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1. 中村元博士 生誕 100 年記念事業
Centennial Anniversary of Dr. Hajime Nakamura’s Birth
公益財団法人 中村元東方研究所 主事 / 中村元博士生誕 100 年記念事業 事務局長
堀内伸二
はじめに
中村元(なかむら･はじめ)博士は、
インド思想、
仏教学あるいは比較思想の分野における世界的権威である。
博士は、お名前のとおり、大正元年 11 月 28 日に松江市の殿町にお生まれになられた。奇しくも、日本
とインドとが国交を樹立して 60 年目を迎える本年は、博士の生誕 100 年目に当たる。
日印国交という点だけに限っても、
特にその文化的交流の場面において果たされた中村先生(親しみを込
め、あえてこう呼ばせて頂きます)の役割は絶大であり、その種の歴史がやがて編まれる際には、まずその
名が挙げられるべき偉大な人物であることはまちがいない。それは、8 世紀に、はるばるインドから来日
し、
東大寺の大仏開眼供養の導師をつとめた菩提僊那(Bodhisena)に関する記述が不可欠であるのと同様の、
否、それ以上と言っても良い豊かな内容を持っている。
というのも、中村先生が生涯にわたり、その研究と普及に｢勉め強いられた｣内容が、仏教や、ヴェーダ
ーンタ哲学といった、真理こそを価値あるものとして尊ぶインド文化の中核をなすもの、したがって、世
界思想シーンにあっても、真に意義あるものであるからである。
｢縁起｣や｢無我｣、あるいは｢業｣、｢億劫(オックウ)｣といった仏教由来のことばが、すっかり日本語に溶
け込んでいるほどに、インドと深い関わりがある日本。しかし、｢俺が、俺が｣という我の計らいが、昔に
比べて非常に強くなってきているのも事実である日本。その両者を思う時、中村先生の慈しみに満ちた人
生と、
厳格にして温かなる学問は、
今後その意義が一層深く認められ人々の心を潤してくれるに違いない。
中村先生の偉業を紹介するため、インドから来日された S.R.Bhatt 博士(元デリー大学教授)が、島根県
松江市に10月10日にオープンした｢中村元記念館｣の開館記念講演会の際に用いられた｢文化大使｣の語は、
中村先生の業績を讃えるために引用された、冷静かつ委細な数々の事実を総括するに相応しい言葉となっ
て、参集された 200 名を超える人々の心に強く響いたことであろう。
中村元東方研究所(旧称は、
東方研究会。
今年の 7 月 2 日に公益財団法人に移行したのを機に改称)では、
創設者･中村元博士の生誕 100 年という節目に当たり、本年 2012 年から 2014 年までの都合 3 年間にわたっ
て｢中村元博士生誕 100 年記念事業｣をさまざまな形で展開していく。
それは、中村先生の比類ない業績の顕彰をおこなうことはもとより、同時に、先生によって進展した東
洋思想･文化の研究がさらに発展し、また多くの人々に普及･浸透される契機とすることを目指すものであ
る。そして博士の高邁な理想が継承され、昏迷を極める世界の状況が幾分なりとも改善され、平和な世界
を実現するための一助となることを念願するものである。
一連の 100 年記念事業の中でも、もっとも重要な位置を占める｢中村元記念館｣創設も、多くの方々のご
協力により実現し、去る 10 月 10 日に、先生のふるさと松江市にオープンすることができ、他の諸事業も
具現化されつつある。10 月 15 日には、インド大使館において｢中村元生誕 100 年記念講演会」が開催され、
オーディトーリアムを埋め尽くしても余りある程多くの方がご来場くださった。
今月号では、当初計画された記念事業全般にわたる概要をお伝えし、来月号で、記念館開館の一連の様
子と、インド大使館での記念講演会の様子など、具体的なご報告をさせていただければと思う。
記念事業の概要
記念事業は 6 つの柱から成る。今年から 3 年間に亘る事業は、実現したものもあれば、進行中、あるい
は今後実施される事業もあるが、一括して若干のコメントとともにその概要をお示しすることにしたい。
Ⅰ 中村元記念館
(1)中村元記念館を島根県松江市に創設･オープニングイベントの開催
2012 年 10 月 10 日
①記念館開館式 / ②第 22 回中村元東方学術賞授賞式 / ③祝賀会
2012 年 10 月 11 日
④記念講演会
(2)地元地方紙｢山陰中央新報｣紙上における｢中村元 人と思想｣を 50 回にわたり連載(本年 4 月より、週 1 回)
Ⅱ 講演会･シンポジウム 等
(1)インド人の著名な学者(Dr.S.R.Bhatt)を招いての記念講演会
①10 月 11 日 島根県 くにびきメッセ･国際会議場
②10 月 12 日 愛知県 名古屋大学
③10 月 15 日 東京都 インド大使館
④10 月 16 日 東京都 東京大学
(2)外国人･日本人学者による、中村元博士の開拓された東洋思想、比較思想、世界思想史の発展を目指す
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講演会、ないしシンポジウム
①中村元博士生誕100 年記念講演会 キャンパスプラザ京都 ｢これからのインド仏教学｣佐々木閑･花園大学教授
②2013年第40回比較思想学会への協力 大正大学で創立40周年大会･中村元名誉会長生誕百周年記念を兼ね実施
③日本印度学仏教学会の誘致
2013 年第 64 回学術大会を松江に誘致 8 月 31 日(土)、9 月 1 日(日)
④比較思想学会の誘致
2014 年第 41 回学会を松江に誘致
Ⅲ 展覧会
(1)｢ブッダのことば ～いまを生き抜くために～｣
中村博士がブッダの言葉を平易な日本語に翻訳して紹介した仏典『ブッダのことば』｣を初めとするイ
ンド思想の核心(ヴェーダ、ウパニシャッドを含む)をなすメッセージ性の高いことばに、前田理事長、奈
良常務理事による解説を付し、インドの情景やブッダ像などの写真(中村博士が最も信頼していたカメラ
マン･丸山勇氏撮影)による展覧会
(2)｢中村元博士 いのちの軌跡 ～セクショナリズムを超えて～｣
哲学者、学究及び教育者としての中村博士の素顔をクローズアップする展覧会 博士の遺品、書簡、手書き原稿、写真等を展観
Ⅳ 記念出版
(1)新刊出版
①中村博士履歴･業績完成版の刊行 『中村元博士著作論文目録』(ハーベスト出版、2012 年 10 月刊行)
②散在論考および未完原稿の刊行
③翻訳の刊行
④上記Ⅱの講演会、シンポジウムの成果の刊行
(2)既存出版物の復刊および普及版刊行
①復刊:『インド哲学思想』全5巻(岩波書店、2012年11月8日刊行予定)、
『学問の開拓』(ハーバスト出版、2012年8月刊行)
②普及版：
『日本人の思惟方法』
『仏弟子の生涯』
『ゴータマ･ブッダ』(春秋社より、8月から9月にかけてすべて刊行済み)
③新装版：
『温かなこころ』(春秋社、7月刊行)『中村元 仏教の教え 人生と智慧』 (河出書房新社、2012年9月刊行)等
④その他、現代に求められる専門書、入門書の出版 等
(3)中村元博士生誕 100 年記念･ブックフェア
中村先生の著作を中心に仏教関連、インド思想関連書籍を幅広く揃え、全国の有力書店 58 店舗にて 10
月上旬より約一か月間開催中。
Ⅴ 東方学院の発展計画
(1)松江教室の開設 中村元記念館内に、2013 年 4 月開講予定
(2)名古屋教室の拡充
(3)東京本校の拡充
Ⅵ 諸企画
(1)特化ＰＲプロジェクト｢慈しみの心｣
中村博士の意志を継いでの｢慈しみの心｣を普及するラジオ放送、テレビ放送 等
東洋の知恵をたずねて――中村元博士の世界―― (前田專學理事長と金光壽郎氏との対談)
放送日: 10 月 7 日(日)朝 5 時～6 時 NHK 教育 TV / 10 月 13 日(土)午後 1 時～2 時 NHK 教育 TV
(2)インド大使館主催･日印国交樹立 60 周年記念事業への後援
(3)インド大使館における仏像展
(4)｢中村元インド哲学カフェ｣(関西教室で実施中)の拡充、拡大(他の地区でも)
(5)｢ナマステインディア｣における協賛特別講座の開講(既設)等

<合掌する中村博士

インディラ･ガンディー首相と
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講義中にPal判事と板書して>
写真提供; 中村元東方研究所

2. インディア･メーラー2012 の報告と今後についての一考察
The Introduction of “India-mela 2012”
インディア･メーラー2012 実行委員会
福井智広
今年も｢インディア･メーラー2012｣が 10 月 6 日から 8 日にかけて神戸メリケンパークにて開催され、私
も実行委員会のボランティアスタッフとして参加した。光栄にも『月刊インド』への文章掲載の機会をい
ただいたので、
インディア･メーラー当日の様子と日印交流イベントに関する今後の個人的展望について述
べたい。
｢インディア･メーラー｣とはインドと親交の深かった仲風見氏が2010年に在大阪･神戸インド総領事館や
インド大使館のご指導の下、実行委員会を立ち上げ、関西在住インド人団体の協力を得て始まった日印交
流イベントである。1 年目は 5 万人、2 年目は 15 万人を動員し、短期間で西日本最大を称するまでに成長
した。
本年も晴天に恵まれ、また、日印国交樹立 60 周年ということもあって世間の注目度も高く、前夜祭、本
祭合わせて 21 万人を超える来場者があった。出展･出店数も 70 近くにのぼり、NPO･飲食店･物販店･企業出
展など様々なブースが軒を連ねた。
中でもウッタル･プラデーシュ州からのプロモーション団が会場の一角
を占め、多くの文化紹介を行った。
また、
メインステージではビハール州からやってきたプルリア･チョウ(仮面舞踏)
団体の公演、ケラーラ州からの武術グループによるカラリヤパットの演舞をはじめ
とする本場のパフォーマンス、日本人によるインド音楽の演奏など多くのプログラ
ムが実施され、注目を集めていた。
前夜祭の終盤、及び最終日の閉会式前には会場全体が一体となってボリ
ウッドダンスを踊る企画が行われ、大いに盛り上がった(写真 1)。私は前
夜祭には参加し損なったが、最終日には一緒に踊ることができた。音楽が
かかると自然に体が動くのが不思議である。
主催者企画としてヒンディー語教室や、Skype によるインドにいるイン
ド人との交流企画なども行われた。私もブースの一角を借りて、日印交流
史に関するささやかな展示をさせてもらった。その際、日印協会からお借
写真 2
りした貴重な写真 9 枚を使わせていただき、来場者の関心を集めることが
できた(写真 2)。
夜 6 時からは神戸のシンボル、ポートタワーがインドの国旗色にライトアップさ
れるという演出がなされた(写真 3)。色彩、匂い、音、全てがインド色に染まり、
メリケンパークは 2 日半、
まさにインド一色という雰囲気だった。
しかし、
そこで使用される言語は主に日本語であり、大多数が日本人である。実は
ここで行われているのはインドでも日本でもない、新たな文化の創造なの
ではないか、と私は思った。
閉会式では多くの関係者のスピーチの後、
在大阪･神戸インド総領事と兵
庫県知事が固い握手を交わし、交流はこれで終わらないという意思を示し
写真 4
ていた(写真 4)。
さて、
話は少し変わるが、
インディア･メーラーのような交流行事はなんのために行われるのであろうか。
一般的な答えとしては文化交流のためであろう。では、何のために文化交流をするのか。総理府の｢国際文
化交流に関する世論調査｣(1993 年 2 月調査)によれば、国際文化交流の意義とは相互理解、信頼関係の構
築に基づく国際関係の安定という内容が最多回答であり、次いで異文化からの刺激によって新たな文化が
誕生することといった内容である。そう考えてみると、近年急速に経済成長を遂げ、また地政学的にも日
本にとって重要度を増していることから、メディアへの露出も増えたインドとの交流行事が多くの人を惹
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写真 1

写真 3

きつけるのは必然と言えよう。
こうした文化交流の原動力を田辺徹氏は｢憧れと好奇心｣だと述べている。(田辺徹『国際文化関係論』建
帛社 2002 年 p.147)交流行事の役割とは、この｢憧れと好奇心｣を参加者に抱かせる、若しくは既に抱いて
いるものを増大させることだと言えよう。互いを知るための切っ掛けを作るということである。
ところで、榎泰邦氏は著書の中で、文化交流の担い手と対象が一部のエリートや公的機関から国民の草
の根レベルに移ったことを指摘している。(榎泰邦『文化交流の時代へ』丸善ブックス 1999 年 ｐ.52)榎
氏は背景として冷戦構造の崩壊に伴う、外国の見え方の変化、すなわちイデオロギーに隠されていた文化
という側面が一般に容易に知れるようになったことをあげている。榎氏による指摘は 1999 年のものである
が、それから 10 年以上が経過し、驚くほど容易に情報が手に入り、また発信できる社会となった。ますま
す状況が進んでいることは想像に難くない。インディア･メーラーもインド総領事館等公的機関との協力の
下実施しているとはいえ、活動の中核を担っているのは実行委員会のボランティアスタッフであり、｢草の
根レベル｣であると言える。
では、より｢ヒト、モノ｣が容易に移動でき、文化交流が｢草の根レベル｣にまで浸透してきた現在におい
て、文化交流行事は何を目指すべきであろうか。
私は、今後の文化交流行事は｢憧れと好奇心｣の提供からもう一歩踏み込むべきなのではないかと考えて
いる。つまり、異文化理解の切っ掛けだけではなく、理解の手段を提供するべきではないかということで
ある。具体的には、知識の提供、紹介や一般市民同士の交流などである。インディア･メーラーにおいて言
えばインドに関する文化紹介、解説展示がもっと行われても良いし、在日インド人と日本人が直接友人に
なれるような場を設けたら面白いだろう。文化交流の担い手と対象が草の根レベルであるからこそできる
ことであり、
これを活かさない手はない。
そこでは我々のような学生が果たすべき役割は大きいだろうし、
私はそれを積極的に引き受けていきたい。
インドと日本の交流は様々な分野で益々盛んになっていくだろう。真の相互利益のためには物質的な交
流だけではなく、互いを知るための知識の交流、心情の交流が大切なのは自明のことだ。お互いをよく知
り、お互いひとりひとりがよき友人になれるような場をインディア･メーラーには今後とも提供していって
ほしい。そこには新たな文化が生まれ、それは架け橋として両国をつなぐものになるに違いない。
(写真提供; 筆者)
<筆者略歴> 福井智広(ふくい・ともひろ)
筑波大学第二学群比較文化学類を卒業後、
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科に進学。
かねてより興味のあった「睡眠文化」について、
同じくかねてより興味のあった南アジア地域をフィールドに研究を始める。
現在博士一貫課程 4 回生。
<←インディア･メーラーのアドバルーン前で踊る? 筆者>
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3. インドニュース(2012 年 10 月)
News From India
Ⅰ. 内政
9 月 25 日
 28 日付のタイムズ･オブ･インディア紙によれば、25 日、アジット･パワル･マハラーシュトラ州副首相が辞
表を提出。これは、2009 年の 2,000 億ルピーに上る灌漑プロジェクトについて、同副首相が、所定の手続
きを経ずに早急に許可したことがインド各紙に取り上げられたことを受けたもの。同副首相は、シャラド･
パワル民族主義会議派(NCP)総裁の甥にあたる。
9 月 28 日
 29日付ヒンドゥー紙は、
インドの初代国家安全保障補佐官であるブラジェーシュ･ミシュラ氏が、
83歳で 亡
くなったことを報じている。
メモ:
ミシュラ同顧問は、元外交官で、駐インドネシア大使、国連代表部大使を務めたのち、1991 年にインド人民党(ＢＪＰ)に
入党。1998 年から、ＢＪＰのバジパイ元首相の下で、首相首席補佐官兼国家安全保障補佐官を務め、当時の外交安全
政策形成の中心を担った。

10 月 1 日
 2日付のヒンドゥー紙は、
西ベンガル州のママタ･バナジー州首相が、
社会主義党(SP)の支持を得られれば、
次期冬期国会において、与党統一進歩同盟(UPA)に対し不信任案を提出する旨発言したことを報じている。
同紙によれば、他の主要野党は本件にさほど関心を有していないも、タミル･ナド州の野党･ドラビダ進歩
連盟(DMK)は、マルチブランド小売業の FDI 自由化に反対する動きであれば支持をする姿勢を明らかにして
いるとのことである。
10 月 2 日
 3 日付のヒンドゥー紙は、インドの汚職と戦う IAC(India Against Corruption)が、新たな政党を立ち上げ
る旨発表したことを報じている。IAC は、マハートマ･ガンディー、ラール･バハドゥール･シャーストリ元
首相、B. R. アンベードカル博士(注: インド憲法起草者)、サルダール･パテル元内務大臣の名前を掲げ、
インドのシステムを変え、権力を人々に戻すため、新たな政治の場を提供したいとしている。政党名はま
だ発表されていないが、党の規約や党員と併せて 11 月 26 日のアンベードカル博士の誕生日に発表される
と見られている。
10 月 3 日
 3 日、インド選挙管理委員会は、グジャラート州及びヒマーチャル･プラデーシュ州の州議会選挙の日程を
発表。グジャラート州では、第 1 回投票を 12 月 13 日、第 2 回投票を 17 日に実施し、開票は 20 日の予定。
また、ヒマーチャル･プラデーシュ州では、11 月 4 日に投票が行われ、開票は 12 月 20 日を予定している。
10 月 5 日
 ヒンドゥー紙は、野党第 1 党のインド人民党(BJP)党首のニティン･ガドカリ氏が、マハラーシュトラ州の
灌漑プロジェクトについて、7 月、バンサル水資源大臣宛の書簡にて、バンサル大臣と近い関係にあると
言われている契約請負人に対し資金を支払うよう求めたことが問題となっている旨報じている。ガドカリ
党首は、記者の質問に答え、バンサル大臣宛に書簡を発出したのは、マハラーシュトラ州の農民の利益を
守るためであると答えた。これに対してコングレス党関係者は、ガドカリ党首、契約請負人が本来受け取
るべきではない資金を得ることに関心を有していることが明らかであると主張している。
6 日付のヒンドゥー紙は、IAC のアールビンド･ケジリワル氏とプラシャーント･ブーシャン氏が、ロバート･
バドラ氏(注: ソニア･ガンディー･コングレス党総裁の娘婿)と同氏の母親が有する企業が、2007 年～2010
年の間(大手不動産会社である)DLF からの無担保･無利子の貸付の利子以外に収入がないこと、コングレス
党が政権を握っているデリー準州及びハリヤナ州において、DLF を含む同氏の後押しを受けた企業が数百
億ルピー相当の土地を得た疑いがあるとの主張を行ったことを報じている。
10 月 6 日
 7 日付のヒンドゥー紙は、DLF が、ロバート･バドラ氏からの便宜(注: IAC の主張によれば、州政府を通じ
ハリヤナ州やデリーの土地の割当てを受けた)の見返りとして無担保の貸付を行ったとの主張を否定した旨
報じている。同社のプレスリリースによれば、6 億 5,000 万ルピーは、ビジネスの上の前払い金であり、
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うち 1 億 5,000 万ルピーは返済され、5 億ルピーは、スカイライト･ホスピタリティー社(バドラ氏の保有
する企業)からグルガオンの 3.5 エーカーの土地を購入のために使われたとしている。
10 月 10 日
 エコノミック･タイムズ紙によれば、
マヤワティ大衆社会党(BSP)党首･前ウッタル･プラデーシュ州首相が、
同州の州都であるラクナウにおいて、引き続きコングレス党率いる統一進歩前線(UPA)に対して閣外協力を
行うことを決定した旨発表した。
10 月 15 日
 16 日付のヒンドゥー紙は、15 日、メノン国家安全保障補佐官が、サイバー･セキュリティについての官民
共同作業部会の勧告と題する報告書を発表し、安全保障の体制に民間部門との協力の可能性を開いた旨報
じている。
10 月 17 日
 ヒンドゥスタン･タイムズ紙は、ニティーシュ･クマール･ビハール州首相が、同州のハイレベル代表団を率
いて、11 月 9～16 日の日程でパキスタンを訪問予定である旨報じている。クマール州首相は、カラチ、ラ
ホール及びイスラマバードを訪問し、ワガ国境経由で陸路にて帰国予定。ラッルー･プラサード･ヤダブ元
州首相が、2003 年にパキスタンを訪問した際には、彼のユーモアある発言によりパキスタン国内で一躍人
気者となった。
 17 日付のタイムズ･オブ･インディア紙他は、ラフル･ガンディー･コングレス党幹事長が、内閣改造につい
て協議するためにシン首相と面会したことを報じている。シン首相は、ガンディー幹事長に入閣を打診し
たとのこと。
10 月 25 日
 25 日付のタイムズ･オブ･インディア紙は、シン首相が、28 日にも内閣改造を行う予定であること、ラフル･
ガンディー･コングレス党幹事長が入閣する見込みであることを報じている。ガンディー幹事長に近い国会
議員は、
同幹事長の入閣と共に、
閣僚の若返りが図られるとの見込みであると話しているとのこと。(注: そ
の後の改造では、同幹事長の入閣はなかった)
10 月 27 日
 ヒンドゥー紙は、民族奉仕団(RSS)(注: BJP の支持母体の一つ)は、BJP のガドカリ党首の辞任の是非につ
いて、党首の辞任について決定を行うのは BJP の問題であるとしつつ、特定の主張のみに基づいて辞職す
る必要はないとの立場である旨報じている。
10 月 28 日
 29 日付ヒンドゥー紙は、28 日に行われた内閣改造において、サルマン･クルシード氏が外務大臣、パワン･
クマール･バンサル氏が鉄道大臣に任命されたこと等を報じている。同報道によれば、今回の内閣改造の 4
つのメッセージは、①若手の登用、②改革路線の継続、③アーンドラ･プラデーシュ州に対する積極的なメ
ッセージの発出、④イスラム教徒であるクルシード外務大臣の起用によるインドの多様性を強調、とのこ
とである。シン首相は、今回の内閣改造は、若さ、経験と関連するポートフォリオを考慮した結果である
と説明している。
メモ:
同報道による、内閣改造のその他の主な概要は以下のとおり。
*クルシード外務大臣は、今回の内閣改造を受け、財務･法務･防衛大臣に並ぶビッグ 4 に格上げ。
*バンサル大臣の鉄道大臣就任は、コングレス党にとって、17 年振りの同党出身の鉄道大臣(Ｃ．Ｐジョシー氏の 1 ヶ月
の大臣就任を除く)の擁立となる。
*バンサル大臣の鉄道大臣への任命、ジョティラディッティヤ･シンディア電力担当閣外大臣(専管)の任命、サチン･パイ
ロット企業担当閣外大臣(専管)の任命は、経済改革の推進の決意の現れ。
*17 名が新たに閣内･閣外大臣に任命された。閣内大臣では、ラーマン･カーン･マイノリティ担当大臣とチャンドレーシ
ュ･クマリ･カトチ文化大臣が初めて入閣した他、5 名の閣外大臣が新たに閣内大臣に任命された。(ディンシャ･Ｊ･パテ
ル鉱山大臣、アジャイ･マケン住宅･都市貧困問題担当大臣、Ｍ．Ｍ．パーラッム･ラジュ人的資源担当大臣、アシュワ
ニ･クマール法務大臣、ハリーシュ･ラワット水資源担当大臣)
*2010 年に外務担当閣外大臣を辞職したシャシ･タルール氏も、人的資源担当閣外大臣として復帰。
*テランガナ運動とＹ．Ｓ．ジャガンモーハン･レッディ氏(ＹＳコングレス党党首)の影響を考慮し、アーンドラ･プラデーシ
ュ州に配慮した内閣改造となった一方、ここ数十年間で初めて、北東部諸州、西ベンガル州、ビハール州、ジャールカ
ンド州、オリッサ州及びチャッティースガル州から閣僚が任命されていなかった。

8

10 月 29 日
 29 日付のタイムズ･オブ･インディア紙は、ラフル･ガンディー･コングレス党幹事長が、同党の事務局長又
は総裁代理の職に就く見込みである旨報じている。これらの二つの役職は、儀礼的なポストであり、常駐
のポストではないものの、同幹事長が就任すれば、将来の総裁就任へ向けたメッセージとなるであること
を報じる一方で、同幹事長は党の役職に就任するよりも、コングレス党の全国委員会(AICC)の若手を統括
する立場を望むのではないかとの見方もあること報じている。

Ⅱ. 経済
9 月 29 日
 30 日付タイムズ･オブ･インディア紙他によれば、29 日に、インド宇宙研究機関(ISRO)の情報通信衛星
(G-SAT10)が、欧州のアリアン 5 号機により打ち上げられたことを報じている(同衛星は、10 月 3 日に目的
の軌道に投入された)。同衛星により、国内の情報通信及び放送の加速等が期待できるとのこと。
 30 日付のヒンドゥー紙は、最高裁判事の就任式に出席したシン首相が、大統領官邸において、小売業等の
FDI(外国からの投資)自由化等の一連の経済自由化策について、記者からの問いかけに対して、改革は 1
回限りのプロセスではなく、継続するプロセスである旨述べたことを報じている。モディ･グジャラート州
首相が、一連の政策を米国の意に沿おうとする策だと批判したことに対しては、インドは独立した国であ
り、米国とは何の関係もない旨応答。また、今回の一連の自由化策は、次の総選挙の結果に(与党にとって
否定的な)影響を与えるのではないかとの問いに対しては、
今回の政策は国のための政策であること、
また、
選挙はまだ先のことである旨回答した。
10 月 4 日
 インド政府発表によれば、閣議において、内閣が財務委員会の提言に基づき、審議中の保険法改正法案(The
Insurance Laws(Amendment)Bill, 2008) 及び年金基金規制法案(The Pension Fund Regulatory and
Development Authority Bill, 2011)の案文について、保険業の外資出資比率制限を現行の 26%から 49%に
引き上げる等の修正を加えることを決定した。同法案は、冬期国会に提出される予定。
 4 日、インド政府は、閣議において第 12 次 5 か年計画案が承認されたことを発表。同法案は、国家開発評
議会に提出され、最終承認を受ける予定。
メモ:
第 12 次 5 か年計画(2012-1017)の概要は以下のとおり(9 月 15 日に閣議承認された第 12 次 5 か年計画のアプロー
チ案が、国家計画委員会のホームページにおいて閲覧可能)。
*2017 年の経済成長率を 9％、計画全体で平均 8．2％の成長率を提案。経済成長が、包括的かつ持続可能である必要
性を強調。
*農業部門での 4％の成長。
*同計画の資金源は、中央政府及び州政府含め 80 兆5,012 億3 千ルピー。公的部門からの財源はＧＤＰの 11．8％。
*インフラ事業の加速の必要性を強調。
10 月 5 日
 6 日付のフィナンシャル･エクスプレス紙は、米･インド･ビジネス評議会(US-India Business Council)代
表団が、ウッタル･プラデーシュ州を訪問し、アキレシュ･ヤダブ同州首相と面会し、同州におけるビジネ
ス･チャンスについて協議を行い、来年の 3 月には再度訪問することを約した他、2013 年の訪米の招請を
行った旨報じている。インディアン･エキスプレス紙によれば、同評議会は、同州が計画しているラクナウ･
アーグラ間の高速道路計画、アーグラ空港計画、電力事業への機材供与、天然ガス･パイプライン計画に関
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心を示しているとのことである。
10 月 9 日
 9 日付タイムズ･オブ･インディア紙は、インドを訪問中のガイトナー米財務長官が、ムカジー財務大臣と
の面会において、インド政府による最近の規制緩和策は非常に意義深い政策であり、インドの経済成長に
とって明るいものである旨発言したと報じている。
10 月 12 日
 12 日付けヒンドゥー紙は、11 日に 70 歳の誕生日を迎えたインドの映画俳優アミターブ･バッチャンの自宅
に、ファンが殺到したことを報道している。10 日には、妻で女優であるジャヤ･バッチャン、息子で同じ
く俳優のアビシェーク･バッチャンの主催する誕生会が、ムンバイのフィルム･シティー(映画撮影所)で開
催された。
10 月 16 日
 16 日付のヒンドゥー紙は、経済協力開発機構(OECD)が、インド外務省との間で、在インド事務所の開設の
他インドの OECD への加盟について協議を行った旨報じている。インドは、ブラジル、中国、南アフリカ、
インドネシアと共に、OECD のキーパートナー国となっている。
10 月 17 日
 ヒンドゥスタン･タイムズ紙他は、ボリウッド映画スターのサイフ･アリ･カーンとカリーナ･カプールが結
婚したことを報じている。
メモ:
サイフ･アリ･カーンは、元クリケット選手のアンスール･アリ･カーンと女優のシャルミラ･タゴールの息子。カリーナ･カ
プールは、祖父はインドの俳優･監督であるラージ･カプール、父は俳優のランディール･カプール、母は女優のバビー
タ、姉は女優のカリシマと映画一家に生まれ育った。ボリウッド映画界のビッグ･カップルの誕生に、メディアも国民も注
目し、ハリウッドのビッグ･カップルであるブランジェリーナをもじって、｢サイフィーナ｣とも呼ばれていたが、この度結婚
に至った。
10 月 21 日
 25 日付のビジネス･スタンダード紙は、民間航空総局(DGCA)が、21 日にキングフィッシャー航空の航空許
可を一時停止する決定を行ったことを報じている。これは、20 日が期限となっていた実行可能な運営･経
営再建策を提出できなかったことを受けて決定されたもの。一時停止措置には、明確な期限はなく、飛行
の安全を確保するための運営と経営の計画を提出できれば解除される。
10 月 22 日
 タイムズ･オブ･インディア紙は、ヤーシュ･チョプラ･フィルムの設立者であり、著名な映画監督であるヤ
ーシュ･チョプラ氏が 80 歳で亡くなり、53 年に亘る映画人生の幕を閉じたことを報じている。
10 月 28 日
 29 日付のヒンドゥー紙によれば、ビジャイ･マッリャ UB グループ会長が、キングフィッシャー航空への資
金補充のためには同グループ内において利益を上げている他事業の利益を注入する以外の方策はないとい
うメディアの報道を否定したとのことである。
10 月 30 日
 インド準備銀行は、第二四半期金融政策会合において、政策金利となるレポレートを 8%に据え置き、預金
準備率を 0.25%引き下げ、4.25%とすることを決定した他、2012-2013 年度の経済成長予測を 5.8%に引き下
げた(7 月の発表は 6.5%)。2013 年末時点のインフレ予測については、7.0%から 4.5%に引き上げた。

Ⅲ. 外交
10 月 4 日
 5 日付ヒンドゥー紙によれば、クリシュナ外務大臣は、米国を訪問し、グルドワーラー(シク教徒のお寺)
での襲撃事件の被害者の家族と面会し、インドと米国は暴力と憎悪に対して強く立ち向かう旨発言した。
10 月 17 日
 18 日付ヒンドゥー紙は、ギラード豪首相が、国賓としてインドを訪問し、17 日に首脳会談を行い、民生原
子力協力協定交渉の開始、及びウランの対インド輸入について合意したことを報じている。また、オース
トラリアにおけるインド人留学生への相次ぐ暴行事件については、既に過去の出来事となったとして、留
学生の移動と福祉に関する覚書を締結した。
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メモ:
両首脳は、経済･戦略的関係を強化することに合意したが、17日に発表された共同プレスステートメントの概要は以下
のとおり。
*大臣級のエネルギー安全保障に関する対話の設置。
*ウランの対インド輸出と、原子力協力協定の交渉の開始の発表。
*シン首相は、豪政府によるインドの安全保障理事会の常任理事国入りを引き続き支持することを歓迎するとともに、豪
州の安保理非常任国への立候補を支持。
*事務レベルでの年次の不拡散･軍縮協議を行うことで一致。
*留学生の移動と福祉に関する覚書の締結と署名。
*社会保障協定交渉の再開に合意。
*豪州がナーランダ大学の環境学の講座の設立を支援するため、来年から拠出が行われることを確認。
*不法移民対策及び専門職業に従事する移民に関する対話を促進するため、人の移動に関する覚書締結に向けた交
渉の開始。
*その他、ウール･ウール製品の分野での協力に関する覚書、民間の宇宙科学技術･教育の協力に関する覚書、豪州
の採鉱産業技能協議会とインドの国家技術開発協力との間の覚書に署名。

10 月 22 日
 23 日付インディアン･エキスプレス紙等は、駐インド英国大使が、グジャラート州を訪問し、モディ同州
首相等と会見した旨報じている。インド報道は、同訪問は、10 年にも亘る英国によるグジャラート州の｢ボ
イコット｣を公式に終結するものとの見方を報じている。

Ⅳ. 日印関係
10 月 22 日
 22 日付インド外務省発表によれば、22 日に東京において、第 2 回次官級｢2＋2｣対話が開催され、インドか
らマタイ外務次官及びシャルマ国防次官、日本から齋木外務審議官及び金澤防衛事務次官が出席し、それ
ぞれの安全保障環境における自国の防衛･安全保障政策について説明を行った他、二国間の安全保障･防衛
協力、海洋、サイバー、宇宙について議論を行った。22 日付のヒンドゥスタン･タイムズ紙は、日本は同
様の協議を米国、豪州との間で実施しているが、インドは日本との間でのみ次官級｢2＋2｣対話を実施して
おり、両国の親密さの向上の現れであると報じている。マタイ次官の訪日中は、日印次官対話、日印外務
次官級政務協議が開催された他、同次官による玄葉外務大臣への表敬が行われた。
10 月 29 日
 30 日付ヒンドゥー紙は、デリーにおいて、日･米･印の高官が、5 時間に亘り海洋安全保障等について協議
を行った旨報じている。第三回目となる今回の協議では、アフリカ、アフガニスタンにおける経済面での
協力の他、戦略的な観点からアジア大洋州地域情勢についても協議が行われた。インド外務省のアクバル
ディン報道官の発言として、同協議では、東アジアサミットや、ASEAN 等についても言及があったことが
報じられている。

今月の注目点: AIC とケジリワル氏～新しい風となるか？
10 月に入り、AIC と AIC メンバー･ケジリワル氏の名前がインド･メディアを賑わせている。ケジリ
ワル氏とは一体どのような人物なのか。インド新聞報道や雑誌記事をまとめると、アールビンド･ケジ
リワル氏は、インド工科大学(IIT)カラグプル校出身、インド歳入サービス(Indian Revenue Service)
に属する公務員であり、所得税を担当する部局で勤務していた際に政府や企業の腐敗に直面し、2000
年に NGO｢パリワルタン(変革)｣を立ち上げ、NGO 活動を開始し、情報公開法の設立にも影響を与えた
とされている。本年 6 月、オンブズマン制度の導入にあたり、アンナー･ハザーレー氏等とともに断食
を実行するも、ロバート･バドラ氏への汚職疑惑を主張するにあたって、非政治的かつ全インド的運動
を志向するアンナー･ハザーレー氏のグループとは袂を分かったと言われている。ケジリワルを中心と
する AIC のメンバーには、法律家のプラシャーント･ブーシャン氏、ジャーナリストのマニーシュ･シソ
ーディア氏、政治学者のヨゲンドラ･ヤーダブ氏らが控えており、11 月 26 日に政党が発足される予定。
一部報道では、AIC の活動は、影響力が大きいものの、その影響はデリー等の都市部を越えるものと
はまだ言えないとの見方を示している。AIC が、次回総選挙の台風の目となるかどうかは、インド全土
に亘って国民の支持を得られるかどうかが鍵となるだろう。
※編集の都合により、10 月のニュースは 9 月 25 日以降からとなっております。
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4. イベント紹介
Japan-India Events
＝◇ 最近のイベント ◇＝
◆沖印友好協会 10 周年式典
沖縄とインドとの関りは、沖縄伝統工芸品である織物、琉球絣、お酒の泡盛、守り神･シーサーなど、古来
より中国を通じ伝来してきたインド文化は広く沖縄で継承されてきました。また、沖縄科学技術大学院大学
ではインドの科学者が多数在籍されるなど、多数の在沖インドの方々が多方面で活躍されインドと関わりが
深く、IT 研修会やインド文化の紹介を通じて、沖縄とインド間の友好･交流の促進を図っております。
沖印友好協会は、沖縄とインドとの間の友好親善と、文化･教育･経済などにおける密接な連絡協調を計る
ことを目的に 2002 年に設立され、今年で 10 年を迎えました。
また、本年は日本･インド国交樹立 60 周年を記念する年でもあります。
そこで、平成 24 年 9 月 28 日(金)、沖縄県那覇市のホテル･ロイ
ヤルオリオンで、
｢日本･インド国交樹立 60 周年ならびに沖印友好
協会設立 10 周年｣を記念した式典と祝賀会が開催され、8 月に就
任したばかりのディーパ ゴパラン ワドワ駐日インド大使ご夫妻、
公益財団法人日印協会 平林博理事長夫妻、比良竜虎理事、ならび
に県内財界人やインドの関係者ら約 180 名が出席し、盛会に終え
写真 1 ることができました。インドの駐タイ大使であるワドワ大使夫君
も駆けつけてくれました。沖縄を襲った大型台風も、この日は避けてくれ
ました。
式典では、まず知念榮治沖印友好協会会長代理が、｢これまで以上の日印
写真 2
両国の友好親善に期待し、沖印友好協会もさらに交流の輪を広げる一翼を
担いたい｣と抱負を語りました。次いで、ワドワ大使閣下より、日本に着任
後、今までで経験しなかったような温かい歓待を受けたことを紹介し、感
謝するとともに、｢沖縄とインド、日本が一体となった戦略的な関係への変
写真 3
写真 4
化を期待する｣と祝辞を述べられました(写真 1)。続いて開催された祝賀会
では、平林理事長より、｢沖縄は東アジアの中心であるがインドとの関係でも歴史的にも距離的にも好位置に
あり、沖印友好協会のさらなる発展を祈念する｣との来賓ご挨拶をいただきました。次いで、歓迎の舞として
太圭流による琉球舞踊(写真 3)、
沖縄県八重瀬町志多伯獅子舞棒術保存会による古武術(写真 3)の演武で歓迎
しました。また、安延佳珠子(写真 4)氏によるインド舞踊、インド南部ケララ地方発祥の武術カラリパヤッ
ト(写真 2)が披露され、会場を盛り上げました。
これから、沖縄がアジア･太平洋地域の要にある地理的メリットを生かし、IT をはじめ国際的情報通信や
アジアの物流拠点として、大きな可能性を現実のものとし、この地域の経済･文化などの発展に大きく寄与し
ていくものと確信しております。
今後、ますますのインドとの親善、交流を深めていく役割を担っていく所存です。(写真提供; 沖印友好協会)
沖印友好協会 会長 新垣 雄久
◆大倉集古館 特別展 日印国交樹立 60 周年｢インドへの道―美術が繋いだ日本と印度―｣
本展は、日印国交樹立 60 周年記念行事の一つとして日印協会の特別協力のもと、12 月 16 日(日)まで大倉
集古館で開催中です。奇しくも集古館は伊東忠太博士設計による古代インド様式の美術館です。
開催に先立ち 10 月 5 日(金)夕方 6 時より開会式と内覧会が行われました。
テープカットは平林博当協会理
事長、ニーハリカ･シン氏(在日インド大使館 IIC･文化担当部長)、佐々木隆雄当協会評議員、大崎磐夫氏(公
益財団法人大倉文化財団理事長)、成瀬正治氏(株式会社ホテルオークラ取締役)の 5 人の方(表紙写真参照)
により行われました。各人が祝辞を述べられ、参加者共々内覧会へと移動しました。参加者は、入口正面で
協会が所有しているバイラヴァ立像(今回の展示の為に預託先の東京国立博物館から集古館へ貸出)に出迎え
られ、当協会元理事の山内利夫(故人)コレクションの神像、仏像、細密画や、集古館所蔵の仏像、座像、掛
け軸、スケッチなどを鑑賞されました。
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会期中に、多くの皆様にご覧頂けることを願っております。
特別展開催に当たり、ご尽力くださいました関係各位に、御礼申し上げます。
※ 協会事務所に取りに来られる方には、先着順で招待券を差し上げます。

◆チェンナイからインド人学生 5 名来日
チェンナイで行われたスピーチコンテスト(TALK YOUR WAY TO JAPAN-SPEECH CONTEST)の優勝者が、
日本に 2 週間の滞在をし、帰国の前日 10 月 23 日(火)に協会事務局に立ち寄ってくれました。東京
での世話役であるスリラムさん(個人会員)の引率で、大学生と高校生各 2 名、昨年度の優勝者の 25
歳社会人 1 名の計 5 名が、日印協会の活動や明治以来の日印交流の歴史の話を興味深く聞いたり質
問をしたりして、日印交流への理解を深めました。
スピーチコンテストでは、日本語、英語、タミル語の部門に別れ、参加者がそれぞれ｢環境問題へ
の取り組みの想い｣を発表しました。
コンテストはチェンナイの海外技術者研修協会(AOTS)の ABK-AOTS
DOSOKAI の企画により 1995 年から始まりました。毎年 150 名から 400 名の応募者があり、優勝者は
当協会の法人会員でもある株式会社日吉(本社は滋賀県近江八幡市で一般廃棄物処理から上下水道な
ど主要な生活関連施設の維持管理などの環境整備保全事業を手がける)により日本に招待され、滋賀
の日吉本社で研修を受けます。現在まで累計で 65 名のインド人学生が来日しています。
今回のメンバーは、Velmurugan Pandi (MR) 日本語、Vahini
Mahalingam (MISS) 英語、Vigneswar Kumar (MR) Iyappa Babu （MR）
Aruna Mathangi (MISS) タミル語、です。彼等は、スピーチコンテ
ストや日本での体験などを、英語で楽しく語ってくれました。
昼食は、インドレストランチェーンのマハラジャ(法人会員)オー
ナーの Kothari(河谷恵美子)さんのご好意で銀座マハラジャに招待
頂きました。彼等は、研修中はベジタリアンの食材の手当てに苦労
したようで、マハラジャで用意して下さったマサラドーサなどの南
<コンテスト優勝者達と共に
前列中央スリラムさん>
インド料理を堪能し、良い日本の思い出となったようです。

＝◇ 今後のイベント ◇＝
◆インドの惑星の神々ナヴァグラハと祈りの舞
｢南インド古典舞踊バラタナティヤム｣、役者による語り、写真家による写真映像のコラボレーション。
ナヴァグラハ｢太陽神、月神、火星神、水星神、木星神、金星神、土星神、日食･月食の神々｣と、｢祈り｣の 2
部構成です。
日時: 2012 年 11 月 24 日(土) 開場 17:30 開演 18:00
会場: KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ 神奈川県横浜市中区山下町 281
料金: 前売 2,800 円 / 当日 3,000 円
主催: インド舞踊研究所ナーティヤ･マンジャリ･ジャパン NMJ
☎ 045-681-4517(FAX も)
E-mail emi_mayuri@yahoo.co.jp
URL http://www.geocities.jp/gameradevi7/
予約･問合: 主催に同じ
◆体験的外交論 2012―国際政治の変貌と日本外交論―
大阪大学大学院国際公共政策研究科(OSIPP)では様々な分野の公共政策の最前線でご活躍されている実務家
や有識者と政策討論や意見交換を行う場として、OSIPP 政策フォーラムを開催しています。
当協会の平林博理事長が、
日本外交のあり方について講演致します。
皆様のご参加をお待ちしております。
日時: 2012 年 11 月 26 日(月)13:00～15:15
会場: 大阪大学豊中キャンパス 大阪大学会館 ２階講堂
最寄駅 阪急電車宝塚線 石橋駅
入場: 無料
主催: 大阪大学大学院国際公共政策研究科(OSIPP)
申込: http://p.tl/Jr-r
問合: 平林博氏講演会実行委員会 gaikoforum@gmail.com
また、日印国交樹立60 周年記念写真展｢日印交流の歴史｣を同時開催します。こちらも合わせてご覧下さい。
日時: 2012 年 11 月 26 日(月)～29 日(木) / 会場: 同キャンパス 大阪大学会館 1 階アセンブリホール
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◆インドを語る集い<様々なインド>第 31 回 『チェンナイから東京へ来て思うこと』
流暢な日本語を話される、当協会個人会員でもあるチェラッパ･スリラムさんを講師にお迎えし、来日して
からの経験談などを伺います。同封の参加申込用紙をご確認の上、お申込み下さい。
日時: 2012 年 11 月 29 日(木) 18:00～19:30
会場: 公益財団法人日印協会 事務所 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-14 スズコービル 2F
講師: チェラッパ･スリラム(当協会個人会員 Nihon Technology 会社 CEO)
定員: 30 名
参加: 無料(非会員 500 円)
主催: 公益財団法人日印協会
☎ 03-5640-7604 / E-mail partner@japan-india.com
◆大宮孝潤 梵字展
開催日時が確定致しましたので、改めてご案内致します。
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、皆様にご覧頂きます。
日時: 2012 年 12 月 3 日(月)～12 月 7 日(金) 10:00～17:00
(初日のみ 13:00～)
4 日(火)～7 日(金) 13:30～14:30 講演会またはインド舞踊を行います
会場: インド大使館 ICC ギャラリー、オーディトリウム
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
◆2012 インドフェア･イン･イセタン Isetan Meets India ～イセタンで出会う、モダンなインド～
日印国交樹立 60 周年に当たる節目の年に、インドの伝統や感性、高い技術や上質な材料を紹介します。
日時: 2012 年 12 月 12 日(水)～17 日(月) 10:00～20:00
(最終日のみ 18:00 閉場)
会場: 伊勢丹新宿店本館 7 催物場 展示･販売 東京都新宿 3-14-1 ☎03-3352-1111
主催: 株式会社三越伊勢丹

5. 新刊書紹介
Book Review
§『愛される国 日本 –外交官に託された親日国からのメッセージを今すべての国民に贈る- 』
著者: 日本戦略研究フォーラム 編
発行: ワニブックス
定価: 1,200 円+税
ISBN 978-4-8470-9116-2 C0095
本書は、
2012 年 7 月に開催された、
日本戦略フォーラム第 27 回定例シンポジウム｢親
日国からのメッセージ、そして日本の役割｣での講演内容を基にしています。台湾、ト
ルコ、インド、タイ、ブラジル、ヴェトナム、ミュンマー、これら親日国の大使が、
各国から日本への信頼と恵愛の深さを語ってくれました。その思いに応えることは、
今後の日本のあり方を考えるうえで、重要なファクターとなるでしょう。
インドについては、当協会の平林理事長が、元大使の立場で講演しました。
§『インド 姿を消す娘たちを探して』
著者: ギーター･アラヴァムダン著 / 鳥居千代香 訳
発行: 柘植書房新社
定価: 2,200 円+税
ISBN 978-4-8068-0635-6
C0035
｢女児胎児殺しは、ホロコーストのようだった｣(本書 序文)の衝撃的な一文は、決し
て誇張ではありません。まさに事実です。本書によって、多くの人がこの問題に目を
向け、解決の端緒を開く事を願ってやみません。著者にこの問題について本を書くこ
とを勧め、出来上がったこの本を訳者に勧めたのは、第 11 代大統領 A.P.J. アブドゥ
ル･カーラムです。大統領の深慮が込められた、｢女性は天使のような高いレベルに男
性を高めます｣(本書 まえがき)の言葉が、明日に光を与えます。
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6. 掲示板
Notice
<次回の『月刊インド』の発送日>
次回発送は 12 月 14 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。
<事務局からのお願い>
『月刊インド』でのご案内が間に合わないイベント等のお知らを、E-mailを利用して送りするこ
とがございます。その際、必ず何名かの方が宛先不明で戻ってきてしまいます。メールアドレスを
登録しているはずなのに案内が来ないという方、メールアドレスが未登録の方、事務局までご一報
下さい。
<編集後記>
10 数年も前の事ですが、知人から、会社のトイレで起きる不思議な話を聞かされ
ました。ある日を境に、トイレの個室に手桶状のものが数個置かれるようになり、
時を同じくして、個室が水浸しになるようになったそうです。社員同士で、あの手
桶は何だ? どうして水浸しになっているんだ? と噂になり、挙句総務が｢トイレの正
しい使い方｣の貼り紙をしたというのです。その数日前にインド人が研修に来ている
というのを聞いていた編集子は、直ぐにピンと来て、友人に｢インド人はトイレでマ
イ壺を使い、ハンドウオッシュレットを行っている｣と教えました。
ことほど左様に、異国の事情は分かりにくいものです。逆もしかり。何か良いガイド本はないか
と思っていましたら、外国人向けに日本での生活に必要な情報をまとめた、“The Expat’s Guide to
Japan”(写真参照)をご紹介頂きました。オンライン版もあります。URL http://expatsguide.jp/
問合先: 株式会社マイス 東京都新宿区四谷 4-11 日新ビル 6F ☎03-5367-2119
URL http://mais.co.jp/
(記 渡邊)

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.9 (2012年11月9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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