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1.インド神秘の野生黒蜂蜜とハニーハンティング
The Tale of Indian Wild Honeybee’s Honey Hunting
㈲シタァール 代表取締役 日印協会理事 増田泰三
はじめに
私は、千葉市内で 1981 年から今日まで 40 年間、
「印度料理シタール」とい
うレストランを営み、傍らインドの優れた食材であるアルフォンソマンゴーや
インド産野生ミツバチの蜂蜜の輸入販売を行っています。今回は近年日本でも
徐々に知られ始めているインドの野生ミツバチの蜂蜜採集（ハニーハンティン
グ）について書かせて頂く事にしました。

インド産野生黒蜂蜜

私どもが輸入するインドの野生蜂蜜は、マハラシュトラ州とマディヤプラデ
ッシュ州にまたがる広大で豊かな自然に恵まれた国立メルガート動物自然保護区内の野山で、1 万 2 千年以上も
前から、その地域に住む少数部族によって採集されているものです。私どもは 2003 年からこの野生ミツバチの
蜂蜜を輸入し、日本の皆さまにも「インド産野生黒蜂蜜」として提供させて頂いています。
インドの野生ミツバチについて
インド亜大陸には幾種類ものミツバチが棲息していますが、
そのミツバチが集めてきた蜂蜜は原始の時代から、
その地域に住む人々よって採集され、食されてきました。マディヤプラデシュ州にあるビンベトカ遺跡の洞窟の
壁画には、人が野生ミツバチのコロニーのある木に登り、蜜が蓄えられた巣から蜂蜜を採集しているシーンが描
かれていますが、この壁画は凡そ 1 万 2 千年もの昔に描かれたものだとい
う事です。
ミツバチというと一般的には西洋ミツバチが有名です。日本に於いても
養蜂に用いられているミツバチの多くはこの西洋ミツバチです。他に日本
ミツバチという野生ミツバチも一部地域では養蜂に用いられています。日
本ミツバチは西洋ミツバチと違い、野生ゆえに養蜂するのが難しいところ
があるようですが、採集する蜜は良質ながらも集めてくる量が少ないとい
う理由から非常に高い値段で取引されています。その習性は勇猛果敢で、
西洋ミツバチが天敵のスズメ蜂に巣を攻撃された時に、次から次にかみ殺
されて容易に蜜や幼虫を奪われてしまうのに対して、日本ミツバチは小さ

蜂蜜採集の様子が描かれた壁画

な体ながらも勇敢にスズメ蜂と戦い、互いに協力して団子の様に敵のスズ
メ蜂の体にまとわりつき、羽ばたきで高めた温度でスズメバチを熱死させてしまいます。何か野生の逞しさと言
ったものを感じさせる習性です。
話は再びインドに戻りますが、インドには多くの種類の野生ミツバチが棲息しています。私が知っているミツ
バチは 4 種類です。
①

その中で最も小さいミツバチは、名前は分かりませんが時々見かけます。巣を発見して木の洞を覗くと、
内壁にびっしり貼りつくようにとても小さな六角形の部屋の集合体である巣を造り、わずかな量の蜂蜜を
蓄えて暮しているとても小さなミツバチです。

②

次に大きいのはハエ位のサイズの「アピスフロリア」というミツバチです。グジャラートの有名なカッチ
湿原の灌木に沢山のコロニーをつくって薄いお皿の様な巣を造り棲息していることで知られていましたが、
近年その灌木が違法伐採されてしまったと知り、とても残念に思っています。

③

その次に大きいミツバチに「アピスインディカ」という種類のミツバチがいますが、このハチは日本ミツ
バチ同様小さいのですが、攻撃的でない為養蜂に用いられています。
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④

最後に最も大型のミツバチの「アピスドルサタ」は 20 メートル程の見晴らしの良い大木の上部の頑丈な
枝や、山岳地帯に連なる断崖絶壁の岩棚など、人や動物が近寄れない場所にコロニーを形成し、大きいも
のは直径 2 メートル程の半円形の巣を造ります。蜜が巣にたっぷり貯まる頃になると非常に攻撃的になる
危険なミツバチです。このミツバチの蜂蜜は昔から人間により採集され、食用として、またアーユルヴェ
ーダに於いては薬としても用いられてきました。その他宗教儀式の供物としても使われてきました。

私どもはこの「アピスドルサタ」の蜂蜜を日本に輸入して販売させて頂いています。このハチはインド亜大陸
の各所に分布して棲息しています。働きバチはスズメバチ位の大きさで、女王蜂はクマ蜂よりも大きいかもしれ
ません。体の色は働きバチが黒く女王バチは金色がかった美しい黄色の縞模様が体に在ります。
媚薬に用いられたというパラシュの花とアピスドルサタの蜂蜜の秘密
アピスドルサタは、西洋ミツバチが 1.5 キロ四方を飛び回って蜂蜜を採集してくるのに対して、その 4 倍の 6
キロ四方の広さから蜂蜜を集めてくることが出来ます。働きバチ達は高い木の上や断崖絶壁にある巣から野山に
偵察に飛んで行き、周辺の草木の花を調べ、そこに蓄えられた蜜の状態を常に把握しているので、ベストタイミ
ングでベストコンディションの花めがけて採蜜に行く事が出来るのです。また、このミツバチは、満月の時には
夜間であっても採蜜に飛び回ることで知られています。
アピスドルサタが集める蜂蜜が最も美味しいのは 3 月頃です。何故かというと、メルガート自然動物保護区で
は、この時期に色々な草木に一斉に花が咲き始めるからです。中でもパラシュという花が山のあちらこちらで、
まるで日本の春に山桜が咲くように美しく咲き乱れるのですが、こ
の花は、赤く美しい花びらが斧（パラシュ）のような形をしていま
す。またその美しい赤い色と形状から、別名を森の炎と言われてい
ます。その花の蜜を多く含むこの時期のものが最も日本人の好みに
合うと思っています。
実はこのパラシュの木、インドばかりでなくオーストラリアやフ
ィッリピン辺りにも分布しているそうです。また、台湾や日本の沖
縄にも少数ですが亜種が分布していて、日本ではそれを「花持つ薬
パラシュの花

の木（はなもつやくのき）
」と呼んでいます。この木は薬効がある事

からその名が付けられたようです。インドでも昔から木の幹、皮、枝、根、葉、花の全てを薬として用いてきた
そうです。例えば花はサソリに噛まれた時の毒消しに使うとか、時には媚薬として用いられたたこともあったよ
うです。日本では薬事法に触れるので、販売に際して蜂蜜そのものに薬効をうたう事は出来ませんが、実際に成
分分析してみるとカリウム、マグネシウム、亜鉛などのミネラルも豊富に含まれおり、アミノ酸も多くの種類が
含まれている事が分かります。
また、通常ミツバチは花から沢山の花粉と甘露（ハニードゥと呼ばれる樹液）を集めてきます。これらはロイ
ヤルゼリーやプロポリスの材料となるものなのですが野生ミツバチの場合にはそういった物質がかなり多く含ま
れています。ミツバチはそれに自分の体から出る分泌液を混ぜることで花粉やハニドゥーを加工します。通常花
粉は花粉症をおこす原因となりますが、ミツバチが分泌液を加えて加工した後は逆に花粉症の予防に効果を発揮
するようになることが知られています。アピスドルサタの飛行範囲が西洋ミツバチの 4 倍あるという事は蜂蜜そ
のものに秘めるパワーも 4 倍あるのではと考えてしまうのは私だけでしょうか。
ハニーハンターと NGO の話
メルガート地方は、ハニーハンティングが国連の天然資源開発プ
ロジェクトの推薦事業の承認を受けた後、インド政府によって野生
蜂蜜採集事業の特区に指定されました。そして、政府機関カディー・
アンド・ヴィレッジインダストリー・コミッション（略称 KVIC）
からライセンスを受けた NGO が少数部族を支援してハニーハンテ
ィングの近代的且つ安全で衛生的な蜂蜜の取り扱い方法を指導しま
した。そして村人が管理マニュアルに従って蓄えた蜂蜜を NGO が
買い取り、
世界の蜂蜜標準規格に合う様に処理をして販売をします。
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野生黒蜂蜜の生産地 インド中央部デカン高原に
広がるメルガート自然動物保護区

そしてその収益の一部は彼らによって再度貧しい村々に還元されます。NGO は、ヒンドゥー教徒の女性リーダ
ーの下で様々な形でスラムに住む貧困層の救済運動をしてきました。
私共がこの野生蜂蜜の輸入を始めた 2003 年当時は、国連の推薦事業として承認を受けて間もない頃でしたの
で、NGO もアピスドルサタの蜂蜜採集と販売の事業に力を入れ始めた頃でした。それは、マハトマ・ガンジー
の思想に従って貧困層や少数部族アディバシーの経済的自立支援を行うインドの政府機関KVIC の管理監督の下
でライセンスを得て行われている仕事でした。
ハニーハンティング事業の舞台となるメルガート国立動物自然保護区の原生林は、その数 400 頭ともいわれる
野生の虎が棲む保護区です。そこには 50 程の数のアディバシーと呼ばれる山岳民族の村が点在しているのです
が、村人たちは農業の傍ら 1 万 2 千年も前から行われてきたハニーハンティングで生活を支え続けています。

木から降りてきた様子

地上 20 メートルでのハニーハンティング

つい最近まで、ハニーハンティングは昔ながらの古いやり方で行われていました。ハニーハンター達は村ごと
にチームを組んで、危険な原生林深く分け入り、時には虎や毒蛇と出くわす危険な状況で仕事をしなければなり
ませんでした。
彼らはミツバチが動かない闇夜を狙って高い木に登り、
ナイフで蜂の巣を全部切り落とした後で、
巣ごと桶に入れて村に持ち帰ってきました。そして巣を素手で絞り、蜂蜜をカメに入れて保存していました。そ
のハチミツは、町から定期的に買い付けに来る蜂蜜業者に安い価格で売り渡され、養蜂のハチミツを瓶詰めする
時に増量の目的で使われていました。ハニーハンティングは、危険な仕事の割には儲けの少ないものでした。
しかし、国連の天然資源開発プロジェクト承認後は大きく様変わりしました。KVIC の国立中央ミツバチ養蜂
研修研究所から派遣された植物学者や昆虫学者、そして国連で国際規格と蜂蜜処理技術を学んだ NGO のチーム
が、アディバシーの村に長期滞在して科学的なハニーハンティングの方法と蜂蜜の処理と保管の技術を指導しま
した。その結果それまで増量用としての用途しかなかった野生ミツバチの蜂蜜は、より安全で衛生的な商品に生
まれ変わりました。また森の滋養に富む蜂蜜であることが研究所の分析で証明されたおかげで、市場で付加価値
を認められて以前よりずっと高い価格で売れるようにもなりました。一方ハンティングの現場では、安全な日中
に防護服を着用して樹に登り、蜂を殺さず、以前の様に巣を全部切り取るのではなく一部だけを切り取って採集
する様になり、ミツバチは帰るところがなくなって死んでしまうこともなくなり、巣はまた 2 週間で再生され、
もう一度同じ巣でハンティングが出来る様になりました。これに
よりハニーハンター達は、もう危険を冒して深夜山深く分け入り
木や崖に登ってハニーハンティングをする必要がなくなったので
す。
結果的にこのプロジェクトによりミツバチの採蜜活動が活発に
なり、同時にそれが花々の授粉を促すことになるので、長い目で
見ると森林保護、水資源の確保や砂漠化防止に役立つという事が
地域の人々にも理解される様になったのでした。この事業はイン
ド政府がバックアップするフェアトレードの良いモデルになるの
ではないかと思います。

蜂の子がいない部分だけを採取

おわりに
今回のこの話の中で、養蜂とハニーハンティングを比較して書いた箇所がいくつかありますが、それは養蜂と
ハニーハンティングの間に対立関係を持ち込むものではありません。KVIC や NGO はもともと養蜂の普及に力
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を入れてきました。何故なら、マハトマ・ガンジーがインド独立運動の中ですすめた国産品愛用運動の柱の一つ
が養蜂だったからです。
もう一つの柱は、村人たちが綿の栽培から始めて糸を紡いで布
地を織り自給自足して衣服を身に纏う国産品愛用運動（イギリス
製品不買運動）の象徴であるカディ（布地）でした。養蜂は養蜂
箱と知識さえあれば、少ない元手で誰にでも始められる事が利点
でした。実はガンジー自身もとても蜂蜜が好きだったそうで、医
学の知識にも詳しかったガンジーは健康のために毎朝数種類の蜂
蜜を食していたこという事です。ですから、養蜂は村人の健康維
持と経済的自立の両方に役立つ仕事と考えたのではないでしょう
か。インドで、その仕事をインド独立後今日まで続けているのが
KVIC なのです。その KVIC がハニーハンティングの事業を管理
監督している訳ですので、決して養蜂とハニーハンティングの間

マハラシュトラ州ワルダのガンジーアシュラム
のセヴァグラム（右端が筆者）

には対立は無いのです。
私はこれまでに 6 度メルガートに行き、ハニーハンティングには 4 度立ち会いました。それらを見て思った事
は、読者も既にそう感じておられるのではないかと思うのですが、ハニーハンティングは大自然の中で行われる
スケールの大きな養蜂だという事でした。マハトマ・ガンジーは科学の発達と過度な機械化が人間性を阻害する
と思っていました。一方で人間が自然とうまく折合いを付けてその恩恵を享受して生活出来る社会を理想として
いたのだと思います。養蜂とハニーハンティングは正しくガンジーが理想とした人間と自然が調和した事業と言
えるのではないでしょうか。
今世界ではミツバチがすごい速度で減少しています。それは Honey comb collapse syndrome ：ミツバチの巣
崩症候群という現象だと言われていますが、突然ミツバチが巣箱を捨てて消えてしまうのです。その現象は世界
各地で起きています。原因については農薬説、電磁波説、大気汚染説、ダニによる病害説等々があります。この
世から蜂がいなくなったら大変な事になるので、それは何とか解決をしなくてはならない重要な問題です。野生
ミツバチと養蜂はそのバロメーターとして、これからも支援され続けなければならない取り組みだと思います。
最後に、マハラシュトラ州プーナにある KVIC の国立中央養蜂ミツバチ研究研修所の所長室に、ミツバチの写
真と一緒に掲示されていたアインシュタインの衝撃的な言葉を思い出しましたので、お伝えしてこの話を終わり
たいと思います。ありがとうございました
“No Bee.

No Pollination.

No Plant.

No Animal.

No Man！”

＜参考資料＞


KVIC-UNDP BEEKEEPING PROGRAM, DIRECTRATE OF FOREST BASED INDUSTRY「BEEKEEPING
TRAINING MANUAL ON WILD HONEY BEE」



Narayan Das Prajapati, Dr.S.S..Purohit, Arun.K.Sharma, Terun Kumar 4 名共著 「A HANDBOOK OF
MEDICINAL PLANTS A COMPLETE SOUCE BOOK」Agrobios(India)社発行



ヴェド・メータ著 植村昌夫訳 『ガンディーと使徒たち「偉大なる魂」の神話と真実』新評論社



浅井幹雄 監修「ガンディーの魂の言葉」太田出版

増田泰三（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾈｰﾑ増田泰観）
1953 年に熊本県益城町津森村に生まれる。 法政大学社会学部社会学科卒業後、千代田区九段北時代の「印度料理アジャン
タ」でインド料理を学ぶ。1981 年に千葉市検見川町にて創業し「手造りインドカレーの店シタール」を開店。1982 年に店名
を「印度料理シタール」に改名し現在に至る。
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2. インドの新型コロナウイルス感染症の現状と教育環境
Covid-19 Pandemic Situation in India Addressing Educational Issues
特定非営利活動法人インド日本友の会
Chandra Sekhar Academy / Puri, Odisha, India & Kyoto, Japan
理事長 クンナ ダッシュ
新型コロナウイルス感染症により私たちの生活環境は一変し、世界中が苦境に立た
されています。以前に比べると落ち着きを取り戻しつつありますが、終息にはまだま
だ時間がかかる中、私がインドでコロナ禍を過ごしてきた状況と今後の課題について
お伝えいたします。
また、このたび約 30 年間にわたり日
本とインド、両国の相互理解の促進に取
り組んだことを評価いただき
「令和2年度(2020年度)外務大臣表彰」
を拝受しました。皆様にはこの場をお借りして御礼申し上げます。
今後も日本とインド両国の教育・観光・文化・経済・食の分野など
で日印の架け橋となる活動を続けてまいりたいと思っておりますの
で、何卒よろしくお願いいたします。
ロックダウン時のジャガンナート寺院

1.

ロックダウン期間中のインドについて

私は日本在住 30 年ですが、故郷のインド・オディシャ州プリーに一時帰国していた 2020 年 3 月 25 日、全土
都市封鎖（ロックダウン）を経験しました。日本側に位置する東インド・プリーは、ヒンドゥ 4 大聖地の一つで
宇宙の主、ジャガンナート神を祀るジャガンナート寺院にインド全
国から多くの巡礼者が訪れる有名な場所です。そしてベンガル湾沿
いの 480km に及ぶ海岸線と白い砂浜も大きな魅力で、年間を通し
てインドだけでなく世界中から訪れる多くの観光客で賑わっている
観光地でもあります。
インドがいち早くロックダウンに踏み切ったのは 13 億人という
人口のためですが、最初の期限の 21 日間では感染状況を改善する
ことが困難であるとの判断で、期限の延長を重ねながら 5 月 30 日
までの2か月間は事実上の外出禁止令で自宅待機となっていました。
ロックダウン時のベンガル湾沿いの
480 km に及ぶ海岸線

ロックダウンによる影響

ロックダウン開始後は、1 日に何度も警察のパトロールカーのサイレンが響き、バイク・車・オートリキシャ・
電車の音が全くと言っていい程無く、静まり返っていて車やバスが大きなクラクションを鳴らしながら走るのが
インドのルールとも言えるほど耳慣れた騒音が、一切消えていました。
そしてこれまで道端で食料をもらっていた牛、野良犬、猫、野生のサルなどの動物たちが、人が出歩かず飲食
店も閉まっていることで食べることができなくなったため、普段見ることがなかった場所で動物たちと出会って
しまう機会が増えました。このロックダウンでは人間だけでなく動物も危機感を抱いたように思います。
失業した出稼ぎ労働者が徒歩で故郷へ帰っていたことは日本のニュースでも取りあげられたので、ご存知の方
も多いと思いますが、オディシャ州では雇用が少ないため、やむを得ず大都市コルカタなどに出稼ぎに行ったお
よそ 50 万人が、路頭に迷うことになりました。鉄道やバスはすべて運行停止、所持金もわずかしかなく故郷へ
帰ることもできず、寝る所も無いという苦境に立たされた彼らは故郷への 500 キロもの道のりを歩き、その途中
で力尽きた何十人もの人々が亡くなっているというニュースは、私にとってたとえようがないあまりにも辛く悲
しいもので涙があふれて止まりませんでした。
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彼らが故郷に無事に戻ったら、次は政府の感染リスクを減らす対応としておこなっている厳しいチェックが待
っています。2 週間は学校などの待機施設（待機期間中は政府から食事の提供あり、外出禁止）で過ごすことが
義務付けられ、その後は PCR 検査が陰性であれば自宅に帰ることができます。
経済活動については 4 月 20 日以降、感染者の少ない地域から
特定の業種のみ徐々に再開していきましたが、
移動手段の飛行機・
鉄道・バスの運行、さらにホテルや教育機関・宗教施設・映画館・
ショッピングモール・ジムなどは再開禁止で、ほぼ観光業で成り
立っているプリーの町の経済に深刻な打撃をもたらしました。
5 月に入ると感染の拡大規模に応じてレッド、オレンジ、グリ
ーンの 3 つのゾーンに区分けされ、ゾーンごとに制限が決められ
ました。事実上ロックダウンにあたるのはレッドゾーン。私の居
住エリアはグリーンゾーンで、お店も営業時間が決められたなか

閉鎖時のバススタンド

再開されたため、
日用品や食料の買い出しができました。
その後、
感染状況を見ながら段階的にロックダウンが解除されていきましたが、今もなお一部制限は継続されています。
感染者を出したエリアは直ぐに封鎖され、道路にフェンスを置いて警察官が出入口に常駐し住人に注意を呼び
掛けていました。更に警察の巡回も頻繁に行われ、周辺住民へもマスクの着用を、またお店を訪れる人々にはソ
ーシャルディスタンスを守るように声掛けをしていました。
インドでは、呼びかけだけでは徹底出来ないことが多いため、罰則という形でルールを守らせることも多くあ
ります。日本でも TV のニュースで放送され広く知られることとなったのが、ロックダウン中の外出に対するイ
ンド警察の対応です。外出した人々が棒で叩かれるなどの様子が映し出され、インドにおける厳しい対応につい
て日本のメディアの方から取材があったほどでした。また、お店の営業時間も厳しく注意されたほか、マスクの
未着用には 500 ルピーの罰金であったのが、11 月時点では 4 倍の 2,000 ルピー（約 2,800 円）となりました。
これは 13 億人以上の人口を抱えるインドならではのルールかと思います。自主性に委ね要請という形をとる日
本の対応に対し、規則・厳罰で従わせるというインド、それぞれ国を顕著にあらわしていると感じました。

エリア封鎖、チェック

2.

コロナウイルスとの共存

これまで、
インドではバイクや自転車で走行する人たちが、
埃除けに布を巻いている光景は多々ありましたが、
マスクを着用する生活習慣はインドにはありませんでした。また人との距離が近いためロックダウン当初は感染
爆発を抑えることに重点がおかれ、予防措置を徹底するにあたり、かなり厳しい措置が取られていました。しか
し毎日着用するためのマスク購入に充てるお金を払うことが難しい、またマスクが品薄となり日々必要なマスク
を手に入れることが難しいという状況だったため、代用にスカーフなどで対応する人々も多くいました。
インドならではのコロナ対策
インドでは、電話をかけると最初の約 1 分間、予防措置・発熱など症状がある方の問い合わせ先のアナウンス
が流れます。またゴミの収集の際、通常は音楽を鳴らしながら車が来ますが、今では予防策をアナウンス、警察
8
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のパトロールカーも予防策のアナウンス、と政府は予防策が個人レベルで徹底されるようにあらゆる面で力を入
れています。
インドでは、感染者の拡大を防ぎつつ徐々に経済活動が再開
されるなか、個々もコロナウイルスと共存していく方法を模索
する日々が続いています。外出時にはマスク着用・頻繁に手洗
いをおこなう・手指消毒液の利用・密集空間を避けソーシャル
ディスタンスを確保する、など今では誰もが意識しながら生活
を送っています。当初はマスク・石鹸類・消毒液など品薄にな
っていましたが、生活必需品・食料品・衣料品については、問
題なく手に入れることが出来ていました。
また、6 月に入ってからは、ホテル・レストラン・ショッピ
ングモール・宗教施設等で段階的に再開が始まりました。経済

ソーシャルディスタンスを守っている様子

的な打撃を最小限に留める為の判断かと思いますが、国際線の
飛行機・鉄道が再開できていない状況での営業は、とても厳しいものになっています。
3.

2021 年に入ってからの状況

現在の状況は、ピーク時の新規感染者数 1 日約 10 万人弱より減少傾向にありますが、依然として感染者数は 1
万～2 万となっております。累計の感染者数が 1,000 万人を超え、感染者数は世界 2 位となっており、死亡者は
14.5 万人を超え、日々増加している状況です。
そんな中、政府の緊急対応により 1 月 16 日から新型コロナウイルスワクチンの接種が始まっています。政府
発表では、人口約 13 億 5,000 万人のうち、6～8 ヶ月以内に 3 億人に対してのワクチン接種が計画されていると
のこと、
これは新たな第一歩で画期的な計画であり、
このワクチンの効果が十分に発揮される事を願っています。
その一方、長期化する対応に慣れたからか、これまで徹底されてきた新型コロナウイルスに対する一人一人の
予防意識が以前と比べ薄くなってきているように感じています。マスクを着用せず外出する・社会的距離を保っ
ていない、などの人も多く見かけるようになっているため再拡大の可能性も指摘されています。
4.

コロナ禍の教育現場

教育施設の再開は一部緩和されましたが、未だ通常通りの再開には至っていないのが現状です。教育機関のう
ち幼稚園、小学校、中学校に関しては、休校に入ってからもうすぐ丸 1 年がたとうとしています。
私が 2004 年に故郷オディシャ州プリーで開校した「Chandra Sekhar Academy - チャンドラ・セカール・ア
カデミー（以下 CSA）
」は、京都市の「Chandra Sekhar Academy International School, Kyoto(以下 CSAIS)」
のインド校です。日本語教育と日本文化やマナーを教えるカリキュラムを取り入れたインド式教育 CBSE カリキ
ュラム英語教育学校であり、幼稚園から高校まで約 350 名の生徒が在籍しています。

Chandra Sekhar Academy_Puri,Odisha,India

3 月からはじまったロックダウンにより、新学期を開始できるかどうか先行きが見えない状況でしたが、授業
をどのように行っていくかを模索した結果、取り入れたのがオンライン教育でした。当初はスタッフ・教師・生
徒たちも慣れず時間を要しましたが、昨年 5 月から徐々に取り入れていき、現在では幼稚園から高校すべてのク
ラスの授業をオンラインに切り替えることができました。オンライン授業については CSA 敷地内にある、2019
9
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年開校の日系企業が求める優秀な人材育成をおこなうための日本語学校と IT 技術学校「Techno India- Chandra
Sekhar Academy（IT Training Centre & Japanese Language Centre)」
、CSAIS 京都校でも同様に取り入れて
います。
しかしながら日本と違い、インドでオンライン授業をおこなうには大きな課題がありました。それは学校があ
るプリーでは、オンライン授業をおこなうための環境が整っていない、ということです。まず停電が多く電気設
備が整っていない・生徒たちがスマートフォンやパソコンを持っていない・親は携帯をもっているが家庭に 1 台
しか携帯がないため子供たちがオンライン授業で利用することができない・そもそもネット環境がない地域に居
住している、など学校側だけでは解決できない問題が多くあり、インターネットの電波を拾うために木に登り勉
強している生徒がいたほどでした。インドではまだまだこのように厳しい環境の中で教育を受ける子供たちがい
ることが現実です。学校では再開までの間はオンライン授業とあわせて、オンラインでの授業を受けることがで
きない生徒たちには、電話や無料アプリ WhatsApp で授業をおこなったり、個別訪問でサポートをしたりと個々
に対応しています。
このような状況のなか、ようやく 1 月末より、卒業統一試験を控えた 10 年生（日本の高校 1 年生同等）
、12
年生（日本の高校 3 年生）については授業を再開することが出来ました。大学や IT 学校、日本語学校も制限付
きで徐々に再開し始めていますが強制ではなく家庭に委ねる形のため、送迎の問題や感染リスクを恐れる家庭で
は自宅学習をしています。学校では再開後の現在、感染予防のための対策を徹底しながら授業をおこなっていま
す。
5.

今後の課題

日本の教育機関では、1 回目の緊急事態宣言発令時に休校措置がと
られていましたが、現在は予防措置に対応した時間差登校などをおこ
ない、教室では距離を保ち、行事も縮小、そしてマスク・手洗い・消
毒の徹底をすることで学校が再開されていると聞いています。自己防
衛が相手を守る事になることを理解させ、自覚ある行動が取れるよう
促す日本の教育システムは、教師や学校関係者、更には保護者の協力
で成り立っていると感じています。これは非常に素晴らしいことであ
り、
ぜひインドの教育現場でも取り入れてまいりたいと思っています。
インドでは、個人的にみるとそれぞれが意識はしているものの、一
定レベルで統一するには、まだまだ大きな差があります。今後はこれ
まで予防策として使用していなかったマスクを着用することや、人と
社会的距離を保つ意味を正しく理解し、日々の習慣としていく事が義
務付けられることが大切であると考えています。学校再開が出来てい
ない現実を見るとこの状況下での学校再開には、多くのリスクが伴い
ます。将来どのような状況でも現状を把握し、現実を受け入れ、立ち

オディシャ州政府の感染予防対策ポスター

向かえる姿勢を作るためには、幼少期から生活習慣やマナーを徹底して教え、根本的に相手を思いやる気持ちを
忘れないことが必要だと感じています。
最後に・・・
インドでのコロナ禍においては、経済活動と人の動きが止まったことから世界最悪といわれたインドの大気汚
染が過去 20 年で最善の状態となったこと、ヒンズー教徒の「聖なる川」であるガンジス川の水質も改善したこ
となどニュースで報じられました。このように自然や環境の劇的な改善だけでなく、人と人との繋がりがいかに
大切なのか、そして忘れてしまっていたものを人々が感じる機会になったことと思います。
人々が家庭で過ごす時間が増え、それぞれ多忙な時間を過ごすなかで抱えている大変さに理解を深め、改めて
家族に対し思いやりと感謝、尊敬の気持ちを持つことができたという声も多く聞きました。まだまだ厳しい状況
が今後も続いていくことと思いますが、この貴重な経験を今後に活かし、社会全体が一つになって取り組みをお
こなっていくことが重要であり、この非常時、皆 1 人 1 人が力をあわせ一丸となりコロナ禍を無事に乗りきって
いけることを心から願っています。
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またインドの学校、CSA ではオンライン授業で子供たちが使用するパソコン、スマートフォン、タブレットな
どが非常に不足しているため勉強をおこなううえで支障をきたしております。皆様が使用していない機材がござ
いましたらぜひご寄付いただけますと幸甚です。どうかインドの子供たちのため皆様からの温かいご支援をお待
ちしております。私は特定非営利活動法人インド日本友の会を通して今後も日印の架け橋となる活動に尽力して
まいる所存ですので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

クンナ・ダッシュ (Kunna Dash)
特定非営利活動法人インド日本友の会 理事長。日印で数多くのメディア出演・公演・諸行事を通じて食・文化・ 教育・観
光・経済・芸能等多分野で両国の相互理解を促進。故郷オディシャ州プリーでは、2004 年に幼稚園から高校までの教育機関
「Chandra Sekhar Academy チャンドラ・セカール・アカデミー」
（CSA インド校）を開校。同州初の日本語・日本文化を
教えるカリキュラムを取り入れた学校として日本人ボランティアやインターンの受入を行うほか、2019 年には同敷地内で社
会人向けに IT・日本語センターも開校し、日本企業の即戦力となる人材育成を目指す。2018 年からは京都市で関西初のイン
ド式教育学校「Chandra Sekhar Academy International School チャンドラ・セカール・アカデミー・インターナショナル
スクール京都校」
（CSA 初の日本校）も開校。
その長年にわたる日本とインドの相互理解促進への取組みが称えられ、
「令和 2 年度(2020 年度)外務大臣表彰」を受賞。

3. インドニュース(2021 年 1 月)
News from India
1 内政
【連邦議会】
1 月 14 日
議会事務局は、予算国会を 1 月 29 日から 4 月 8 日まで開会すると発表した（ただし、2 月 16 日から 3 月 7 日ま
では休会予定。
）
。
【農業関連法】
1月6日
ＢＪＰ内で農業事業者らとの調整担当委員長に任命されたジャニ元パンジャブ州大臣は、メディアに対し、中央
政府の者が出向き農業事業者らの話を聞くべきである、調整担当委員会が設置されたが中央政府が聞く耳を持た
なければ意味がない、と述べた。
1 月 15 日
ラーフル・ガンディー・コングレス前総裁は、デリー準州での農業関連法に対する同党の抗議活動において、モ
ディ首相は農民に敬意を払わず、抗議活動中の農民を疲弊させていると述べ、中央政府と農業団体との会合は時
間稼ぎであると批判した。
1 月 17 日
シャー内務大臣は、カルナータカ州でのイベントにおいて、モディ首相の最優先事項は農民の収入を倍増させる
ことであると述べるとともに、コングレスが中央政権を担っていた際には農業に係る予算が少額だったとして批
判し、ＢＪＰ政権は農業部門の改善及び農民の福祉向上のためあらゆることを実施すると述べた。
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1 月 26 日
デリー準州において農業団体によるトラクターを使った抗議活動が実施され、参加者の一部が暴徒化し、死傷者
が発生する事態となった。
【コングレス】
1 月 22 日
コングレスは、ＣＷＣ（党の最高意思決定機関）会合を実施し、特に 2020 年 8 月以降党内で強く実施が求めら
れてきた新総裁決定のための党内選挙を、予算国会開会及び農民による抗議活動の状況などを理由として本年 6
月まで延期する旨決定した。
【アッサム（ＡＳ）州】
1 月 19 日
コングレスは、4 月頃の実施が見込まれるＡＳ州議会議員選挙において、インド共産党（ＣＰＩ）
、統一民主戦線
（ＡＩＵＤＦ）など 5 政党と同盟を組み議席を争う旨、反ＢＪＰを掲げる他政党の加盟も歓迎する旨発表した。
1 月 23 日
モディ首相は、ＡＳ州でのイベントにおいて、ＡＳ州の土地所有証明書を持たない先住民（部族民）約 10 万世
帯に対する証明書の発行を発表した。
同証明書の発行は、
2016年州議会議員選挙時のＢＪＰの公約の一環であり、
すでにその他 10 万世帯に対し証明書を発行済み。また、一部報道によると、同イベント開催地は、2019 年 12
月に連邦議会で可決された改正市民権法（ＣＡＡ）に対する抗議活動が盛んに実施された地域であり、同イベン
トは、4 月頃の実施が見込まれるＡＳ州議会議員選挙を前に、ＡＳ州有権者の取り込みを図るＢＪＰの政治的キ
ャンペーンであるとする見方がある。

2 経済
【インド経済】
1 月 25 日―1 月 31 日のインド政府・民間機関等が公表した経済指標の概要以下のとおり。
ポイント
1 ＩＭＦは先週、
最新の世界経済見通しを公表し、
インドの経済成長率見通しを2020年度
（今年度）
が▲8.0％、
2021 年度が＋11.5％とした。ＩＭＦは主要国で 2021 年の夏までにワクチンが広く普及する前提で試算してお
り、2021 年下期にかけて回復に弾みがつくと予想した。インドについては、ロックダウンが緩和されてから予
想よりも強い回復が見られているということに言及している。なお、昨年 1 月のまだコロナによるパンデミッ
クの影響が強く予測されていなかった頃にＩＭＦから公表された世界経済見通しでは、インドの経済成長率は
＋5～6％台で推移すると予測されていたところ、それと比較すると今年度大きく落ち込み、来年度はその繰越
需要等による成長が見込まれているとみることができる。
2 株式市場は、6 日連続で下落し、先週一週間で 2，000 ポイント以上下落した。国内的要因としては、2 月 1
日の予算案の発表に先立ち、パンデミック終息に向けたワクチン接種への予算支出のために一時的に税金を引
き上げる可能性があること、対外的な要因としては、個人投資家の投機的な売買により米株式市場で不安定な
動きが続くとの懸念から、運用リスク回避の目的で売りが先行した。

3 外交
（印・ネパール関係）
1 月 15 日
インド外務省は、ギャワリ・ネパール外相が訪印し、ニューデリーにて第 6 回印ネパール共同委員会が開催され
た旨プレスリリースを発表した。印側はジャイシャンカル外相及びシュリングラ外務次官が出席した。同委員会
では、両国間のあらゆる分野協力について包括的に評価され、両国の伝統的かつ友好的関係のさらなる強化のた
めのあり方について議論された。
12
月刊インド 2021 年 2 月-3 月合併号

（印・イスラエル関係）
1 月 27 日
現地メディアは、ネタニヤフ・イスラエル首相が、インド共和国記念日に際して「72 回目のインド共和国記念日
に際して、自分の偉大な友人であるモディ首相とインド国民に祝意を伝える。我々の友情は年々増している。
」と
ツイートした旨報じた。
（印米関係）
1 月 21 日
現地メディアは、モディ首相がバイデン米大統領、ハリス米副大統領の就任に際し、祝意のメッセージを送った
旨報じた。モディ首相は、
「米国大統領就任に際し、バイデン大統領に祝意を伝える。米印戦略的パートナーシッ
プを強化するために協力していくことを楽しみにしている。
」とツイートした。
1 月 29 日
インド外務省は、ジャイシャンカル外相がブリンケン米国務長官と電話会談を実施した旨プレスリリースを発表
した。
（印・ＵＡＥ関係）
1 月 28 日
インド外務省は、モディ首相がシェイク・ムハンマド・ビン・ザーイド・アル・ナヒヤン・アブダビ皇太子及び
ＵＡＥ副総合司令官と電話会談を実施した旨プレスリリースを発表した。
（印英関係）
1 月 18 日
現地メディアは、共和国記念日への欠席を伝えたジョンソン首相が、モディ首相に対して、6 月のＧ7 サミット
より前に訪印することを強調した旨報じた。
（その他）
1 月 19 日
インド外務省は、インド国内で製造された新型コロナウイルスのワクチンの無償供与が、近隣諸国及び主要パー
トナー諸国に対して 20 日から開始される旨のプレスリリースを発表した。
1 月 22 日
インド外務省は、核兵器禁止条約に関するインド政府の見解についてプレスリリースを発出した。
1 月 27 日
現地メディアは、インド共和国記念日に際して、マクロン仏大統領、ジョンソン英首相、モリソン豪首相がビデ
オメッセージを送った旨報じた。
マクロン大統領は、
印仏の共同プロジェクト及び
「インド太平洋の大志
（Indo-Pacific
ambition）
」に言及しつつ、
「パンデミックにおいて、印仏はかつてないほどに同じ困難、闘い、万人を治療しパ
ンデミックの困難にともに立ち向かう意思を共有している。
」と述べた。モリソン首相は、印豪両国が民主主義、
自由、多様性、機会の同じ理想を追求し、これらに基づいたより良い世界構築に向け協力していると述べた。ジ
ョンソン首相は、世界最大の民主主義国家を創設した「最高の憲法」が誕生した日を祝福した。

4 日印関係
1 月 25 日
インド内務省は、2021 年パドマ賞の受賞者を発表し、安倍前総理にパドマ・ヴィブーシャン賞が授与される旨発
表した。
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今月の注目点：安倍前総理のパドマ・ヴィブーシャン賞受賞
1 月 25 日、インド内務省は、2021 年パドマ賞の受賞者を発表し、安倍前総理にパドマ・ヴィブーシャン賞が授
与される旨発表したところ、概要以下のとおり。
国の最高叙勲であるパドマ賞は、パドマ・ヴィブーシャン、パドマ・ブーシャン、パドマ・シュリーという 3
つのカテゴリーで授与される。これらの賞は、芸術、社会活動、公的活動、科学技術、通商・産業、医学、文
学、教育、スポーツ、行政といった様々な分野で与えられる。
「パドマ・ヴィブーシャン」は特に卓越した業績
のあった人物に、
「パドマ・ブーシャン」は高度に卓越した業績のあった人物に、
「パドマ・シュリー」は卓越
した業績のあった人物に与えられる。この賞は、例年、共和国記念日の機会に発表される。
これらの賞は、毎年 3 月又は 4 月頃に大統領府で開催される式典において、大統領により授与される（ただし、
2020 年は新型コロナウイルスのため開催せず。
）
。本年、大統領は、2 人組の 1 件を含む 119 名へのパドマ賞授
与を認可した。内訳は、パドマ・ヴィブーシャン 7 名、パドマ・ブーシャン 10 名、パドマ・シュリー102 名で
ある。
（パドマ・ヴィブーシャン賞受賞者）
1 安倍前総理
2 ＳＰバラスブラマニアム（歌手・俳優、死亡叙勲）
3 ベル・モナッパ・ヘッジ氏（医師）
4 ナリンダル・シン・カパニー氏（米在住物理学者、死亡叙勲）
5 モウラナ・ワヒドゥディン・カーン氏（イスラム教指導者）
6 Ｂ．Ｂ．ラル氏（考古学者）
7 スダルシャン・サホー氏（彫刻家）
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4. イベント紹介
Japan-India Events


東京墨田区のたばこと塩の博物館にて「ミティラー美術館コレクション展 インド コスモロジーアー
ト自然と共生の世界」を開催中

今号に本展のチラシを封入しておりますが、チラシでは語られていない「見どころ」をミティラー美術館 長
谷川時夫館長にご紹介いただきました。
インドの主要な 4 人のフォークアーティスト、ガンガー・デーヴィー、ジヴヤ・ソーマ・マーシェ、ニラマニ・
デーヴィー、ジャンガル・シンが数次に渡り来日し、長期滞在して生まれたインドにはない作品の素晴らしさが
特に見どころです。
1982 年に開館したミティラー美術館は、ミティラー画が日本の浮世絵のように近代化とともに散逸するのでは
ないかとコレクション、研究していましたが、1988 年のインド祭を契機に、インドよりアーティストを招聘し、
全国レベルでの国際交流を主体とした展覧会を開催してきました。日本がバブルの時期だったこともあり、日本
の隅々まで展開しました。日本に招聘されたアーティストは、インドで
は他のアーティストの作品を見る機会が少なく、当館のコレクションに
影響を受け、新しい素晴らしいアートが生まれていったのです。日本で
大作を作り、残すという機運になっていきました。
1988 年のインド祭の時にたばこと塩の博物館で開催された「ミティラ
ー民俗画展」の実行委員長だった岡本太郎氏は、もっとこの絵画は評価
されるべきだと語りました。夢枕獏氏は、ガンガー・デーヴィーの「上
弦の月を喰べる獅子」という題の絵画にインスピレーションを受け、第
10 回日本 SF 大賞を受賞する長編大作を書かれました。夢枕さんがイン
スピレーションを受けた「上弦の月を喰べる獅子」も展示しています。
また、展覧会をご覧になった永六輔氏は、忙しい電車での移動中にご自
身がミティラー画を描くことで、精神的にプラスになったようです。永
さんが描いてミティラー美術館に贈られた作品が会場で紹介されていま
す。
ガンガー・デーヴィーさんの遺作となった大作「スーリヤムッキーの
木」のほか、
「結婚式」と「ドット・ナハーン・アリパン」などはあまり

ガンガー・デーヴィー/スーリヤムッキーの木
（1990 年 281×190.5cm）

公開してこなかった作品ですので、注目していただけたらと思います。
ワルリー画のジヴヤ・ソーマ・マーシェさんはワルリー画の創始者と言われる人です。アルタミラの壁画に見
られるような原始的な人の描き方をしますが、村の生活を
見事に表現しています。特に今回公開している「村の結婚
式」を見ていただくと、結婚式が無事に済むように祖霊神
に供物を捧げお祈りをしている傍には悪霊ブートが聞き耳
をたて、災いを起こそうとしているところが描かれていま
す。また、その悪霊を追い払うために馬に乗って神様が登
場している姿をも描いています。つまり見えない世界、ワ
ルリー族の生きる姿が素朴な手法で克明に描かれています。
ジヴヤ・ソーマ・マーシェ/村の結婚式
（1994 年 179×284cm）

インパールのニラマニさんの壺は日本の古代の制作の方
法で作られています。ロクロを使わないで濡れた布を壺に
当てながら、自らが壺の周りを回り制作。壺の内外を板で

叩きながら造形をする非常に古い手法で美しいテラコッタを作ります。文様のある壺はまるで、弥生式土器を感
じさせます。
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マディヤ・プラデーシュ州のゴンド族のジャンガル・シンさんは、その部族の森の文化、森に住む祖霊神や神々
を描きますが、日本に 3 度訪れる中で飛行機や虎といった新しい洗練された作品を生みました。特に今回飛行機
が 2 点、虎が 2 点展示されていますので、見比べながら、鑑賞していただけたらと思います。

ニラマニ・デーヴィー/壺
(1998 年)

ジャンガル・シン・シュヤム/飛行機
(1999 年 99×170cm)

展示されている作品は、残念ながらインドでは見ることができない、日本で生まれた作品が 9 割を占めます。
いつかインドからも鑑賞できる機会を作れたらと思っております。
(ミティラー美術館 館長 長谷川時夫)

｢日印友好バッジ｣頒布中
日印の友好を表す両国の国旗が交差するデザインのバッジを、皆様に実費でお分けしおります。
マグネット式で、裏面の文字は、
“1903 年創立 日印協会”です。
会員は、1,000 円、非会員は 1,100 円で提供いたします。
(郵送の場合は、別途レターパック代 370 円がかかります)
詳細は、事務局までメールでお問い合わせ下さい。
E-mail partner@japan-india.com
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5. 新刊書紹介
Books Review
§『多様性に溢れる悠久の国 何でもありのインド』
著者：上村英生
価格：本体 800 円＋税

出版社：幻冬舎
ISBN 978-4-34493-036-0

過剰な自己 PR と言い訳ばかりのビジネスマン、絶対に道を譲らない
ドライバー達など…。
著者が 4 年半のインド駐在中につけていた日記と記憶をもとに、思い
つくまま書いた本とはいえ、ここまでインドに対して痛烈に描写した本
を読んだのは、私にとってはじめてだ。
著者の心に深く刻まれた様々なエピソードに、
「それだからインドは面
白い！」という著者の想いも垣間見えたような気がした。
恥ずかしながら未だにインドに行った事が無い自分が、いつか訪れた
際、実際にはどうなのか見比べてみるのに参考にしたい一冊だ。
(日印協会 井上志帆子)
目次
第 1 章 インドを理解するための基本知識

第 2 章 インドの宗教事情

第 3 章 インドの人々はどんな人だろう

第 4 章 インドは一筋縄ではいかない

第 5 章 インドでの娯楽とは

第 6 章 インドではこんなこともある

おまけ－その 1 インドで生まれ変わったら
おまけ－その 2 インドで永く生活した日本人はどうなる？ そのイメージ

§『おいしい暮らし 北インド編』
著者：有沢小枝

出版社：教育評論社

価格：本体 1,400 円＋税

ISBN 978-4-86624-034-3

東京・麹町「アジャンタ」のマダムが、インドの暮らしや家庭の味
を綴った初のエッセイ集だ。旅行記は北インドが中心だが、他はイン
ド全土について書かれている。
本の装幀も美しいが、
「マスタードの花で畑一面が黄色に染まる春
の風景」などインドの四季の描写も美しい。
私が食べたことないインドの料理やスイーツがたくさん登場する。
たとえば、南インドの家の料理人が作る旬な素材を使った朝食は、
前日から仕込みが必要なもの。著者とご主人がそこに滞在している間
は、
家の料理人が前日に
「明日の朝ごはんは何にいたしましょうか？」
と毎日尋ねて希望の朝食を作ってくれるという。インド料理好きには
なんという贅沢だろう。それは「ピーナッツチャツネ」や「オニオン
ウタパム」
、
「ドラムスティックサンバー」という料理なのだが、材料
や作り方も紹介されている。
チェンナイのコネマラホテルの「ベジタリアン・クラブハウス・サ
ンドイッチ」
、コルカタの K.C.ダースの「ラスマライ」というスイーツなども美味しそう。
文章表現が巧みなのか、私がかなりの食いしん坊なのか、読み進めると珍しい知らないインド料理でお腹がす
いてきてしまった。
優雅なインドに出会える本だ。

（日印協会 山本真里枝）
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6. 掲示板
Notice
＜ 次回の『月刊インド』の発送日 ＞
次回 4 月号の発送は、2021 年 4 月 16 日(金)を予定しております。
＜ 事務局からのお願い ＞
E-mail アドレスや、ご住所のご変更はございませんか？『月刊インド』はヤマト運輸のクロネコ DM 便を使用
しています。郵便局に転居届を出されても、クロネコ DM 便は転送されませんので、ご変更のご予定などござい
ましたら、事務局にご連絡下さい。
＜ 編集後記 ＞
インドは、新型コロナのワクチン接種が始まり、感染率や死亡者数も下降傾向を見せています。他方、デリー
などでの PM2.5 が空を曇らせ、各地においては農業改革法をめぐって広範な農民デモが起こっています。その
一方、インドの外交は活発であり、日米豪三か国との 4 か国連携（QUAD）が強化されるなど、わが国にとって
は頼もしいパートナーであることに変わりはありません。
今月号の表紙は、日印協会会員の高山博子画伯の自他ともに認める秀作をご紹介いたしました。高山先生は、
日展の会友、日本美術連盟会員であり、日展などでの入選の他に、数多くの個展を開催しておられます。長年に
わたりインドを取材し、インドで観た風景やそこで暮らす人々の作品を多く描いていらっしゃいます。
この春、東京港区の国立新美術館で開催される「光風会展」(4 月 16 日～4 月 26 日)にも出品されます。この機
会に力強い筆致と大胆ながらも繊細な色使いの実際の作品をご覧になることをお勧めいたします。
大都市圏では緊急事態宣言が解除にはなっていませんが、新型コロナウィルスのワクチン接種が医療関係者か
ら始まりました。梅の花や河津桜も各地で満開となりました。桜の咲く本格的な春の訪れと共に、コロナ禍の出
口も近づいてくることを期待します。昨年できなかったお花見ができることを切に願っております。 （編集子）

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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