
今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　西迫　哲君（21日）

＊配偶者誕生日
　髙橋伸一郎君（三起子夫人21日）

＊結婚記念日
　西迫　哲君（21日）
　市川信也君（22日）
　難波有三君（23日）

点鐘　…黒栁告芳会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

財団学友 石田康之様（鎌倉大船RC推薦）

地区平和フェロー・奨学金委員長
中山冨貴子様（茅ヶ崎RC）

ガルティマガルヨゲンドラ君（米山奨学生）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・１１月ロータリーレート　１ドル＝１０４円
・インドへの緊急国際支援要請に対するご協力の

御礼
・「2019-2020年度青少年交換　帰国報告会」の映像
・奉仕プロジェクト委員会「コロナ禍におけるアン

ケート」集計結果
◎ロータリーの友事務所　より

・新型コロナウィルス感染症に関する友事務所対
応の件（８報継続）

幹事報告

◎例会変更
・大和中ＲＣ

11月 5日（木）→取止例会
11月14日（土）→移動例会　中止
11月19日（木）→夜間移動例会　会場　北京飯店
11月26日（木）→通常例会に変更

第2906回例会（11月10日）☆司会　常磐重雄SAA

今日の例会（2020年 11月 17日）

「認証状伝達記念例会（移動例会）」
担当：黒栁告芳会長

次回の例会（2020年 11月 24日）

「自動車事故の話」
担当：畑中雄太君
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・座間ＲＣ
11月15日（日）→座間市民ふるさとまつり例会　

中止　お祭り中止の為

スマイル

平和フェロー奨学金委員長 中山冨貴子様
平和フェロー・奨学会委員会の中山と申します。本
日は財団月間にあたり財団学友に卓話の機会をあり
がとうございます。黒栁会長、市川幹事様には、大変
お世話になります。どうぞ宜しくお願い申し上げま
す。

黒栁告芳会長・市川信也幹事
石田康之鎌倉大船RC推薦財団学友、中山冨貴子茅ヶ
崎RC 平和フェロー・奨学金委員長、本日卓話の為に
よくお越し下さいました。宜しくお願い致します。

黒栁告芳会長・市川信也幹事
三橋会員御長寿のお祝おめでとうございます。

滝澤　勇君
黄金井一太名誉会員がご逝去され、深い悲しみを感
じております。心からご冥福をお祈り申し上げます。

芳澤　渉君
実家の母の急な入院対応により、10/27の卓話をお休
みさせて頂きましたことお詫び致します。結果、黒栁
会長にピンチヒッターをお願いすることになりご迷
惑をおかけ致しました。お陰様で病状が良くなり先週
末無事退院することが出来ました。この度は本当にあ
りがとうございました。皆々様のご声援に感謝の気持
ちを込めてスマイルします。

難波有三君
先日のパスト会長会議では滝澤直前会長、大変お世
話になりました。お陰様で楽しい一時を過ごすこと
ができました。

柳田純昭君
結婚記念日に素敵なお花を有難うございました。45
年になります。これからも夫婦仲良く、健康に注意し
て50年を目指します。

竹内貴浩君
事業所開設のお祝いありがとうございました。

西迫　哲君
妻の誕生日祝いありがとうございます。当日は家族
でイタリアンでお祝いしました。

西嶌洋一君
妻の誕生日祝いありがとうございます。

犬塚祥子君
先日は夫の誕生日祝いをありがとうございました。

高羅真人君
ピタリ賞、本日で56才になりました。定年まで厚木
ロータリーお世話になります！！

中和信治君
妻への誕生日のお祝いありがとうございます。例会
の後、ケーキを買って帰りたいと思います。

三橋一皓君
長寿の祝ひを有難う存じます。心よりあつく皆様の
お励ましを感謝申し上げます。

早嵜慶一郎君
今年も家内の誕生日をお祝い頂きありがとうござい
ます。助かりました。

今日のお花

アルストロメリア（黒栁告芳会長）
バラ（常磐重雄君）

イモカタバミ（建部卓也君）
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インドの驚くべき多様性
地理、民族、言語、宗教、文化のモザイク

• 地地理理のの多多様様性性 北はヒマラヤ山脈、西にタール砂漠、南にデカン高原と長い海岸線

• 民民族族のの多多様様性性 南インドのドラヴィダ系、インド・アーリア系、モンゴロイド系など

• 言言語語のの多多様様性性 準公用語が２１言語、ヒンディー語使用も40％未満、英語が準公用語

• 宗宗教教のの多多様様性性 ヒンドゥー教徒：79.8％、イスラム教徒：14.2％、キリスト教徒：2.3％
シーク教徒：1.7％、仏教徒：0.7％、ジャイナ教徒：0.4％（2011年）⇒「政教分離」が国是

• カカーースストト制制度度のの問問題題 血統や職業別の階層が細分化 ⇒差別、就職や結婚に影響

ブラーミン（司祭・僧侶）、クシャトリア（王族・武士）、ヴァイシャ（平民）、

シュードラ（隷属階級）、ダリット（不可触民）という階層的な社会制度

• イインンドド統統一一のの工工夫夫⇒⇒英英領領以以来来のの高高級級官官僚僚シシスステテムム、、大大統統領領がが各各州州知知事事をを任任命命

⇒広大な南アジア亜大陸は、文明圏として１つの宇宙
3

日印協力関係と「インド太平洋」

2020年年11月月10日日
厚厚木木ロローータタリリーーククララブブ例例会会

財財団団学学友友 石石田田康康之之

1

インドとインド人の特徴とは？

• インド人は議論好き。自己主張がをはっきりする。

• インド人は誇り高き人々である。

• インド人は日本と日本人を尊敬している。

• インドは国家としての筋を通す。

• インドは国家間の不平等を嫌う。

⇒核不拡散条約の不平等性を強く批判。

• インドの潜在力は抜群である。

⇒経済発展の潜在力をもち、国際社会で台頭。
5

イインンドド・・パパキキススタタンン「「分分離離独独立立」」をを知知るる映映画画

『『英英国国総総督督最最後後のの家家』』
（（Viceroy's House）

2017年公開。イギリス・インドの歴史・ドラマ映画。

グリンダ・チャーダ監督。本作品はイギリス、インド
ほか世界で公開。ただしパキスタンでは公開禁止。

1947年のイギリスからの独立が迫るインドを舞台

に、時代に翻弄される人々の姿を描く、人間ドラマ。
6か月後の独立を控え、イギリスから主権譲渡のた

め、新総督に赴任したマウントバッテン卿とその家
族、新総督の元で働くインド人青年と令嬢の秘書と
の恋模様もつづられる。

7

インドのもつ魅力とは？
好き嫌いが分かれるが、多様性と奥深さが魅力

イインンドドはは「「奥奥がが深深いい」」国国だだ。。多多様様性性にに満満ちちたた文文化化、、長長くくてて複複雑雑なな歴歴史史、、豊豊かかなな地地方方色色、、
入入りり乱乱れれてて共共存存すするる宗宗教教、、北北かからら南南ままででのの変変化化にに富富むむ自自然然、、文文化化とと遺遺跡跡、、動動物物保保護護
区区、、そそれれにに汲汲んんででもも汲汲みみつつくくせせなないい精精神神性性のの広広ががりりとと深深ささ。。

多多くくのの外外国国人人ががイインンドドにに魅魅せせらられれててリリピピーータターーににななるる。。旅旅行行者者のの中中ににはは、、泥泥棒棒、、ススリリ、、
詐詐欺欺ななどどにに遭遭いい、、ああるるいいはは病病気気ににななっってて苦苦労労すするる人人々々はは多多いいがが、、そそれれででもも再再度度イインンドド
をを訪訪れれるる人人がが少少ななくくなないい。。ももちちろろんんイインンドドでで嫌嫌ななここととをを経経験験ししてて、、「「ももううイインンドドはは嫌嫌だだ」」とと
すするる日日本本人人もも少少ななくくなないい。。

ししかかしし、、イインンドドはは、、人人をを引引きき付付けけててややままなないい国国だだ。。イインンドドがが好好ききににななるる、、ああるるいいはは嫌嫌いい
ににななるるとといいううここととははああっっててもも、、いいっったたんんイインンドドにに接接すするるとと「「無無関関心心」」ででははいいらられれななくくななるる。。
存存在在感感がが抜抜群群ななののででああるる。。

出典：平林博 前掲書
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本日のテーマ

①インドは複雑な多様性をもち理解が難しいが、多様性は大きな魅力。

21世紀の国際社会で目覚ましく台頭する新興国である一方、

未だに途上国として多くの貧困層や社会問題を抱えている。

②近年、日本とインドの協力関係は急速に進展。米中新冷戦の状況で、

「インド太平洋」地域の平和と繁栄に果たす日印協力の役割は大きい。

③親日国インドが日本に寄せる信頼と期待は大きい。

他方、経済交流、人的交流や相互理解は未発展の状況。
2

「「イインンドドのの独独立立運運動動」」ががよよくく分分かかるる映映画画

『『ガガンンジジーー』』
（（Gandhi））
1982年公開。イギリスとインドとの合作映画。

第第55回回アアカカデデミミーー賞賞作作品品賞賞受受賞賞作作品品。。

インド独立運動の指導者“偉大なる魂”マハトマ・
ガンジーの波瀾に満ちた生涯の映画化。ガン
ジーが商社の顧問弁護士をしていた若き時代か
ら、インド人差別からの発起、様々な活動、そし
て死に至るまでの軌跡を壮大なスケールで描く。
本作はガンジーを単に救国の聖人として賛美す
るだけではなく、祖国インドの大地と3億5千万の

同胞を愛するが故に、支配者大英帝国の巨大な
力に立ち向かっていった生身の姿を描く。

6

世界に台頭する新興国インド

• 急急速速なな経経済済成成長長とと潜潜在在力力・・・アジア第3位の経済規模、成長率5.0％（2019年度）

• 巨巨大大なな人人口口・・市市場場・・・世界第2位の人口（13億～14億）、巨大な中間所得層

• 世世界界最最大大のの民民主主主主義義・・・議会政治の定着、軍の文民統制、言論の自由

• 国国際際社社会会ででのの発発言言力力・・・非同盟諸国、G20、BRICsに加盟、対主要国外交

戦略的な自立性の確保を重視、積極的な全方位外交、アクト・イースト政策

• 地地政政学学・・戦戦略略的的なな重重要要性性・・・「インド洋」の海上交通路とユーラシア大陸の中央

• 世世界界規規模模ののイインンドド人人ネネッットトワワーークク・・・在外インド人（印僑）の存在。在米印僑の活躍

• 多多様様性性とと共共生生・・・文化、言語、宗教、地理・自然、地域・地方、歴史の多様性

• 良良好好なな対対日日感感情情・・・世界の中でもトップレベルの親日国

⇒政治・経済分野で日本に不可欠のパートナーになっている
8

例会「ロータリー財団月間」

担当：R財団委員長 壽永純昭君
講師：財団学友 石田康之様
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出席報告　＜会員42名、出席対象39名＞

10 月 20 日例会　　確定出席率 73.68％ 11 月 10 日例会　　出席 35 名　欠席 5 名　出席率 89.74％
＜事後メイク＞
　滝澤　勇君（10月20日／地区）

＜事前メイク＞
　黄金井陽介君（10月30日／厚木県央RC）
＜欠席＞
　前田賢一君・米山尚登君・髙橋伸一郎君・前島憲司君

日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ
安倍政権は自由で開かれた「インド太平洋」構想を推進

2006年年11月月 「「自自由由とと繁繁栄栄のの弧弧」」価価値値観観外外交交をを推推進進、、「「日日米米豪豪印印のの安安保保協協力力」」をを提提唱唱

2007年年8月月 安安倍倍首首相相イインンドド議議会会演演説説「「２２つつのの海海のの交交わわりり」」でで日日印印提提携携をを提提唱唱

2012年年12月月 第第2次次政政権権発発足足後後、、「「地地球球儀儀をを俯俯瞰瞰すするる外外交交」」をを提提唱唱

2013年年1月月 東東南南アアジジアア歴歴訪訪でで対対ASEAN外外交交５５原原則則をを発発表表

2014年年5月月 シシャャンンググリリララ安安保保会会議議ににててアアジジアアのの海海洋洋３３原原則則をを提提唱唱（（各各国国のの支支持持をを得得るる））

2015年年12月月 安安倍倍総総理理訪訪印印 ⇒⇒日日印印新新時時代代のの幕幕開開けけ「「日日印印ヴヴィィジジョョンン2025」」をを発発表表

2016年年8月月 TICAD会会議議ににてて「「自自由由でで開開かかれれたたイインンドド太太平平洋洋戦戦略略」」をを発発表表

2017年年11月月6日日 日日米米首首脳脳会会談談でで「「自自由由でで開開かかれれたたイインンドド太太平平洋洋戦戦略略」」のの推推進進でで合合意意

11月月12日日 日日米米豪豪印印外外交交当当局局ががイインンドド太太平平洋洋地地域域ににおおけけるる協協力力のの深深化化でで合合意意

2019年年11月月 第第１１回回日日印印外外務務・・防防衛衛閣閣僚僚会会合合（（「「2＋＋2」」））をを開開催催⇒⇒防防衛衛・・安安保保協協力力のの深深化化

2020年年10月月 日日米米豪豪印印外外相相4かか国国会会合合をを東東京京でで開開催催、、定定例例化化にに合合意意 11

日印関係の現状と課題（２）：経済・貿易分野
★経済関係は拡大傾向だが未だに限定的（中国との比較）

●現現状状

• 日本とインド間の経済・貿易・投資関係は拡大傾向だが、両国の経済規模に比べて未だ限定的

●日日本本のの取取組組 ：： 2011年8月1日に日インド包括的経済連携協定（ＣＥＰＡ）発効。

• 近年、インドは日本の円借款の最大の受取国 （2019年の円借款の総額は約約3,744億億円）

• 出典：外務省資料から引用

日日本本ととイインンドド 日日本本とと中中国国

貿易総額 1兆7,696億円（2019年度）
日→印：約1兆1,757億円
印→日：約5,939億円

32兆690億円（2015年度）
日→中：約13兆20億円
中→日：約19兆670億円

直接投資 対インド：約6,139億億円
（2019年度）

対中国：約1兆4,505億円

進出日系企業の数 5,022拠点（1,454社）
（2019年10月時点）

3万3,390拠点
（2015年10月時点）

13

まとめ：日印関係の現状と展望

①インドは多様性があり理解が難しいが、多様性は大きな魅力でもある。

21世紀の国際社会で台頭する新興国インドの動向が注目される。

他方、未だに途上国として多くの貧困層や社会問題を抱えている。

②近年、日本とインドの協力関係は急速に発展している。米中新冷戦で、
インド太平洋地域の平和と発展における日印協力は重要である。

③親日国インドが日本に寄せる信頼と期待は極めて大きい。

経済、人的交流や相互理解は未発展で、インド側の「片思い」の状況。

➡日印関係の強化のため、相互理解と人的交流の促進に期待。 15

日印関係の現状と課題（１）：政治・安全保障分野
★政治・安全保障協力の拡大の背景と必要性

世界的なパワーバランスの変化（新興国の台頭と国際構造の変化）

中国の膨張・拡張主義と国際秩序の現状変更
⇒東シナ海（尖閣諸島）・南シナ海における現状変更の試みと既成事実化の進展

米国主導の自由主義国際秩序の揺らぎとアジア関与の不透明感
⇒米国の相対的な国力・指導力の低下とトランプ政権後の対中・対日関係の懸念

日印の政治・安全保障協力はアジア・インド太平洋の動向に重要
⇒米国のアジア関与を維持しつつ、中国の建設的な役割を促進（日米豪印安保協力）

⇒法とルールに基づくインド太平洋海洋秩序の強化にむけたの海洋安全保障協力

⇒アジア地域諸国の経済発展のチャイナ・リスクに備えた連結性・インフラ開発協力

⇒貧困、保健衛生、環境問題など諸問題を抱えるインドの将来は、世界の行方の試金石

12

日印関係の現状と課題（３）：人的交流分野
★人的交流の伸び悩み（対中国比）

14

基本データにみる新興国インドの現状

＊＊ＧＧＤＤＰＰ成成長長率率：： 5.0％％（2019年度） 【参考】中国：6.１％（2017年）

・過去10年間、成長率の平均で約7％の高い経済成長
－09年度:8.6％,10年度：8.9％,11年度:6.7％,12年度:5.5％, 13年度:6.5％,14年度7.2％,15年度7.9％

16年:8.3％,17年:7.0％,18年度:6.1％

＊＊ＧＧＤＤＰＰ：： 約約2兆兆8,751億億ドドルル（（世世界界第第5位位/2019年年））

【参考】・第4位：ドイツ(3兆8,456億ドル)、第6位：英国(2兆8,271億ドル) ※第3位：日本(5兆818億ドル）

＊＊一一人人当当たたりりＧＧＤＤＰＰ：： 2,104ドドルル（（2019年年） 【参考】中国：10,262ドル（2019年）

＊＊人人口口：： 13億億5,262万万人人（（2018年年）） 【参考】ＡＳＥＡＮの約2倍
・2028年頃には中国を抜いて世界第1位（14億5千万人）になる見通し

＊＊面面積積：： 328.7万万km2（世界第7位） 【参考】欧州とほぼ同じ面積 （ロシアを除く）

【参考】ＡＳＥＡＮの約73％ ・中国の約34％ ・日本の約9倍
＊＊在在外外イインンドド人人（（印印僑僑））：： 約約1,500万万～～2,000万万人人 【参考】華僑（香港、台湾除く）：約2,000万～3,000万人

＊＊兵兵力力：： 146万万人人（（2019年年）） 南南アアジジアア地地域域のの覇覇権権国国 【参考】中国：204万人 ・パキスタン：65万人

＊＊国国防防予予算算：： 605億億ドドルル（（2019年年）） 【参考】中国：1811億ドル ・パキスタン：103億ドル

出典：外務省資料を加筆修正
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世界でも特別な親日国

★インドにおける対日世論調査はとても良好で高い期待

 イインンドドににおおけけるる世世論論論論査査にに見見るるイインンドド人人のの良良好好なな対対日日イイメメーージジ

• 「日本との関係」 ⇒9割割以以上上（（95％％））が友好であると評価

• 「最も信頼できる国」 ⇒第第１１位位日日本本、第2位ロシア、第3位アメリカ

• 「インドにとって現在重要なパートナー」 ⇒第第１１位位日日本本、第2位アメリカ、第3位ロシア

• 「インドにとって将来重要なパートナー」 ⇒第第１１位位日日本本、第2位アメリカ、第3位ロシア

• 「日本の国際貢献」に対する評価 ⇒9割割以以上上（94％）が日本の平和国家の歩みを評価

• 「日本のODA」に対する評価 ⇒8割割以以上上（86％）が日本の対インドODAを評価

 イインンドド人人ののももつつ良良好好なな対対日日イイメメーージジとと敬敬意意のの表表れれ

• 日本は経済や技術面で見習うべき「大先輩・師匠」、日本のＯＤＡやインフラ・技術支援の評価

• 日本は精神的絆と価値観を共有する「兄弟国」（仏教、歴史観、アジア的文化、民主主義）

• 1989年、昭和天皇崩御の際にインドは3日間の服喪（国喪）を宣言

• 毎年8月6日、インド国会は広島・長崎の原爆被災者を哀悼して黙祷

出典：外務省HP資料（2016年度）を加筆修正
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