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メディア事業 イベント企画事業交流機会創出事業

日本国内において、イン
ドについて学び、体験で
きる各種イベントを実施
します。

ディスカバー インディア クラブ

(Discover India Club、略称 DIC)

インドの生活・文化・観
光に関する情報を提供
します。

インドの方々と交流をす
る機会を創出します。

インドについて経験豊富な人・これから深く知りたい人・実
際に体験したい人が集まり、日印両国の関係発展を願い、
交流を進め、貢献することをめざしています。
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初めまして！ こんにちは JAPAN in デリー 2017.11.18-19

主催DJC 働き人：セルカスさん、田澤さん、金子雅さん 監督：マルカスさん 参加・協力： DIC

鏡開き 中身はジュース！

ワドワ元在日インド大使出席！

売上はグジャラートの
子ども教育支援へ！



場所：デリー・サケットモール



こんにちはJAPAN in グジャラート
印日友好協会との交流
ムケシュ・パテル会長
ほか多くの皆さまから
DICメンバーを歓迎し
ていただきました。
ホームステイ先のかた
ともナマステ～！↓

マハトマ・ガン
ディのアシュラム
Inアーメダバード
糸のつむぎ方を教
わる伊藤さん↓

←日本文化センターでは、
日本の文化がたくさん紹
介されていました！

ガンディ
は
ここに
座ってい
らっしゃ
た・・・



ヌータンバラティ小学校

生まれて初めての？熱烈な歓迎をうけま
した！！ベジランチも最高でした！そこ
に行かないとわからない～

カヌバイ校長先生は医者でした
FOA川根友さんに深い感
謝

ノートなどのプレ
ゼントを一人ひと
りに渡しました💛

日本の桜を小林さんから
贈呈→ 乾燥の地でも
育っています！学生さん
にありがとう！！



こんにちはJAPAN in グジャラート

100%以上楽しめたホームステイ～～！

折り紙はインドでも大人
気！彼は千羽鶴を作ってい
ました！
山に登ったり
･･･
インドの服を着
てみたり、
地元のラジオ
番組に出て
♪さくら
さくら♪を歌っ
たり･･･

奥様は料理名人！美味しくたくさん
のお料理を堪能した久保・金子ペア
おやつまで～いいなあ⤴

飛行機に乗れて
良かった！！



こんにちはJAPAN in ムンバイ

それぞれが和気
あいあいとお話
ができてジョ
ディ夫人もとて
も喜ばれました
金子さんの横浜
土産も素敵なプ
レゼントとなり
ました！！

右奥に見えるのはインド
門、左奥にあるのはター
ジマハールホテル、手前
にいるのはDICメバー！
川根さんも合流され、楽
しい街歩きができました
道端の木の根元に神様の
像が無造作にありました

印日協会パレク
会長とジョティ
夫人に歓迎して
いただきました
～
パレク会長は
盆栽がご趣味で、
クールジャパン
に出展の前日で
した
盆栽は熱帯盆栽
だそうです！そ
んなのあるんで
すね！
盆栽も進化？



🌸4月3日 インド
大使館でお花見ラン
チパーティ
グジャラート印日友
好協会、日印協会の
皆さんほか、三角先
生もいらっしゃいま
した。その他さまざ
まな方面からの出席
があり、テラスから
見る千鳥ヶ淵の桜は
日印交流を祝福して
いるようでした～🌸

焼き鳥大好き！
な、ムケシュ・
パテル会長
ここでグジャ
ラートホームス
テイの提案をい
ただきました！

日印・印日交流サミット？！
マリク会長のスピーチ！

グジャラート印日友好協
会パテル会長



いつもお世話になっているマサラキッ
チンはDICのホームです！稲岡さんあ
りがとうございます！！

4月18日Discover India Club(DJC)のチョプラ会長と夫人のショーバナさん。
ショーバナさんは、ガンディ研究者です。
毎年、日本や中国などの多くの大学や地域で講演をされます。
デリーでは教育を受けられないような貧しい子どもたちの支援をされています。
「こんにちはJAPAN」で素晴らしいご挨拶をされたことは記憶に新しいことです。



5月2日
ムンバイの印日協会のパレク会長
と夫人のジョティさんの歓迎会

パレク会
長のお話
は盆栽か
ら哲学ま
で広く深
いもので
した 贈り物を交換して「こんにちは、ようこそいらっ

しゃいました～」とご挨拶(^^)→ 外交の基本！



桜の植樹による日印交流 日本育桜会との連携事業🌸

インド北東部 シーロ
ンには秋に咲く桜があ
ちこちに見られるそう。
「こんにちは
JAPAN」ツアー前に
ASIANカウンシル会
長（ダッタさん）を訪
れた佐藤勉さん（日本
代表）とマリク先生

グジャラートでは育たないだろうと言わ
れていた桜の苗木が半年後、こんなに成
長していました！！

持参した小林さんの熱意と川根親子、パ
テルさんの見守り、そして水をやってく
ださる学生さんなどに感謝の気持ちで
いっぱい！！💛
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DICインド文化セミナーは
執行委員会と同時に開催され
ることが多いですが、6月の
この日は平日夕方からで、出
席者が少ない･･･

でも、カラオケが大好きな溝
上先生にマリク会長の歌の心
が響き、楽しい交流ができま
した♪

6月9日
溝上先生（大阪外語大名誉教授 日本の演歌をヒ
ンディ語に翻訳されている）
「日印交流の歴史について」のお話



7月16日吉田博生誕140周年記念講演会
「吉田博展」（損保ジャパン日本興亜美術館で開催中）
講師：西山純子さん（千葉市立美術館 主任学芸員）
吉田はインドの光に魅了されていたそうです

大井さんがずっと
努力をされて久保
さんと協力し、開
催にこぎつけまし
た！

「ええ～
この絵、
吉田博が
描いてた
んだ！」
という作
品も！



8月20日 北東インドの魅力について
世界コスプレサミット出場後のジュノさん、チイさん、ジェニさ
んのお話を伺いました。写真の中でどの人かわかりますか？
インド北東部を愛する？金子雅也さんの企画、運営、通訳でし
た！＠市川の焼肉家族という店



3月4日 マルカスさんの著書『インド
人はなぜ日本が好きか？』の出版記念
として講演会を開催！
トークモード全開！でもお笑いではな
く、冷静な目で日本とインドを分析さ
れました「マルカスさん面白かったわ
～」の声(^^)

川根友さん、愛ちゃん、お姉さんも参
加ということで、インドに行った皆さ
んも集合！！賑やかな懇親会となりま
した～



1月14日 脇田道子さん（立教大学文化人類
学講師）「アルナーチャルプラデーシュの伝
統文化～『蛮族』から『指定トライブ』へ」

・チベットや中国との関係：常に緊張状態
・数十年前の当州への国内移民が最近になっ
て問題化していること
・文字を持たない民族が文化を継承できない
こと
・インド中心部では差別や偏見にさらされて
いること

マルカスさんの
息子さん、セル
カスさんのご結
婚にあたり、
DICメンバーに
招待状とともに
美味しいお菓子
をいただきまし
た～



9月20日＠インド大使館F1
ミーティングルーム
DIC 文化講演会『北東インドの魅力』
ミゾラム出身のムアンプイさん、チャンド
ラーニさん夫人、佐藤勉さんの北東部の魅
力満載のお話が続きました～
マルカスさんからは「こんにちは
JAPAN」ツアーの紹介があり、賑やかな
セミナーとなりました！

← 北東部の紅茶や布織物など展示



10月2日 マハトマ・ガン
ディの生誕祭（今年は没後
70周年、来年は生誕150周
年）＠インド大使館
DICマリク会長が、今だか
ら伝えたいガンディのメッ
セージを会場の人々に柔ら
かに話しました

GIISやIISJから子どもたちが
集い歌や寸劇で非暴力をうっ
たえ、清潔に暮らす現代版ク
リーン・インディア作戦を表
現していました
ガンディの教えが次世代にバ
トンタッチされた風景でした



6月18日 国際ヨガデ―（21日）の前に インド大使館主催のヨガイベント＠泰明小学校
ヨガ・インストラクターの佐藤明美さんを勉さんと河内さんがガイドしてる感じ！いいで
すね～

＊ヨガムドラと共催で全国29か所、1,323名の参加で行わ
れたヨガイベントです！



毎月第2土曜日 ＠横浜・野毛うっふ MunbaiExpress♪/~☆
横浜・ムンバイ姉妹都市交流が派生して？DIC主催事業となりまし
た～多彩なインドの音楽とダンスで狭い会場は熱気にあふれます！



MunbaiExpress♪/~☆
毎月第2土曜日 ＠横浜・野毛うっふ

金子さんが2年間、継続して
企画・運営・実施→貴重な活動・凄い！
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『東日本大震災に捧ぐ追悼の詩 言葉の力』は、日印の詩人たちの詩や
俳句・短歌を、日印の翻訳者が関わり、Unita・Sachidanand（ウニタ・サチ
ダナンド）先生（デリー大学で日本語と日本文学の教授）他の編集によって著
されたものです

インドの優れた詩人たちは「言葉には永遠の悲しみと傷を癒す無限の力があ
る」と、迅速な復興を祈るための会「言葉の力：追悼と復興への祈り～東日本
大震災六ケ月祈念印日詩歌の会」（2011.9）で、口々に述べたそうです

この詩集を発見したのが佐藤周一さん（福島在住）
ウニタ先生の家に招かれ、書棚で「偶然見つけた」といいます
なんという引き合わせでしょう！！私たちの使命を感じました！

マルカスさん、宏光さんのご協力でfb以外でも広がり
インド大使館図書室に配架（平本さんのおかげ）
ヒンディー語テキストにも使われているそうです！



10月14～15日 ディワリインヨコハマ2017 ＠横浜・山下公園
ステージ：マリク会長が日本語で日本の歌を、佐藤勉さんが日
本の歌をヒンディ語で歌いました♪ タブラ―は高崎典子さん

展示：DICとその活動に関するパネル
＋写真家松本さんの貴重な写真



3月8日：国際女性デー
日本では広がらない･･･今
年初！大場さんの日印女子
フォーラムが動きました！
マリク会長も国連のSDG
ｓへの取り組みや女性の地
位に関するお話を日本語で
～！

金子さんも仕事
から駆けつけて
スピーチ！でも
1分間しか与え
られませんでし
た（＞＜）
お気の毒･･･
でも
免疫系からのお
話は新鮮でした
～(^^)佐藤房代さん、伊藤さんも参加！→



3月10日 横浜三塔の日（横浜市主催）DICはインドに
関する講演会＋ボリウッドダンス（ステージとワーク
ショップ）＋DIC紹介の展示＋映画「オームシャンティ
オーム」上映 講師：チャンドラーニさん、山田真美さ
ん

＠開港記念会館



ディスカバーインディアクラブ（ＤＩＣ）

今年度もご一緒に楽しく意義のある日印交流を進めましょう


