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<第 3回 理事会> 

  下記要領にて開催しました。 

1. 開会の日時及び場所 

日 時: 2011年 6月 6日(月)14:00～14:35 

場 所: 東京商工会議所 4階 特別会議室 S 

2. 出席者  12名(理事現在数 19名)  他に監事 1名、オブザーバー2名、事務局 2名出席  

3. 議案：   

第 1号議案 『平成 22年度(平成 22 年 11 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)事業報告書(案)』の承認に関する件 

第 2号議案  『平成 22年度(成 22年 11月 1日～平成 23年 3月 31日)算報告(案)』の承認に関する件 

第 3号議案  『会計処理規程(案)』の承認に関する件 

第 4号議案   最近の日印協会の活動及び日印国交 60 周年記念行事について 

4. 議事の経過 

冒頭、平林理事長より、本日の理事会の出席者が 12 名であり当協会定款第 38 条第 1 項に定め

る定足数(過半数 10 名)に達したことを報告、これを受けて議長 森喜朗が開会を宣言し、議事録

署名人は、定款第 40条第 2項により、代表理事･会長 森喜朗、代表理事･理事長 平林博、監事 高

梨恒弘となることが報告された。 

森会長が議長を務め、続いて第 1 号議案から第 3 号議案が、審議の結果出席理事の全会一致に

より原案通り承認された。 

第 4 号議案については、平林理事長が配布資料にしたがって説明し、法人会員状況、2012 年の

日印国交 60周年行事について質疑応答を行った。 

5. 議長より、全ての議案が適切に審議された旨発言があり、全議事を終了した。 

<第 4回 評議員会> 

下記要領にて開催しました。 

1. 開会の日時及び場所 

日 時: 2011年 6月 6日(月)14:40～15:00 

場 所: 東京商工会議所 4階 特別会議室 S 

2. 出席者  7名(評議員現在数７名)  事務局 4名出席 

3. 議事の経過  

評議員 7名全員が出席し、当協会定款第 21条の規定の定足数に達したことを確認後、定款第 20

条の規定により、出席評議員の互選により、野田英二郎評議員が議長に選任され、野田議長が議

事を進めた。 

先に行われた理事会において承認された第 1 号議案と第 2 号議案を審議し、出席評議員の全会

一致により原案通り承認された。理事会では第 4 号議案として報告した項目を第 3 号議案として

同様の説明を行った。 

また、日本企業対象にインド企業のコーポレート･ガバナンスを学ぶセミナーの開催について提

案がなされ、事務局で検討することとした。 

議事録署名人については、定款第 24条により野田英二郎評議員(議長)のほか、小島秀樹評議員

及び佐川雄一評議員が出席評議員の互選により指名された。  

4. 議長より、全ての議案が適切に審議された旨発言があり、全議事を終了した。 

 

 

 

 

1. 理事会･評議員会の結果報告 
The Board Meetings of the Directors and Trustees  

<理事会および評議員会の様子> 
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<2011,6,6 理事会･評議員会資料> 

 

 

 

 

 

　　            貸　借　対　照　表

　　　　　　　　        平成２３年３月３１日現在

（単位：円）

　科　　　　目 　　 当年度

Ⅰ 資　産　の　部

1 流動資産

現金預金 17,253,799

現金 55,877

普通預金 3,023,018

定期預金 13,989,219

振替口座 185,685

前払金 388,185 388,185

貯蔵品 249,480 249,480

流動資産計 17,891,464

2 固定資産

（１） 基本財産

定期預金 5,000,000

基本財産合計 5,000,000

（２） その他の固定資産

什器備品 219,510

図書 889,000

立像他 505,671

事務所敷金 2,197,000

その他の固定資産合計 3,811,181

固定資産計 8,811,181

資産合計 26,702,645

Ⅱ 負　債　の　部

1 流動負債

未払金 126,195

前受金 375,000

預り金 54,108

流動負債計 555,303

2 固定負債

固定負債計 0

負　債　合　計 555,303
Ⅲ 正味財産の部

1 指定正味財産 0

2 一般正味財産 26,147,342
（うち基本財産への充当額） （5,000,000）
正味財産合計 26,147,342

負債及び正味財産合計 26,702,645
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<2011,6,6 理事会･評議員会資料> 

 

(単位：円)

科　　　　　目 　　　　金　　　額 備　　考
Ⅰ 一般正味財産増減の部

１ 経常増減の部

(１) 経常収益

① 基本財産運用益 2,600

基本財産受取利息 2,600

② 受取会費 3,586,750

特別法人会員受取会費 1,665,000

一般法人会員受取会費 1,710,000

個人会員他受取会費 211,750

③ 事業収益 1,141,490

公Ⅱ　文化交流事業開催収益 963,000 新旧駐インド大使歓送迎レセプション他

公Ⅲ　講演会等開催収益 178,490

④ 受取寄付金 5,000

現金による受取寄付金 2,000

蔵書他受取寄付金 3,000 ＊ 現金以外の寄付

⑤ 雑収益 9,232

受取利息収益 9,232

経常収益計 4,745,072

(２) 経常費用

① 事業費 4,229,280

公Ⅰ　情報収集調査研究事業 550,121 平林理事長訪印、現代インド・フォ－ラム

公Ⅱ　文化交流促進事業 1,700,524 新旧駐インド大使歓送迎レセプション他

公Ⅲ　講演等開催事業 136,270

公Ⅲ　会報等発行事業 1,293,730

公Ⅲ　広報（ホ－ムペ－ジ）事業 537,925

公Ⅴ　提言事業 10,710

② 管理費 6,127,299

役員報酬 1,250,000

人件費 2,168,283

給料手当等 2,168,283

物件費

会議費 166,558 理事会費関係

旅費交通費 437,001 通勤費を含む

通信費 233,416

什器備品減価償却費 56,406

消耗品費 200,617

光熱水料費 125,068

賃借料 1,153,425

租税公課 4,000

雑費 332,525

経常費用計 10,356,579

当期経常増減額 -5,611,507

２ 経常外増減の部

(１) 経常外収益

経常外収益計 0

(２) 経常外費用

経常外費用計 0

当期経常外増減額 0

当期一般正味財産増減額 -5,611,507

一般正味財産期首残高 31,758,849

一般正味財産期末残高 26,147,342

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0

指定正味財産期首残高 0

指定正味財産期末残高 0

Ⅲ 正味財産期末残高 26,147,342

正味財産増減計算書
平成22年11月1日から平成23年3月31日まで



 

6 

5 月 12 日（木）午後 4 時から、東京商工会議所国

際会議場において、堂道秀明前駐印大使(現在、経済

外交担当大使)講演会が、当協会と日印経済委員会と

の共催で開催されました。この講演会は当初、3月に

開催予定であったものが、東日本大震災のため延期さ

れたものです。 

大橋信夫日印経済委員会委員長(日印協会副理事長

を兼務)は開会の挨拶で、堂道前駐印大使が在任中に

日印経済連携協定(EPA)が締結されたこと、帰国後は

特命全権大使(経済外交担当)として活躍されているこ

とを紹介されました。 

講演会が始まると、150名を超す参加者は熱心に聞き入り、講演後質疑応答が行われました。 

最後に当協会理事長の平林博が閉会の挨拶をしました。日印両国の関係強化に貢献された堂道大

使に講演して頂いた事に、御礼申し上げました。 

  

堂道秀明 前駐印特命全権大使 講演会 『インド勤務を終えて』要旨 

 インドは最近世界各国から注目されているが、その背景にはインドの高い経済成長がある。 

(2005年以降 6.8%～9%台の成長を記録） 

 2010年 1年間で、安保理常任理事国すべての首脳が訪印。 

 GDPはアジアでは中国、日本に続く第 3位(2009年)で、毎年ヴェトナム 1カ国の GDPが付加され

ている勘定となる。 

 インドの高成長を支えているは、43%を占める 20歳未満の豊富な若年労働力。(2011年国勢調査)  

 インドの優秀な人材は、米英に留学、日本には来ない。 

 在外インド人は 3千万人(2009年 12月現在)、アメリカには 225万人。 

 在米ロビィストはユダヤ人が 1番と言われてきたが、今やインド人が 1番である。在米インド人

が枢要な地位に着いて、印米のためにロビイング活動を行っている。その力は、米国においては

1番強い。 

 タボス会議メンバーの半分はインド人。在外のインド人が多く、世界的規模の人脈が生きている。 

 インド証券取引所のインド企業がインドの経済を牽引にしている。世界が注目するインド経済に

は勢いがあり、止めることはできない。 

 インド経済を支えているのは、商業、ホテル、通信、金融、不動産、ビジネスサービス。 

 インド経済成長の要因は、IT関連産業の発達。 

 インド経済が抱える課題はインフレと金利高。 

 次頁の“日印間及び日中国間の人的交流/経済的交流の比較”のように、日印関係は日中関係に

比べて大幅に遅れている。 

 日印間では毎年首脳の相互訪問が行われているが、このような交流が確立されているのは、日本

としてはインドのみ。インドとしては、日本とロシアのみ。 

 日印二国間協力の基幹プロジェクトとして、デリー･ムンバイ間の｢貨物専用鉄道建設計画(DFC)｣

と｢産業大動脈構想(DMIC)｣の二つのプロジェクトが進められている。 

 今後、中国との関係のリスク分散の観点からも、インドとの関係強化を図る必要がある。 

以上 

2. 堂道秀明 前駐印特命全権大使 講演会 要旨 
Gist of the Lecture by Ambassador Hideaki Doumichi 

 

<講演される堂道大使> 
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<講演資料より 1> 

<講演資料より 2> 
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 Ⅰ. 内政  

5月 4日 

 ニュースチャネル NDTV は、アルナチャル･プラデシュ州のカンドゥ州首相を乗せたヘリコプタ

ーが 4月 30日から行方不明になっていたことに関し、同州西部の山中でヘリコプターの残骸が

発見されカンドゥ州首相他の遺体が収容された旨報道。 

5月 12日 

 英字各紙は、農民の抗議活動が活発化しているウッタル･プラデーシュ(UP)州を視察のために訪

問していたラフル･ガンディー･コングレス党幹事長が、UP 州の警察に逮捕され、2 時間半後に

UP州とデリーの州境付近で釈放された旨報道。 

 

 

 

 

 

 

5月 14日 

 インディアン･エクスプレス紙は、4 月末にプネ市及びその周辺で 6 名のナクサライトを逮捕し

たのに続き、13日にプネ市内で 10名のナクサライトを逮捕した旨報道。 

 

 

 

 

5月 16日 

 5 月 13 日に開票が行われたタミル･ナードゥ州議会選挙の結果を受け、マドラス大学講堂にて、

ジャヤラリタ全インド･アンナ･ドラビダ進歩連盟(AIADMK)の州首相就任及び 33州政府閣僚の宣

誓式が行われる。 

5月 19日 

 インド大統領府は、首相の助言に従い、西ベンガル州首相に就任するバナジー鉄道相の辞任を

受け入れ、シン首相が鉄道相の職務を兼ねるよう指示したとともに、ロイ船舶担当閣外相に対

し、鉄道担当閣外相を兼ねるよう指示した旨発表。 

 

 

 

 

 

 英字各紙は、5 月 13 日に開票が行われたアッサム州議会選挙の結果を受け、18 日にタルン･ゴ

ゴイ氏が 3期目のアッサム州首相に就任した旨報道。 

 

 

 

 

5月 20日 

 5 月 13 日に開票が行われた西ベンガル州議会選挙の結果を受け、コルカタ市内の州知事官邸に

おいて、ママタ･バナジー州首相及び州政府閣僚 38名の就任宣誓式が行われた旨報道。 

3. インドニュース(2011年 5月) 
News from India 

 

メモ： 
UP 州はデリー東隣のノイダからアグラに至る全長 165ｋｍの幹線道路や道路周辺の住宅区を建設
するため土地の収用を行っているが、農民側は補償額の増額を要求し建設作業の妨害等を実施、5
月 6日には農民と警官隊との衝突で 3名が死亡した。UP州政権（与党はマヤワティ党首率いる大衆
社会党）は農民との対決姿勢を崩しておらず、ラフル・ガンディー幹事長が農民の意見を聞くべく UP
州入りしていた。 

メモ：  
同報道は、インドの西部地区へのナクサライト浸透規模や到達のスピードは驚くべきものがあり、誠
に憂慮すべき事態であるとの捜査関係者のコメントを紹介。 

メモ： 
タルン・ゴゴイ州首相は、1971年～2001年まで連邦下院議員を務め、コングレス党幹事長や食料担
当閣外相、食品加工担当閣外相を歴任後、2001 年 5 月にアッサム州首相に就任し､2006 年 5 月に
再選されている。 

メモ：  
報道によれば、バナジー鉄道相はシン首相に対し鉄道相のポストが引き続き全インド草の根会議派
（TMC）に割り当てられるよう求めたことを受け、TMC 所属のロイ閣外相に対し、格下の鉄道担当閣
外相を兼務させることとした由。鉄道相は利権も大きいので、首相自身が兼ねることで疑念を払拭し
ようとした趣。 
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Ⅱ . 経済  

5月 1日 

 ヒンドゥー･ビジネス･ライン紙は、中国の自動車メーカーのベイチ･フォトン社(北汽福田汽車)

が、マハラシュトラ州プネ近郊のケド地区に、5年間で約 168億ルピーを投じて自動車工場を建

設すると発表した旨報道。 

5月 3日 

 インド商工省は、輸出を 2010 年度の 2,460 億ドルから 2013 年度末までに 5,000 億ドルとする

ことを目標とする、2014年 3月までの輸出戦略を公表。 

5月 4日 

 ビジネス･スタンダード紙は、2007年にエア･インディアに統合した旧インディアン･エアライン

で働く 800名のパイロットと 200名の幹部パイロットが、エア･インディアと同等の給料を求め

て 4月 26日からストライキを続けており、エア･インディアに 10億ルピー以上の損失が出てい

る旨報道。 

 パイオニア紙は、デリー･メトロのフェーズ 3 建設に関し、都市開発省がデリー開発局(DDA)に

対し、デリー･メトロのフェーズ 3 の総コストの 25%程度、少なくとも 1,000 億ルピーを DDA が

デリー･メトロ鉄道公社(DMRC)に支援するよう要請した旨報道。 

 

 

 

 

5月 6日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、マハラシュトラ州のスラム人口は10年間で380万人増えて1,810

万人に、ムンバイでは 2001 年に 580 万人だったスラム人口が 2011 年には 700 万人に増加した

旨報道。 

5月 19日 

 インド商工省は、2010年度の対インド外国直接投資(FDI)は 194億 2,700万ドルとなり、前年比

25%減となったこと、及び、その中でも日本からの投資は前年度比 32%の 15億 6,200万ドルとな

り 2010年度単年度の投資額ではモーリシャス、シンガポールに次ぐ第 3位の投資国となった旨

発表。 

5月 27日 

 ミント紙は、インド最大の船舶リサイクル･ヤードであるグジャラート州アラン地区が、バング

ラデシュの船舶リサイクル再開に伴い業務量の急落に直面している旨報道。 

 英字各紙は、バス首席経済顧問が議長を務めるインフレ対策を検討する関係省庁会議が、マル

チブランド小売業への FDI 開放を政府に行うよう勧告を行った旨報道。 

 

 

 

 

 

 

5月 27日 

 英字各紙は、グジャラート州政府は 500エーカー超の土地をマルチ･スズキ社の工場建設に割り

当てることを決定した旨報道。 

 

 

 

 

 

 

メモ： 
報道によれば、同会議はウォルマートやカルフール等のマルチブランド小売業への FDI の開放は、
市場に競争をもたらし、取引業者を取り除くことでマージンが減少し価格が低下すると考えており、シ
ンディア商工閣外大臣は、2012年 4月までに小売業への FDIに関する新たなルールを発表するだろ
うと発言。また、インドにおける組織的小売業の売上高全体に占める割合は 4%に過ぎず、日本の
66%、中国の 20%と比べても大きく下回っている旨報道。 

メモ： 
同報道によれば、同工場はマルチ・スズキとしてはハリヤナ州外では初めての工場となるもので、
2015年までの稼働開始を予定。年間 25～30万台の生産能力を持つ見込みである由。現在マルチ・
スズキはハリヤナ州グルガオンとマネサールの 2つの工場で年間 120万台の生産能力を有し、2012
～13年頃にはマネサールの工場に更に 2つの生産ラインが追加されて 170万台の生産能力となる
見込みであることから、グジャラート州の工場が完成すれば合計で年間 200万台超の生産能力を持
つことになる。 

メモ： 
報道では、JICAはデリー・メトロのフェーズ 1では 60%、フェーズ 2では 49%の円借款による資金協力
を行うこととしているが、日本は震災の影響でそこまで大きなコミットをフェーズ 3 にはできないようで
あり、デリー・メトロは JICA の代役としてデリー開発局を考えている旨記述。 
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5月 31日 

 インド統計局は、2010年度の実質 GDPは 48兆 7,784億ルピーで、成長率は前年度比 8.5である

と発表。 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、コクヨが文具メーカー大手のカムリン社の株式の 50.3%を 36.6

億ルピーで取得する模様である旨報道。 

 

 Ⅲ. 外交  

5月 2日 

 シン首相は、ウサマ･ビン･ラーデンの死亡に関し、｢重大な前進であると歓迎し、アルカイダ及

び他のテロ･グループに対し決定的な打撃となることを願う｣旨の声明を発表。 

5月 12日 

 シン首相が 6年ぶりにアフガニスタンを訪問し、カルザイ大統領と会談。 

 インド商工省は、オーストラリアを訪問中のシャルマ商工大臣はエマーソン貿易大臣との間で

豪州インド合同閣僚会議を実施するとともに、会議後、豪印包括的経済協力協定の交渉開始と

豪印 CEOフォーラムの設置を表明。 

5月 17日 

 インド外務省は、ピーリス･スリランカ外相が訪印し、クリシュナ外相と会談した他、シン首相

を表敬訪問した旨発表。 

 

 

 

5月 18日 

 インド外務省は、 17日から 18日にかけて訪印したカリモフ･ウズベキスタン大統領が、シン首

相と首脳会談を行い、インド･ウズベキスタン間の｢戦略的パートナーシップ｣を初めて宣言した

旨発表。 

 

 

 

 

5月 24日 

 インド外務省は、エチオピアの首都アディスアベバで、シン首相が出席して第 2回インド･アフ

リカ･フォーラム･サミットが開催され、｢アディスアベバ宣言｣と｢インド･アフリカ間の強化さ

れた協力フレームワーク｣が採択された旨発表。 

5月 25日 

 ヒンドゥー紙は、原子力供給グループ(NSG)は、インドの要望を受け入れ、6 月第 3 週に開催予

定の NSG 年次本会合の特別議題として、インドの新規参加要請を取り上げることを決定した旨

報道。

メモ： 
両国の戦略的パートナーシップには、政治、経済、対テロ、教育、保健、人的資源開発、科学技術、
観光、文化の各分野での積極的な協力が含まれるとし、今回のカリモフ大統領訪問時に石油・天然
ガス、ハイドロカーボン、ＩＴ、製薬、製織、化学、農業分野を含む 34の協定及び覚書に署名。 

メモ： 
報道によれば、ピーリス外相は、スリランカでの民族紛争末期における国際人道法等の違反疑惑に
対する国連専門家パネルの報告書への反対支持を求める最初の地としてインドを訪問した由。 
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5月 27日 

 インド外務省は、シン首相がタンザニアを訪問し、タンザニア大統領との共同記者会見で、シ

ン首相は、水供給計画のための 1億 8千万ドルの信用供与や社会･教育分野のための 1千万ドル

の無償資金協力を行うことを発表。 

5月 28日 

 英字各紙は、チダンバラム内相とナポリターノ米国･国土安全保障長官の間で、デリーで、印米･

国土安全保障対話が開催され、両者はテロやサイバー･セキュリティー、国境を越える犯罪及び

通貨偽造等の問題に対処することを約束した旨報道。 

5月 31日 

 メルケル･ドイツ首相が 31日～6月 1日の日程で訪印し、31日にシン首相と首脳会談を実施。 

 

 

 

 

 インド外務省は、30日～31日にニューデリーでシアチェンに関する印パ国防次官級協議が友好

的な雰囲気のもとで行われ、双方は有意義かつ結果志向的な形で継続することに合意した旨発

表。 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅳ. 日印関係  

5月 1日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、バンガロールにある国立精神衛生神経科学研究所の 2 名の医

師が、日本の被災地で活動を行っているNGOである国際医師団に参加し16日に訪日する旨報道。 

5月 5日 

 インド財務省は、ムカジー財務大臣と野田財務大臣がハノイで会談した旨発表。 

5月 19日 

 日インド包括的経済連携協定が衆議院本会議で承認される。 

5月 20日 

 デリーで日インドの外務･防衛当局の局長級により第 8 回日インド安全保障対話が開催される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の注目点： シン首相のアフガニスタン訪問 

シン首相は 5 月 12 日から 1 泊 2 日でアフガニスタンのカブールを訪問し、カル

ザイ大統領と首脳会談を行った他、アフガニスタン議会の上下院合同セッションで

演説をおこなった。インドはアフガニスタンとは歴史的に友好関係を有していると

して、国会議事堂建設やカブールへの送電線、あるいはイランとアフガニスタンを

結ぶ道路建設などアフガニスタンに多大な援助をおこなっており、その総額は実に

15 億ドルに上る。今回のシン首相の訪問の機会にインドが更に 5 億ドルの支援を

行うことを表明した。パキスタンも｢戦略的縦深性｣を確保すべくアフガニスタンに

おける影響力拡大を図っており、印パ両国はアフガニスタンをめぐりいわばライバ

ル関係にある。しかし、今回の訪問中のカルザイ大統領との共同記者会見で、シン

首相は、｢オサマの死亡により新たな状況が作られた。アフガニスタン、パキスタン

及びインドがこの状況を歴史的な貴重な機会であると認識し、テロを終わらせるた

めに協力して取り組むことを期待する｣と発言し、パキスタンとの協力の可能性につ

き言及しており、現在印パ間で様々な対話が進展していることもあわせ、今後の印

パ関係の展開が注目される。 

 

メモ： 
シアチェン氷河地帯は、印パ双方が争うカシミール地方のうち北東に位置する高山地帯で印パ双方
が部隊を駐留させているが、標高 4,800ｍ～7,000ｍに位置し「世界で最も高地の戦場」と呼ばれる。
印パ双方とも多額の部隊駐留経費を支出しており「世界で最も経費のかかる戦場」とも呼ばれ、シン
首相が「シアチェンの非武装化」を主張しているように、インド側は部隊の撤収を望んでいるが、部隊
撤収後にパキスタン側に占領されることを恐れて撤収できないでいると言われている。 

メモ： 
メルケル首相の訪印は 2007年以来 2回目。今回、国交 60周年を機とした「インドにおけるドイツ年」
の開幕行事に出席。ドイツはヨーロッパにおけるインドの最大の貿易パートナーであり、印独間の貿
易額は昨年 150億ユーロを超え、2012年までに目標額である 200億ユーロに達する見込み。 
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＝◆ 最近のイベント ◆＝ 

◆第 25回様々なインド 『インド細密画の魅力』 

5月 27日(金)、朝から空いちめん鉛色のどんより曇った一日でしたが、開始時間

の午後 5時半には、手狭な事務局が熱心なインド細密画愛好家で満席となるほどの

盛況ぶりでした。 

講師の辻村節子さんは、細密画には旺盛な研究心と強い愛着心をお持ちの当協会

会員で、インド絵画研究会を主宰され、三陸書房ホームページに連載した｢インド

細密画の小径」で細密画の美しさと魅力を紹介されていらっしゃいます。講演では、

「インド細密画入門」、「ラージプート絵画の魅力あるテーマ」について、ヒンドゥー系のラージプート派細

密画を中心にパワーポイントを使って、1枚 1枚懇切丁寧に説明してくださいました。画材とか技法といった

技術的観点からの説明に加えて、その時代の歴史的な背景を織り込んだ、淡々とした語り口調は聞く者をし

て惹きつけずにはおりませんでした。 

以下に、講演の一端を披露します。 

＊インドの二大伝統絵画といえば、｢壁画｣と｢細密画｣ということができる。 

 ●壁画―アジャンタ(仏教 5世紀～)､バーグ(ヒンドゥー教 6世紀～)､シタナバサル(ジャイナ教 6世紀～)等 

 ●細密画―5世紀頃より布･樹皮･木片･葉等に描かれた仏教や、ジャイナ教の経典の挿絵が始まり 

＊13世紀頃からイスラーム王朝の支配によりペルシャ文化の影響を受け、イランの写本の細密画が書かれる。 

＊16世紀、ムガル帝国成立後、｢イスラム系ムガル派｣と｢ヒンドゥー系ラージプート派｣に分かれる。 

＊ムガル派はペルシャ絵画の影響強く、文学や歴史書の挿絵、肖像画、宮廷の情景、博物学的記録等が多い。 

＊ラージプート派では、ヒンドゥー神話を題材とした叙事詩、抒情詩の挿絵、肖像画、宮廷の光景、風俗画

等が多い。 

＊画材と技法 

 ●宮廷工房で専門職人により制作された。限られたスペースに多くの事物を描き込むため特別の技法が必要

とされた結果、画家たちは緻密な描写力を競い合い入念に制作した。 

 ●台には、紙、木綿、絹布、板、象牙等を用い、彩色には、鉱物性顔料、植物性･動物性染料を使用した。 

 ●筆は動物の毛、特に細かい部分を描くため、リスの尾の毛が使用された。 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆India Seminar2011 

優秀なインド人材と日本社会や企業との接点を拡大する転機と創るべく、インド工科大学(IIT)をはじめと

する、インドの 19都市のトップレベルの大学に支部を持つアイセック･ジャパンが主催となり、下記セミナ

ーを企画･開催します。 

基調講演｢日本とインドはどう付き合うのか｣(登壇者は当協会の平林博理事長)と、パネルディスカッショ

ン｢日印の人材交流を促進するには｣を、行います。 

日 時: 2011年 6月 20日(月) 18:00〜20:30 

会 場: 新丸の内ビルディング 10F 日本創生ビレッジ  東京都千代田区丸の内 1-5-1  

定 員: 100名 

対 象: インド人材に興味のある企業様 

インドでインターンシップを経験した日本人学生 / 日本でインターンシップ中のインド人学生 

参加費: 1,000円 

申込方法: URL http://www.aiesec.jp/info/2011-05/3731.html  より申し込み 

主催･問合先: 特定非営利法人 アイセック･ジャパン 

E-mail  IndiaSeminar2011@aiesec.jp (担当: 高橋) 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

ニュース(2011年 4月) 
News from India 
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◆｢インド舞踊へのいざない Part32｣  天の川ものがたり 

  ｢櫻井暁美とギータンジャリダンサーズ｣によるインド舞踊劇｢天の川ものがたり｣を開催します。3 月 11 日

の東日本大震災の犠牲者へのレクイエムと復興への祈りをこめます。  なお、公演時に頂く寄付金等は、(社)

アジア協会アジア友の会が展開している東日本大震災の救援活動の支援のために使わせて頂きます。 

日 時: 2011年 7月 3日(日)  13:30開演 (13時開場) 

会 場: 大阪ドーンセンター (7F) ホール 大阪府大阪市中央区大手前 1-3-49 ☎ 06-6910-8500 

チケット: 前売り 一般 4,000円/会員･学生 3,500円/小中学生 2,000円 (当日券は各 500円増) 

主 催: ギータンジャリ友の会  大阪府交野市妙見東 3-4-7  ☎072-891-8874 

申込･問合先: 090-3994-4525(櫻井)  

◆横浜ムンバイ友好委員会 45周年記念･東日本大震災復興チャリティイベント ｢大地への鎮魂｣ 

  インド文化や横浜ムンバイ友好委員会の活動を多くの方々に知って頂き、世界の文化との融合を通して交

流の裾野を広げ、人と人が繋がる事を目的に、インド舞踊パフォーマンス(南インド古典舞踊バラタナティヤ

ム-大地を鎮める踊りをするシヴァ神と女神達の踊り)と世界のセミナーワークショップを開催します。 

日 時: 2011年 8月 21日(日)  10:00～16:30 

会 場: 神奈川公会堂  神奈川県横浜市神奈川区富家町 1-3  ☎ 045-432-3399 

チケット: インド舞踊パフォーマンス  前売り 1,500円 当日 1,800円  高校生以下無料 

世界のセミナーワークショップ    無料～1,000円 

主 催: 横浜ムンバイ友好委員会  ☎045-201-1771 

問合先: ｢大地への鎮魂｣制作担当 インド舞踊研究所ナーティヤ･マンジャリ･ジャパン NMJ 

☎＆FAX  045-681-4517    E-mail emi_mayuri@yahoo.co.jp 

◆インド古典舞踊バラタナティヤム夏の体験ワークショップ 

  インドを体表する南インド古典舞踊バラタナティヤムの魅力を、解説とデモンストレーション、ワークシ

ョップ、ダンスパフォーマンスを通じて体験できます。 

日 時: 2011年 8月 27日(土)、9月 3日(土)、9月 10日(土)  13:30～16:00 

会 場: 神奈川芸術劇場アトリエ  神奈川県横浜市中区山下町 281  ☎ 045-633-6500 

参加費: 3回通し 5,000円  1回 2,000円 

主催･予約･問合先: 

インド舞踊研究所ナーティヤ･マンジャリ･ジャパン NMJ   ☎＆FAX  045-681-4517 

E-mail emi_mayuri@yahoo.co.jp   URL http://www.geocities.jp/gameradevi7/ 

◆インドを語る集い<様々なインド>第26 回 ご案内 

『インドの魅力･雑感』として、当協会会員でもあり海外職業訓練協会国際アドバイザーの里見駿介

さんを講師にお迎えして、7 月 29 日(金)18:00 から協会事務局にて開催致します。 同封の申込用紙

をご確認のうえ、皆様お誘い合わせのうえ、ご参加下さい。
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※ミティラー美術館所蔵作品展 

本誌 3月号でご案内致しました『ミティラー美術館所蔵作品展』は、3月 11日に発生した東日本大震災の

影響により延期となっていましたが、急遽今月 22日より開催される事が決まりました。 

日時: 2011年 6月 22～6月 26日 時間: 10:00～18:30(初日は 14:00から、最終日は 15:00まで) 

場所: インド大使館内インディアカルチュアルセンター B1F ICCギャラリー 

詳細につきましては、 

URL  http://www.embassyofindiajapan.org/new/src_JP/others/mithila.html  をご参照下さい。 

§『インド特許法と実務』 

著  者: シャラート ヴァデーラ / コロネル クリシャン ラール ヴァデーラ 

              (カン アンド クリシュミィ 法律特許商標事務所) 

      訳  者: 弁護士 高橋 雄一郎    弁理士 望月 尚子    弁護士 北島 志保 

              (高橋雄一郎弁護士事務所) 

      発  行: 財団法人 経済産業調査会 

      定  価: 5,400円+税   ISBN 978-4-8065-2865-4   C2030 

インドにおいても知的所有権の認識は高まっており、特許、著作権、商標及び意匠

の保護に熱心取り組んでいます。なかでも特許権は重要な権利であり、出願件数は増え続けています。 

  本書は、インド特許実務のエキスパートによる英文執筆原稿を基に翻訳されものであり、インドの法

制度の概要から始まり、特許制度、出願、審査、異議申立等、インド特許法及び実務に関する包括的な

書籍です。 

§『インド数学の発想―IT大国の源流をたどる』 

著  者: 矢野 道雄 

発  行: NHK出版 

定  価: 780円+税   ISBN 978-4-14-088348-8   C0241 

｢何故インドが数学?」、｢どうしてインドが IT大国?｣と疑問に思われている方は、

多いのではないでしょうか。そんな疑問に応えてくれるのが本書です。 

占星術が大好きなインド人、その占星術のもととなる天文学は高度な数学無くして

は成り立ちえません。また、学習は筆記ではなく暗誦が最も重要であるとされた点も

深く関わっています。とはいえ、誰もが二桁の掛け算を暗記しているわけではありません。 

インドを数学から紐解くと、また違う一面が見えてきます。 

5. 新刊書紹介 
Book Review 
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<次回の『月刊インド』の発送日とチラシ封入に関するお願い> 

次回は、8月 12日(金)の発送を予定しております。 

チラシ封入につきましては、公益財団法人として認可を受けたこともあり、公益性に配慮した

内容であることを確認する為に、事前にチラシの掲載内容(表現等)についてご相談させて頂く事

と致しました。ご相談は、来所でもメール･FAXでも受け付けております。 

また、事前のご連絡がない場合や当日のお持込み等は、全てお断り致します。せっかくご用意

頂いたチラシが無駄にならないよう、必ず事前に事務局にご連絡下さい。 

何卒、ご理解･ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

<個人会員会費納入のお願い> 

個人会員の方々には、4月 1日付で年会費納入のお願いとゆうちょ銀行のお振込み用紙を、お送

りしました。ご入金が確認できない方には、『月刊インド』に同封してお送りしております。ゆう

ちょ銀行以外の口座もご案内しておりますので、ご都合の良いこところをご利用下さい。 

ご明な点等ございましたら、協会事務局までお問い合わせ下さい。 

 

<編集後記> 

沖縄では早々に梅雨明けですが、協会事務局のある東京は梅雨真っ只中です。エアコンは使わ

ずに窓を開けて涼をとっています。時折近くの消防署のサイレンがけたたましく鳴り響き、下の

天ぷら屋さんの仕込みの香りが漂い、通行人の携帯で話す声が聞こえてきます。こんな状況を想

像しつつ貸借対照表や正味財産増減計算書をご覧頂くと、｢?エッ、あの人数でこの金額!?｣と、協

会の真の姿が見えてくるかもしれません。 

協会の活動をご支援下さる皆様にこそ、評議員会･理事会での資料をご覧頂き協会の実情を知っ

て頂ければと存じます。疑問等ございましたら、協会事務局までお問い合わせ下さい。 

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、活動を続けて参りました。今後も多くの方に活動をご支援賜りたく、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。 
また、次代を担う若い方々にインドへの関心を深めて頂くために、学生会員の制度(年会費の学生

割引)があります。学生の方々の入会をお勧めします。 
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) 


