
事業活動記録 添付資料 

１．評議員会及び理事会の開催

    定款に則り、理事会と評議員会を下記の通り開催した。

開催時期 会議名 場所

①「2020年度事業報告書（案）」の承認の件（決議事項）

②「2020年度決算報告書（案）」の承認の件（決議事項）

③「2021年度定例評議員会の招集」の承認の件（決議事項）

④「2021年度役員改選の件」の報告の件(報告事項）

⑤「会員状況」の報告の件(報告事項）

①「2021年度事業報告書(案）」の承認に関する件（決議事項）

②「2021年度決算報告（案）」の承認の件（決議事項）

③「2021年評議員、理事、監事改選」の承認の件（決議事項） 

④「会員状況」の報告の件（報告事項）

①「2022年度事業計画（案）の承認」（決議事項）

②「2022年度事業予算（案）の承認」（決議事項）

③「法人会員入退会推移（会員の現状）」（報告事項）

④「評議員会の招集の承認」

２．協会機関誌『月刊インド』の発行

    年間10回発行し、協会会員に配布、またインド関係の催しで頒布し、インド及び日印関係に関する情報や

   インド関係の著作を紹介しており、新企画として、役員の方々からの、インドに関する書籍の紹介

   を下期にかけておこなった。

月号 発行日

2021年7-8月

合併号
7/30

2020年度決算理事会・2021年度評議員会 報告

タゴールと高良とみの交流

仏教関連行事を通じてインドと日本を繋ぐ

インドニュース(2021年6月)

新刊書紹介

イベント紹介

掲示板

第2代駐インド日本大使が見たネルー首相

『最後の超大国インド』日本語版から英語版出版へ：出版裏話

インドニュース(2021年4月)

新刊書紹介

掲示板

2021年6月号 6/18

サンスクリット語の重要性と"Little Guru" アプリについて

    Importance of Sanskrit and the “Little Guru” App （英語原文）

インドでの有機綿(オーガニックコットン）栽培農家支援の循環型プロジェクト

インドニュース(2021年5月)

イベント紹介

新刊書紹介

＊特別寄稿：故大島賢三・日印協会評議員のご逝去を悼んで　

掲示板

議  案

2021/6/7
2020年度

決算理事会
電磁式

2021/6/21
2021年度

評議員会
電磁式

2022/3/18
2022年度

予算理事会
電磁式

主要テーマ

2021年4月号 4/16

2021年度予算理事会 報告

映画で深めた相互理解―「日本インド学生会議」オンライン発表会

インドニュース(2021年2-3月)

イベント紹介「夢野久作と杉山三代研究会」の第8回研究大会

新刊書紹介

掲示板

2021年5月号 5/21



３．Web版季刊誌『現代インド･フォーラム』の発行

    インドの政治･外交･経済･社会など各方面にわたる論文を、四半期ごとに協会のホームページで

    発表している。

特集：

ポスト・コロナのインド洋

経済圏

インドを攻めるASEAN多国籍企業
牛山隆一  (日本経済研究センター主任研究員、

日本経済新聞社元ハノイ・シンガポール支局長)

テーマ・名称 タイトル 著者

2021年春季号 №49
アジアにおけるインド人・インド企業の新展開

山田 剛  (日本経済研究センター主任研究員、

日本経済新聞社元ニューデリー支局長)

RCEP交渉にみるインドの通商政策

　　　－インドの「未解決の課題」とは－
椎野幸平 (拓殖大学国際学部 准教授)

2022年2-3月

合併号 2/25

「スバース・チャンドラ・ボース生誕125周年記念行事レポート」

My Days in Japan (A Land of Karmyogies)カルマ・ヨギーたちの国、日本での思い出 （日

本語訳）
「食」の議論を通して学んだ「対話」の重要さ～第25期日本インド学生会議を振り返って～

Explore Off-Beat Indian Destinations with Me 一緒にちょっと変わったインドの旅をし

ませんか （日本語訳）
インドニュース(2022年1月)

イベント紹介とお知らせ

「インド児童文学の会会誌『チャンパの花』を続けて」

Explore Off-Beat Indian Destinations with Me

一緒にちょっと変わったインドの旅をしませんか （日本語訳）

新刊書紹介

インドニュース(2021年12月)

掲示板

掲示板

掲示板

インドの教育と日印連携―大学院生マヘシュ・ジャッカプさん（JICAフレンドシップ・プロジェ

クト奨学金留学生）のモデル事例

新型コロナがプッシュしたインドのデジタル化

インドニュース(2021年11月)

新刊書紹介

イベント紹介

掲示板

森会長より年頭のご挨拶

2021年11月号 11/19

 農村ジャーナリスト、パラグミ・サイナートさんと若い仲間たち

私がお薦めするインド関連書籍　第3回　（堀本武功、原 佑二、増田泰三）

新型コロナとPM2.5のインド

インドニュース(2021年10月)

新刊書紹介

イベント紹介とお知らせ

2021年12月号 12/17

2022年1月号
1/21

2021年10月

号
10/15

近代日印文化交流の遺産  ―聖地サールナートの仏伝壁画保全活動の意義―

私がお薦めするインド関連書籍　第2回　（前田專學氏、小島　眞、近藤正規）

インドニュース(2021年9月)

イベント紹介

新刊書紹介

掲示板

2021年9月号 9/17

インドにおける新型コロナウイルス感染症の現状と日印関係

インドニュース(2021年7-8月)

イベント紹介

私がお薦めするインド関連書籍　第一回

掲示板



５．インド関係催し物への参加・後援

    今年度も下記のイベントに参加ないし後援を行い、各団体の日印相互理解の活動の支援をしました。

開催期間

継続-

2022/3/31

4/9

4/13

4/19

4/22

4/23

5/9

5/21

6/10

6/29

セミナー「リスク軽減のためのデューデリジェンス」 ナンギアアンダーセン ZOOMオンライン

セミナー「コロナ禍後を見据えたインドビジネス再構築」

ASA CORPORATE

CATALYST INDIA Pvt.

LTD、横浜インドセン

ター（共催）

ZOOMオンライン

講演会『タゴール来日と新たな日印関係の始まり』P. B.

シャーカー氏

ディスカバー イン

ディア クラブ( DIC )
ZOOMオンライン

インド独立 75 周年及び印日国交樹立 70 周年記念事業

講演会 『コロナ禍における仏教』
インド大使館、DIC ZOOMオンライン

セミナー「もっと上手くいく！インド人との仕事の仕方」

主催：㈱システムコン

サルタント

共催：横浜インドセン

ター

ZOOMオンライン

「インドCSＲに向けた取り組み情報オンラインセミナー」 ナンギアアンダーセン ZOOMオンライン

慶應大学で理事長講演 慶應義塾大学 ZOOMオンライン

講演会「ネタジー・スバス・チャンドラ・ボースとインド独

立」
インド大使館 インド大使館VCC講堂

サールナート（インド）野生司香雪の仏殿壁画保全
野生司香雪画伯

顕彰会

初転法輪寺       イン

ド・サルナート

ICCR創立記念式 インド大使館VCC インド大使館VCC講堂

特集：

アフガンの動向
アフガン情勢を受けての旧ソ連・近隣諸国の動

き
廣瀬陽子(慶應義塾大学総合政策学部教授)

行事名 主催者 開催場所

特集：

インドとコロナ 新型コロナウイルスとインド外交 三輪博樹 (帝京大学法学部政治学科 准教授)

2022年冬季号 №52

タリバンよ、どこへ行く（クオヴァディス、タ

リバン）
高橋和夫 (放送大学名誉教授)

アフガニスタン情勢とインド
伊藤 融(防衛大学校人文社会科学群国際関係学

科教授)

アフガニスタン政変後の中国のジレンマ 三船恵美(駒澤大学法学部教授)

2021年秋季号 №51

インドにおける新型コロナ禍の現状
プレム・モトワニ

(元ジャワハルラール・ネルー大学言語・文学・

文化学部日本研究センター教授)

コロナ期のインド外交関係

ラジェスワリ・ピライ・ラジャゴパラン

(オブザーバー・リサーチ財団（ORF）安全保

障・戦略・技術センター長)

2021年夏季号 №50

多様性で解く現代インド－古代からの視点 長田俊樹 (総合地球環境学研究所名誉教授)

中・近世インドのムスリム国家から現代インド

に継承されるべき遺産
長島 弘 (長崎県立大学名誉教授)

特集：

歴史が現代インドに及ぼし

た影響

ベンガル湾海域圏を歴史的に展望する 重松伸司 (南アジア史研究者)



7/16〜7/23

7/20

7/26〜7/28

8/20〜23

8/22

8/23

8/26

8/28-29

9/7

9/12

9/24

10/3

10/16-

10/24

10/16

10/17

10/18

10/22

10/26

11/4

11/7

11/7

11/17

11/19 自動車・自動車部品の生産連動型優遇策（PLI Schemes） ナンギアアンダーセン ZOOMオンライン

ナマステ富士山
インド舞踊の会サラン

ガイ

スタジオ サランガイ

（静岡県富士宮市）

インド会計ソフト「Tally」の理解と子会社管理上の懸念点
日本経営ウィル税理士

法人
ZOOMオンライン

武蔵野大学シンポジウム「経済自由化から30年、インドのこ

れからを考える」
武蔵野大学

武蔵野大学1号館

Zoom同時配信

舞踊公演「シヴァ神へ捧ぐ 宇宙を舞ふ花々」

インド古典舞踊×日本画のコラボレーション

ケララ企画　丸橋広実

様
座・高円寺２

オンライン仏教会議『仏教経典における形態とテーマの変

遷：インドから日本へ』

インド大使館・大谷大

学
ZOOMオンライン

セミナー「生産連動型優遇策（PLI）とその概要」

ASA CORPORATE

CATALYST INDIA Pvt.

LTD、横浜インドセン

ター（共催）

ZOOMオンライン

成道の地　ブッダガヤ　のライブ　ヴァーチャルツアー
アサヒトラベルサービ

ス
ZOOMオンライン

「インド企業と日本企業の合弁事業計画・準備

Planning and Preparing for Joint Venture with

Indian company」

ナンギアアンダーセン ZOOMオンライン

インド独立75周年記念日印国交樹立70周年記念

「ミティラー美術館コレクション展in上越」
ミティラー美術館

ミュゼ雪小町

（新潟県上越市)

日･印･バングラデシュ交流オンラインイベント/タゴール生

誕160周年記念講演

＠東京大学ホームカミングデイ2021

東京大学インド事務所 ZOOMオンライン

セミナー『インドのeコマース規制法及び新IT規則の留意

点』
ナンギアアンダーセン ZOOMオンライン

生誕の地ルンビニ、ラーマグラマ、カピラ城跡　のヴァー

チャルツアー

アサヒトラベルサービ

ス
ZOOMオンライン

「世界の金融AI・統合データ分析ベストプラクティス：新規

事業開発の成功のポイント」

ソニーグループSony

Group発SREホールディ

ングス株式会社 / SRE

ZOOMオンライン

ナーランダと レーのヴァーチャルツアー　「お釈迦様の足

跡を辿る」

アサヒトラベルサービ

ス、インド大使館（後

援）

ZOOMオンライン

セミナー「「インドでの工場設立：手順、機会と課題、

COVID-19の影響について」

ASA CORPORATE

CATALYST INDIA Pvt.

LTD、横浜インドセン

ター（共催）

ZOOMオンライン

Indian Dance Festival 2021

「赤いゆび舞踊祭」
カダムジャパン BUKATSUDO 横浜市

王舎城（ラージギル）と 舎衛城（スラヴァスティー）の

ヴァーチャルツアー

アサヒトラベルサービ

ス、インド大使館（後

援）

ZOOMオンライン

セミナー「インドの電気自動車市場について　Navigating

Emerging Electric Vehicle Market」
ナンギアアンダーセン ZOOMオンライン

ブッダと白隠禅師展

白隠宗大本山松陰寺

日印文化交流ネット

ワーク

インド大使館、ほか各地

舞台「完全版マハーバーラタ~愛の章/嵐の章」
「完全版マハーバーラ

タ」実行委員会
なかの ZERO 大ホール

『聖地サールナートの仏伝壁画と野生司香雪』講演会＆展覧

会

野生司香雪画伯顕彰

会、インド大使館、

DIC

インド大使館VCC講堂

完全版マハーバーラタ　プレビューパフォーマンス
「完全版マハーバーラ

タ」実行委員会
インド大使館VCC講堂



11/19

11/23

12/1

12/11

12/21

12/18-

12/26

12/21

2022年

1/8-1/9

1/17

1/23

1/26

2/3

2/13

2/14

2/26

3/4-3/5

3/8

3/10

3/12

3/16

6．インド政府観光局と協力

    インド政府観光局から沖守弘写真集「沖守弘写真集　インド・祭り」を頂き希望する会員に無料配布いたしました。

竹中千春先生最終講義 立教大学法学部 ZOOMオンライン

日本・南西アジア交流年 2022　ウェビナー 外務省南西アジア課 ZOOMオンライン

「国際女性の日」祝賀会＆展覧会『合流』 インド大使館 インド大使館

第76回FECインド研究会「インドの現状と日印関係」

鈴木 哲・駐インド日本国特命全権大使
FECインド研究会 ZOOMオンライン

IndiaJapanAt70 - India Japan: how near, how far IJBC ZOOMオンライン

インドと日本の間の異文化間のギャップを埋める
Expat Orbitジャパン

デスク
ZOOMオンライン

内幸町天竺祭 インド大使館
千代田区立

内幸町ホール

インド観光業界と投資の成長ウェビナー ナンギアアンダーセン ZOOMオンライン

ネタジ・スバス・チャンドラ・ボース生誕125周年記念行事

Netaji Research

Bureau(NRB) ,

Kolkata, West

Bengal, India

ネタジバワン

（オンライン）

インド新国家予算セミナー
日本経営ウイル税理士

法人
ZOOMオンライン

第25期日本インド学生会議 日本インド学生会議 ZOOMオンライン

インド半導体関連優遇策（Semiconductor Incentive

Schemes）
ナンギアアンダーセン ZOOMオンライン

インド独立75周年記念日印国交樹立70周年記念

「ミティラー美術館コレクション展in浦安」

NPO法人日印交流を盛

り上げる会

浦安市民プラザ

Wave101市民ギャラリー

Konnichiwa Japan2022
Konnichiwa Japan

Club
オンライン

四大聖地　ルンビニ、ブッダガヤ、サールナート、クシナガ

ルのヴァーチャルツアー
アサヒトラベルサービス オンライン

インドのEV(電気自動車)の政策と動向

 ASAコーポレートカタリス

トインディア

一般社団法人横浜インドセ

ンター、

ジェトロ横浜

オンライン

サンリーラ～インド古典舞踊の華麗なる響演

MIYABIカタックダンス

アカデミー

ヌリッティヤ ラク

シャナ ジャパン

座・高円寺２

ウェビナー「ポストコロナ時代に激変するインドへのビジネ

スチャンス」

 日印パートナーズ合同会社

/横浜インドセンター
オンライン

JALによる南インドワインの販売会 JALショッピング JALプラザ

インド共和国記念式典 駐日インド大使館 ホテルオークラ


