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1. 新旧駐インド大使歓送迎レセプション開催
Reception for New & Former Japanese Ambassadors to India
10 月 4 日、日印協会が主催して、八木 毅 新駐印特命全権大使と、斎木 昭隆 前駐印特命全権大使(現外務
審議官)の歓送迎会を行いました。前夜からの雨もあがり素晴らしい秋晴れで、会場は緑に包まれた日比谷公
園内の松本楼でした。
参加者は、最終的に 200 名近くになり、受付で長く並んで頂く状況でした。
12 時半に始まりましたが、主催者である日印協会からは、森 喜朗 会長、鈴木 修(スズキ会長)、坂根 正弘
(コマツ会長)の両副会長、そして司会･進行役を勤めた平林博理事長、さらに 7 名の評議員、15 名の理事、
顧問の役員が両大使をお迎えしました。
来賓としては在京インド大使館からディーパ･ゴパラン･ワドワ大使、
サンジャイ･パンダ首席公使など公使
クラス 3 名、そして逢沢 一郎衆議院議員や武正 公一日印友好議員連盟幹事長など 15 名の諸先生方、外務省
の石川南部アジア部長ほかや経済産業省幹部、石毛 JETRO 理事長、安藤国際交流基金理事長、堂道 JICA 副理
事長などの独立行政法人幹部の皆様にご参加いただきました。また、庄田･日本経団連南アジア委員長(第一
三共取締役会長)ほか、約 70 名の日印協会の法人会員の皆様を中心に 100 名以上の企業関係者と、そして 5
名の大阪大学の学生会員を含め 40 名近い個人会員の方に参加いただきました。
森会長は冒頭の挨拶(写真上)で、先月永田町の憲政記念館で開催した
ワドワ駐日大使の歓迎会に内外の関係者が 300 名近くも集まられたこと
を引き合いに出して、重要な二国間関係である日印関係の発展に対する
期待が膨らんできていることを紹介し、斎木大使の在任中の労をねぎら
い、八木大使への期待を表明しました。
来賓として出席されたワドワ駐日大使(写真下)は、
｢デリーでは最も有
名で有能かつハンサムと評判の斎木大使が 1 年半という短期間でご帰国
となり非常に残念であった。しかし、ご帰国後は外務審議官というご要
職につかれたことは短い任期を補って余りあるものであり、後任の八木
大使と連携しながら益々日印関係の更なる発展にご尽力頂きたい｣と、
冗
談を交えながら感謝と期待を表明されました。
答礼として、 斎木前大使よりは、下記のような御挨拶がありました。
｢インド駐在は 1 年半という短い期間であったが非常に愉快で充実して
いた。これも長年に亘る両国の交流を通して信頼関係の結果だと思う。
自分が赴任して 5 日後に東日本大震災が起こったが、テレビを通じて
流された被害の大きさに、シン首相をはじめインド政府、そして一般の方々が示された日本への連帯と好意
は驚くものだった。震災後、直ちに毛布や飲料水などの救援物資、さらに同国としては初めての海外派遣と
なる 46 名の救援隊の派遣、そして一般市民の方々から寄せられた義捐金は何と 4 億 5 千万円にも達した。
昨今のインド経済の減速からインドに対する悲観論がでているが、自分はそのような考えには与しない。
インドとの関係では、日本においてインドに対する認識が皆さんの協力を得て更に太く、そして強くなるよ
う役に立ちたいと考えている。
最近の日本の近隣諸国との緊張関係などを考えると、インドとの関係は益々日本にとって重要性が増して
くると思っている。今年 11 月に予定されているシン首相の訪日に際して両国関係が様々な分野で発展なるこ
とを期待している。
『国交樹立 60 周年』の周年行事に対して、多くの日本企業の方々から寄付を頂き、多くの行事が実現でき
ている事を感謝したい。また森会長が 3 月訪印の際に記念植樹された大使公邸庭のピンク･トランペットとい
う桜に似た木は、順調に育っている。森会長のご厚意に報いるためにも、この木ばかりは枯らすわけにはい
かず、八木大使の大事な仕事である｣
次いで、第 25 代駐印大使となられた八木大使(前外務省経済局長)から、次のような力強い御挨拶がありま
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した。
｢わが国にとって重要な国となったインドへの赴任を光栄に思う。在任期間を、斎木大使の 1 年半は勿論、
4年8ヶ月という記録を持たれている平林理事長の記録に少しでも近づく事で日印関係の強化に貢献したい。
今後の日印関係の強化には、経済協力の仕事の比重が更に大きくなる。これからは、①インドの更なる発
展、②日本経済の再生、③世界経済の安定への貢献、という三つの WIN を達成できるよう、経済界を始め関
係者の協力を頂き努力したい｣
その後、鈴木 修 日印協会副会長が、最近のマネサールでの暴動で多くのインド関係者に迷惑をかけたと
のお詫びと、解決に向けての斎木前大使をはじめ多くの方々の支援への謝意を述べました。
｢最終的な解決にはいま少し時間が必要だが、暴動の原因について、メディアで専門家の方々の複雑な分析
や推測があるが、その多くは的を外れている。自分はもっと単純なことだと思っている｣、との明快な話があ
り、八木新大使、斎木外務審議官の御健勝と御活躍を祈念して乾杯を行いました。
乾杯後は、新旧両大使と名刺交換をされる方、ワドワ大使と話しこまれる方、など、参加された方々も様々
に歓送迎レセプションを楽しまれた様子でした。
皆様のおかげで、
盛会のうちに終了致しました。
ご参加下さった皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

<乾杯の音頭をとる鈴木副会長と両大使>

<談笑する両大使と参加者>

表紙、及び文中の写真は、当協会の鹿子木謙吉理事、大内晴美理事、事務局による撮影です。

2. ナマステ･インディア 2012
Review of “NAMASTE INDIA 2012”
今年 20 回目を迎えた恒例のナマステ･インディアは、9 月 22 日(土)、23 日(日)の両日、代々木公園で開催
されました。初日は雨がパラつくも概ね晴れ、2 日目は土砂降りに近い天気でしたが、それにも拘わらず多
くの方々にご来場いただいたのは、ナマステ･インディアが日本人の間に定着してきたからでしょうか。イン
ド人にとっても、旧友に会える貴重な場となっているようです。
本部近くに設置された日印協会ブースには、初日にディーパ･ゴパラン･ワドワ駐日インド大使(写真中央)
並びにカラン･シン インド文化関係評議会会長(Dr. Karan Singh, President, Indian Council for Cultural
Relations; ICCR)(写真左から 2 人目)が平林博当協会理事長(写真左)の
案内で、お立ち寄りくださり、ブース内に掲示された日印交流の歴史写
真を感慨深くご覧になっていらっしゃいました。2 日目には、ドゥルダ
ッシャン(インド国営放送)がナマステ･インディアの取材に来て、
平林理
事長にインタビューをしました。
また、会員･非会員の多くの方々にもお立ち寄り頂きました。お立ち寄
り下さった全ての皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
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この期間中、4 名の方が当協会の個人会員に加入して下さいました。ありがとうございました。末永いご
支援をお願い申し上げます。
以下に、開会式と、第二会場である“たばこと塩の博物館”での講演会の様子を紹介致します。

1. 開会式
小雨がぱらつく中で行われた開会式は、インド側からワドワ大使、シ
ン ICCR 会長等が、また、日本側から平林理事長と長谷川時夫ナマステ･
インディア実行委員会委員長等が参加し、インド式にランプに点火して
行われました。
開会式で挨拶されたワドワ大使は、現在の日印関係の評価と将来への
展望に触れられました。その要旨をご紹介致します。

ディーパ ゴパラン ワドワ駐日インド大使ご挨拶
2012 年は日印国交樹立 60 周年に当たり、両国は政治、経済、学術、文化等
各分野での相互交流は順調に進展している。
両国関係は数世紀をかけて成熟し、
現在は快い関係を維持している。この良好な関係は、日印両国民の善意によっ
て成り立っており、さらに発展させるため、両国は将来を見据えた関係を構築
しなければならない。文化の絆は重要であり、日本人がインド文化を広い気持
ちで受容していることは大変嬉しい。
日本政府はインドに対して世界で最大の政府開発援助(ODA)を供与してくださっており、心から感謝してい
る。自分は着任して 1 ヶ月余にすぎないが、日本人のインドに対する善意の精神を知って、気持ちの高まり
を覚える。両国民が平和を信じ、文化的価値を共有していることは大変喜ばしい。
日本で最大のインド･フェスティバル、ナマステ･インディアは、開催初期の頃はミニ･フェスティバルであ
ったが、近年、入場者数は延べ 20 万人を動員するほどのメガ･フェスティバルに発展した。インドのダンス、
音楽、ヨガ、講演、料理のほか、今年はカラリパヤット武術が紹介されるので是非お楽しみ頂きたい。

2. たばこと塩の博物館
例年通り、たばこと塩の博物館との共催で、講演会を開催しました。2 日間とも大勢の方々にご来場頂き、
大変な盛況でした。ご来場頂いた皆様に対して、心から厚く御礼申し上げます。
＜9 月 22 日(土)＞
『めくるめくインド―その奥深き世界遺産』

平林 博 氏 (公益財団法人 日印協会理事長)

4 大文明の発祥地の一つであり、歴史、文化、宗教、言語など多様性
に富み、奥深いインドはヨーロッパに匹敵する大地に、ユネスコが指定
した 23 の文化遺産と 6 つの自然遺産があります。1983 年に最初に登録
されたアジャンタ･エローラの遺蹟から、
タージマハールに代表される建
築物、観光遺蹟のゴールデントライアングルから自然そのままの野鳥の
宝庫ケラオディア国立公園、そして世界遺産ではないもののラジャスタ
ンの古城をめぐるマハラジャ列車からダージリン鉄道の山岳鉄道郡、タ
ミルナードのニルギリ鉄道などを、紹介されました。
ヒンズー教の主な神々とその宗教的建築物や彫刻、同じヒンズー教でも地域により異なる事、北インドと
南インドの違い、イスラム教、仏教、キリスト教の違いによる文化の多様性、日本人観光者が強く興味を持
つ、仏教の 4 大聖地、ブッタガヤ･サルナート･クシナガル･サンチーなどの仏教遺跡、ヒンズー教の聖地ベナ
レスなど、ご自身が訪問して撮影した写真を交えての、実感に基づく説明でした。最後は隣国ブータンへの
旅行のコツまで教えてくれる、まさに“めくるめくインド”お話でした。
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『シク教とターバン』
インドの侍｢シク教｣とは?…刀を携帯する働き者のインド人 保坂 俊司 氏 (中央大学大学院教授)
｢シク教と云っても日本人にはあまり馴染みのない言葉でご存じない方
も多いでしょう。ターバンを巻き、豊かな髭を蓄えたインド人のイメー
ジは多くの日本人に共有されるインド人像ですが、実はこのインド人像
は、シク教徒なのです｣と保坂先生のインド宗教思想の講義が始まりまし
た。
シク教徒は、15 世紀にカーストを否定し、全ての人は平等であると唱
えたナーナク(1469 年～1539 年)の教えにより、彼の弟子 9 人のグル(尊
師)により｢尊い教えを実践する事がはるかに尊い｣として、理想郷を創設した教団の人々なのです。ターバン
の巻き方、色、デザインの違いなどの説明もありました。講演には数人のターバンを巻いた参加者もあり、
シク教の男性は生まれた時からヒゲを伸ばして切らないことや、独自の装束を維持していることなどを実証
した形となりました。また、生活態度を厳しく律しており、戒律(道徳)を尊び、身嗜みを整え、その為に 5K(ケ
ース； 長い髪、カラー; 腕輪、カンガー； 櫛、クーリパン； 短剣、カッチャン； 短袴)を保持し、インド
のサムライと呼ばれる由縁です。
真実を追求する高い精神を現した聖典(グラント･サーヒブ)がありながら、少数派故に悲劇を生んだと言わ
れています。逆にヒンディー社会に在るから、シク教が目立ったとの意見も有ります。近代化を受け入れる
積極的な思想がインドの近代化に寄与貢献してきた事は事実です。
最後に｢宗教の違いをどう乗り越えるかを提示している様に思われる｣と結ばれました。
＜9 月 23 日(日)＞
『南インドの音楽と舞踊―歌い踊る神々の世界―』
井上 貴子 氏 (大東文化大学国際関係学部教授)
サリーを見事に着こなした井上先生にご登壇戴きました。とてもあの
過酷な南インドの町に何度も行った方とも思われない様子です。
先ずインド音楽の概説から始まりました。インド古典音楽には大きく
分けて北インドのヒンドゥスターニー音楽と南インドのカルナータカ音
楽の二つの系統があります。世界的に知られているシタールとタブラー
の演奏は、西アジアから伝わったイスラム文化の影響を受けたヒンドゥ
スターニー音楽で、一方、南インドでは古いヒンドゥー文化が受け継が
れ、カルナータカ音楽のレパートリーのほとんどは、ヒンドゥーの神々
への讃歌です。なかでも、18～19 世紀に活躍した楽聖ティヤーガラージャは｢インドのベートーヴェン｣とも
称され、早くからヨーロッパに紹介されました。
先生が訪問されたタンジャヴール(タミルナード州の古都、チェンナイから南へ約 300Km)では、12 年に 1
回のヴィシュヌ宗教祭りに参加し、その様子を自ら撮影された映像を交えながらご紹介戴きました。その中
には神輿の渡御と思わせるスタイルでご神体をかついで歩き廻る行列(ネリ歩く)があり、夜を通しての演奏
に、富山県八尾のおわら祭りや郡上八幡の夜通しの祭りが思い起こされ、身近に感じるものが有りました。
欧州における音楽祭とは違う、独特なものです。それはヒンズー教のラーマ叙情詩を歌い礼拝するお祭りだ
からです。
次に南インドの田舎で行われていた、とても閉鎖的な舞踊劇｢バーガヴァタ･メーラ｣を実演している映像も
ご披露戴きました。この舞踏を行っている人々は全くの素人であり、宗教的に義務として行っているそうで
す。最後の部では｢パンチャラトナム｣5 つの至宝とされる歌の一つをご本人に実歌唱戴きました。素晴らし
い歌唱で、さすが東京芸術大学音楽学部楽理科を卒業、4 年間インドに留学、南インドの古典声楽専攻によ
るものと拝聴しました。
＊井上先生の著書『ビートルズと旅するインド、芸能と神秘の世界』(柘植書房新書、2007 年)をご寄贈頂き
ました。協会図書として、貸出しを致しますので、ご利用下さい。
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『最近のインド映画事情･インド映画 2012･秋の話題』
松岡 環 氏 (アジア映画研究者)
今や恒例となった松岡先生によるインド映画の講演、開演前より長蛇
の列が出来ました。入場出来なかった方の為に、今年もロビーに PUBLIC
VIEWER のモニターを設置し、同時放送により受講して戴きました。
｢2011 年のインド映画製作本数は 24 言語で 1255 本。前年より若干減
少しましたが、興業収入は増加、192.5 億ルピーと前年の 3 割増しとな
りました｣と滑舌の良い、きれいな言葉で｢松岡環インド映画ワールド｣
がスタートしました。2011 年のヒット作、日本でも公開された SF 大作
『ラ・ワン』や『ボディガード』
『DON2』などのリメイク版又は続編や『ダ
ーティな映画』
『兄貴の嫁さん』などの説明と共に 2012 年前半のヒット作品『愛の申し子』や『Vicky Donor』
などのノン･スターによる、小規模ヒット作品ながらオススメ作品をテンポの速い宣伝版で次々に紹介戴きま
した。
今後日本で一般上映されるインド映画も増加していくが、
同時に大阪アジアン映画祭･福岡国際映画祭・
東京国際映画祭などでの上映作品も大いに期待される作品があります、との事でした。
講演後、恒例となりました現地版ボリウッド映画大判ポスターや広告チラシがプレゼントとして配布され
ジャンケンによる獲得競争となりました。来年のご講演を約束戴いて楽しい映画ワールドは終了しました。

3. 日印文化交流に奔走して
Cultural exchange
ミティラー美術館館長 NPO 法人日印交流を盛り上げる会代表
長谷川 時夫
ナマステ･インディア 2012 の開会式に参加された ICCR 会長カラン･シ
ン氏が会場内を歩き、日印協会のブースで展示されていた写真を平林理
事長から説明を受けた後、菩提僊那ハウスにも立ち寄られた。英語の解
説を全部読まれ、
大変関心を持たれた。
東大寺の協力で｢くぐりの柱｣と｢与
願印の手｣(盧舎那仏像の左手)の等身大レプリカも展示したのだが、その
手の大きさに、目を丸くして子供のようなポーズをされた。私はその後
ろに国立奈良博物館の協力で四聖御影(ししょうのみえ)、平安末期に描
かれた菩提僊那像の写真を畳 1 枚ほどの大きさに拡大して展示していること、その瞳が青く描かれているこ
と、そこに描かれた聖武天皇(観音菩薩の化身)、大仏建立に多大な尽力を果たした行基(文殊菩薩の化身)、
東大寺開山の良弁(ろうべん; 弥勒菩薩の化身)と共に菩提僊那(普賢菩薩)を、東大寺の草創に関わる四聖と
して、今でも東大寺ではその遺徳を偲び､祀っていることをお話した。
菩提僊那は記録史上初めて渡来したインド人で、大仏の開眼式の導師をつとめたことで、日印の交流史の
始まりとして知られている。
菩提僊那はサンスクリット語のBodhisena(ボーディセーナ)を音写した諱(いみな; 悟りを開いた仙人の意)
である。バラモン出身であることからバラモン僧正、また悟りを開かれた崇高な人との意から菩提僧正とも
称される。遣唐使の要請に応え日本に向かうが暴風雨にあって一旦は大陸に引き返し、二度目も再び漂流を
重ねながらも九州の太宰府に着く。天平 8 年(736 年)、菩提僊那 33 歳の時である。難波津に着いた時は行基
が迎え、平城京に向かう途中、登美村の寺に泊まった。そこの地形が天竺の聖地大舎城(ラジギール)に似て
おり、マガダ国の首都ラジギールの町に聳える大きな鷲の形をした岩山で、釈迦が法華経、阿弥陀経を説い
た場所として知られる霊鷲山(りょうじゅせん)に似ていた。その寺は霊山寺と名づけられた。この霊山寺の
山内に菩提僊那墓(57 歳入滅)があるとされ、毎年 11 月 3 日には菩提僊那の遺徳を偲ぶ会を開いている。
菩提僊那はその後大安寺に住む。当時の大安寺は渡来僧や入唐留学僧等が寄宿する国際学術交流センター
のようで、後の最澄や空海を生み出す土壌が育まれていた。大安寺の貫首河野良文氏は菩提僊那のことを｢日
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本に来て大安寺で仏教を教え、それが十数年に及び、僧正という一番の位を得ていくということは、僧侶た
ちから尊敬される存在だったのではないかと思われる。そして、大国家催事の一番の役割を担うわけですか
ら、それなりな人だったと思う｣と語られた。実際に長く滞在したのは大安寺であった。
天平勝宝4年(752年)4月9日の東大寺大仏開眼法会の目前、3月21日当時上皇となっていた聖武帝が菩提僧正
に差し出されたとされる勅書に｢朕身疲弱にして起居便ならず。それ朕に代はりて筆を執るべきは、和上一人
のみ。よって開眼師に請ず｣という記述がある(東大寺要録)。つまり、足腰の弱った太上天皇の代理として大
仏の瞳に筆で目を入れるという大変な役割を菩提僊那が担ったのであった。
どうしてナマステ･インディアに大仏の手がやってきたかというと、
菩提僊那のことをもっと多くの人が知
った方が良いと思ったからだ。
きっかけは、今年の 1 月中頃インド大使館で日印国交樹立 60 周年記念事業の始まりの一つとして、アロッ
ク･プラサード前大使が 60 周年事業のためのアドバイザー会議を設けられたことだ。そこには東大寺財務執
事の平岡氏も参加されていた。私の発言の番になった時、日印両国間で行われるこの催事に日本のユネスコ
無形文化遺産第 1 号となった｢能｣の公演を、
観世流 26 世家元観世清和氏によりインドで行うことを国際交流
基金に申請しており、インドにおける日印文化の交流という面で目玉の一つになるのではないかと話した。
日本では東大寺の協力で菩提僊那の故事に基づく催事が行われれば日本での目玉になる。特に日印国家催事
の中で東大寺を舞台にして大きく開催されたことがなかったことをはなした。
第 1 弾として、その席で 5 月にオリッシーの舞踊団を東大寺でと、話がまとまった。その後、資金調達に
ついて大使やヴィカス総領事にご尽力頂いたが、難航した。ちょうど、5 月に経団連会館で開催される催事
に 13 名のオリッシーグループ(Guru Durga Charan Ranbir “Nrutyayan”)が来日
することになったので、会場については東大寺、宿泊については東横イングルー
プのご協力を得、私ども日印交流を盛り上げる会が移動･宿泊を担うことで、5 月
29 日、東大寺中門で、オリッシー舞踊が奉納された。インド大使館の依頼でオリ
ッシーグループは｢仏陀の生涯｣をテーマに新作を用意していた。菩提僊那の故事
に基づき、大仏建立から 1,300 年近い歳月を経てインド政府が舞踊を奉納すると
いう歴史的な事業であった。舞踊公演の後半、突然黒雲が空を覆い、雷が落ち、
参加した美術史家の女性は｢身が震える思いだった｣と言われた。
その後、8月11日から13日にかけて第2弾を行う事になった。5月に築地本願寺で
行ったビノイ氏の｢仏陀の智慧の旅｣The Greatest Journey of Ideas: The Spread
of Buddhism Photo Exhibition of Buddhist heritage in 17 countries by Benoy
K. Behlの写真を展示し、また、踊り･音楽などを奈良県のライトアッププロムナ
ード･なら｢ライトアップコンサート｣として中門で開催、12日には東大寺総合文化
センターでパネルディスカッションと講演会を行った。来日4日目のワドワ大使と
パンダ公使が駆けつけて下さった。パネルディスカッションに参加してくださっ
た森本公誠氏(東大寺長老)によると、当時招待された1万人の僧の名前が未だに残
っているという。翌13日は盧舎那仏の前で執り行われた東日本大震災慰霊法要(写
真上)の後、インドで音楽家系として最も長く続いているドゥルパッドの20世ワシ
フディン･ダーガルが、大仏の正面でドゥルパット音楽を奉納した。傍に座ってい
た大使と総領事は心から感激されていた。ダーガルの来日にはカラン･シン氏にお
力添えがあった。
ダーガルは8月12日霊山寺本堂でもドゥルパッド音楽を奉納した。
(写真下)
一方、インドにおける日印文化交流として、8 月 22 日に観世清和氏、観世芳伸氏、他総員 22 名でインド
へ出発された。
8 月 24 日デリーFICC で公演を行った。ナマステ･インディアを支援して下さっているインド人演歌歌手チ
ャダ氏が能舞台設営に協力、お嬢さんが MC、受付は国際交流基金、日本大使館の方々がいろいろと協力して
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下さった。ドゥルダッシャン(インド国営放送)が取材に来て
観世氏にインタビューし、30 分のプログラムで 9 月 4 日に放
映された。
デリー公演(写真上)はほぼ満杯の550 名、
能を観るには600
名位と言われており、生音が聞こえる最高の環境で、観劇者
に大きな感動を与えた。日程の都合で、観世清和氏はデリー
公演のみであった。
次いで 8 月 27 日、バンガロール公演。会場はカルナータカ
州知事公舎内にある屋根付きの屋外ステージグラスハウス(写
真下)で、インド･日本商工会議所(カルナータカ州)名誉幹事
のカランツ氏を中心に日本大使館在バンガロール出張駐在官
事務所も協力して下さった。現地で高名なヴァイオリニスト
L.スブラマニアンも協力してくれて、国外演奏中で不在のた
め息子のアンビ･スブラマニアンがヴァイオリン演奏をボラン
ティアで参加。観劇には、950 名もの方が集まって下さった。
ご来訪下さった州知事と家族も感動されたそうで、最後まで
能公演を堪能された。バンガロール公演では、観世芳伸氏が
羽衣のシテ役をされた。
両公演共に、多くの方々に大変感動して頂けたようであった。日本の企業の方が、｢日本人であることを再
確認させられる演技でした。身が引き締まる思いで観させて頂きました。感動しました｣と言われた。
もともとこの企画は、
“インドで活躍する企業の人に、日本人であれば東大寺に一度くらいは行ったほうが
いいだろうし、能も一度は体験してもらいたい。このような深い文化を今の世相や社会の中で維持するには
厳しいが、日本人が一度観ることになれば、能や、他の日本の伝統芸能が維持され､発展していく”という考
えから始まったものである。
現実には、諸々の事情からスポンサー協力を得ることが殆どできず、それでも投げ出さないでやろうとし
たのは、寄付を集めようと奔走していた時に、足利時代から金閣と銀閣を境外塔頭として擁する相国寺の住
職 有馬頼底氏との出会いがあったからだ。私が意図をお話すると、その日の夕方に知り合いに声をかけ、300
万円の支援者を見つけて下さった。翌日電話を頂き、いつ取りにくるのかと言われた時には、心の中に熱い
ものを感じた。この企画は途中二度ほど止めるべきか、決断の時があったが、有馬氏の心遣いを大切にして
いこうと最後まで貫いた。多分、能を民間がこのようにやるのは、特にグラスルーツで行ったのは初めてだ
ったのではないかと思う。それだけに大変な公演であった。
東大寺中門でのオリッシー奉納公演の写真はこちらからご覧になれます。
【http://www.mithila-museum.com/indiajapan/odissi1205/main.html】
東大寺で 8 月 11 日から 13 日開催されたイベントの詳細はこちらからご覧になれます。
【http://www.mithila-museum.com/indiajapan/ij60/todaiji08/main.html】
霊山寺で行われたドゥルパッド奉納の様子はこちらでご覧になれます。
【http://www.youtube.com/watch?v=T4ZOCIqpJ0o】
13 日東大寺大仏殿で行われたドゥルパッド奉納の様子はこちらから見ることができます。
【http://www.youtube.com/watch?v=z8UEb8Upg2I】
【http://www.youtube.com/watch?v=uXohALGtrO4】
観世流能インド公演のイベントの詳細はこちらからご覧になれます。
【http://www.mithila-museum.com/indiajapan/ij60/noh_india/main.html】
バンガロール公演(州知事公邸グラスハウス内)の模様はこちらでご覧になれます。
【http://www.youtube.com/watch?v=SwR69JomZl0】

(文中の写真提供; 長谷川時夫氏)
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4. インドニュース(2012 年 9 月)
News From India
Ⅰ. 内政
8 月 29 日
 30 日付のヒンドゥスタン･タイムス紙他は、2002 年のグジャラート暴動中に発生したナロダ･パティヤ事
件(女性と子供を含む 97 名が殺害された事件)に関与したとして起訴されていた、マヤ･コドナニ元グジャ
ラート州女性･子供開発相とバジュラン･ダルの指導者であるバジランジ容疑者含む 32 名のうち 29 名が、
特別裁判所において証拠不十分で不起訴となった旨報じている。同紙によれば、コドナニ及びバジランジ
容疑者の起訴は、モディー同州首相の責任問題に発展する可能性もあるとしているが、インド人民党は、
コドナニ容疑者は暴動発生時に州政府の閣僚の地位に就いていなかったため、影響はないとしている。
9月7日
 8 月 8 日に開幕したモンスーン国会が閉幕。今期モンスーン国会では、アッサム州西部における住民衝突
を受けて審議が中断した他、8 月 17 日に提出された会計検査官報告(CAG)を巡り、野党が審議を拒否した
ため国会が 13 日間空転、また、会期の最終週には与野党双方の総裁も不在であった。ヒンドゥー紙他に
よれば、シン首相は、国会審議の中断は、民主主義の否定であるとしてインド人民党を非難、特に、CAG
報告書については、国会において議論されるべきものであったにもかかわらず野党は審議中断を選び、国
会が空転したことにより会期を無駄にしてしまった旨記者団に語っている。
メモ:
同国会では、提出された 30 法案のうち、｢全インド医科大学(AIIMS)修正法案｣、｢国立精神衛生･神経学研究所法案｣、
｢生物化学兵器禁止条約改正法案｣及び｢ラジブ･ガンディー国立青少年育成研究所法案｣の 4 法案が成立。
9 月 10 日
 11 日付のヒンドゥー紙他は、タミル･ナードゥ州クダンクラム原子力発電所周辺で、同発電所の稼働反対
デモに参加した漁師 1 名が州警察に襲いかかったため射殺されたことを受け、約 5,000 名のデモ参加者及
び近隣の村落の住民のうち一部が、
停車中の列車の車両の窓を破損するなど暴徒化したことを報じている。
その後、チェンナイ各地で、全インド･アンナ･ドラビダ同盟(AIDMK)関係者、漁師連盟等が、州警察の発
砲に反対するデモを実施し、鉄道車両の通行等を妨害し、25 名が拘留された。
9 月 21 日
 テレグラフ紙等は、全インド草の根会議派(AITC)が、同党に所属する閣僚 6 名の辞任、及び、連立与党統
一進歩連盟(UPA)から離脱について全会一致で決定したことを発表した旨報じている。辞表を提出した閣僚
は、ムクル･ロイ鉄道相、パンドバティヤイ保健･家族福祉閣外相、サウガタ･ロイ都市開発閣外相、ジャト
ゥア情報･放送閣外相、スルタン･アーメド観光閣外相、シシル K. アディカリ農村開発大臣。
 大統領府発表によれば、21 日午後 4 時 30 分、ムクル･ロイ全インド草の根会議派(AITC)幹事長兼国会議員
団長率いる同党代表団がムカジー大統領に面会し、同党による統一進歩連盟(UPA)の支持を撤回する旨の書
簡を提出。インド各紙報道によれば、同代表団は、大統領との面会に先立ち、シン首相に対しても閣僚を
辞任する意向を伝達している。
9 月 22 日
 インド大統領府発表によれば、ムカジー大統領が、全インド草の根会議派(AITC)所属の 6 名の閣僚の辞任
を承認。これを受け、ジョシー道路交通･高速道路相が鉄道省を兼任することになった。
 テレグラフ紙等は、
西ベンガル州のコングレス党所属閣僚6名が、
ママタ･バナジー同州首相に辞表を提出、
併せて同党代表団がナラヤナン同州知事と面会の上、全インド草の根会議派(AITC)による州政権への支持
撤回を通告し、同通告をもって同州における AITC とコングレス党の間の連立関係が正式に解消されたこと
を報じている。(注; これは、国の連立政権を脱退した AITC に対する対抗ないし報復措置とされる)
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Ⅱ. 経済
8 月 27 日
 インド最高裁判所は、通信･IT 省が申し立てていた携帯電話の周波数オークションの実施期限を来年 1 月
11 日まで延長することを承認。また、本年 2 月 2 日の判決により、免許取り消しを命じられていた事業者
についても、来年 1 月 18 日までの事業の継続が認められた。併せて同省は、最高裁からの承認を受け、オ
ークションの実施規則を発表した。
8 月 31 日
 インド政府は、12 年度第 1 四半期(4-6 月期)の GDP 成長率が、5.5%となったことを発表。
メモ:
成長率は、5 四半期ぶりに上昇したものの、11 年度第 4 四半期(1-3 月)(5.3%)とほぼ同水準となった。2012 年度
第 1 四半期の実質 GDP は 13 兆 0627.6 億ルピー。今期成長が顕著であったセクターは、｢建設｣(10.9%)、｢金融、
保険、不動産、ビジネスサービス｣(10.8%)、｢コミュニティー、社会、個人サービス｣(7.9%)。
1 日付のヒンドゥー紙は、本発表を受け、チダンバラン財務相の発言として、投資の減速は政府にとって景気の懸
念材料であること、2010 年度前半から成長率が継続して低下している中で、初めての前期比増の成長率となって
いると報じている。また、アルワリヤ国家計画委員会副委員長は、第 2 四半期、特に第 3 四半期からの回復が見
込まれる旨コメントを出している。

 デカン･クロニクル紙は、インドから日本に向けて輸出されたエビからエトキシキンが検出されたことを受
け、日本がインドからのエビの輸入を拒否しており、本件解決のため商工省関係社が近く東京を訪問する
予定であることを報じている。
9月9日
 10 日付タイムスス･オブ･インディア紙は、インド宇宙研究機関(ISRO)が、9 日午前 9 時 53 分に、アンドラ･
プラデーシュ州にあるサティーシュ･ダワン宇宙センターにおいて、極軌道衛星ロケット｢PSLV-C21｣の打ち
上げに成功したことを報じている。打ち上げに同席したシン首相は、インドにとって 100 回目となる今回
の衛星打ち上げは、インドの宇宙開発にとって画期的な打ち上げであり、インドの宇宙産業の競争力を証
明するものとの談話を発表した。なお、同ロケットには、大阪工業大学が作製した日本の小型人口衛星｢プ
ロイテレス 1 号機｣も搭載されている。
9 月 10 日
 インド鉄鋼省は、本年 3 月 12 日に発表された官報公示を受け、同年 9 月 12 日に執行を予定していた鉄鋼
及び鉄鋼製品への強制規格導入についての修正を発表。これにより、強制規格の対象となっていた 9 つの
インド規格のうち一部の規制及び製品については、2013 年 3 月 13 日まで試行が延期された。
9 月 13 日
 インド通信･IT 省通信局は、ムンバイでの調査に基づいて、新たな電波防護指針に反する基地局からの電
波の発射を停止するよう、7 つの携帯電話事業者に対して命じた旨発表。
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 インド商工省は、8 月の貿易額(暫定値)を発表。同発表によれば、輸出は 223 億ドル(前年同月 9.7%減)、
輸出 380 億ドル(前年同月 9．
7%減)であり、
貿易赤字 157 億ドル。
14 日付のビジネス･スタンダード紙他は、
ユーロ圏の需要減と米国経済の回復待ちという状況の下で、インドの輸出が 4 ヶ月連続のマイナス成長と
なり、輸入についても国内経済の減速を受け減少したことを報じているが、前年同月比が 15%減であった 7
月の輸出額に比べると下降のペースは緩やかとなっている。
9 月 14 日
 インド石油･天然資源省は、シン首相が議長を務める内閣政務委員会において、国際石油価格の高騰及びル
ピー安のために拡大している政府支出抑制のため、ディーゼル価格を 1 リットル当たり 5 ルピー値上げす
ること、及び、補助金付の LP ガスシリンダーの消費者一人当たり上限を年間 6 本とすることを発表した。
なお、ガソリン価格は現状維持。
メモ:
インド報道によれば、今回の決定の背景には、石油の国際価格の高騰と急激なルピー安のため、2012-13 年度の政
府補助金が1兆8,723億ルピーに上る見込みとの試算が提出されたことがある。ディーゼル価格については、今回の 5
ルピーの値上げのうち、1.5 ルピーが物品税の増税分となり、3.5 ルピーについては石油販売公社の損失補填に充てら
れ、今年度分として 1,500 億ルピーの収入が見込まれている。しかしながら、今回の値上げによっても、本年度補填金
は、1 兆 300 億ルピーに達する見込み。LP ガスシリンダーについては、9 月以降の本会計年度において 530 億ルピー
の補助金の削減を見込まれている。
今回の一部政府補助金の削減措置については、連立与党や野党から反対の声があがっているも、経済界は財政赤
字対策として歓迎している。

 14 日、インド商工省発のプレスリリースによれば、閣議にて、マルチブランド小売業における海外からの
直接投資(FDI)を外資比率 51%まで認めることが決定された他、シングルブランド小売業の一定の条件での
FDI 要件の 100%の撤廃、航空業への FDI の自由化、放送業への FDI 上限比率の引き上げ等が決定された。
ビジネス･スタンダード紙他インド各紙によれば、今次決定は、海外投資家に対してインド政府の経済改革
に対する前向きな姿勢を示すものとして、インド経済界は概ね歓迎。一方で、与党草の根会議派、閣外協
力党である社会主義党(SP)、野党インド人民党(BJP)が反対の意を表明しているとのことである。
メモ:
インド政府は、昨年 11 月 24 日にマルチブランド小売業への海外直接投資(FDI)受け入れを閣議決定したものの、国内
の反発を受けて、FDI 受入れ決定を一時棚上げしていた。インド政府発表や報道をまとめると要点は以下のとおり。
(1)シングルブランド
*本年 1 月 10 日、インド商工省は、シングルブランドの小売業の FDI 受入れについて、現行上出資率 51%を上限とする
政策を見直し、一定の条件の下で出資率 100%まで認める旨の通達を発出。
*一定の条件とは、
①販売する商品は単一ブランドに限り、FDI の投資者はブランドを所有する者でなければならない(9月14日の通達で
は、ブランド所有者と適切に契約していることを証明すれば足りることになった)、
②51%を超える FDI 事業を申請する場合、価格ベースで 30%以上の販売品は、インドの中小企業(総投資総額 100 万ド
ル以下)あるいは村落の企業、芸術家、職人から購入することを義務づける(9 月 14 日の通達では、条件が折り合う
場合に、30%以上を調達することが望ましいに改定)もの。
(2)マルチブランド
*マルチブランドの小売店舗は、本政策に合意する州(現時点ではデリー準州、アッサム州、マハラーシュトラ州、アンド
ラ･プラデーシュ州、ラージャスタン州、ウッタラカンド州、ハリヤナ州、マニプル州、ジャンムー･カシミール州、ダマン･
ディウ及びダドラ･ナガル･ハヴェリ直轄領)に設置可能。
*小売店舗は、2011 年の国勢調査による 100 万人都市で、都市部の集積が周囲 10ｋｍの都市に設置できる。100 万人
以下、集積周囲 10ｋｍ以下の場合でも、都市の判断により設置可能。
*FDI 実施後 3 年以内に、FDI 総額の 50%以上の投資を｢back end infrastructure｣に行う必要あり。
｢back end infrastructure｣とは、店舗への投資以外の、加工、製造、流通、デザイン改善、品質管理、包装、ロジスティッ
クス、倉庫、農産品生産インフラ等。

9 月 17 日
 インド準備銀行(RBI)は、四半期中間金融政策会合において、レポレートを 8%に据え置くこと、預金準備
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率を現行の 4.75%から 4.50%に引き下げることを決定した。
メモ:
RBIは、インド経済の成長は低迷しているものの、政府による燃料補助金の削減や公社株の放出、FDIの拡大に向けた
景気刺激策により状況の改善が期待される見込みを示している。また、インフレ圧力が依然として高いため、金融政策
も、当面はインフレ抑制を主眼に置く予定。
9 月 20 日
 インド商工省は、小売業等への海外直接投資自由化に関する閣議決定を実施に移すための通達を発出。通
達においては、マルチブランドの小売業における国内小規模産業からの 30%の調達義務について、投資実
施後 5 年以内に実施することが明記された。
9 月 21 日
 首相府プレスリリースによれば、シン首相は、ディーゼル等への補助金削減や小売業への FDI 自由化等一
連の経済政策に関する演説を行い、政府は、長期的な国民の利益を保護する責任を有しており、統一進歩
連盟(UPA)は、第一期政権から、一貫してアーム･アードミー(ヒンディー語で、一般大衆の意)の利益保護
を重視していること、今回の措置は世界経済が減速している中で投資家の信頼回復のために必要な措置で
あるとして、その重要性を説明し、インドの高成長と包摂的成長を軌道に戻すため国民の理解と協力を求
めた。
9 月 28 日
 ヒンドゥー紙(チェンナイ版)等は、9 月 30 日に退任予定のスンダラデヴァン･タミル･ナードゥ州工業次官
の後任として、ヴィクラム･カプール同州汚染管理委員会総裁が就任する旨報じている。

Ⅲ. 外交
8 月 29 日
 30 日付ヒンドゥスタン･タイムス紙他は、非同盟諸国(NAM)サミット出席のためイランを訪問中のシン首相
が、29 日、アフマディネジャド･イラン大統領及びハメネイ最高指導者と会談を行った旨報じている。同
報道によれば、両首脳は、イランのチャバハール港に関する協力を促進することで合意した他、テロとの
戦いにおける国際的な協力の必要性、貿易不均衡の改善のためのインドの対インド輸出の促進を含む経済･
貿易関係の深化に合意した。
8 月 30 日
 31 日付ヒンドゥー紙他は、NAM サミット出席のためイランを訪問中のシン首相が、30 日、パキスタンのザ
ルダリ大統領と会談した旨報じている。同会談では、シン首相は、ムンバイ･連続テロ事件の実行犯に対す
る迅速な裁判の実施は、両国の信頼醸成及びパキスタンとの関係に関する国民全体の意志を形成すること
に資すると述べた。ザルダリ大統領からの、パキスタン訪問の招請に対しては、シン首相は、適当な時期
に訪問する旨応答しており、インド報道は、これは同事件の裁判の実施と関連しているとの見方を示して
いる。
8 月 31 日
 インド外務省は、クリシュナ外相が、パキスタンのカル外相の招待に基づいて、8 日にパキスタンを訪問
することを発表。
9月1日
 1 日付のデカン･クロニクル紙は、ベルギーが、チェンナイに総領事館の設置を検討していることを発表し
た旨報じている。
9月4日
 第 6 回メコン･ガンガー協力閣僚級会合がデリーにて開催。本会合では、クリシュナ外相が議長、カンボジ
アのホー･ナムホン副首相兼外相、ラオスのシースリット副首相兼外相、ミャンマーのミン副外相、タイの
ノンスリチャイ副外相、ベトナムのビン副外相が参加し、貿易、投資、持続的開発､メコン･ガンガー地域
諸国の人民の福祉という新しい分野での協力を拡大する潜在的余地についての認識を一致。

13

 ヒンドゥー紙他は、タミル･ナードゥ州の聖地を訪問中のスリランカ人キリスト教徒巡礼者約 180 名が、野
党の復興ドラビダ進歩連盟(DMK)党員やスリランカのタミル人分離･独立支持者等による抗議に遭遇、空港
に向かうバスで移動中に投石等の抗議行動に遭い、乗車中のバスのフロント･ガラス等が破損する被害が発
生した旨報じている。
インド外務省は、
スリランカからの訪問者の安全確保のために全力を尽くす旨発表。
9月5日
 インド国防省は、2 日から 6 日の日程でインドを訪問中の梁光烈中国国防部長のインド訪問に関し、イン
ド国防省と中国国防部の共同プレスコミュニケを発表。同訪問は、アントニー･インド国防大臣の招待によ
るもので、同部長はデリーの他ムンバイを訪問し、デリーではシン首相を表敬した。国防相会談において
は､二国間の軍事交流及び協力、
地域情勢、
両国の国際的な共通の関心事項等について意見交換が行われた。
また、今後の軍事交流について、ハイレベルでの交流の強化(2013 年のアントニー国防省の中国への公式
招待含む)、あらゆるレベル及び分野での人的交流の促進、若手将校の相互訪問、早期の二国間共同訓練の
実現、国境警備隊間の安全保障協力強化、軍の教育機関間の交流の強化、海軍艦艇の相互訪問、海賊対策
のための協力強化、アジア太平洋地域の平和と安定のための協力について一致した。
9月8日
 パキスタンのイスラマバードを訪問中のクリシュナ外相はカル･パキスタン外相との間で、
外相会談を実施。
インド外務省発表の共同声明によれば、両外相は、テロ対策、信頼醸成装置、カシミール、管理ライン(LoC)
間の往来及び貿易、査証、シアチェン氷河地帯、サー･クリーク等領有権を巡る地域や、インダス水利条約
の遵守、貿易･経済協力について意見交換を行った。
メモ:
5 日、インド外務省のホームページに、パキスタン訪問に当たってヒンドゥスタン･タイムス紙が行ったクリシュナ外相へ
のインタビュー内容が掲載。同外相は、両国間の対話プロセスの再開については、経済や商業面での協力や友好交
流の面では促進があるも、テロ等の分野では依然として問題があること、シン首相のパキスタン訪問については、適
切な時期に訪問することを明確にしていること、両国の対話を有意義かつ包括的で、継続的なものとするためには、パ
キスタン側がムンバイ･テロ事件を含むテロ関連の懸念に対処する必要があることを伝達していること等について答え
ている。
9 月 11 日
 国賓としてインドを訪問中のアッバース･パレスチナ大統領が、シン首相との間で首脳会談を行った。イン
ド外務省の発表によれば、シン首相は、パレスチナへの大義への支持はインド外交の基礎として、東エル
サレムを首都とする独立･統一したパレスチナ主権国家を達成するためのパレスチナ人の戦いに対するイン
ドの確固たる支援を改めて表明した他、パレスチナ･イスラエル間の包括的紛争解決に向けての和平対話の
早期再開への期待を表明した。両首脳は、情報通信技術、職業訓練、学校建設の協力に関する覚書に署名
した他、インド政府が本年度予算に対して 1,000 万ドルの拠出を行ったことを発表した。同大統領のイン
ド訪問は 4 回目、公式訪問は 2 回目となる。
9 月 12 日
 インド外務省によれば、インドを訪問中のベアード･カナダ外相が、クリシュナ外相と外相会談を実施。経
済面では、包括的経済連携協定、投資促進保護協定、社会保障協定等の進展を歓迎した他、両国の民生原
子力協力協定、人の交流等について協議が行われた。
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9 月 23 日
 24 日付のヒンドゥー紙によれば、在クウェート･インド大使館は、クウェートにおいて拘束されていた 650
名のインド人出稼ぎ労働者と連絡をとることに成功した旨報じている。拘束されたインド人は、ほとんど
が出稼ぎ労働者で、
19 日に行われた警察の不法滞在捜査の結果逮捕された。
2、
136 名の拘束者のうち、
1,500
～2,000 名がインド人(半数以上がラージャスタン州出身)とされており、100 名は既に釈放されている。情
報筋は、家事手伝いのカテゴリーに関する査証を取得したにもかかわらず、民間企業で就労するケースが
横行していることが、今回の身柄拘束の背景にあると見ている。

Ⅳ. 日印関係
8 月 31 日
 国際協力銀行(JBIC)プレスリリースによれば、同行がインド最大の国営商業銀行であるステート･バンク･
オブ･インディア(SBI)と、日本の中堅･中小企業のインド進出支援に関する体制整備に関する覚書を締結し
た。同覚書の締結により、SBI による日系企業を専門とする窓口の開設等の具体的な協力について、両行
が継続的に協議する枠組みが設置される。

今月の注目点: FDI 自由化と燃料補助金の一部削減と統一進歩連盟(UPA)政権
今月中旬、シン首相は、マルチブランドの小売業の FDI 制限緩和や、ディーゼル等の燃料の補助金
の一部削減策に踏み切った(詳細はニュース中のメモを参考)。いずれも、野党のみならず連立与党の一
部政党からも大きな反対の声があがっていた政策である。2009 年の第二期政権発足以降期待されて
いた経済自由化策を打ち出せず、また、求心力を欠いているのではとささやかれていたシン首相が、
選挙民からは必ずしも歓迎されないであろう政策の実施に踏み切った背景には、やはりインド経済が
低迷する中、一連の経済改革を進めることでインド経済を高成長の軌道に戻したいという強い決意が
あったものと考えられる。
政治面では、今回の経済政策を受けて、与党 UPA 政権に属していた全インド草の根会議派(AITC)
が、コングレス党と袂を分かつことになった。21 日のヒンドゥー紙によれば、チダンバラン財務大臣
は、｢今日も昨日も十分な数の友人を有しており、UPA 政権の安定性については心配には及ばない｣
旨述べていたとのことである。とは言いながら、迎える冬期国会における法案通過のためには、AITC
の穴を埋めるべく、SP 党や大衆社会党(ＢSP)党の地方政党の協力を得ることが必要になってくるで
あろう。この点、FDI 自由化に反対していた社会主義党(SP)のムラーヤム･シン･ヤダブ党首は、コミ
ュナル勢力(インド人民党)を政権から遠ざけるためにも与党コングレス党と協力する姿勢を明確にして
いる(ちなみに、イスラム教徒を支持者に有する同党にとっては、インド人民党との協力はいずれにし
てもあり得ない)。コングレス党にとって、自由化策を推進する上で扱いに苦慮していた AITC が離脱
したことは、更なる自由化策打ち出しの弾みとなるのか、又は、新たな地方政党との協力関係により
ハードルが高くなるのか、現時点では予想できない。敵の敵は友人と呼べるかもしれないが、安定し
た UPA 政権のために信頼のおける友人をコングレス党は獲得できるのか。2014 年の総選挙もにら
み、政治面での動きも注目していく必要がある。
※編集の都合により、9 月のニュースは 8 月 28 日以降からとなっております。

～▽△▼ お知らせ ▼△▽～
『現代インド･フォーラム 第 15 号 2012 年 秋季号』を発刊しました。今号は、以下の 4 論文
からなります。当協会 HP <http://www.japan-india.com/>で公開中です。是非、お読み下さい。
強まる米国のインドパワー
竹内 幸史
インド東部の期待の星オディシャ州
北村 さやか
変貌を見せるビハール州
沼畑 光毅
Contribution of Indian Community in Japan
Sanjeev Sinha
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4. イベント紹介
Japan-India Events
＝◇ 最近のイベント ◇＝
◆伝統工芸 江戸木目込人形展・日印交流の歴史写真展
今年 3 月 24 日～26 日、
日印国交流樹立 60 周年記念行事の一つとして、
ニューデリーの Lalit Kala Akademi
で Edo-Kimekomi Japanese Dolls Exhibition が開催されました。その帰朝報告展示と供に、日印協会の日
印交流歴史写真展が、京王デパート聖蹟桜ヶ丘店でのホール内にて、9 月 27 日(木)～30 日(日)まで、開催さ
れました。
木目込み人形とは木を削り、布(着物の生地)を木目込んで人形
の姿にしたもので、雛人形などが一般的です。今回の作品展示で
は、人体の姿にねずみの顔をこしらえた木目込み人形が絵本の如
くファンタジーの世界を築き上げています。かぐや姫の世界、ね
ずみの嫁入りの世界では昔懐かしい田舎の家での結婚式の様子を
再現しています。そして神輿をかつぎ、神楽を演じるねずみ達に
より日本の祭りが表現されました。つい話しかけてみたくなる衝
動にかられてしまうほどです。
主催者の幸纓会の皆さんは、伊藤幸纓先生と東京都八王子近辺
<↑平林理事長(左)の挨拶を聞かれる
伊藤幸纓先生(右)> に住む主婦の製作者の集まりです。
いままでにハワイ、
ベトナム(ハ
<↓写真展示の様子>
ノイ･ホーチミン)、シンガポール、そして今年は国交樹立 60 周年
を記念してインドで上記の展示を行い、
多くの人々に感動を与え、
展示した人形を展示会館に寄付をなさってきました。
27 日のオープニング･セレモニーでは、日印協会から平林理事
長がご挨拶を申し上げました。日印交流の歴史や国交樹立の過程
での日印の関係などについて説明し、ねずみはインドでは神様の
使徒である事、そしてこれらの木目込人形で文化交流を通して広
く世界平和、交流に貢献してほしいと、会員の皆様を激励致しま
した。4 日間の開催で、延べ 5 千人強の観覧者数との事でした。

＝◇ 今後のイベント ◇＝
◆ディワリフェスタ西葛西
今年で 13 回目を迎える、西葛西でのディワリです。地元の方々との交流を大切にしながらの、インドの伝
統的な祭りを行うイベントです。
ディワリ･キャンドルナイトも予定されています。
幻想的な灯りのお祭りを、
どうぞお楽しみ下さい。
日 時: 2012 年 10 月 27 日(土) 10:00～18:00
会 場: 江戸川区西葛西新田 6 号公園
東京都江戸川区西葛西 8-6 新田 6 号公園
最寄駅 東京メトロ東西線 西葛西駅
入 場: 無料
主 催: ディワリフェスタ西葛西 実行委員会 (ジャパンビジネスサービス有限会社内)
東京都江戸川区西葛西 3-3-15
☎ 03-3688-6612

◆伊東マンショ(満所)没後 400 年顕彰記念祭
1582 年、天正遣欧少年使節の 1 人として海を渡った伊東マンショの、没後 400 年を記念して、功績を称え、
後世の人々に伝えます。欧州へ渡る際、インドのゴアを経由し、当時のインドを見た、数少ない日本人です。
日 時: 2012 年 11 月 10 日(土)～11 月 11 日(日)
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会 場: 11 月 10 日 13:00～20:00 宮崎メディキット県民文化センター
宮崎市船塚 3-210
(追悼式、音楽会、交流会)
11 月 11 日 14:00～16:00 宮崎市民プラザ オルブライトホール 宮崎市橘通西 1-1-2
(シンポジウム)
主 催: 宮崎日伊協会
宮崎県都城市鷹尾 5-1-5-214
☎ 090-8226-4901 / 080-1736-5827
※イベントによって、参加費が必要な場合があります。詳細は、主催者にお問い合わせください。
◆大宮孝潤 梵字展 開催予定
日本とインドの文化交流の草分けの一人である大宮孝潤の梵字展を、11 月開催で準備を進めています。梵
字の由来や、日本文化がいかにインドの影響を受けているかを、ご覧頂けると思います。
会期中には、講演会やインド舞踊公演も予定していますが、大使館側の都合により、日時の最終決定が遅
れています。詳細は、主催者にお問い合わせ下さい。
会 場: インド大使館 展示室･コンサートホール
東京都千代田区九段南 2-2-11
入 場: 無料
主 催: 悉曇蔵研究会
埼玉県さいたま市浦和区本太 1-42-2
E-mail pakarana@gmail.com

6. 新刊書紹介
Book Review
§『インド人には、ご用心!』
著者: モハンティ 三智江
発行: 三五館
定価: 1,200 円+税
ISBN 978-4-88320-565-3 C0090
インドは東海岸の聖地プリーに住み、現地の方と結婚し、｢ホテル・ラブ＆ライフ｣を経
営する作者による本書は、これでもかとばかりに、インドの現実を暴露してくれます。
しかし、読み進むと、そこはかとなくインドへの愛も感じられます。25 年間インドにど
っぷり浸かって、インド人の自分と、日本人の自分を持ち、二つの分析眼を自在に操っているようです。目
印は、初音ミクばりの萌の表紙、絵図らと内容のギャップからして、インドを感じます。

§『交詢雑誌』第 568 号
一般財団法人交詢社が、会員向けに出版している雑誌で、一般への販売はされていません。
今年 6 月 15 日に平林理事長が交詢社で講演を行った要旨が掲載されているので、
ここに紹介致
します。
事務所にお越しいただければ、協会図書として閲覧頂けます。
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7. 日印貿易概況(2012 年第 1 四半期-前年との比較)
Trade statistics between Japan & India (January-March)
(単位：100万円)

輸 出

総 額

(日本 → インド)
食
原
鉱
化

料 品
料 品
物 性 燃 料
学 製 品
有機化合物
医薬品
プラスチック
原 料 別 製 品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
織物用糸・繊維製品
非金属鉱物製品
ゴム製品
紙類・紙製品
一 般 機 械
原動機
電算機類(含周辺機器)
電算機類の部分品
金属加工機械
ポンプ・遠心分離器
建設用・鉱山用機械
荷役機械
加熱用・冷却用機器
繊維機械
ベアリング
電 気 機 器
半導体等電子部品
(ＩＣ)
映像機器
(映像記録・再生機器)
(テレビ受像機)
音響機器
音響・映像機器の部分品
重電機器
通信機
電気計測機器
電気回路等の機器
電池
輸 送 用 機 器
自動車
(乗用車)
(バス・トラック)
自動車の部分品
二輪自動車
船舶
そ の 他
科学光学機器
写真用・映画用材料
記録媒体(含記録済)

2011年4～6月
第2･四半期

2012年4～6月
第2･四半期

214,105

206,135

74
3,057
4,018
21,687
7,923
546
6,253
44,263
27,394
2,240
6,566
1,890
2,151
3,066
942
76,843
19,016
612
435
11,926
8,741
2,660
5,672
2,290
5,050
1,880
31,029
3,557
1,629
922
863
60
35
112
3,987
638
6,173
8,136
324
16,429
1,784
1,770
15
13,752
55
0
16,703
3,279
1,051
492

101
2,990
8,024
20,255
6,577
462
7,064
50,638
32,612
2,495
7,249
2,145
2,060
3,569
493
61,707
15,306
830
700
11,544
6,291
1,259
3,272
2,260
3,496
2,098
30,430
3,107
1,849
1,855
1,793
62
27
136
4,418
413
6,524
7,690
178
17,432
346
341
5
15,465
62
14,556
3,360
2,193
398

2011年4～6月
第2･四半期

2012年4～6月
第2･四半期

(インド → 日本)

150,023

150,704

食 料 品
魚介類
(えび)
肉類
穀物類
野菜
果実
原 料 品
木材
非鉄金属鉱
鉄鉱石
大豆
鉱 物 性 燃 料
原油及び粗油
石油製品
(揮発油等)
石炭
化 学 製 品
有機化合物
医薬品
原 料 別 製 品
鉄鋼原料製品
非鉄金属
金属製品
織物用糸・繊維製品
ダイヤモンド加工品
貴石及び半貴石加工品
その他非金属鉱物製品
木製品等(除家具)
一 般 機 械
原動機
電算機類(含周辺機器)
電算機類の部分品
電 気 機 器
半導体等電子部品
(ＩＣ)
音響映像機器(含部品)
(映像記録・再生機器)
重電機器
通信機
電気計測機器
輸送用機器
自動車
自動車の部分品
航空機類
そ の 他
科学光学機器
衣類・同付属品
家具
バッグ類

22,702
5,329
2,831
114
44
1,201
20,512
27
1,188
14,339
46,612
0
46,612
46,588
1
14,055
8,762
905
29,159
8,122
7,449
421
5,620
25,996
82
356
32
2,572
640
35
97
2,281
397
53
46
0
382
117
219
947
205
671
2
11,182
157
7,879
85
539

17,472
6,491
3,506
65
65
1,149
21,555
12
3,434
13,068
0
60,648
60,648
57,591
13,352
7,286
2,227
19,233
5,518
193
530
3,863
6,695
82
8,542
33
2,746
510
21
156
2,575
50
30
8
236
260
371
1,744
120
1,240
5
11,378
165
7,620
123
816

輸 入

“０”は表示単位に満たないもの、“－”はデータの無いもの
資料：公益財団法人日本関税協会『外国貿易概況』『日本貿易月表』
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総 額

8. 掲示板
Notice
<次回の『月刊インド』の発送日>
次回発想は 11 月 9 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、日程をご確
認のうえ事務局までご連絡下さい。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。チラシ印刷の前にご一考下さい。

<編集後記>
新旧駐印大使の歓送迎会の様子について、本誌でご報告しておりますが、心配された台風の影響
もなく、本当に良い天気で、ホッとしました。
当日は、準備の為の荷物が多いのでタクシーで日比谷松本楼に向ったのですが、日比谷公園近く
は警官の数が多く、公園の入り口では警官に、｢関係者でないと車では入れません｣と制止されまし
た。何の関係者なのかな？と思いつつ、｢主催者です!!｣と、きっぱり答えましたら、直ぐに中に入
れました。後でわかったのですが、とある会に、天皇、皇后両陛下が出席されるための警備でした。
主催者ですと答えて、何の疑問も持たれなかったと言う事は、協会事務局員の品位の高さが溢れ出
ていたに違い無いと、悦に入っておりました。
しかし、その日の夕刊を見ると、両陛下が出席された会とは｢全国老人クラブ連合創立 50 周年全
国老人クラブ大会｣となっています。と言う事は、主催者＝老人クラブ、あの警官は、事務局員を老
人クラブのメンバーと判断したのかっ!? ショックです…
それでは、レセプションの受付に沢山いた若い人達はナニ?と思われるでしょうが、実は、学生会
員の方に手伝って頂いているのです。
他にも、事務所に本や資料を探しに来られる学生会員の方が、少しずつですが、増えています。
これからの日印関係を、更に良い方向に推し進めていく芽が育ちつつあるのを実感でき、嬉しい限
りです。彼等、彼女等が、素晴らしい大樹になるよう、皆様も応援して下さい。

入会随時受付中
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。今年は、日印国交樹立 60 周年とい
う記念すべき年であり、これを機に両国の友好関係を更に深める為にも、協会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
学生
一般法人会員

6,000 円/口
3,000 円/口
100,000 円/口

特別法人会員

150,000 円/口

☆入会金

個人 2,000 円
学生 1,000 円
法人 5,000 円
(一般法人、特別法人会員共に)

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。
月刊インド Vol.109 No.8 (2012年10月12日発行)
発行者 平林 博
編集者 青山 鑛一
発行所 公益財団法人 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/
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