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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

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

9/7-8 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 ナマステ・インディア2002
築地本願寺/共催:日印経済委員会、(財)日印協会、インド政府観光局、(財)

アジアクラブ
協力 7,000人

11/15-17 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

10/2-10/21
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）

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 ナマステ・インディア2003
築地本願寺/共催:日印経済委員会、(財)日印協会、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〉幹部、新潟県内ＩＴ企

業、在日インドＩＴ企業

協力

2/11 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 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 ナマステ・インディア2005 東京・代々木公園/共催:インド政府観光局 共催 5万人

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

2006

2005

2004

NPO法人日印交流を盛り上げる会

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

2日間/10万人主催7/20-21 上野公園インド・メラー

2003
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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 ナマステ・インディア2006 東京・代々木公園/共催:インドセンター、インド政府観光局、他 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 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

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 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

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

2007

2006

2008


