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平成 25 年度（2013 年度）事業報告	 

	 

NPO 法人日印交流を盛り上げる会	 

	 

	 当会が発足して 11 年目となる平成 25 年度は、日印の交流としても規模、内容、質ともに主

要な催事を創造（新しい催事）も加え、行う事が出来た。	 

	 

①	 インド大使館文化担当官ニーハリカ氏歓送会（7/18）	 

インド大使館文化担当ニーハリカ氏の歓送会をワドワインド大使出席のもとインド大使館に

て開催。3 年近い日本滞在の間、60 周年事業もあり、日印交流の女史の活躍は全国に及んで

いる。女史と共に文化催事に関わった関係者、インド大使館職員、日本人スタッフが参加し

た。また、メディア関係の担当でもあり、関わったメディアの関係者に声をかけ、参加者の

交流の機会にも資するような歓送会になった。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

②もっと知ろう、~日本に初めて来たインド人僧、菩提僊那を継承する~（2 名、8/5

~8/13）	 

東大寺において菩提僊那を継承する事業を昨年に続き開催した。講演会と仏陀の写真展、東

大寺で奉納公演した舞踊家による公演を東京のインド大使館で行い、菩提僊那について広く

知らせることが出来た。	 

	 

①	 8 月 5 日~13 日・インド大使館ギャラリー	 

写真展「仏陀の道」写真：松本榮一	 	 

監修：東方学院長	 前田専學	 

②	 8 月 10 日・東大寺本坊	 

	 	 交流会	 

③	 8 月 10 日・東大寺総合文化センター	 金鐘会館金鐘ホール	 

	 	 インド古典舞踊奉納公演	 

④	 8 月 13 日・インド大使館 ICC ホール	 

	 	 講演会、古典舞踊公演	 

	 	 	 	 前田専學（東方学院長）「日印の交流の歴史」	 

	 	 	 	 平岡昇修（東大寺）「菩提僊那と東大寺」	 

	 	 パピハ・デサイ女史オリッシーインド古典舞踊	 

	 

	 

	 

	 

本坊での交流会 

猛暑のため、急遽会場を中門から 
金鐘会館ホールに開場を変更 
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③ナマステ・インディア 2013（9/28、9/29）	 

ナマステ・インディア 2013 は 21 回目、日印協会創立 110 周年を記念して開催した。日印協

会 110 周年記念展の大型テントによる展示の協力。オープニングには森喜朗元首相参加。２

日間とも晴天に恵まれ、今までにない動員となる。（20 万人を越える）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

④平取アイヌ文化保存会	 ナマステ・インディア 2013	 ステージ公演（12 名）（9/28、

9/29）	 

二風谷村から(公財)アイヌ文化振興・研究推進機構の協力を得て、ナマステに参加して６回

目となる。A３二つ折りカラーのリーフレットを制作し、本部、受付、案内所で配布。アイヌ

ハウステントを設け、アイヌ文化紹介を行った。ステージ担当スタッフ、PA 関係者らは、特

に交流を深めている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

④セライケラ・チョウ公演	 （5 名、9/28-10/21）	 

インド政府派遣ゴティプア舞踊団が、予算の関係で派遣されない事態となる。代わりにセラ

イケラ・チョウ舞踊団を招聘し、全国各地のインドフェスティバルに協力、参加。	 

	 

日時	 内	 	 容	 

8/5~13	 インド大使館ギャラリー	 写真展「仏陀の道」	 

8/10	 東大寺・本坊で交流会、金鐘会館で奉納公演	 

8/13	 インド大使館 ICC ホール	 講演会、舞踊公演	 

オープニングに森喜朗元首相参加 
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日時	 内	 	 容	 

9/28,29	 
ナマステ・インディア 2013 に野外ステージに出演、文化エリア仮面コーナーに

てパフォーマンス	 

10/1	 新潟市・インド大使講演会・歓迎会でアトラクションとして公演	 

10/2	 新潟市、県民会館にて公演	 

10/6	 刈谷市総合文化センター	 ナマステ・インディア	 in	 刈谷での公演に協力	 

10/13	 川崎市民プラザ・東京ベンガル協会ドゥルガー祭での公演協力	 

10/14	 インディアンメラー2013(神戸市メリケンパーク)で公演	 

10/15	 大阪神戸インド総領事邸パーティーでアトラクションとして公演	 

10/16	 インド大使館 ICC ホールで公演	 

10/19,20	 ディワリ in 横浜フェスティバル(横浜山下公園)での公演協力	 	 

	 

⑤インド大使講演会（10/1）	 

新潟県では初めて経済界とインド大使館との交流。歓迎晩餐会に

は知事(代理、森副知事)、篠田新潟市長、県会議員 6 名、県内の

市会議員 6 名、その他経済界を含め 100 人を越える人が集まる。

その歓迎会実行委員会には、BSN 新潟放送社長、インドに進出して

いる遠藤工業社長、当会の理事長など 7 名。	 

	 

ワドワ大使は当日の朝、ミティ

ラー美術館を訪問。新潟の著名

企業、コロナの社長も参加した。	 

翌日の出立前に、新津、秋葉区

仏教会のご案内でネルー首相

から日本に頂いた 7つの仏舎利

の一つが入る秋葉公園にある仏舎利塔を訪問された。	 

	 

	 

⑥シュジャート・カーン	 シタール公演（3 名、10/27-10/29）	 

EU のインドフェスティバルに参加した後来日した、インドを代表するシタール奏者シュジャ

ート・カーンの公演を開催。	 

インド大使	
�   講演会インド大使	
�   講演会
「日印交流の未来」「日印交流の未来」「日印交流の未来」

ワドワインド大使 講演
「日本とインドの未来について」

パンダ首席公使 講演
「インド経済の最新情報と
　　日印の経済交流の可能性」

問合わせ＆予約申込先：NPO法人日印交流を盛り上げる会　948-0018　新潟県十日町市大池265　ミティラー美術館内　
　　　　　　　　　　　Tel.025-752-2396　Fax.025-752-6076　Mail：info@mithila-museum.com

主催：NPO法人日印交流を盛り上げる会　後援：新潟県、新潟市、新潟日報、BSN新潟放送、公益財団法人にいがた産業創造機構、新潟県IT産業ネットワーク21、
新潟商工会議所、新潟経済同友会 他　助成：新潟県国際交流協会、（公財）内田エネルギー科学振興財団　協力：新潟インド文化交流会

インド大使	
�   講演会

2013年10月１日（火）16:00～17:00（開場 15:30）

インド大使	
�   講演会インド大使	
�   講演会
「日印交流の未来」「日印交流の未来」

951-8061 新潟市中央区西堀通7番町1574　TEL.025-224-5111
会 場：イタリア軒3Fサンマルコ
2013年10月１日（火）16:00～17:00（開場 15:30）

入場無料：150名限定（※要予約申込）
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日時	 内	 	 容	 

10/28	 群馬県邑楽郡・光恩寺	 秋季大祭で公演	 

10/29	 インド大使館	 ICC	 ホールで公演	 

	 

⑦平取アイヌ文化保存会インド公演（21 名、11/26-12/4）	 

アイヌ民族史上、初めてと言われる規模で海外公演を実現。天皇皇后両陛下、ご訪印と日程

が重なる。３公演では、今まで当会が日本で紹介したインドのアーティストがゲスト公演と

して参加し、結果、アイヌ公演は大成功となる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

日時	 内	 	 容	 

11/28	 インド・コルカタ	 Purvashree	 Auditorium で公演	 

11/30	 インド・ムンバイ	 Sophia	 Bhabha	 Auditorium で公演	 

12/2	 インド・ニューデリー	 ICCR	 Auditorium で公演	 

	 


