
 2009.03月現在

年 月 事業の名称等 会場・補足内容他 参加者数

2001 1/10 勝手連｢日印国交樹立50周年記念事業を盛り上げる会｣の発足

名誉会長:中根千枝氏、理事長：長谷川 時夫（ミティラー美術館館長/88イ

ンド祭日本委員会事務局長補佐）、理事：愛甲次郎（ソニー株式会社顧

問）、谷野作太郎 (株式会社東芝取締役）、松本洋（国際文化会館専務理

事）

2002 5/31 日印国交樹立50周年記念事業関係者との交流会 インド大使館 主催

6/7-7/21 エスラージ＆バウル音楽グループ（バウル4名、エスラージ2名） 26公演：宮城、北海道、沖縄、東京、神奈川、島根、岡山、山梨、他

7/20-21 日印国交樹立50周年記念事業上野公園インド・メラー

上野公園はと広場

日印国交樹立50周年事業の歴史的なイベント「上野恩賜公園メラー(祭)」の

開会式（恩賜上野動物園五重塔前広場・福田官房長官出席）とそのフェス

ティバル（噴水前広場）を主催

2001年にインドのフェルナンデス国防大臣が贈呈した象スーリヤによるパ

レードを行う。

ステージ公演：北海道からアイヌ民族舞踊、与那国から蛇三線、相撲甚句、

バウル・スラージ他

主催 2日間/10万人

8/31-11/22 アルナーチャル・プラデーシュ州民族舞踊公演（15名） 福岡アジンス、新潟県赤泊村、埼玉県、東京、新潟県十日町市、横浜、他

10/27-11/18 ダーガル・ヴァーニー音楽団Dagar Vani(5名) 東京、横浜、十日町市、さいたま市、他

9/7-8 日印国交樹立50周年記念事業インドフェアin八代町 山梨・八代町文化会館/主催:八代町 協力

10/26 日印国交樹立50周年記念事業　第10回ナマステ・インディア2002
築地本願寺/共催:日印経済委員会、インド政府観光局、(財)アジアクラブ

本堂で中根千枝講演会開催
協力 7,000人

11/15-17 日印国交樹立50周年記念事業インドフェアin彩の国さいたま
さいたま新都心けやき広場/主催:「インドフェアin彩の国さいたま」実行委

員会/共催:埼玉県、㈱さいたまアリーナ
協力 3日間/32,000人

11/23 NPO日印国交樹立50周年記念事業を盛り上げる会 法人格認可

1/16 日印交流会 インド大使館 主催

4/3 桜パーティ会場において日印国交樹立50周年記念展 インド大使館

5/26-6/11 インド文化庁派遣 セライケラ・チョウ仮面舞踊（12名) 新潟、長野、東京、横浜・静岡他/6会場

小中学校にてワークショップ 静岡、長野、埼玉、東京他/5小中

8/22-10/31
インド・ミゾラム民族舞踊団（21名）

インド文化庁派遣 カラリパヤット〔武術〕（8名,10/8-10/28）

ふるさと村「にいがた地球市民フェスティバル」、ナマステ・インディア、

福岡アジアマンス他/15会場　新潟県内5カ所の小学校他、福岡、埼玉、山梨

の16小中高でワークショップ

10/26 第11回ナマステ・インディア2003 築地本願寺/共催:日印経済委員会、インド政府観光局、(財)アジアクラブ 共催 7,000人

12/1 インドＩＴ産業セミナー

主催:インド大使館、新潟県、（財）にいがた産業創造機構/インド大使、ナ

スコム〈インド国立ソフトウェア・サービス協会〉会長他、新潟県内ＩＴ企

業、在日インドＩＴ企業

協力

2/11-2/23 インド文化庁派遣 ラダック仮面舞踊団（11名）
｢新潟インド文化交流会｣設立に協力、他十日町雪祭り参加（キナーレ、赤倉

地区公演)

2/13 インドIT企業70社（ITクラブ）のミーティングの後舞踊団公演 インド大使館

4/29-5/30
インド文化庁派遣 カタカリ舞踊劇（11名）公演、

　　小中学校にてワークショップ

6会場10公演: 浜名湖花博「インド・ナショナルデー」、山梨、新潟、東

京、横浜　4小中学校: 山梨、新潟、埼玉

5/12 日印交流会・アトラクション:カタカリ舞踊劇 インド大使館/ 共催

7/20-7/30 インド文化庁派遣クチプディ舞踊(10名)
6会場: インド大使公邸、横浜市姉妹都市ムンバイ交流インド展・横浜松坂

屋、東京、横浜、埼玉、新潟

7/21 日印交流会・アトラクション:クチプディ舞踊 インド大使館 共催

9/3-11/5
インド･ゴティプア舞踊(9名)＆インド文化庁派遣 ラージャスターン舞踊(14名)　

小中学校ワークショップ

18会場22公演: ナマステ・インディア、世界旅行博、埼玉、福岡アジアマン

ス、横浜インド祭、東京・ディワリフェスティバル他、群馬、横浜、東京、

新潟、千葉、島根　12小中学校ワークショップ: 新潟、島根、福岡

9/14 日印交流会・アトラクション:ゴティプア舞踊 インド大使館 共催

10/17 第12回ナマステ・インディア2004 築地本願寺/共催:日印経済委員会、インド政府観光局、(財)アジアクラブ 事務局 7,000人

1/5 NPO法人日印交流を盛り上げる会に名称変更

6/2-6/13 インド文化庁派遣 ヒマーチャル･プラデーシュ舞踊（10名） 5会場: インド大使館、東京、新潟

日印交流会・アトラクション:ヒマーチャル舞踊 インド大使館 共催

7/29-8/7 インド文化庁派遣 セライケラ・チョウ仮面舞踊（10名） 7会場:　世界音楽祭in水源の森・山梨、東京、新潟、横浜

9/12-10/29
インド文化庁派遣 チャルクラ舞踊（14名）公演、

小中学校ワークショップ

14会場19公演: ナマステ・インディア、福岡アジンス、横浜・ディワリフェ

ステバル他群馬、横浜、東京、新潟、福岡　11小中学校:　新潟、東京、群

馬、福岡　

　　
9/12 日印交流会・アトラクション:チャルクラ舞踊 インド大使館 共催

10/1-10/2 インドフェスティバル 第13回ナマステ・インディア2005
東京・代々木公園/共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人日印交

流を盛り上げる会、インド政府観光局
共催 5万人

2003

NPO法人日印交流を盛り上げる会

2005

2004



 2009.03月現在

10/15 インドITセミナー 十日町市/助成:　公益信託にいがたNPOサポートファンド

11/28
講演:M.トリパティ駐日インド大使/経済担当講師「日印経済交流の未

来」
山梨県道志村/主催:道志村 協力

11/19-1/15 「慈悲の足跡―インド仏教遺跡と芸術遺産」写真展 ミティラー美術館/助成: 新潟県文化振興財団

3/1-3/15 インド文化交流評議会ICCR派遣 マニプリ舞踊（10名） 8会場: 世界舞踊祭・東京、インド大使館、新潟、群馬

3/3 日印交流会・アトラクション:マニプリ舞踊 インド大使館 共催

6/1-6/29 インド文化交流評議会ICCR派遣 オディッシー舞踊（5名）
7会場: 群馬・千代田町、東京・護国寺、赤坂区民センター。新潟・十日町/

新潟/糸魚川、横浜　ワークショップ：1小学校、老人施設、障害者施設

9/6-11/8 インド文化交流評議会ICCR派遣 ナガ族舞踊（13名）

13会場21公演：ナマステ・インディア、福岡アジアマンス、横浜/ディワリ

フェスティバル、他群馬、横浜、東京、新潟、福岡、島根、大阪、世界旅行

博、ワークショップ：2小学校（新潟、島根）

9/23-9/24 インドフェスティバル 第14回ナマステ・インディア2006

東京・代々木公園/共催:東京・代々木公園/共催:ナマステ・インディア実行

委員会、NPO法人日印交流を盛り上げる会、インドセンター、インド政府観

光局

共催 8万人

10/27-29 ICT未来フェスタinにいがた

新潟会場：インドIT企業3社出展/十日町サテライト会場：タクール公使講

演・インド料理講習・ナガ族公演・ミティラー美術館収蔵品の展示とアー

ティストの制作公開・紅茶コーナー

協力

12/17-12/24
インド文化交流評議会ICCR派遣 日印交流年開会式に派遣されたラジェ

ンドラ・プラサンナ　シャーナイコンサート（5名）

The Festival of India 2007 (インド祭) 開会記念コンサート 4公演: 東

京、横浜、新潟、大阪
協力

1/23-2/1 共和国記念のためにICCR派遣 インド祭 カタック舞踊公演（7名） 5公演: 東京赤坂、東京清新町、横浜、新潟、群馬 協力

2/13-2/21 札幌雪祭りにICCR派遣 インド祭  ラージャスターン舞踊公演（7名） 5公演: 東京、横浜、新潟、十日町、十日町雪祭りに参加（赤倉） 協力

3/22-3/28
ICCR派遣インド祭 シヴクマール・シャルマサントゥールコンサート（3

名）　主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
4公演：新潟、神戸、名古屋、東京 共催

4/6-4/23 ICCR派遣 インド祭 クチプディ舞踊（5名）
会場：芦屋、佐世保、島根・海士町、山梨・早川町、沼津、東京、長野、善

光寺奉納舞踊　ワークショップ：6小中学校（隠岐の島、早川町）
共催

5/3-6/29

平成19年度文化庁国際芸術交流支援事業 インド祭　

マニプリ舞踊公演（15名）

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会

25公演：新潟（長岡、川口町、山古志村、小千谷、佐渡）、横浜、与那国

町、宮古、沖縄（名護、伊是名、今帰仁村）、鹿児島（知名町、名瀬、指

宿、鹿児島）、芦屋、石川・野々市、隠岐の島、東京（赤坂・多摩）、山

梨・早川町、静岡・沼津　8ワークショップ：保育園、小中学校

共催

5/26-5/28
ICCR派遣 インド祭 モヒニアッタム舞踊公演（6名）

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
東京、千葉・浦安

共催

協力

6/8-6/9 ICCR派遣 インド祭 カタック舞踊（9名） 東京、横浜 共催

6/27-8/1
平成19年度文化庁国際芸術交流支援事業 インド祭 

インド仮面舞踊セライケラのチョウ公演
東京、新潟、青森、北海道内、宮城、福島 協力

7/19-7/27 ICCR派遣 インド祭 バラタ・ナーティヤム舞踊公演（5名） インド・フェスティバル2007山口、広島、大阪
協力

共催

8/6-8/12
ICCR派遣 インド祭 カタカリ舞踊劇公演（7名）

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
４公演：兵庫・芦屋、東京、愛知・刈谷市、神奈川・海老名市 共催

9/2-9/3
ICCR派遣 インド祭 ペナーズ・マサーニー コンサート（9名）

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
東京、横浜 共催

9/12-9/17

福岡アジアマンス（アジア太平洋フェスティバル）

ICCR派遣 インド祭 オリッシー舞踊公演（10名）、サーランギ演奏公演

（5名）

福岡（オリッシー:12公演、3ワークショップ、サーランギ:13公演1ワーク

ショップ）
協力

9/11-10/1
ICCR派遣 インド祭 UP・ハルヤナ・ラージャスターン民俗舞踊公演（14

名）　主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
東京（世界旅行博）、新潟市、十日町市、ナマステ・インディア2007(東京)

協力

共催

9/25-10/1
ICCR派遣 インド祭 バングラ舞踊公演（15名）

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
北九州市、東京（六本木クラブ、ナマステ・インディア、品川寺） 共催

9/29-9/30
インドフェスティバル 第15回ナマステ・インディア2007

（インド祭の一環として開催）

東京・代々木公園/共催:インド大使館・ICCR・NPO日印交流を盛り上

げる会・インドセンター・インド政府観光局、他
共催

雨天のため入場者数は

昨年を下まわる

10/1-10/3
ICCR派遣 インド祭 Yamini Krishnamurtiバラタナーティヤム舞踊公演

(10名) 主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
東京 共催

10/11-10/20
ICCR派遣 インド祭 セライケラ仮面舞踊公演 (11名)

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
富山、新潟（長岡市）、東京、横浜(ディワリ in 横浜)、十日町市 共催

10/19-10/26
ICCR派遣 インド祭 SUTAPA TALUKDAR オリッシー舞踊公演(6名)

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会

横浜、東京、愛知・刈谷市（ナマステ・インディアin刈谷）、

三重・四日市市、群馬・千代田町
共催

10/23-10/25
ICCR派遣 インド祭 アスタッド・デブ舞踊公演

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
東京、東京（インド大使公邸） 共催

10/25-11/1
ICCR派遣 インド祭 Ustad Asad Ali Khan ルドラ・ヴィーナ・コン

サート（4名） 主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
横浜、群馬・千代田町、東京 共催

11/15-11/24
ICCR派遣 インド祭 L.スブラマニアン ヴァイオリンコンサート(6名）

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
東京、新潟市、十日町市 共催

12/4
ICCR派遣 インド祭 インディアン・オーシャン　コンサート (7名）

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
東京・港区 共催

12/8-12/12
ICCR派遣 インド祭 インド4大古典舞踊　カタック公演 (13名）

主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
4公演：前橋、東京、山梨(2) 共催

12/10,
The Festival of India インド祭 閉会式

日印交流年賞を受賞
東京・紀尾井ホール

2/27-3/4
ICCR派遣 インド祭 インド7大古典舞踊　Lipsa Dash オリッシー舞踊

公演 (5名）主催：インド大使館・ICCR、共催：盛り上げる会
4公演：東京(2)、新潟、岐阜(2) ２ワークショップ 共催

5/19-5/31
ICCR派遣 08日印文化交流 インド7大古典舞踊　Sharmila Biswas オ

リッシー舞踊公演 (6名）

6公演・5ワークショップ：東京（港区・江戸川区）、新潟（佐渡市・新潟市

・糸魚川市）

主催

協力

9/27-9/28
インドフェスティバル 第16回ナマステ・インディア2008

（08日印文化交流のメインイベントとして開催）

東京・代々木公園/共催:インド大使館・NPO日印交流を盛り上げる会・イン

ドセンター・インド政府観光局・他
共催 14万人

2007

2006

2005

2008
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9/26-10/2
ICCR派遣 08日印文化交流 ラグ・ディクスト・プロジェクト コンサー

ト(5名)

4公演：東京(ナマステ・インディア、赤坂区民センター)、

兵庫・神戸市

主催

共催

10/9-10/29
ICCR派遣 08日印文化交流 インド７大古典舞踊カタック＆インド古典音

楽シタール公演 カタック（6名）シタール(3名)

カタック15公演・シタール16公演：福岡（アジア太平洋フェスティバル）、

新潟・十日町市（十日町産業フェスタ、他）、横浜（ディワリ・イン・横

浜）、愛知・刈谷市（ナマステ・インディアin刈谷）、群馬・千代田町

主催

協力

9/17-9/29
ICCR派遣カタック舞踊(2名) Mr.ヘマンタ・クマル・カリタ、Ms.モウ

マラ・ナヤク

15公演：福岡（アジア太平洋フェスティバル）、広島市、沼津市、イ

ンド文化センター、東京（ナマステ・インディア）、1ワークショッ

プ

10/8-10/28
ICCR派遣クテプディ舞踊（5名） マンジュ・ヘママリニ・チャヴァ

リ

8公演：愛知・刈谷市（ナマステ・インディアin刈谷）、新潟市、佐

渡市、東京、群馬・千代田町、　3ワークショップ：佐渡市

7/3-9/27 インドフォークアーティスト（4名） ミティラー美術館、ナマステ・インディア会場

9/26-9/27 インドフェスティバル 第17回ナマステ・インディア2009

東京・代々木公園/共催:インド大使館、インド文化交流評議会

(ICCR)、ナマステ・インディア実行委員 会、NPO法人日印交流を盛り

上げる会、インドセンター、インド政府観光局

10/1-10/4
ICCR派遣セライケラ仮面舞踊（8名）

リーダー：SHASHADHAR ACHARYA
横浜、東京（インド文化センター、ディワリフェスティバル） 協力

12/4 日印農業協力に関する「新潟討論」

主催:JNUインド・ジャワハルラルネルー大学日本同窓会/NPO法人

日本語で行う日本-インド間事 業を支援する会/NPO法人日印交流

を支援する会 後援:農林水産省/(独)国際協力機構/(財)日印協会

/(財)新潟県国際交流協会/(財)新潟市国際交 流協会

助成: (独)国際交流基金

協力

1/26 インド共和国記念日協力
大使館の依頼で、インド共和国記念式典に協力して、会場にミティ

ラー画、ワルリー画を展示
協力

3/27 インド古典音楽＆舞踊公演（ヨガ＆タブラ＆インド舞踊） 新潟

5/27-6/6 ICCR派遣アンドラ・ナティヤム 舞踊公演
7公演：東京、群馬・千代田町、山梨・早川町、静岡・沼津、横浜、

他

8/19-8/26
ICCR派遣マニプリ太鼓J N Manipur Dance Academy公演(9名)

リーダー：MAYENGBAM DILIP KUMAR SINGH
5公演：東京、埼玉、十日町市、新潟市、横浜市

9/23-10/30 インド古典舞踊オリッシー公演（4名）ガジャエンドラ・パンダ 6公演：東京、新潟、群馬、島根、他

9/25-9/26 第18回ナマステ・インディア2010
東京・代々木公園　共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人

日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局

11/15-11/18
ICCR派遣ラヴァニ舞踊団公演（11名）

リーダー：Ms. Rajashri Nagarkar
3公演：静岡、東京、横浜

3/25-3/27 チベット舞踊団公演（7名） 新潟市

5/23-5/25 インド人演歌歌手チャダの被災地慰問 宮城県名取市、七ヶ浜町

7/3-7/6 ICCR派遣ランジャナ・ゴハールオリッシー舞踊公演（6名） 5公演：東京、新潟、群馬、他

9/24-9/25 第19回ナマステ・インディア2011
東京・代々木公園　共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人

日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局

9/24-10/31
バウル音楽グループ公演（6名）

リーダー：Subhadra SHARMA

東京、愛知（ナマステ・インディアin刈谷）、横浜（ディワリフェス

ティバル）、他

11/26-11/29
インド人演歌歌手チャダ＋十日町夏メログループ（19名）インド国内3

公演と着物ショー
3公演：ニューデリー、グルガオン、チェンナイ 主催

11/19, 海士町産業フェスティバル協力 島根県海士町、日本人インド舞踊家やヨガ講師派遣 協力

2/17-2/22
日印国交樹立60周年記念／ICCR派遣Kavita Dwibediオリッシー舞踊公

演（7名）
3公演：静岡、新潟、東京

5/25-5/30
日印国交樹立60周年記念ICCR派遣ヌルッティヤーヤン Nrutyayan オ

リッシー舞踊公演（14名）
横浜、東京、東大寺、京都、他

5/25-5/30
日印国交樹立60周年記念写真展仏陀の智慧の道（ビノイ・ベール/松本

栄一）
東京・築地本願寺

6/21-6/25
日印国交樹立60周年記念ICCR派遣モニーシャー・ナーヤク・カタック舞

踊公演（6名）
東洋大学井上円了ホール/インド大使館ICCホール/川崎ラタジャトラ

8/11-8/13

日印国交樹立60周年記念「日印交流のはじまりと未来」～1276年の時を

経て、インド僧 菩提僊那を継承する～（インド舞踊公演、講演会、パネ

ルディスカッション）（舞踊・音楽グループ15名講師7名）インドより

ワシフディン・ダーガール楽団3名

奈良・東大寺 大仏殿（大仏の面前）、中門、金鐘会館/霊山寺/イン

ド大使館ICCホール

8/24-8/27
日印国交樹立60周年記念観世二十六世観世清和（能）インド公演（22

名）

インド・ニューデリーFICCホール/バンガロール州知事公邸グリーン

ハウス
主催

9/22-9/23 日印国交樹立60周年記念 第20回ナマステ・インディア2012
東京・代々木公園　共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人

日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局

9/21-10/4

日印国交樹立60周年記念ICCR派遣カラリパヤットゥJ B R Kalari 

Sangam公演（10名）

リーダー：BABURAJAN JOSEPH

東京・代々木公園/インド大使館ICCホール/富山・北日本新聞ホール/

東洋大学/石川・野々市文化会館フォルテ

10/4-11/7
日印国交樹立60周年記念プルリア・チョウ仮面舞踊公演（9名）

リーダー：Jagannath Chowdhury

宮城県東松島市・矢本運動公園武道館/刈谷市・総合文化センター/神

戸市メリケンパーク/横浜・山下公園/東京・大田文化の森/東京・築

地本願寺/東洋大学/インド大使館ICCホール/東京・西葛西新田6号公

園/群馬・光恩寺/新潟・十日町総合体育館武道場/兵庫県宍粟市・は

りま自立の家/奈良・霊山寺/広島・光明寺

共催／

協力

11/23-11/30
日印国交樹立60周年記念ボリウッドダンス公演　ペナーズ・マサーニー

歌と踊り（12名）

国立劇場おきなわ/新潟・新潟県民会館小ホール/福島・福島県文化セ

ンター/インド大使館ICCホール

8/5-8/13

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〜

（インドよりパピハ・デサイ女史オリッシー舞踊家招聘、写真展「仏陀

の道」、記念講演）

奈良・東大寺、本坊、中門、金鐘会館/インド大使館ギャラリー・ICC

ホール

9/28-9/29 第21回ナマステ・インディア2013
東京・代々木公園　共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人

日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局

9/28-10/21
セライケラ・チョウ仮面舞踊公演（5名）

リーダー：SHASHADHAR ACHARYA

東京・代々木公園/新潟市ホテルイタリア軒/新潟県民会館/刈谷市総

合文化センター/川崎市民プラザ/神戸市メリケンパーク/大阪神戸イ

ンド総領事邸/インド大使館ICCホール/横浜山下公園

10/1, ワドワインド大使講演会 新潟市・ホテルイタリア軒 主催

10/27-10/29 ICCR派遣シュジャート・カーン　シタール公演（3名） 群馬・光恩寺/インド大使館ICCホール 共催

11/26-12/4

平取アイヌ保存会インド公演（21名）

20名を超えるアイヌ文化使節団が外国を訪れるのは、アイヌ文化史上

初。

インド・コルカタ・プールヴァシュリー・オーディトリアム/ムンバ

イ・ソフィア・バーバ・オーディトリアム/ニューデリー・ICCRオー

ディトリアム

主催

5/18,

第３回菩提僊那継承事業2014「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〜」

カタカリ舞踊奉納公演

奈良・東大寺、本坊、中門、金鐘会館/

2009

2010

2008

2011

2012

2013

2014



 2009.03月現在

5/19-5/27

インド政府　東日本大震災復興支援公演　ICCR派遣カタカリ舞踊劇

Kathakali School Society公演（8名）リーダー：KALAMANDALAM 

GOPALAKRISHAN

8公演：神戸市・インドクラブ/堺市役所高層館展望ロビー/富山市・

ホテルグランパレス（富山市は富山インド協会総会）/宮城県七ヶ浜

町・七ヶ浜国際村/岩手県陸前高田市・米崎コミュニティセンター/仙

台市・日立システムズホール仙台/東京・インド大使館ICCホール

9/20-9/21 第22回ナマステ・インディア2014
東京・代々木公園　共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人

日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局

9/2-9/25
ICCR派遣カールベーリアー全国公演（8名）

リーダー：Shri Hanif Khan Langa

4公演：東京・代々木公園大使館/新潟県十日町市・特別養護老人ホー

ム三好園/新潟県十日町市立下条小学校/東京・インド大使館VCCホー

ル

10/4-10/28

The Festival of Indiaインド祭　舞踊全国公演（４つの舞踊団）

インド祭のためにインド政府文化省が派遣した４つの舞踊（バラタ・

ナーティヤム（10/4-10/12、15名）、マニプリ（10/13-10/19、16

名）、クーリヤッタム（10/18-26、8名）、モヒニアッタム（10/27-

10/28、11名）の全国公演を全面協力、20都市町21公演を実現。

東京都大田区民プラザ大ホール/刈谷市総合文化センター/島根大学/

島根県海士町/愛媛大学/神戸インディアンメーラー2014野外ステージ

/奈良市・大安寺/東京・インド大使館VCCホール/宮城県女川町立女川

小学校/仙台市イズミティ21/横浜山下公園/堺まつり野外ステージ/堺

まつりパレード/佐渡市アミューズメント佐渡/新潟県民会館大ホー

ル、高崎シティギャラリー・コアホール/山形県上山市月岡ホテル・

コンベンションホール/名取市ゆりあげ港朝市ウッドデッキ/東京・北

千住シアター1010、群馬県千代田町光恩寺/

共催／

協力

11/18, ワドワインド大使講演会 新潟市・ホテルイタリア軒 主催

3/15-5/15 インドの仏展（東京国立博物館開催会期2015年3/17〜5/15）広報協力 東京国立博物館
実現協

力

5/18,

第4回菩提僊那継承事業2015「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〜」

ICCR派遣南インド古典音楽奉納公演

奈良・東大寺、本坊、中門 共催

5/19-5/23 ICCR派遣Shri R. Sridhar南インド古典音楽公演（4名）
堺市役所高層館展望ロビー/沼津市・松蔭寺/東京・インド大使館VCC

ホール/横浜・スペースオルタ
共催

6/13-6/18 台湾でのアジアインドフェスティバル協力（日本人アーティスト30名） 台湾・台北市 協力

8/12-8/24
インド祭　インドアートカルチャーフェスタ協力

（テランガナ州からの4名、現代日本画家3名）
東京・日本橋三越本店 協力

9/14-10/4

インド祭 インド政府ICCR派遣グジャラート舞踊NATRAJ KALA MANDIR全

国公演

リーダー：Shri Vinod F. Jaroli

島根県松江市・八雲小学校、意東小学校/松江市八雲町熊野大社/新潟

県民会館小ホール/十日町市みよしの湯/JATA会場/東京・代々木公園

/ アミューズメント佐渡小ホール/インド大使館VCCホール/刈谷市総

共催

9/26、27 インド祭 第23回ナマステ・インディア2015
東京・代々木公園　共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人

日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局

2/1-2/15
ハリヤナ州スラージクンド国際手工芸メラ 協力（日本人アーティスト

40名）
インドハリヤナ州スラージクンド 協力

2/19, チノイインド大使講演会 十日町市・あてまリゾートベルナティオ 主催

2/19-2/27

インド政府ICCR派遣マニプリ舞踊Manipuri Nritya Mandir公演（9

名）

リーダー：Mr. Sinam Basu Singh

十日町雪祭り広場（３会場）/東京・インド大使館 共催

5/13-5/22 台湾でのアジアインドフェスティバル協力（日本人アーティスト35名） 台湾・台北市 協力

8/5-8/6

第5回菩提僊那継承事業2016「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〜」　ICCR派遣北インド古典音楽＆フュー

ジン奉納

奈良・東大寺、本坊、大仏殿中門、霊山寺 共催

8/5-8/15
インド政府　ICCR派遣北インド古典音楽＆フュージン全国公演Anupriya 

Deotaleアヌプリヤ・デオターレ女史（4名）

奈良市/広島市・光明寺/インド大使館VCCホール/横浜市・孝道山/ス

ペース・オルタ/水野公民館/ 立正佼成会小平教会
共催

9/15-10/2

インド政府ICCR派遣マニプリ舞踊Panthoibi Thang-Ta & Jagoi 

Sindam Shanglen全国公演（12名）

リーダー：LAISHRAM RAJU SINGH

日立システムズホール仙台シアターホール/特別養護老人ホームいな

ほの里/赤泊小学校/赤泊中学校/赤泊保育園/羽茂保育園/小木保育園/

赤泊文化センター/ツーリズムEXPOジャパン/東京・代々木公園/ イ

ンド大使館VCCホール/高山市民文化会館小ホール/高山短期大学附属

幼稚園/刈谷市総合文化センター

共催

9/17, 第1回ナマステ・インディアin女川町 女川町まちなか交流館 共催

9/24-9/25 国際ご当地グルメグランプリ2016 in 十日町協力 新潟県十日町市 協力

9/24-9/25 第24回ナマステ・インディア2016
東京・代々木公園　共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人

日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局

10/28, 光恩寺秋季大祭協力 群馬県千代田町・光恩寺 協力

5/3-5/4 日印友好交流年記念第2回ナマステ・インディアin女川町 女川町まちなか交流館 共催

5/12,5/14

日印友好交流年記念第6回菩提僊那継承事業2017「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〜」カラリパヤットゥ

奉納

インド大使館VCCホール／奈良・東大寺総合文化センター金鐘会館

ホール
共催

5/2-5/19

日印友好交流年記念インド政府　ICCRカラリパヤットC.M. Marma 

Thirumu Kalari Sangham全国公演（8名）

リーダー：Shri C. Mohana

女川町/奈良・東大寺/千手中央コミュニティセンター/新潟市音楽文

化会館ホール/赤泊中学校/八幡小学校/アミューズメント佐渡/インド

クラブ/島根大学大学会館/けいしょう保育園/島根県立隠岐島前高等

学校/キンニャモニャセンター

共催

9/14-10/8

日印友好交流年記念インド政府ICCR派遣ラダック舞踊団Northern Arts 

and Cultural Society全国公演（12名）

リーダー：Mr.Tsering Sonam

日立システムズホール仙台シアターホール/青森県立美術館/千代田町

民プラザ/ちよだＣＯＭハウス/東京・代々木公園/インド大使館VCC

ホール/ベルサール渋谷ファースト/十日町市旧赤倉小学校/三条別院/

大田文化の森/江東区文化センター/刈谷市総合文化センター/敦賀市

立粟野小学校/敦賀市立博物館/富山第一ホテル/多賀城市文化セン

ター

共催

9/23-9/24 日印友好交流年記念 第25回ナマステ・インディア2017
東京・代々木公園　共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人

日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局

10/2, 日印友好交流年記念光恩寺秋季大祭協力 群馬県千代田町・光恩寺 協力

12/8-12/11 アジアインドフェスティバル協力（日本人アーティスト40名） 台湾・台北市

5/3-5/4 第3回ナマステ・インディアin女川町 女川町まちなか交流館 共催

5/3-5/13
インド政府ICCR派遣ソナリ・モハパトラオリッシー舞踊公演（6名）

リーダー：Ms. Sonali Mohapatra
9公演：宮城、新潟、長野、東京、奈良、他、3ワークショップ 共催

5/13,

第7回菩提僊那継承事業2017「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〜」ICCR派遣ソナリ・モハパトラオリッ

シー舞踊奉納

奈良・大安寺 共催

8/2-8/4
Garvi Gurjari- 2018: International Buyer-Seller Meet

に理事長が招待される
アメーダバード

9/18-10/9
ICCR派遣アッサム舞踊団Samanay Khetra Group公演(15名)

リーダー：Ms Smriti Rekha Saikia

仙台市/群馬県//東京・代々木公園/インド大使館VCCホール/十日町

市/刈谷市総合文化センター

9/29-9/30 第26回ナマステ・インディア2018
東京・代々木公園　共催:ナマステ・インディア実行委員会、NPO法人

日印交流を盛り上げる会、インド政府観光局

2015

2016

2017

2018

2014


