モディ首相がエリザベス女王に
マカイバリの紅茶を
献上いたしました。
PHOTO: tweeted by @PIB_India

モディ首相が、エリ
ザベス女王が1961年
に訪印された際の写
真などをお見せして
います。

イギリスを訪問中のインドのモディ首相が英国王室への贈り物に世界最高値をつけた
「マカイバリ茶園シルバー
ティップス・インペリアル」
を献上いたしました。紅茶の他には蜂蜜や華やかなストールなど、女王が 54 年前に
インド訪問された時の思い出の品々が献上されました。インドの首相が訪英するのは 2006 年以来のことです。
女王は 2015 年で英君主として在位 63 年を迎えられました。世界最高級の紅茶「マカ
イバリ茶 園シルバーティップス・インペリアル」が女王に献 上されたことは、大 変に名誉
あることです。まさにシルバーティップス・インペリアルはエリザベス女王にふさわしい紅
茶です。モディ首相のツイッターにもマカイバリ紅茶を献 上されたことが書かれています。
歴史的にも深い関係があるインドとイギリス。紅茶も大きな役割を果たしました。
マカイバリ茶園の紅茶が、
インドとイギリスとの良い架け橋になることを願います。
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インド
「エコノミック・タイムズ」電子版より

PM Narendra Modi presents Queen Elizabeth II pictures
from her 1961 India visit and other exotic gifts
インドのモディ首相が
エリザベス女王に
女王の1961 年
インド訪問時の写真
と珍しい品々を
謹呈しました。

Mr Modi handed over to her some exclusive tea
from the Makaibari Estate in Bengal.
That tea allegedly costs a King's ransom.
モディ首相はベンガル州のマカイバリ茶園でつく
られた
特別な紅茶を謹呈しました。
この紅茶は伝えによるととても高額な紅茶です。
There was more. Organic honey extracted from bee hives in the
forests of Jammu and Kashmir and Tanchoi stoles from Varanasi.
As usual PM Modi was active on social media. "Her Majesty The
Queen with PM @narendramodi at Buckingham Palace," PMO
India tweeted.

モディ首相ツイート〈訳〉
「女王陛下には西ベンガル
州のマカイバリ茶園の世
界最高値をつけた紅茶を
献上いたしました。」

女王が1961年に訪印
された際のアーメダ
バードのアシュラム
の写真や、バラナシ
でアンドリュー王子
1 歳の誕生日お祝い
ケーキをもらった写
真、象に乗っている
写真。
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Narendra Modi may have become Prime Minister of India just on
May 26, 2014 but the member of royalty that he visited viz Her
Majesty Queen Elizabeth II had been the queen of England when
she had visited India 54 years ago.
Prime Minister Narendra Modi on Friday arrived at the Buckingham Palace where he was received by Queen Elizabeth II who
will host him for lunch on the second day of his three-day visit to
Britain.
Prime Minister Modi literally pulled a rabbit out of his hat when he
presented his royal hostess with photographs taken 54 years ago
during her visit to a just independent India in 1961.
The Queen was in for a royal treat from her head of state guest, who
is the current PM of her empire's erstwhile Jewel in the Crown.

@narendramodi

PHOTO:http://pib.nic.in/

読売新聞 2015 年 9月9日

日本の 9月9日付の
読売新聞記事には
エリザベス女王の日常生活に
ついても書かれています。
「女王は普段、朝食にナッツやドライ
フルーツを入れたシリアルを食べる。
ダージリン紅茶とトーストのこともある。
」
また、
趣味の乗馬を毎朝続けられ、
コー
ギー犬の愛好家としても知られていま
す。マカイバリ茶園シルバーティップス・
インペリアルも近い将来、女王の朝食
のテーブルにならぶことでしょう。

