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チェンナイ

バンガロール

ここは世界のトップ企業がバン
ガロールに集結する「インドの
シリコンバレー」と称されるIT
都市として、近年目覚ましい発
展を遂げる地です。

インドというと暑いイメージで
すが標高900mにあるバンガロー
ルは年間を通して過ごしやすく、
「グリーンシティ」と呼ばれる
ほど公園や緑が豊富。

「インディアナガール」や
「チャーチストリート」といっ
たおしゃれなレストランや
ショップが軒を連ねる通りも
あって、人気の観光地でもあり
ます。
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基本情報

• デリーから飛行機で3時間弱インドの南、カルナータカ州南西部のマ
イソール高原の上に位置している。

• 市域人口は1234万人（2017年）でインド第3の人口である大都市。

• バンガロールに在住している日本人は1134人（2018年3月）

• 日系の企業はトヨタをはじめとする自動車、自動車部品メーカーが
メインの産業。

• 他にもヨネックス、デンソー、ソニー、東芝などが進出しており、
ホンダの世界最大規模の二輪工場もバンガロールにある。

• 市内を取り囲むように工業団地がいくつも形成されている。



バンガロールでおすすめの観光スポット13選

• カボンパーク
• 園内を駆け回るリスを観察することも可能です。公園周辺には19世紀

末開設の州立博物館や中央図書館、産業技術館、水族館があり、観光
スポットとしても人気です。ゆっくりと公園内を散歩したり、お弁当
を持ってピクニックを楽しむのもおすすめの観光スポットです。

• イスクコン・テンプル・バンガロール
• 近代的なデザインが特徴のヒンズー教の寺院で、見学の際はヒンズー

教の参拝方法を体験することが可能。

• 寺院内には黄金に輝く神様が祀られていて、神秘的。



イスクコン・テンプル・バンガロール - Google マップ

https://www.google.com/maps/@13.0096622,77.5511222,3a,75y,175.97h,85.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sobMg1c2jAfMAAAQ7Ls072w!2e0!7i13312!8i6656




とにかく気候が良く、緑が多い。

• 日本人が住みやすいのが、バンガロールの
魅力

• バンガロールは標高900メートル台で一年
を通して気温差がなく過ごしやすいのが特
徴

• 1年を通して20℃台を保っている。

• 「Green city」と言われるほど市内には緑
が沢山で空気が綺麗。

• 綺麗な歩道と緑に囲まれた環境は魅力いっ
ぱいの街。



アート・オブ・
リビング



アート・オブ・リビングAshram da Arte de Viver na Índia - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=rZpl5Ubnhx8


ラルバー・ボタニカル・ガーデン

Google マップ

https://www.google.com/maps/@12.953135,77.5820049,7086m/data=!3m1!1e3


ラールバーグ植物園

ホワイト・シルク・コットン・ツリー - Google マップ

https://www.google.com/maps/@12.9499104,77.5826604,3a,90y,211.31h,100.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO-ZmIeaeCqTq5yrVzyk0ctzVtHN_QunvSA3WXT!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO-ZmIeaeCqTq5yrVzyk0ctzVtHN_QunvSA3WXT%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya282.46753-ro-0-fo100!7i6912!8i3456


牛肉が食べれてお酒が飲める！

• インドで「牛」は聖なるものとされて

いるため、牛肉を食べる習慣がない。

• 実際デリーやグルガオンを始めとする

北インドでも、牛肉を食べることはな

く、「ノンベジ」を選んでもいつもチ

キンがでてくる。

• そのような中、バンガロールはインド

の中では珍しく牛肉を食べることがで

き、お酒を飲むことができる。



カボン・パーク - Google マップ

ここはこの街の完璧な場所、リラックスで
きる場所であり、全国各地からの旅行者や
住民を魅了。
この公園の特徴は、朝の散歩や日中のさま
ざまな時間に運動するのに適した環境を提
供すること。

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%AB%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF/@13.0205604,77.5802294,49766m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x3bae1673e7d0672f:0xc62ca5a6e943dfb8!8m2!3d12.9763602!4d77.5929095


バンガロールは世界のトップ企業が集結する「インドの
シリコンバレー」

バンガロールはインド南部に
あるカルナータカ州の州都で
す。インドのハイテク産業の
中心地で、公園やナイトス
ポットでも知られる街です。
カボン公園のそばには、ネオ
ドラヴィダ様式の政庁舎ヴィ
ダーナ サウダがあります。元
王室の邸宅には、イギリスの
ウィンザー城をモデルにした
19 世紀建造のバンガロール宮
殿や、チーク材でできた 18 世
紀建造のティプスルタンの夏
の離宮などがあります。



India Telangana relief map -
ハイデラバード (インド) -
Wikipedia

ゴールコンダ城

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89_(%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89)#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:India_Telangana_relief_map.svg


南インドのIT都市ハイデラバードのオ
ススメ観光スポット6選

南インドのIT都市ハイデラバードのオススメ観光
スポット6選！ (tripnote.jp)

今後、第2のバンガロールとして、世界で
も有名なIT都市になるポテンシャルを持つ、
南インドの大都市ハイデラバード。

デカン高原の最頂部に位置し、テランガー
ナ州とアンドラ・プラデーシュ州の州都で
あるハイデラバードは、イスラム教の王国
の中心として栄えてきた、歴史ある街でも
ありる。

https://tripnote.jp/india/hyderabad-sightseeing-spot-osusume


チャール・ミナール

4つの尖塔という意味
チャール・ミナールから見渡す
ハイデラバード旧市街



メッカ・マスジッド - Google マップ

メッカ・マスジッド

https://www.google.com/maps/@17.360375,78.4740483,3a,75y,262.4h,91.09t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPqlKN__qUr-R0_5ST6sssqCnZKvAYh_qCDzQjc!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPqlKN__qUr-R0_5ST6sssqCnZKvAYh_qCDzQjc%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya246.36609-ro0-fo100!7i6144!8i3072


Nisar khan - Google マップ

https://www.google.com/maps/@17.360481,78.474,3a,75y,60.13h,86.12t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP5wa7foA3pNIZzB1ayal_TtIoYwIQnlaEV7Do!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP5wa7foA3pNIZzB1ayal_TtIoYwIQnlaEV7Do%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya118.30243-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


チャーミナー - Google マップ

チャーミナー

Charminar（1591に建設）は、ハ
イデラバードのシンボルであり、
インドで最も有名な建造物にリス
トされている。

Charminar には、400 年以上にわ
たって最上階にモスクがあった。
歴史的にも宗教的にも重要だが、
取り囲む地元の市場も賑やかで人
気があり、最も頻繁に訪れる観光
スポットの 1 つとなっています。
ここでは、イード アルアドハーや
イード アル フィトルなど、数多
くの祭典が行われる場所でもある。

https://www.google.com/maps/@17.3616267,78.4746811,2a,75y,200.98h,93.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-fOhYIDSfS4AAAQIt6BJQQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D-fOhYIDSfS4AAAQIt6BJQQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D302.23752%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


ゴールコンダ・フォート

ゴールコンダ - Google マップ

ゴールコンダ・フォートは、16、17
世紀にクトゥブ・シャーヒー朝の王
たちによって築かれた。煌びやかな
ものではありませんが、長い歴史を
感じさせてくれる遺跡だ。

入り口からどんどん上の方に登って
いく途中に振り返ると、下方にある
ゴールコンダ・フォートの遺構が見
渡せる。

周囲を約3kmにわたって取り巻く城
壁だけでなく、象などの突進に備え
て、煮えた油や鉛の塊を落とす仕掛
けがあったりと、戦への備えも随所
で見ることができる。

また、ダイヤモンド鉱山、特にコ
ラール鉱山が近くにあるため、ゴル
コンダは、ゴルコンダダイヤモンド
として知られる大きなダイヤモンド
の貿易の中心地として栄えた。

この地域では、無色のコイヌール（現在は英国が所有）、青いホープ
（米国）、ピンクのダルヤーイヌール（イラン）、白いダイヤモンドな
ど、世界で最も有名なダイヤモンドのいくつかが生産されている。

https://www.google.com/maps/@17.3815495,78.4015401,2a,75y,324.82h,91.47t/data=!3m7!1e1!3m5!1sq_T88NwBRSBsckil5xNClw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dq_T88NwBRSBsckil5xNClw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D287.68274%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


ゴールコンダ・フォート

Irfan Rafiq - Google マップ

https://www.google.com/maps/@17.3831657,78.4012202,3a,75y,271.89h,90.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNQlfkN0Ps72dAx5n0wsCigd7Zml9tuRdW4H3Ql!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNQlfkN0Ps72dAx5n0wsCigd7Zml9tuRdW4H3Ql%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya325.4129-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


ゴールコンダ・フォート

ゴールコンダ・フォート - Google マップ

https://www.google.com/maps/search/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%88/@17.3833163,78.4017034,381m/data=!3m1!1e3


チェンナイ

• 人口は460万人以上で、インドの4大都市の1つ。

• インド南東部の海沿いに広がり、1996年までは「マ
ドラス」という名称だった。

• 「南インドの玄関口」や「南アジアのデトロイト」な
ど数々の異名をもち、産業や金融の一大中心地とも
なっている。

• デリーやコルカタなど他の都市の人と、この街の人々
が話す言葉も看板の文字は、違っている。

• チェンナイは近隣諸国の影響をあまり受けず、芸能や
音楽をはじめ独創的な文化が強く残っている。

• また街の雰囲気がのんびりとしているのも、観光客の
人気の高いポイントです。



チェンナイの観光名所
• 生粋のインド文化を感じられる街、

チェンナイの観光地24選！

9.サントメ大聖堂

10.チェンナイ州立博物館

11.セント・トーマス・マウント

12.エーカンバラナータル寺院

13.ワラダラージャ・ペルマール

寺院

14.ヴァッルヴァル・コッタム

15.エリオッツ・ビーチ

16.スペンサー・プラザ

17.セモジ・プーンガ

18.アシュタラクシュミー寺院

19.千光モスク

20.大モスク

21.チェンナイ灯台

22.聖アンドリュー教会

23.ルス教会

24.王たるキリスト教会

◎まとめ

1.カパーリーシュヴァラル

寺院

2.パルタサラティ寺院

3.マリーナ・ビーチ

4.ガンジー像

5.ジョージタウン

6.セント・ジョージ要塞

7.チェンナイ中央駅

8.チェンナイ高等裁判所

生粋のインド文化を感じられる街、チェンナイの観光地
24選！ – skyticket 観光ガイド

https://skyticket.jp/guide/101357?page_number=1#articleHead_1


カパーリーシュヴァラル寺院
市街南部にあるカパーリーシュヴァ
ラル寺院は、7世紀ごろにタミル人の
王国パッラヴァ朝によって建立され
たもの。
40ｍ近い高さのある仏塔で、とにか
くカラフルな装飾が目を引く。また
ピラミッドのようにそびえたつ楼門
「ゴープラム」も、細かい彫刻やレ
リーフが鮮やかだ。

中庭のテリハボクの木の下の祠には、
女神ウマが孔雀の姿でシヴァ神に祈
りを捧げたという神話にちなんだ石
の彫刻がある。
この伝説は、マイラポールという地
名の由来ともなっている（孔雀はタ
ミル語でマイール）。
寺院の前には大きな池があり、季節
によっては沐浴するヒンドゥー信者
の姿を見ることもできる。



パルタサラティ寺院



Venkatesan Gopal - Google マップ Cameron Hamilton-Rich - Google マップ

パルタサラティ寺院もパッラヴァ朝によって8世紀ごろに建てられ、ヒンドゥー教ヴィシュヌ派が重要視す
る神クリシュナを祀っている。クリシュナを主祭神としている例はインド国内でも珍しく、多くの信者が
日々参拝に訪れている。
こちらもカパーリーシュヴァラル寺院と同じく、天を衝くようなゴープラムが特徴。ですがパルタサラティ
寺院のゴープラムは彩色が控えめで、カラフルなカパーリーシュヴァラル寺院の後に訪ねると、少々拍子抜
けのように感じるかもしれません。
週末やお祭りのある日はとくに多くの人でごった返します。ヒンドゥー教徒以外も内部を見学できますが、
靴を脱いで裸足にならなければなりません。また、建物内の撮影は禁止されています。

パルタサラティ寺院

https://www.google.com/maps/@13.0338831,80.2700958,3a,85.6y,199.33h,110.14t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP3T2pTFJUrL92Q92jyCRD0YWbu11doXcwR7GkJ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP3T2pTFJUrL92Q92jyCRD0YWbu11doXcwR7GkJ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya146.44301-ro-0-fo100!7i7168!8i3584
https://www.google.com/maps/@13.0333166,80.269928,3a,75y,1.53h,89.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMKHhjiX7myF7uzRou63FSIo2yNdVSY0HdTc2Rx!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMKHhjiX7myF7uzRou63FSIo2yNdVSY0HdTc2Rx%3Dw203-h100-k-no-pi1.9085109-ya266.4319-ro-1.6845121-fo100!7i5376!8i2688


jtech360 - Google マップ

Mandapam, Mylapore Temple

https://www.google.com/maps/@13.0338119,80.2694285,3a,90y,99.73h,98.93t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNj21z5nRxAfIiI1-bgdH_QBbTeNLHdaE_eMgGE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNj21z5nRxAfIiI1-bgdH_QBbTeNLHdaE_eMgGE%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya273.4964-ro-0-fo100!7i12000!8i6000


ガンジー像 マリーナ・ビーチ沿いにはたく
さんの銅像が建っているが、な
かでも「インド建国の父」マハ
トマ・ガンジーの像はひときわ
立派で、かつ日本人にも馴染み
深い。
杖を持って力強く歩くガンジー
像の周囲は、半径10ｍほどの敷
石の広場になっていて、市民や
観光客の憩いのスポットにも
なっている。
広場の向こうには砂浜が広がり、
フォトスポットとしても格好の
場所。

ガンジー・マンダパム・|チェンナイ地区|インド
(chennai.nic.in)

https://chennai.nic.in/tourist-place/gandhi-mandapam/


Venkatesan Gopal - Google マップ RTO Beach - Google マップ

チェンナイのビーチ

https://www.google.com/maps/@12.9746972,80.2669611,3a,75y,192.53h,91.19t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipML4PHYnVFY33U515XwuQXNKTMNQOoFNg3CUClr!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipML4PHYnVFY33U515XwuQXNKTMNQOoFNg3CUClr%3Dw203-h100-k-no-pi0.40796193-ya245.9253-ro-0.91300666-fo100!7i3584!8i1792
https://www.google.com/maps/@12.9754834,80.267113,3a,75y,164.04h,83.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOlc7tdBdpad-MryP3WZlz6IzbYBgsPIw5ENHA!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOlc7tdBdpad-MryP3WZlz6IzbYBgsPIw5ENHA%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya286.3747-ro0-fo100!7i8704!8i4352


チェンナイ市内の
東北部、レンガ造
りの古い建物が立
ち並ぶエリアが
ジョージ タウン。

インドがまだイギ
リスの植民地だっ
た時代に、商船に
乗ってチェンナイ
港にやってくる外
国人を相手に、イ
ンド人の商人が形
成したのがジョー
ジタウンのはじま
り。



aravindh mani - Google マップ

カパリーシュウォーアー・テンプル
カパリーシュウォーアー・テンプル - Google マップ

https://www.google.com/maps/@13.0335787,80.2695712,3a,75y,123.43h,89.98t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMmNcvaGqPvLcrX7BOgeccJzNLqjyBGCo9cF61U!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMmNcvaGqPvLcrX7BOgeccJzNLqjyBGCo9cF61U%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya13.840693-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/place/%E3%82%AB%E3%83%91%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB/@13.0322108,80.2670832,15.65z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x3a5267d254b2e533:0xcb27d974b0bcdb89!2z44Kr44OR44Oq44O844K344Ol44Km44Kp44O844Ki44O844O744OG44Oz44OX44Or!8m2!3d13.0335973!4d80.2700038!3m4!1s0x3a5267d254b2e533:0xcb27d974b0bcdb89!8m2!3d13.0335973!4d80.2700038


セント・ジョージ要塞 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@13.0806633,80.2879002,3a,75y,278.51h,93.63t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNQgTsmylwwnTrBi3dL_jIm3qkmv30Z1UCMYBGK!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNQgTsmylwwnTrBi3dL_jIm3qkmv30Z1UCMYBGK%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya21.792948-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


チェンナイ セントラル ステーション - Google マップ

https://www.google.com/maps/@13.0842198,80.2753236,3a,75y,1.07h,79.75t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPuCZA6K842gaeKZ6kJmmvcPEpMjbSJmxzbI6I-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPuCZA6K842gaeKZ6kJmmvcPEpMjbSJmxzbI6I-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya244.9253-ro0-fo100!7i8192!8i4096


インドの魅力に急接近！インド・チェンナイのおすすめ
観光スポット7選 | RETRIP[リトリップ] (rtrp.jp)

https://rtrp.jp/articles/108123/


チェンナイ中央駅

Lensbug 360 - Google マップ

チェンナイの陸路の玄関口で
ある中央駅は、南インドで最
も乗降客数の多い駅の1つで
す。

イギリス領インド帝国時代の
1873年にマドラス中央駅とし
て開業し、戦後に再建されて
今に至っています。

ネオゴシック様式のデザイン
と赤い壁面が印象的で、中央
の時計塔にイギリスらしさが
感じられます。

時計塔は15分おきにチャイム
が鳴るので、チェンナイ滞在
中どこかでその音色を耳にす
るはずです

https://www.google.com/maps/@13.0822924,80.275091,3a,75y,314.74h,98.38t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPWwVr4h0vKXQ4gRDJ-_U-UjH_ejtWKzerK856A!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPWwVr4h0vKXQ4gRDJ-_U-UjH_ejtWKzerK856A%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya13.267015-ro-0-fo100!7i5760!8i2880


ワラダラージャ・ペルマール寺院



エーカンバラナータル寺院

エーカンバラナータル寺院 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%AF%BA%E9%99%A2/@12.8472899,79.6995612,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOKK571IGf3xDaZhE0z31zZNCZx7yOp_q4OGYIi!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOKK571IGf3xDaZhE0z31zZNCZx7yOp_q4OGYIi%3Dw203-h152-k-no!7i3264!8i2448!4m5!3m4!1s0x3a52c24db485bfb9:0xa759c50c8528272a!8m2!3d12.8439792!4d79.6994484


ガンジス川



聖なる川 ガンジス川



ガンジス川と言えば

• 川沿いで死体を火葬し遺灰をそのまま川に流す

• 赤ん坊や妊婦、事故死した人は火葬されずにそのまま川に流す

• 街中の下水が流れてくる

• 免疫が無い人が入ると下手したら死ぬ

• イルカがいる

• 長澤まさみがバタフライをした

• そしてその川で人々が沐浴していたりする

そんな恐ろしい伝説のような川だ



聖地バラナシ - Google マップ

聖地バラナシ - Google マップ

https://www.google.com/maps/search/%E8%81%96%E5%9C%B0%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%8A%E3%82%B7/@25.3089642,83.0162653,16.35z
https://www.google.com/maps/search/%E8%81%96%E5%9C%B0%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%8A%E3%82%B7/@25.2919506,82.9973022,12z




ラムナガー・フォート - Google マップ

ガンジス川 少し上流

Anshul Singh - Google マップ

https://www.google.com/maps/@25.2695698,83.0238397,3a,75y,219.09h,79.86t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP7ct_Kc1rKnuEGot6-GBMFTqveWKUWIQJvq80k!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP7ct_Kc1rKnuEGot6-GBMFTqveWKUWIQJvq80k%3Dw203-h100-k-no-pi-18.66792-ya21.330208-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@25.2887755,83.0067962,3a,75y,30.85h,83.64t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPU79hRF3Fd8p60TmwHd2OBRIYPMkISUCwh1irp!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPU79hRF3Fd8p60TmwHd2OBRIYPMkISUCwh1irp%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya356.51877-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


• 【ガンジス川の沐浴】聖地バラナシで、インドの
神秘を体感しよう！ | いい旅インド｜オーダーメ
イドであなただけのインド旅行を (etours.world)

ヒマラヤから流れ出る神聖なる川

シヴァ神の頭から流れ出るガンジス川ヒマラヤに源流を持ち、
インド北部を流れるガンジス川は、全長約２５００ｋｍ、数
多くの支流と広大な流域面積を持つ大河で、ヒンドゥー教徒
にとって聖なる川とされています。

もとは天界を流れていた聖なる川が、人々の祈りによって地
上を流れるようになり、その巨大さで地上を壊さぬようにシ
ヴァ神が受け止めてくれているとされます。シヴァ神の頭か
ら流れ出る様子が描かれるのはそのためで、ガンジス川自体
もガンガーという女神とみなされます。

https://etours.world/india/features/ganga


インド 中南部
バンガロール、ハイデラバード、チェンナイ、ガンジス川

吉岡 芳夫

２０２２/４/２７（水）
インターネット世界旅行

バンガロール
ハイデラバードチェンナイ

おわり


