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今回の会員交流会は 11月5日(水)夕刻、インド料理店マハラジャ丸の内店で開催されました。 

 前回2月の交流会は大雪に見舞われましたが、今度は晴天にも恵ま

れ帰りの足を気にすることもなく、皆様は中締め後も暫し余韻を楽し

まれ、嬉しく思いました。 

ディーパ･ゴパラン･ワドワ大使は、お忙しいなか今回も参加して頂

きお言葉も賜り、更に大使館からはアルヴィンド･シン公使、アッバガ

ーニ･ラム参事官も出席されました。協会からは森喜朗会長は所要の為

ご都合が付きませんでしたが、平林博理事長他役員、勿論インドの方

達、会員･非会員を含め男女･学生の方、加えて遠路駆け付けてくれた

仲間…総勢60有余名が参集して賑わいました。 

皆様はスパイシーな料理を楽しみながら歓談され、初対面の方達も直ちに旧知の知己の如くと、交流をエ

ンジョイされた事は何よりと感謝して居ります。 

年に2回位は交流会を開催出来ぬかとのお声も頂きましたので検討したく思って居ります。皆様有難うご

ざいました。また、便宜を図って下さったマハラジャ様にも、この場を借りて御礼申し上げます。 

下記に、交流会に参加下さいました鈴木様からのご寄稿を紹介致します。 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

｢会員交流会に参加して｣ 

早稲田大学大学院 修士課程 1年＆鈴木日本語アカデミー代表  鈴木真奈 

日印協会会員の皆様、始めまして。今春より入会いたしました、鈴木真奈と申します。どうぞ宜しくお願

い致します。初めに簡単に自己紹介をさせていただきます。私は 2009年に地元江戸川区で小さな日本語教室

を設立しました。近所に住むインド人女性から｢日本語を教えて欲しい｣と言われたのがきっかけです。江戸

川区と言いますとご存知の通り、日本で最もインド人人口の多い地域ですが、統計によりますと 2,000人を

超えるインド人が居住しているそうです。日本国内には 2万人のインド人がいると言われていますので、お

よそ1割が江戸川区に集中していることになります。こういった特殊な地域性もあり、教室で学んでいる学

習者は全員がインド人です。2009年以来、この教室での日本語教育活動を通じて、私はインド人日本語学習

者の言語習得や学習観に大変興味を持つようになりました。今現在は大学院の修士課程に在籍し、日本語教

育について専門的に研究しています。 

さて、11月 5日(水)に会員向けの交流会が開かれました。場所は丸の内にあるマハラジャという素敵なイ

ンド料理レストランです。私は今回が初参加ということもあり、新たな人脈作りを期待し以前から楽しみに

しておりました。人との出会いは常に新鮮で、自分には無いアイディアや見方を与えてくれるものです。今

回も様々な世代、業種の方とお話しをさせていただき、刺激を受けました。参加者は日本人の方が多く、イ

ンドの方は10名弱くらいだったでしょうか。集まると自然な流れで名刺交換が始まったので、私も酔っぱら

って記憶が薄れてしまう前に(?!)と思い、何人かの方とお話しをさせていただきました。一言でインドと言

っても、ビジネス、教育、経済、文化、と人それぞれ様々な関わり方があるのだと興味深くお話しを伺いま

した。ワドワ大使との写真撮影も、恐らくまたと無い貴重な経験です(次頁写真左が筆者)。中でも印象に残

っているのが、マリックさんという 80代の男性会員の方が、素晴らしい歌声を披露されたことです。日本の

1. 日印協会 交流会 
Members Gathering 

<乾杯の音頭をとられる 
ワドワ大使(中央)と平林理事長(左)> 

(撮影; 岩田紘行氏) 
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演歌とインドの民謡を皆の前で披露して下さったのですが、｢歌詞のメッ

セージ性は日印共に同じだ｣、というお言葉が特に印象に残りました。言

葉や文化、宗教は違えど、それを越えた共通の“魂”が日印間にはある

のではないかと思い、親しみを感じました。マリックさんはかつて外国

人カラオケコンテストで特別審査員賞を受賞したこともあるそうです。

こぶしの聞いた素晴らしい歌声に全員が魅了されました。 

楽しい2時間はあっという間に過ぎてしまいました。私は名刺交換をした方とはじっくり話すほうが好き

なので、残念ながら全員の方とはお話ができませんでした。しかし、今回の交流会での出会いからまた新た

なネットワークができ、実りの多い、スパイスの効いた一日となりました。引き続き、こういったイベント

には積極的に出席させていただきたいと思っております。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

(写真提供; 執筆者) 

 

インド大使館 日本語講師 平本謙一郎 

1. はじめに 

今、日本に於けるインド祭2014−2015が開催されている。そしてその皮切りとして、インドから来た4つの

異なるダンスグループによる、ダンスフェスティバルが今年10月3日〜10月31日まで、日本全国各地で開催さ

れたことはまだ記憶に新しい。iその一つに宮城県牡鹿郡女川町で行なわれたマニプリ舞踊女川公演がある。

会場となった女川町は東日本大震災に伴う巨大津波により甚大な被害を受けた。2011年3月11日の人口10,014

名に対して、死者573名、死亡認定者254名(震災行方不明者で死亡届を受理された者)計827名。震災行方不明

者で死亡届を受理されていない者も含めると、実に町民の10人に1人が津波の犠牲となっている。iiその女川

町で2014年10月16日マニプリ舞踊女川公演が開催された。 

女川町とインドとの繋がりは東日本大震災以降、インド政府が震災直後の女川町にインド国家災害対応部

隊(National Disaster Response Force; NDRF)を派遣したことに端を発する。そして、それ以降2013年、2014

年の東日本大震災女川町追悼式には、インド大使館幹部が参列し、代表献花を行なっている。iii2014年の追

悼式にはディーパ･ゴパラン･ワドワ駐日インド大使閣下(以下、ワドワ大使)も、ワドワ大使自らのご希望で

式典に列席の予定であったが、残念ながら直前の調整で、ワドワ大使ご自身がインド本国に一時帰国しなけ

ればならない事案が発生し、その望みが叶わなかった経緯がある。ivゆえに、今回はワドワ大使直々にマニ

プリ舞踊公演の女川町での実施および女川町役場の表敬訪問も熱望され、10月15日･16日はワドワ大使が初め

て女川の地を踏まれるといった歴史的な日となった。 

以下、今回のワドワ大使女川町ご訪問とマニプリ舞踊女川公演の様子について、同行者の一人として、ま

た今回の女川町ご訪問のコーディネーターとして、僭越ながらご報告させて頂きたい。 

2. ワドワ大使女川町訪問使節団メンバー(4名) 

 ディーパ･ゴパラン･ワドワ駐日インド大使閣下 

 プニート･ガイ大使付秘書官 

 土屋徳子大使付通訳 

 平本謙一郎大使館付日本語講師(筆者) 

 

 

2. ワドワ駐日インド大使 女川町ご訪問とマニプリ舞踊女川公演 
Visit to Onagawa by H.E. Ms. Deepa Gopalan Wadhwa Ambassador, 

Embassy of India, Tokyo and Manipuri Dance Performance in Onagawa 

写真 a 
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3. 日程 

10月15日(一日目) 

 13:54 仙台駅着→石巻市内(写真a)→女川町 

仙台駅女川町へ移動中、宮城県道240号石巻女川線日和大橋手前で下車。そこでハイヤー運転手による

震災当時の石巻市内の様子および石巻市の現状報告に耳を傾ける。 

 16:00-16: 0 曹洞宗中山宗派照源寺(桜咲く地蔵参拝v)･照龍殿(写真b) 

本堂に安置されている｢桜咲く地蔵｣の由来について説明を受ける。 

 17:00-17: 0 蒲鉾本舗髙政万石の里本店(手焼き蒲鉾体験&語り部)vi 

10月16日(二日目) 

 9:45-10:15 女川町役場表敬訪問(須田善明町長との面談) 

女川町からは女川町長須田善明氏、女川町教育委員会教育長村

上善司氏が、インド大使館からはワドワ大使以下使節団のメン

バー全員が町長室に通された。ワドワ大使からの挨拶にはじま

り、15日に視察した女川町内の様子や感想、今年の追悼式への

参列が叶わなかったことに対する謝罪、そして女川町でのNDRF

の活動などについての話があった。それを受けて須田町長から

はワドワ大使が女川町までお越しになったことに対しての御礼

と、女川町役場で準備していた資料に基づき、女川町の復興の

現状とこれからの展望についてお話を伺った。(写真c) 

 10:20-11:20 女川小学校訪問 

 11:30-12:00 女川中学校いのちの石碑見学vii 

 12:15-12:45 女川さいがいFM出演 

ワドワ大使は地元臨時災害FM局｢女川さいがいFM｣の女川地域情報

ラジオ番組｢おながわ☆なう｣の生放送にゲスト出演された。ラジ

オ生出演のあと、ワドワ大使のご希望で女川さいがいFM輝望の丘

スタジオそばに建つ、東日本大震災慰霊之碑に花束を捧げ、手を

合わせ、震災犠牲者の御霊に対して、黙祷を捧げられた。(写真d) 

 13:00-13:50 カフェごはんセボラ(昼食) 

 15:00-16:00 金華山黄金山神社viii参詣 

古くは金華山が弁財天を守護神とし、江ノ島･厳島･竹生島･天河

と共に日本五大弁財天の一つとも数えられており、いまでも｢三

年続けてお参りすれば一生お金に困ることはない｣という伝説も

ある金華山。ix弁財天=サラスヴァティー。今回の女川訪問のコー

ディネートの段階から、ワドワ大使が自ら金華山へ立ち寄りたいとおっしゃられたその言葉の意味が、

この時初めてわかったような気がした。 

 19:00 マニプリ舞踊女川公演 

『インドの｢宝石｣女川励ます』翌日の地元新聞紙｢河北新報｣第一面にこの言葉が踊った。xマニプリ舞

踊女川公演。当日午後7時ちょうどにワドワ大使は会場である女川小学校体育館にご到着になられた。

会場には約300人の女川町民が集まり、ワドワ大使のご到着を待ちわびていた。ワドワ大使は黒を基調

とした落ち着いた茶色のサリー姿でゆっくり登壇すると、観衆に感謝と今回の日本に於けるインド祭

2014−2015について、そのシンボルマークでもある｢弁財天=サラスヴァティー｣を引き合いに、インドと

日本の関係、今晩のマニプリ舞踊の特徴などについてスピーチをされた。そして、公演の幕は切って落

とされた。 

写真 b 

写真 c 

写真 d 
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『マニプル州メイテイ族の舞踊団約20人があでやかな舞や勇壮な剣術舞踊で100人以上の観客を魅了し

た。マニプリは現地語で｢宝石｣の意味。メーンの演目では、宝石や鏡をちりばめた円筒形のスカートに

フレアスカートを重ねた伝統衣装の女性たちが、優美な手つきで情感たっぷりに踊った。(中略)ディー

パ･ゴパラン･ワドワ駐日大使は｢インドと女川は特別な間柄。インドの素晴らしい文化に触れてもらえ

てうれしい｣と語った。』(以上、2014年10月17日付河北新報記事より一部抜粋) 

すべての演目が終わると、会場はひときわ大きな拍手に沸いた。いつまでも鳴り止まぬ拍手の中、ステ

ージ上では閉会のセレモニーが始まる。ワドワ大使からNPO法人日印交流を盛り上げる会代表長谷川時

夫氏、女川町教育委員会教育長村上善司氏、両氏に記念品が授与された。最後はワドワ大使のお声掛け

とお導きにより、観衆もステージに上がり、ワドワ大使、女川町民と関係者全員での記念写真。和やか

な雰囲気の中、マニプリ舞踊女川公演は無事幕を閉じた。(写真e) 

おわりに 

これまで筆者自身もNDRF通訳者の一人として、初め

て被災直後の女川町に入り、それ以来女川町や陸前高

田市xi などとインドとの橋渡しの役割を果たして来た。

その間にインド大使館で日本語を指導するといった機

会にも恵まれた。そして、このたびワドワ大使女川町

訪問使節団の一員として、再び女川入りするといった

幸運にも恵まれ、今回は特に現地での視察活動のコー

ディネートの任を仰せつかるといった重責も担った。

そして今、ワドワ大使の女川訪問とマニプリ舞踊女川

公演は無事終了し、インドと女川、女川とインド双方からの相互理解をこれまで以上により深くそして強く

したと感じる。微力ながらそのプロジェクトの一翼を担うことができ、大変嬉しく思うと同時に、今回のす

べての公演に付き添われ、女川公演の実現にもご尽力されたNPO法人日印交流を盛り上げる会代表の長谷川時

夫氏およびご子息の長谷川むんな氏に心より感謝申し上げたい。最後に、来春3月には新しいJR新女川町駅舎

も完成し、その落成式も行なわれる予定である。NDRFが海外で初めて活動をした町、女川。ワドワ大使も深

く感銘を受けた町、女川。新しく生まれ変わりつつある町、女川。機会があれば、そんな女川に是非足を運

んでみて頂きたい。 

 

<筆者略歴> 平本 謙一郎(ひらもと･けんいちろう) 

神奈川県横浜市出身 

國學院大学経済学部経済学科卒 / 國學院大学大学院文学研究科文学専攻高度国語･日本語教育コース修了 

元インド国家災害対応部隊NDRF同行通訳 

現インド大使館日本語講師 (連絡先 携帯090−6485-1221 / E-mail ksinter2000@gmail.com) 

 

                             
i 日本に於けるインド祭 2014−2015ダンスフェスティバルについてはこちらの URLをご参照下さい。 

http: //www.indembassy-tokyo.gov.in/Dance-Festival.html 
ii 女川町の被災状況についてはこちらの URLをご参照下さい。 

http: //www.town.onagawa.miyagi.jp/ayumi.html 
iii 2013年には在日インド大使館からアナンタ･クリシュナ前参事官、インデルパル･ワリア前駐日防衛駐在官、2014

年には、ワドワ大使代理としてサンジャイ･パンダ前駐日インド公使、サティンダー･シン防衛駐在官、オム･パ

ーカッシュ二等書記官がそれぞれ派遣されている。2014年の追悼式の様子は『月刊インド』2014年 4月号(第 9

号)111巻をご参照下さい。 
iv 2014年 5月インド本国で行なわれた総選挙による影響と思われる。 
v  女川桜守りの会「桜咲く地蔵」についてはこちらの URLをご参照下さい。http: //sakuramori.minibird.jp 
vi 蒲鉾本舗髙政万石の里本店および商品についてはこちらの URLをご参照下さい。 

写真 e 



 

6 

                                                                                          

http: //www.takamasa.net 
vii ｢女川いのちの石碑｣についてはこちらの URLをご参照下さい。http: //sakuramori.minibird.jp/inoti.html 
viii 金華山および黄金山神社について、金華山の被災状況について、アクセスなどはこちらのURLをご参照下さい。 

http: //kinkasan.jp 
ix 金華山および黄金山神社について、金華山の被災状況について、アクセスなどはこちらのURLをご参照下さい。

http://kinkasan.jp 
x  女川でインドの「宝石」が舞踊公演 | 河北新報オンラインニュース 

http: //www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141017_15019.html 
xi  陸前高田市では 2014年 5月 24日にインド政府東日本大震災復興支援カタカリ舞踊劇公演が行われている。 

その前後 23日には宮城県七ヶ浜町、25日には仙台市でも同劇団による復興支援公演が行なわれている。 

 

 

文学博士･インド美術史学者･龍谷大学仏教文化研究所  平岡三保子 

今年の6月、ミティラー美術館の長谷川時夫館長から思わぬ報が入りました。中国で開催予定のインド美

術展を、その後日本へも招聘しようという動きが、インド政府側より表明されたという事でした。そして展

覧内容は、コルカタ･インド博物館の仏教美術という、嬉しい驚きのニュ

ース。しかし一方で、展覧会予定が数年先まで決まっている日本の美術

館･博物館の常識では考えられない課題、つまり｢半年後に開催したいの

で急ぎ受入先を探したい｣という急務がその実現の前に立ちはだかってい

ました。その後長谷川氏を含め関係者の奔走が実を結び、当初の計画よ

りやや遅れるものの、来春には東京国立博物館での開催が決定した事も

私には重ねて嬉しい驚きとなりました。 

すでに東博の方でも広報が始まったのでこれから見聞きされる方も増

えることでしょうが、コルカタ(旧カルカッタ)･インド博物館(以降コル

カタ博と省略)の創立は英国植民地時代、1814年のことになります。イ

ンドの首都は、1931年にデリーに制定されるまでカルカッタ(現コルカ

タ)に置かれていたので、コルカタ博は｢大英帝国博物館｣たる権威をもっ

て設立され、インドのみならずアジアで初の、そして最大規模の総合博

物館として注目される存在であり、収蔵品は英国領時代に集積された

文化遺産の象徴として質量共に並々ならぬ威光を放っています。今回

の展覧会は特に仏教美術に焦点を当てて行われますが、このコルカタ

博の仏教美術コレクションはまた際立っています。過去わが国で開催されたインド系の美術展に、そのごく

一部が展示されたことはありますが、コレクション全体を概観しその素晴らしさに触れるという意味では、

今回が初めての機会となります。 

来日する作品の制作年代は古代から中世にかけて、実に 1,300年以上の幅があり、インドで生まれ育った

仏教美術の様々な側面が映し出されます。 

たとえばインド古代初期(前 3～1世紀)。この時代は｢無仏像時代｣とも言われストゥーパ(仏塔)の装飾美術

が栄えました。コルカタ博は、紀元前2世紀頃に造営されたバールフットのストゥーパに属する遺構を復元

3. 東京国立博物館特別展｢コルカタ･インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の源流｣ 
表慶館 2015年 3月 17日(火)～2015年 5月 17日(日)開催に寄せて 

Indian Buddhist Art from Indian Museum, Kolkata 

<図 1 菩提樹(カナカムニ仏)の礼拝 

バールフット出土 

シュンガ朝(前 2世紀頃)> 
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展示した｢バールフット･ギャラリー｣が有名ですが、出展されるバールフット出土の浮彫数点はストゥーパ美

術では現存最古の部類で、ようやくインドで石彫が普及し始めた時代にあって、彫刻技法はややぎこちなく

も仏の教えを懸命に伝えようとする初発的な魅力に溢れています。(図1) 

続く古代中期(後1～3世紀)は仏像誕生の時代。二つの仏像の故郷、｢ガンダーラ｣と｢マトゥラー｣に絞った

展覧会が、2002年に東博で開催されたことはまだ記憶に新しいかと思います。今回来日するコルカタ博所蔵

のガンダーラ美術とマトゥラー美術の数々は、前回の展示品と一つとして重複していません。この両者を同

時に観る事で、私たちはヘレニズム文化の薫陶を受けたガンダーラと古代初期インド美術の伝統を持ったマ

トゥラーにおける仏像創作の在り方がいかに異なるかを目の当たりにできるでしょう(今回の展覧会ではマト

ゥラー出土ではありませんがマトゥラー派の仏像と対面できます、図 2)。またガンダーラ地方ローリヤン･

タンガイ出土の名品をまとまった形で見られるという点でも貴重な機会といえるでしょう(図3)。古代後期(後

4～7世紀)はインド古典文化の黄金時代。仏像の様式も成熟し、｢グプタ様式｣あるいは｢古典様式｣としてア

ジア各地に大きな影響を与えました。わが国では法隆寺金堂の壁画様式にその反映が見受けられます。特に

釈迦初説法の聖地であるサールナートで量産された仏像には気品と優美さが溢れています(図4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<図 2仏坐像 

アヒチャトラー出土 

(マトゥラー派)  

クシャーン朝 (1世紀頃)> 

<図 3 弥勒菩薩坐像 

ローリヤン･タンガイ出土 

(ガンダーラ) 

クシャーン朝(2世紀頃> 

<図 4 仏立像 

サールナート出土 

グプタ朝 

(5世紀頃)> 



 

8 

中世(8～12 世紀)に入ると、仏教はヒンドゥー教

と深く影響し合い、密教美術へと発展します。そし

て中世末、インドでは、イスラーム勢力の侵攻と共

に、仏教及び仏教美術が終焉を迎えます。インドで

最後に密教美術の花を咲かせたのは、東インドのパ

ーラ王朝でした。インドの東玄関に位置するコルカ

タ博は、パーラ美術の宝庫でもあります。仏像では

台座と装飾的な光背を備えた碑像形式が発達し、前

代にはなかった緻密で精巧な彫法が見られます。ま

た、パーラ時代にはシュロの葉に経文と挿絵を記し

た｢貝葉写本｣が、数多く制作されました。その大半

は、イスラーム勢力によって惜しくも消滅してしま

いましたが、それでもまだ難を逃れ、今日まで遺された希少な写本が散在します。今回の展覧会では、イス

ラーム時代を生き延びたパーラ写本の貴重な古例が出展され、独特の彩色と筆跡を間近で堪能する事ができ

ます。仏像にしても写本挿絵にしても、パーラ時代には数多くの種類の密教尊像が表される点でも、注目さ

れます(図5)。 

 インド仏教美術がわが国の文化遺産に多大な貢献をなしたことは誰もが知る所ながら、実際には美術作品

の露出度は意外なほど僅かです。インド美術の展覧会が日本で開催される機会は滅多になく、日本国内の収

蔵･展示品も極めて限られています。その意味で今回の｢コルカタ･インド博物館所蔵 インドの仏 仏教美術の

源流｣展は、インドで仏教美術が生まれ、消滅するまでの千数百年の足跡が、コルカタ博の名品を通して雄弁

に語られる、またとない展覧会となるでしょう。 

各時代を通じて展示品の中には、仏像以外にブッダの伝記を表した仏伝図、過去世を取り上げた本生図な

ど仏教説話図の占める割合も少なくありません。それは、ブッダが人として生まれた国ならではの傾向と言

えるかもしれません。またインドの仏教彫刻は大半が石造であり、主題、材質、様式とも日本の仏教美術と

はかなり趣が異なります。インドの大地で育まれた仏教美術は、おおらかな祈りと生命讃歌に溢れています。

まずは故郷インドにおける特有の広がりと奥行きにじっくりと触れ、わが国の仏教美術との違い、隔たりの

中にこそ大いなる仏教美術の旅路を感じて頂きたいと思います。多くの日本の方々が来場され遙かなる仏教

美術のルーツに触れる機会を楽しまれます様、学生時代にインド美術の虜になって以来、足繁くコルカタ博

に通い続けている一研究者として願っております。 

Photographs © Indian Museum, Kolkata 

<図 5 八千頌般若波羅蜜多經  
         ヴァレンドラ･ブーミ 

パーラ朝(11世紀頃)> 
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Ⅰ. 内政 

11月2日 

 2日付タイムズ･オブ･インディア(TOI)紙は、インドの青少年の識字率について報じている。10月30日に発

表された2011年国勢調査の結果によれば、インド国民全体の識字率が63%であるのに対し、10代の識字率は

9割を超えていることも示している。また、国民全体では男性の識字率が70%、女性の識字率が56%であるの

に対し、若い世代では、10代男子の識字率が92%、10代女子の識字率は88%と、男女間の識字率は劇的に縮

まっている。一方で、15歳から19歳の人口の80%が働いているという事実は、高等教育を受ける機会を手に

する青少年が未だに少ないことを示す。 

メモ: 

今回発表された国勢調査結果は、インド国民のうち約9割が何らかの教育を受けていること、教育や労働における伝

統的な性差は消滅しつつあること、多くの若年人口を有することが現実に利点となりつつあること、その一方で、特

に農村部では多くの青少年が農業に従事していることなどが判明した。 

11月5日 

 5日、インド選挙管理委員会は、4日に大統領がデリー準州議会を解散したことに伴い、先月28日に同委員

会が日程を発表していた同準州議会の補欠選挙(3議席)の実施を取りやめる旨発表した。 

11月8日 

 8日、各種報道によれば、パリカール･ゴア州首相は辞表を提出した。これに伴い、同州のBJP議員らは、同

日、パルセカル同州保健相を全会一致で次期同州首相に選出した。 

11月9日 

 モディ首相は内閣改造を行い、21名の新大臣(閣僚4名、閣外大臣(専管)3名、閣外大臣14名)が宣誓を行っ

た。新たしく任命された閣外大臣(専管)には、伝統的なヨガの促進を行うMinistry of AYUSHの大臣が含ま

れ、前観光相のスリバド･ヤッソ･ナイク氏が任命された。 

メモ: 

AYUSHはAyurveda、 Yoga & Naturopathy、 Unani、 Siddha and Homoeopathyの頭文字をとったもの。 

11月14日 

 14日、首相府は、ネルー初代首相の生誕125周年に際し、ネルーに対する追悼を捧げると共に、インド独立

に際したネルーの努力及び初代首相としての役割を記憶に留めている旨のプレスリリースを発表した。ま

た、首相府は、14日から18日の期間をネルーの意思を継いで行っているとするインド美化事業の一環とし

て、学校内のトイレ清掃や清潔な給食の提供等を推進するキャンペーンを実施した。 

11月20日 

 20日実施予定であった連邦上院議員選挙(ウッタル･プラデシュ(UP)州10議席及びウッタラカンド州1議席の

合計11議席が改選対象)は、立候補者数が改選議席数と同議席となり、無投票での選出となった。選出者の

氏名及び所属政党名は以下のとおり。なお、改選後の議席数は、現職の任期満了に伴う後任議員の就任に

よって確定する。 

 

4. インドニュース（2014年 11月） 
News from India 

 



 

10 

UP州(10議席) 

社会主義党(6議席): チャンドラパル･シン･ヤダブ、ジャウェード･アリ･カーン、ニーラジ･シェーカル、 

ラム･ゴパル･ヤダヴ、ラヴィプラカシュ･ヴェルマ、タジーム･ファーティマ 

大衆社会党(2議席): ラジャ･ラム、ヴィール･シン 

コングレス党(1議席): P L プニヤ 

BJP(1議席): マノハール･パリカル 

 

ウッタラカンド州(1議席) 

コングレス党: マノラマ･ドバリヤル･シャルマ 

11月24日 

 24日、インド首相府は、ドバル国家安全保障顧問(NSA)が中国との国境交渉及び戦略的協議を実施するため

のインドの特別代表に任命された旨のプレスリリースを発出した。 

Ⅱ. 経済 

11月28日 

 インド政府中央統計局(CSO)は、2014年度第2四半期(14年7月-9月)の実質GDP成長率を発表した。 

メモ: 

2014年度第2四半期実質ＧＤＰは総額14兆3,923億ルピーで、前年度同期比5.3%の成長率。 

前四半期(4-6月期)のＧＤＰ成長率5.7%から若干減速したが、2四半期連続で5%台は達成した。 

 

Ⅲ. 外交 

11月7-8日 

 大統領府発表によれば、ムカジー大統領がワンチュク国王の招待を受けてブータンを訪問した。今次訪問

は、インド大統領による26年ぶりのブータン訪問となった。 

11月11-13日 

 首相府発表および各種報道によれば、モディ首相はミャンマーのネー･ピー･ドーを訪れ、12日に第12回イ

ンドASEANサミットに、また13日には東アジアサミットに、それぞれ出席した。 

メモ: 

モディ首相は、インドＡＳＥＡＮサミットおよび東アジアサミットにおいて、インドの｢ルック･イースト政策｣は今や｢アク

ト･イースト政策｣に転換し、インドＡＳＥＡＮ関係は新たな時代に入ったと述べるとともに、インド政府は高い優先順位

を持って迅速に対応している旨述べた。ミャンマー滞在中、モディ首相は、ナジブ･マレーシア首相、プラユット･タイ

首相、リー･シェンロン･シンガポール首相、ボルキア･ブルネイ国王、朴槿恵韓国大統領及びアウン･サン･スー･チー

氏とそれぞれ会談した。また、東アジアサミットの機会に、メドヴェージェフ露首相、アキノ3世フィリピン大統領、李克

強中国総理、ジョコ･ウィドド･インドネシア大統領とも会談を行った。 

 

 

 

 

 

←The Prime Minister, Shri Narendra Modi waving to the 

dignitaries, on his departure to Myanmar, in New 

Delhi on November 11, 2014. 
 

→The Prime Minister, Shri Narendra Modi arrives at 

Brisbane, Australia for G20 summit on November 14, 

2014.  
 

 (source; Prime Minister of India HP) 
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11月14-18日 

 首相府発表および各種報道によれば、モディ首相はG20サミット出席及び印豪首脳会談のためにオーストラ

リアのブリスベンを訪問した。インド首相による豪州訪問は1986年以来28年ぶりとなった。 

メモ: 

Ｇ20サミットでは、モディ首相は、ブラック･マネー問題、テロリズムや麻薬、武器輸入等の規制につき主要国間の密

接な政策協調の必要性や、再生可能エネルギー、特に太陽光エネルギーの活用につき主張した。Ｇ20では、キャメ

ロン英首相、ファン･ロンパイＥＵ大統領、オランド仏大統領、ハーパー加首相、メルケル独首相、サルマン･サウジア

ラビア皇太子と会談するとともに、安倍総理と夕食会を行った他、ＢＲＩＣＳ首脳らと非公式会合を行った。これらの会

談において、モディ首相は、テロと宗教を切り離す重要性を強調し、ＥＵ、英国、日本は、ＷＴＯ関連の食糧安全保障

についての印米間の合意を歓迎した。さらにモディ首相は、鉄道の近代化が優先事項であると述べた。 

オーストラリアのアボット首相との首脳会談では、包括的経済協定の早期締結、民生用原子力協定の実施の行政

取極の早期締結につき議論がなされ。社会保障協定、犯罪人引渡条約、文化芸術、観光に関する覚書を含む5つの

成果文書に署名がなされた。また連邦議会演説でモディ首相は、豪はインドの主要なパートナーであり、自由貿易

協定の可能性や豪のウラン輸出など経済関係のほか、海洋安全保障の維持、海洋における協力、国際フォーラム

における協力を呼びかけた。 

11月19日 

 首相府発表および各種報道によれば、モディ首相はフィジーを訪問した。 

メモ: 

モディ首相は、豪州訪問後フィジーを訪れた。インド首相によるフィジー訪問は33年ぶり、2人目。モディ首相は、バイ

ニマラマ首相と会談し外交官研修のための覚書など3つの合意文書に署名した他、議会で演説し、海洋地域の平和

及び協力のため、フィジーは重要な役割を果たしており、同地域へのインドの関与を強化するハブとして役立つと

し、フィジーに対して8,000万ドル規模の支援を発表した。また、フィジーからの到着時ビザの導入を発表した。 

さらに同日、モディ首相は、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ナウル、ニウエ、バヌアツ等太平洋島嶼国の首脳

らと会談した。モディ首相は、技術支援及び能力構築のための100万ドルの基金設立を発表した。 

11月21日 

 インド外務省は、来年1月26日の共和国記念日の主賓として、オバマ米大統領を招待する旨発表した。 

11月25-27日 

 首相府発表および外務省報道によれば、モディ首相はネパールを訪問し、第18回SAARC首脳会議に出席した。 

メモ： 

モディ首相は、25日、コイララ･ネパール首相と、インドが無償で供与した｢国立緊急治療センター｣の開所式に出席し

た。両国は、両国間の定期バス3路線の就航、融資限度額の10億ドルへの引き上げ、姉妹都市協定を含む10の協力

協定に署名した。 

26日のＳＡＡＲＣ首脳会議で、モディ首相は，ＳＡＡＲＣを生かした地域協力の重要性を強調、具体的には、エネルギ

ー協力、人の移動、インフラ整備につき協力強化を呼びかけた。また、同日、トブゲー･ブータン首相、ハシナ･バング

ラデシュ首相、ガーニ･アフガニスタン大統領、ラージャパクサ･スリランカ大統領、ヤーミン･モルディブ大統領と会談

した。シャリフ･パキスタン首相との会談はなく、27日に握手して言葉を交わしたのみであった。 
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Ⅳ. 日印関係 

11月16日-21日 

 16日から21日にかけて、日本の経済ミッションが日印経済合同委員会出席のためにインドを訪問した。

18日付ミント紙は、日印経済合同委員会について、モディ首相訪日後初めて開催された日印ビジネス界に

よる会議であり、同委員会の中で、インドが 10月に日本からの投資促進のため、｢ジャパン･プラス｣チー

ムを発足させたこと、日本がインフラ整備に関する懸念を表明しているが、シャトルガナ･シン商工省 DIPP

次官補は、インフラ整備のため、新たな当局を設置することに加え、産業大動脈構想を加速させていると

述べたと報じた。 

 

今月の注目点：内閣改造 

 11月9日、インド大統領府は新たな内閣の各大臣の所掌を発表した。新大臣21名のうち、以下4

名は閣僚として新たに入閣した。 

･アモハール･パリカール国防相: (前ゴア州首相。財務と国防を兼務していたアルン･ジャイトリー

は財務と情報･放送を兼務) 

･スレーシュ･プラブー鉄道相(元下院議員。ゴウダ鉄道相は法務相に所掌替え) 

･ＪＰナッダ保健･家族福祉相(インド人民党(ＢＪＰ)幹事長。ヴァルダン保健･家族福祉相は科学･

技術に所掌替え) 

･ビレンドラ･シン農村開発相、町村自治相、飲料水･衛生相(元上院議員。本年6月にムンデ大臣が

死亡して以降、ガドカリ道路交通相が兼務していた) 

今回の内閣改造の結果、閣僚･閣外相の数は66名となり、シン政権時代の70名を45名に縮小さ

せて小規模での効率的なガバナンスを目指した政権発足時からの大幅な増加となった。 

今回の内閣改造で特徴的なのは、陣容の拡大以上に、モディ首相がＢＪＰの、そして首相自身の

力を示し、インド政治内での支配力を一層高めようとしていると見られる点ではないだろうか。す

なわち、今回、2015年に州議会選挙が実施されるビハール州から3名の閣外相を採用し(ルディ技

能開発･起業促進専管大臣、ヤダブ飲料水･衛生担当閣外大臣、シン中小零細企業担当閣外相)、2017

年に州議会選挙が予定されるウッタル･プラデシュ州から4名の閣外相を採用している(シャルマ文化･

観光専管大臣及び民間航空担当閣外相、ナクビ･マイノリティ･議会担当閣外相、カセリア人的資源

開発担当閣外相、ジョティ食品加工業担当閣外相)。これは、今後選挙が行われる州から多くの大臣

を採用することで、当該州でのＢＪＰの支持を高め、地方での力を強化しようとしていると考えら

れる。また、今回、スレーシュ･プラブー元下院議員がシブ･セナを離党し、ＢＪＰに入党して鉄道

相に就任した。先般のマハーラーシュトラ州議会選挙以来、ＢＪＰとシブ･セナは連立解消の対立が

続いていると考えられるが、この対立が中央の政治、つまり、現在シブ･セナとして入閣しているア

ナント･ギーテ重工業･公企業相の地位に影響するのかは今後注目される。プラブー鉄道相の一件は、

シブ･セナの他の党員が、同様に、大臣になるためにＢＪＰに加わり、ひいては地域政党が分裂する

可能性も少なからず示している。選挙で大勝し、全国政党への好機を手にしたＢＪＰが地域政党と

の連携を重視せず、あくまでもＢＪＰとして力を拡大するという非常に強気な態度をとっていると

言える。さらに、本年5月の組閣の際には、モディ首相は、ＢＪＰ内の派閥や支持団体である民族義

勇団(ＲＳＳ)にも配慮した人選を行ったと言われていた。しかしながら、今回の内閣改造では、法律

家であるラヴィ･シャンカール･プラサードから法務相の所掌を外したり(現在は通信･ＩＴ相)、閣僚

への昇格が有力視されていたジテンドラ･シン専管大臣やシータラマン専管大臣の昇格を見送るなど、

ＢＪＰ内の関係に気を遣わない、モディ首相自身の意思で人事を行い、政治的により強い存在とな
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ることを見せたと言われる。 

モディ首相が、新たな陣容で、これまで以上に自らの意思で、いかに国内外の政治を行っていく

のか注目される。 

 

=◇ 最近のイベント ◇= 

◆インド国宝級名優 アーミル･カーン＆監督の記者会見 

(Press Conference of Aamir Khan & Vijay Krishna Acharya) 

インドが誇る国宝級名優のアーミル･カーン氏が、去る10月29日(水)東京国際映画祭で上映された『チェ

イス！』(12月 5日より日本公開)の記者会見および舞台挨拶に、ヴィジャイ･クリシュナ･アーチャールヤ監

督と共に登壇した。 

カーン氏はTIME誌｢世界で最も影響力のある 100人｣に選ばれ、ユニセフ親善大使や社会活動家としても知

られている。尚、記者会見の概略は以下のとおり。 

 日 時: 2014年 10月 29日(水)11:30am.～12:30pm. 

 場 所: 六本木アカデミーヒルズ 49 スカイスタジオ(六本木ヒルズ森タワー49F) 

 登壇者: アーミル･カーン氏、ヴィジャイ･クリシュナ･アーチャールヤ監督 

『チェイス!』は米シカゴを舞台に天才トリックスター(腕利きの金庫破り)とインドNo.1の敏腕刑事の知

力と体力を尽くした熾烈な攻防を描いたアクション大作。インドのみならずアメリカ･イギリス･中国と世界

各国でインド映画の歴代興収記録を更新する大ヒットを記録した。その理由は? との問いに、アーチャール

ヤ監督は｢この映画はアクション満載だがエモーショナルな(心を動かされる)部分もある。それが国を越えて

伝わったと思う｣。カーン氏も｢インド人の心の琴線に触れるものが世界中の皆様にも共通して響いたのでは

ないか｣と分析した。 

カーン氏はヴィジャイ監督を｢ヴィクター｣と呼んで慕っており、｢監督のオープンで温かい人柄がとてもい

い空気感を撮影現場に作り、楽しく撮影できた。今回初めて一緒に仕事をしたが、今では親友のような存在

だ｣と語ると、監督も｢映画はチームで作るもので、彼(カーン氏)はチームワークを大切にする人だ。今回一

緒に撮影ができて素晴しい経験になった｣と、2人の信頼関係が伝わってきた。今回の映画製作には 3年を費

やした。監督｢現実離れした世界を如何に観客に現実的に感じてもらえるか。アクションというものは計画が

大切で緻密に計画を立てて演じることを重要視している。今回、幸運にもハリウッドのスタント･チームと協

力して行いスムーズに進めることができた。日本の皆様もこの作品を見て気に入ってくれるといいですね｣。 

プロデューサーと監督の顔も持つカーン氏は｢日本映画の出演や、共同製作やリメイクでもピンとくるもの

5. イベント紹介 
Japan-India Events 
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があったら是非やりたい。帰国したら可能性を探ってみよう｣と前向き。監督も｢黒澤明の大ファンで、好き

な作品は『七人の侍』と『乱』、でも一番好きなのは『用心棒』。三船敏郎のような役者がいたら是非リメイ

クしたい。他に三池崇史や北野武、溝口健二も好き。宮崎駿は天才だと思う｣と讃えた。 

最後の質問で、インドの多宗教社会では過去にいろいろ事件があったが、カーン氏もイスラム教徒である

ことからモディ政権にどんな期待を持っているか? との問いに、｢インドにも多くの問題があり多くの違う人

間がいるが、愛の力がある。確かに自分はマイノリティーに属しているが、多くの人の愛に支えられて今の

自分がある。宗教が何かという以前にまず自分はインド人である。首相は民主的な選挙で選ばれ、国民は多

くの期待を寄せている。それだけにその期待に応えて指導力を発揮してほしいと願っている｣と語った。 

引き続きカーン氏と監督は、この後 13:45から六本木ヒルズ内映画館で『チェイス!』の舞台挨拶をした。

冒頭でカーン氏が｢アイシテマス｣と挨拶すると会場のファンは歓声を上げた。 

インドが誇る3大カーンことシャールク･カーン、サルマン･カーン、そしてアーミル･カーン。日本でも大

ヒットを記録した『きっと、うまくいく』で益々存在感を発揮し、その徹底した役作りから｢ミスター･パー

フェクト｣と称され、12 億人インド国民のトップスターだが、実際のカーン氏は飾らず気さくな人柄で、フ

ァンからの贈り物やサインにも快く応じた。 

また、舞台挨拶の途中で客席の赤ちゃんが泣き出したときに、監督｢あの子は早く映画が見たいんだよ｣、

カーン｢僕の受け答えが気に入らなかったのかな｣という二人のやりとりがごく自然で、会場を笑いに変え、

優しくさりげないユーモアのセンスが垣間見えた。 

そしてカーン氏は何より気配りの人だ。多忙なスケジュールで時間が押しているにもかかわらず、最後ま

で挙手をしている記者にも質問の時間を割いて丁寧に回答をした。 

穏健な言動で爽やかな印象を残したアーミル･カーン、今後の更なる活躍を期待したい。 

[文･写真提供; 佐々木理香(日印協会個人会員)] 

 

◆『インド･アンドラプラデシュ州における投資機会』

セミナー 

2014年11月 28日(金)に、インド大使館、JETROと日印

経済委員会主催による、『インド・アンドラプラデシュ州に

おける投資機会』セミナーが、東京商工会議所東商ホール

にて開催された。 

同州を統括するチャンドラバブ・ナイドゥ州首相が、自ら

同州優良企業の経済団を率いて、日本企業からの投資を誘

致するために開催されたセミナーであった。アンドラプラ

デシュ州（以下AP州）はインド南部に位置するが、ナイド

ゥ州首相は、この 5月成立したインド中央政権を率いるナ

レンドラ・モディ首相の経済改革の手腕に並び称される、経済力学を熟知した著名で辣腕の州首相である。 

同首相の基調講演では、モディ首相の安定政権を中心として、AP州の積極的な経済活動（農鉱業の豊富な資

源活用、若く高技能を持つ労働力、各種インフラの充実、先鋭的 IT政策など）に州政府が深く関与し、石油

コンビナート、産業都市、エレクトロニクス･クラスター、総合テキスタイル産業、メガフードパーク、IT

イノベーションハブ、海洋ハブ、自動車ハブ、冶金/園芸/防衛/航空機などの分野に、広くビジネスチャンス

が潜んでおり、日本からの投資を期待したいと締めくくった。 

<基調演説をするチャンドラバブ・ナイドゥ首相> 



 

15 

その後、いすゞモーターとエーザイより、現地からのビジネス体験の報告がな

された。両社とも、インド国内の市場性や将来の意安堵からの海外輸出の可能性、

ITを利用した事業環境、各種の規制緩和の期待(大分苦労された由ではあるが)な

どの理由で、進出を決心され由である。今や、現地環境にすっかりと馴染んで、

順調に業績を伸ばしておられるそうである。 

 

=◇ 今後のイベント ◇= 

◆The Festival of India インド祭について 

今年5月のインドでの選挙の結果新しいインドの首相となったモディ氏が主要国への初外遊先として日本

を8月 30日から9月 3日まで訪問されました。また下村博文文部科学大臣が 8月4日から 9日まで、インド

(デリー、ハイデラバード、バンガロール)へ訪問。今年 1月の安倍総理訪印の成果のフォローアップを行う

とともに、モディ首相の訪日前に、日印間の教育、科学技術、スポーツ、文化の交流および協力促進の契機

とすることを主たる目的として行かれました。 

その時にデリーにおいてお会いしたナイク文化･観光大臣と意見交換を行い、インド側のプレス声明におい

て、日本でインド祭を 10月から来年の 5月にかけ舞踊･音楽、食のフェスティバル、映画祭、展示会、国際

仏教徒会議等、様々な催事について発表がありました。また、このインド祭については、9 月に来日したモ

ディ首相と安倍首相とが 50の項目に及ぶ覚え書きを交わされましたが、その 48番目に記されております。 

さて、その中でも目玉としては、東京国立博物館において日経新聞社共催で本格的なインド仏像展(コルカ

タ国立博物館)が開催されます。紀元前3世紀から紀元後8世紀に至るまでの秀逸のものが展示されます(2015

年 3月 17日～ 5月 17日開催)。ネルー首相の協力

で実現できた同博物館での1963年開催「インド古代

美術展」以来の本格的な仏像の展覧会となります。 

(本誌7～9頁ご参照下さい) 

写真(提供; インド大使館)は、11 月 7 日(金)に、

インド大使館で行われた｢コルカタ･インド博物館所

蔵 インドの仏 仏教美術の源流｣展のプレス発表の様

子です。左から、ワドワ大使、インド仏像大使に任

命されたみうらじゅん氏といとうせいこう氏です。 

インド祭のもう一つの目玉である舞踊･音楽公演については、既に終了し、好評を博しました。 

 

 

◆インドを語る集い<様々なインド>第 36回 『知られざるインドの魅力』(仮題) 

協会主催の、ミニセミナーです。 

今回は、株式会社BFGジャパンリミテッド代表取締役の宮本洋子さんを講師にお迎えして、あまり観光

ツアーが組まれていない地域などをテーマに、ご紹介して頂きます。 

同封の参加申込所をご確認のうえ、お申込み下さい。皆様のご参加をお待ちしております。 

 日時: 2015年 1月23日(金)  18:00～19:30 

会場: 公益財団法人日印協会 事務局  東京都中央区日本橋茅場町 2-1-14 スズコービル 2F 

講師: 宮本 洋子 さん 

定員: 30名        

参加: 無料 (非会員 500円) 
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§『インド･ビジネスは南部から―知られざる南インドの魅力』 

   著 者: 藤井 真也 

   発 行: 日本貿易振興機構(ジェトロ) 

   価 格: 1,500円+税  ISBN 978-4822411435 C3060 

日本貿易振興機構(ジェトロ)チェンナイ事務所長として、インドに長く勤務され、

｢インド情報は北インドには多く有るが、南インドについては少ない｣との経験から、

南インド進出、或いは情報を欲する日本企業向けに分かり易い情報源として、産業

集積状況、ビジネスの留意点から、人、暮らしなどの基礎的事項までを分かりやす

く解説されている。既承の様に、チェンナイはインド南東部の工業都市で、大きな

港湾を備え、日系自動車･部品メーカー、各種分野の日系業界が特に近年うなぎ上りである。北インドは土地

面での閉塞感もあり、今後は南インドがより脚光を浴びてくる。 

◆ 目次 ◆ 

      第 1章 インドという国  

              第 2章 注目されるインド  

              第 3章 南インドの魅力  

              第 4章 チェンナイに集積する世界の製造業 

              第 5章 インド進出戦略を構築する 自動車産業を中心に  

              第 6章 インド･ビジネスの留意点  

              第 7章 新規インフラプロジェクト  

              第 8章 チェンナイにおけるソフトインフラの整備状況 

 

§『CULTURAL INTERFLOW BETWEEN INDIA AND JAPAN』 

   著者: Prof. LOKESH CANDRA 

   発行: Aditya Prakashan, New Delhi, 2014 

   価格: 4,200ルピー  ISBN 978-81-7742-136-1 

現代に於けるインドの 88歳の一番の親日家ロケーシュ･チャンドラ博士の

学術的、並びに個人的体験を踏まえた、この本をご紹介します。 

ロケーシュ･チャンドラ博士の父君は独立の闘士でもあり、チベットやイン

ドロジーや考古学の学者であったラグヴィール博士です。ネルー首相は上院

の一議席を文化関係の学者枠として父君そしてロケーシュ･チャンドラ博士と、

代々ラジャサハ(上院)議員として国政の重要な立場に抜擢して、インディラ･

ガンディー首相もその意思を受け継ぎインド政府内で親日の文化的なイデオ

ロギーを確立させました。日本とインドは仏教を通して 1,500年にわたり交流があり、博士はインドの立場

から日本の人々と違う視点で日本が受容したインド文化を研究されました。 

この本が、これからの日本とインドの文化交流、特に新しい世代のインドの若者が古代から続くアジアの

文化交流とインド文明と中国文明からどのようにして日本が文化を受容したかを知る上で最適な本だと思い

ます。  (記 中村行明) 

6. 新刊書紹介 
Books Review 
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§『朝日ジュニア百科 週刊なぞとき』30号 

   発行: 朝日新聞出版 

価格: 500円(税込) 

『朝日ジュニア百科 週刊なぞとき』は、朝日新聞出版が、子どもの疑問に

“マンガ”で答える、週刊誌です。その30号では、4編の特集が組まれてい

ますが、巻頭特集は“カレーの魅力を追え!”です。 

子ども目線で、カレーが日本の国民食とまで言われるようになった経緯が、

マンガで分り易く描かれています。枠外には、ちょっとした“まめちしき”

があり、インドの諸事情が紹介されています。 

カレーを切り口に、子どもが、インドへの関心を深めるきっかけとなる本

です。 

 

§｢アジアの現代文芸｣電子書籍公開のご案内 

公益財団法人大同生命国際文化基金では、

1986年以来アジア諸国の現代文芸を日本語に

翻訳出版する｢アジアの現代文芸｣シリーズを

手掛けられています。2016年 10月時点で12

ヶ国、63点の作品が出版されています。 

2015 年から、新刊･既刊の電子書籍化を進

め、公益財団法人大同生命国際文化基金のホ

ームページで、無償で公開されています。33

作品が公開中で、インドの作品は、下記の 3

点が公開中です。 

2006年11月 「ビールーの少年時代」 クリシュナ･バルデーオ･ヴァイド 著 長崎広子 訳 

2011年12月 「ウダイ･プラカーシ選集」 ウダイ･プラカーシ 著 石田英明 訳 

2013年09月 「ベンガル詩選集 『もうひとつの夢』」 ジボナノンド･ダーシュ他 著 丹羽京子 訳 

是非ご覧下さい。 

公益財団法人大同生命国際文化基金  URL  http://www.daido-life-fd.or.jp/index.html 
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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。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             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) 

 

 

 

 

<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回発送は2015年 1月16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。 

<年末年始の休業について> 

日印協会では、2014年 12月 29日(月)より2015年 1月2日(金)までを、年末年始休業とさせて頂きます。

なお、12月26日(金)の業務は午前中のみとなります。お問合せ･ご連絡等は、休業期間を避けて下さいます

よう、お願い申し上げます。 

<編集後記> 

シンガー･ソングライター平井堅さんの｢ソレデモシタイ｣が、12月10日に発売されたのだが、そのミュー

ジックビデオが全編ニューデリーとその近郊で撮影されたというので、早速ネットで見てみた。これがなか

なか面白い!! 純日本人の平井さんがインドのバックダンサーを従え、ボリウッドダンス(?)をノリノリで踊

っているのだが、日本人に見えない。しかし、そのジャケットを見てがっかり、とても残念な事になってい

た。邦題と名前をデーバナーガリー文字で表記しているのだが、何と綴りが間違っている。いろいろなバラ

エティー番組からの珍問･奇問にも、対応してしまっている当協会に一言相談して頂ければ、何とかなったか

もしれないのに。いや、今からでも遅くない。平井さん、日印協会に入会しましょう。そして、インドロケ

の裏話をご投稿下さい。協会が総力を挙げて、バックアップするカモ?  

こうして1年の締め括りの『月刊インド』12月号をお届けできるのも、皆様のご支援の賜物と、感謝申し

上げます。皆様が良き年をお迎えになられますことを、祈念申し上げます。(記 渡邊恭子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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