書が発表されたこと、6月に日印サ

イバー協議が行われたことを歓迎し、引き続きサイバーを含め経済安全保障分野において議論を強化していくこ

とを確認しました。 

4. 地域・国際情勢 

 四大臣は、ウクライナ情勢及び東シナ海・南シナ海、北朝鮮、南アジアを含む地域情勢についても意見交換を

行いました。 

 

 

＜ピックアップ：第14回日印外相間戦略対話＞ 

9月 8日、午後 5時 40分から約 80分間、林芳正外務大臣は、訪日中のスブラマニヤム・ジャイシャンカル・

インド外務大臣（H.E. Dr S. Jaishankar, External Affairs Minister of India）との間で日印外相間戦略対話

を開催したところ、概要は以下のとおりです。 

 

1. 二国間関係 

（1）両大臣は、3月の岸田総理大臣訪印の際に掲げた、今後 5年間における対印官民投融資 5兆円の目標に向け

て双方が努力していくこと、また、日印の旗艦プロジェクトである高速鉄道事業や、インド北東部を含む連結性

強化のプロジェクトを引き続き推進していくことを確認しました。 

（2）両大臣は、5G／Beyond5Gを始め、経済安全保障の面で協力を深めていくことで一致しました。 

（3）両大臣は、エネルギー安全保障や気候変動対策が喫緊の課題との認識を共有し、閣僚級の日印エネルギー対

話や日印環境政策対話等を通じ、「日印クリーン・エネルギー・パートナーシップ」に基づく協力や包括的な環境

協力を強化していくことが必要との認識で一致しました。また、林大臣から、二国間クレジット制度（JCM）構築

に向けた関係当局間の議論の進展への期待を表明しました。 

（4）両大臣は、コロナ禍への対応での教訓を踏まえ、保健・医療面での国際的な連携が重要との認識を共有し、

ヘルスケア分野での協力を強化していくことで一致しました。 

（5）両大臣は、引き続き、インドの優秀な IT人材や特定技能人材の活用を含め、人的・文化交流を進めていく

ことで一致しました。 

（6）林大臣から、日印首脳間年次相互訪問としてのモディ首相の訪日への期待を表明し、今後事務レベルで詳細

を調整していくことを確認しました。 

（7）両大臣は、来年日本が G7議長国、インドが G20議長国をそれぞれ務めることから、これらの成功のために

緊密に連携していくことを確認しました。 
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2. 地域情勢・国際場裏での協力 

（1）両大臣は、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、日印や日米豪印で緊密に連携していくことを改

めて確認しました。 

（2）両大臣は、透明で公正な開発金融の重要性についての認識を共有したほか、スリランカの債務問題について

も意見交換を行いました。 

（3）両大臣は、ウクライナ情勢について意見交換を行い、林大臣から、ロシアによるウクライナ侵略に国際社会

で協調して対応していく必要性について述べました。 

（4）両大臣は、国連全体の機能強化の重要性を確認するとともに、G4を含め安保理改革に向け連携していくこ

とを確認しました。 

（5）林大臣から、軍縮・不拡散問題についての我が国の考えを説明し、日印で対話を続けていくことで一致しま

した。 

 

 

＜ピックアップ3：日印首脳会談＞ 

9月 27日、午前 11時 40分から約 25分間、岸田文雄内閣総理大臣は、故安倍晋三国葬儀に参列するため訪日

中のナレンドラ・モディ・インド首相（H.E. Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India）と首脳会談を行っ

たところ、概要は以下のとおりです。 

 

冒頭、岸田総理大臣から、故安倍晋三国葬儀への参列のための訪日に謝意を表した上で、安倍元総理大臣の外

交的な業績を更に発展させ、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて、モディ首相と引き続き連携してい

きたい旨述べました。モディ首相からは、安倍元総理の下で日印関係は新たな次元に入った、安倍元総理にイン

ド人は温かい印象を有していたとして、安倍元総理大臣の逝去に対し、心からの哀悼の意が示されました。 

 

岸田総理大臣から、日印国交樹立 70周年の本年から、日印がそれぞれ G7、G20の議長国を務める来年にかけて

は、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を更に強化する絶好の機会である旨述べました。両首脳は

様々な分野において協力を推進していくことを確認しました。 

 

両首脳は、ウクライナ情勢を含む地域情勢について意見交換を行い、紛争の平和的解決の重要性や、透明で公

正な開発金融の重要性についての認識を改めて共有するとともに、日印両国がそれぞれ議長を務める来年のG7

や G20も念頭に、引き続き連携していくことを確認しました。 
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§日印協会発行『現代インド・フォーラム』2022年秋季号 No.55  

「現代インド・フォーラム2022年秋季号 No.55」は、下記日印協会ホームページにて一般公開しております。 

https://www.japan-india.com/forum/da02a60a5e0793c3d2eb9294869e39550103f80c 

 

会員には10月 3日にメールにPDFを添付し配信しております。

ぜひご覧ください。 

今号では、「インドのジェンダー問題」を特集し、下記3論文を掲

載しております。 

 

1.「ジェンダーと開発」における女性の政治経済参加 ―ケーララ

州を事例に― 

     喜多村 百合 (元筑紫女学園大学教授) 

 

2. ジェンダーと労働市場  ―インドの「働く」女性たち― 

    木曽順子 (フェリス女学院大学 国際交流学部教授) 

 

3. 現代インドにおける家族およびジェンダー規範の変容 

    菅野美佐子 (青山学院大学地球共生学部助教) 

 

本誌に関してご意見・ご感想等ございましたら、日印協会までご

連絡ください。 

 

◇最近のイベント◇ 

 古代オリエント博物館「ヒンドゥーの神々の物語」展に行ってきました！ 

昨年に福岡アジア博物館で開催されたこの展覧会が、今年は東京に巡回開催される

と聞き心待ちしていた「ヒンドゥーの神々の物語」展に行ってきました。 

月刊インドのシン教授の記事でインドの神様と日本の神様との関係に興味が芽生え、

加えて「ガラス絵遊戯 インドの舞」公演（丸橋広実モヒニアッタム舞踊団、10月 1

日座・高円寺2で開催）おいて、神話を踊りで表現するのを鑑賞してますます「神々

の物語」を知りたい気持ちが高まったのです。公

演で使用された大衆宗教画やインドのガラス絵も

展示されていました。 

場所はサンシャイン60の隣、文化会館7Fの古

代オリエント博物館。エレベータが 7F に着くと

急に空気が変わり池袋の喧騒を完全に忘れてしまう落ち着いた場所でした。 

この展覧会はインド大衆宗教図像を蒐集してきた黒田豊コレクションを

核に、福岡アジア美術館、平山郁夫シルクロード美術館、古代オリエント 「インドの舞」での「ラーマーヤナ」 
写真提供：小山克行氏 

新刊書紹介 
Books Review 

イベント紹介 
Japan-India Events 

図録の表紙 

https://www.japan-india.com/forum/da02a60a5e0793c3d2eb9294869e39550103f80c
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博物館および個人コレクションを加え、ヒンドゥーの神々のイメージの変遷を

古代から現代まで展示されています。また時代と共に表現される素材・技法の

変化も知ることができます。 

学芸員の方が展示を説明してくれる日時もあるそうですが予定が合わなかっ

たので展示音声ガイドを購入し、それを聞きながら鑑賞しました。ダウンロー

ドした音声は家に帰ってからも聞くことができました。 

神話についての絵画の説明を読むと、さまざまな力を持っている神様でも時

には感情的になり人間的（？）だと親しみを感じたりしました。 

オールカラーの図録も購入してしまいました。 

展覧会は 11月27日まで。今号にチラシを入れております。ぜひお出かけく

ださい。  （日印協会 山本真里枝） 

◇今後のイベント◇ 

 2022年 10月 30日（日）「東京ディワリフェスタ西葛西」開催 

インドの秋祭り「 東京ディワリフェスタ西葛西 」が3年ぶりに開

催されます。インド古典舞踊やインド現代舞踊、インドの子供達によ

るステージやインドの模擬店等が楽しめます。 

日程 2022年 10月30日(日) 

時間 AM10:00~PM4:30 

場所 総合レクリエーション公園(子供の広場/恐竜公園) 

アクセス 東京メトロ東西線「西葛西駅」より徒歩7分 

 

詳細は、「東京ディワリフェスタ西葛西」のFacebookをご覧ください。 

  

女性楽士に囲まれるクリシュナ 
（福岡アジア美術展黒田豊コレクション） 

「鈴木浩・鈴木哲 新旧駐印大使歓送迎レセプション」のご案内 

 

駐インド日本国大使の交代があり、赴任予定の鈴木浩 新駐印大使を激励するとともに、2年10か月間

にわたり、コロナ禍にあっても日印関係の発展に多大なご貢献をされ帰国される鈴木哲 前駐印大使に謝

意を表するために、日印協会では歓送迎レセプションを下記の通り開催いたします。 

 

ご出席をご希望される方は日付が迫っておりますので急ぎお申込みください。 

 

日 時： 2022年11月2日（水）11時30分～13時30分 (受付開始10時30分) 

場 所： 東京プリンスホテル（〒105-8560 東京都港区芝公園3-3-1 TEL：03-3432-1111） 

                        2階「サンフラワーホール」 

会 費（お一人様）： 法人会員   10,000円   個人会員    6,000円 

             非会員     15,000円 

             （非会員の方はこの機会に入会をご検討いただければ幸いです） 

形 式： 立食ビュッフェ形式 

 

申し込み：日印協会ホームページのお知らせにあるリンクに入力するか、または 

日印協会までメールでご連絡ください。（申し込み締め切りは 10月27日です） 
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＜次回の『月刊インド』の発送日 ＞ 次回 11月 12月合併号の発送は、2022年 11月 18日(金)を予定しており

ます。月刊インドに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。 

＜ 編集後記 ＞  

やっとコロナが落ち着き、行動制限のない日常が始まっています。 

インドフェスをご紹介すると、10月2日「ナマステなかま」(福岡)、10月 8日〜10日にはインディアメーラ

ー（神戸）、10月15日〜16日には、「横浜ディワリフェスタ」が開催され、10月 30日には「東京ディワリフェ

スタ西葛西」、11月 6日には「ナマステ富士山」などが開催予定です。日印協会でもイベントのいくつかを後援

させていただいております。 

コロナ前と比べると、講演会などはオンライン参加で、コロナ以前では参加できなかった場所で、話が聞ける

チャンスも増えました。その点は私にとっては嬉しい時代の変化ですが、コロナ禍すっかり出不精になってしま

いました。「お祭り」は、人混みは決して好きではありませんが、オンラインでは楽しさ半減です。その場の雰囲

気、匂い、子供達の嬉しそうな顔をその場で共有しながら、お買い物や食事をする幸せな時間を大事にしたいで

すね。  コロナ感染には充分注意して、久しぶりでのイベント参加を楽しみましょう。 

日印協会は11月 2日に「新旧駐インド大使」の歓送迎会を主催いたします。前のページをご覧の上、ぜひご

参加ください。  （編集子） 

＜ お知らせ ＞ 

11 月下旬に会員交流会を計画しておりましたが、駐日インド大使の就任歓迎会も同時期に開催予定ですので、

会員の皆様が集うことができる場としたいと思います。詳細が決まり次第、会員メールでお知らせいたします。 

 

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。 

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)  
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