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明けましておめでとうございます。令和
新時代の新年を迎え、皆様がますますご
清栄でありますことをお慶び申し上げます。

今年はいよいよ2020年、東京オリンピッ
ク・パラリンピックが開催されます。世界
各国から一流の選手が集まるスポーツの
平和の祭典に、台湾も選手団を派遣しま
す。日本の皆様も台湾の選手が出場して
いる競技を見たときには、ぜひその選手の
頑張りにもご注目ください。

日本各地には五輪開催に向けて台湾選

手の合宿の受け入れる予定のホストタウンが
あります。昨年は、台湾原住民族歌手の公
演、台湾ランタンの展示、学校給食への台
湾バナナの提供などを行いました。今年もさ
まざまなスポーツ・文化交流を企画し、東
京五輪を盛り上げるとともに、閉幕後も台湾
とホストタウンの交流が続いていくことを期待
しています。

私は2016年6月に駐日代表に着任して以
来、台湾と日本の地方交流の強化に取り組
んできました。現時点で台湾と日本の地方自
治体間には131件の友好交流協定が締結さ
れており、そのうち69件が私の任期中に結
ばれました。昨年９月には、台湾と日本の地
方議員が一堂に集う「台日交流サミット」が
富山で開催され、お互いの地方の特色を活
かした観光や経済交流の促進などとともに、
世界保健機関（WHO）、国際民間航空機
関（ICAO）といった国際機関への台湾の参
加を支持する「富山宣言」が発表されました。
地方レベルの友情をしっかりと築くことによ

り、長期的に中央政府との関係にも良い影
響をもたらすことを期待しています。

昨年11月に日本台湾交流協会が発表し
た調査によると、台湾人が一番好きな外国
は日本がトップでした。また、当代表処がこ
こ数年実施している調査でも、日本人が一
番好きなアジアの国は台湾です。昨年は、
日本から台湾への旅行者数が初めて200万
人の大台を突破し、双方の年間往来者数も
初の700万人の大台を突破できる見通しで
す。

このような良好な台日関係の流れを受け、
昨年10月には、台日間の特許審査、意匠
優先権、環境保全、有機食品輸入などに関
する４つの協力覚書が調印されました。今後
も台日間の協力を実務的に積み上げていくと
同時に、日本が主導するCPTPP（環太平洋
パートナーシップに関する包括的および先進
的な協定）への台湾の参加についても、引き
続き日本の支持を得ながら推進していく所存
です。

今年は、1月11日に総統選挙および立
法委員（国会議員）選挙の投票が実施さ
れます。総統直接選挙は1996年以来、
４年に１度実施され、今回で７回目となり
ます。国民一人一人の票で国のトップを
選出する総統選挙は、台湾の民主主義を
まさに象徴するものです。今後も台湾は自
由、民主主義、人権などの価値観を共有
する日本や米国などの国 と々緊密に連携し
ながら、アジア太平洋の平和と繁栄に貢
献していくことを望んでいます。

さて、新春の台湾を彩る目玉イベントで
ある「台湾ランタンフェスティバル」は、今
年は台中市がメイン会場となり、元宵節

（旧暦１月15日）に合わせて2月8日より
盛大に開催されます。日本の皆様におか
れましては、台湾に足を運び、イベントを
満喫していただければと思います。

　本年が皆様にとり、よい一年となりま
すようお祝い申し上げます。

台北駐日経済文化代表処
謝長廷代表

700万人になる公算が強く、人的交流の活
発化を裏付ける結果となりそうだ。 

訪台した記念すべき200万人目となった
のは、12月9日の午後に中華航空119便
で鹿児島から桃園空港に到着した宮崎県
在住の溝口綾子さんだった。溝口さんには
交通部観光局より台湾―日本往復航空券、
ホテル宿泊券、台湾高速鉄道（高鉄、新
幹線）周遊券などが贈呈された。溝口さん
は母親や姉家族と一緒にツアーの観光目的
で訪台した。「台湾を訪れるのは初めて」と
いう。台北市内や新北市の九份、十分など

台湾交通部観光局は12月9日、日本
から台湾を訪れた旅行者が2019年通期で

「初めて200万人を突破した」と発表した。
これまで2014年の150万人、2016年の
189万人、そして昨年の約197万人と徐々
に伸張していたが、今年初めて200万人の
念願の大台を達成した。一方、日本政府
観光局の統計によると、2019年1月から
10月までに台湾から日本を訪れた旅行者は
すでに415万人に達しており、2019年の
通期で500万人を達成する可能性が高い。
これにより、日本と台湾相互の訪来数が

の観光地を巡り、龍山寺やタピオカミル
クティー、グルメなどを満喫した様子だっ
た。

なお、同観光局は訪台日本人年間
200万人突破を祝い、プレゼントキャン
ペーンを実施する。2020年1月1日より、
台北松山、桃園、高雄の各空港から入
境した日本人旅行者が対象で、ツーリス
トセンター（観光案内所）で搭乗券とパス
ポートに押された入境スタンプを提示す
れば数量限定の特製グッズがもらえる。

させていただきたいと考えております。これま
での日本での拠点をはじめ、台湾の地域にも
台湾新聞社に関連する企業を新たに設立し
たいと思案しております。より深化させ、パイ
プを太くし、さらに台湾日本の「絆」を発展さ
せていく所存にございます。

他方、夏季には「東京オリンピック」「パラ
リンピック」も開催されます。台日の相互の観
光面、文化面、スポーツ面での発展も期待
されるところです。

関係各位、そして読者の皆様におかれまし
ては、益々のご健勝とご発展を祈念致しまし
て、本年の所感とさせていただきます。皆様
にとりまして良い一年でありますように。

読者の皆様、新年明けましておめでとうご
ざいます。本年もどうぞよろしくお願い申し上
げます。

皆様ご高承の通り、本年1月11日に台湾
の次期総統を選ぶ台湾の国民の直接投票に
よる「台湾総統選挙」が実施されます。日本
に生活の基盤がある台湾人や華僑が台湾を
離れ、多くが海外に居住しておりますが、選
挙の結果によらず、これまでと同様に台湾を
支えて参ります。台湾新聞もこれまで通りに
政党、思想に左右されることなく「中立」の立
場に立った報道姿勢に変わりはありません。

台湾新聞は二十有余年の歴史を持つ媒体
です。2019年は台湾と日本の教育面での支
援をお手伝いさせていただきました。「台湾新
聞助学金」として学費及び生活費の負担を行
い、台湾大学への留学支援を実施致しまし
た。人員はまだ少ないですが、徐 に々浸透し
てきております。

さらに、人材育成支援も手掛けました。「イ
ンターシップ制度」及び「就職マッチング」の
企画立案です。2019年末よりご案内を開始
したばかりですので、実質は本年が本格参
入となります。告知や周辺への案内が急務と
なっておりますが、学生支援、人材支援とも
に本年より本格化させる所存にございます。

関係各位におかれましては、何卒、ご協力、
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

また本年は、台湾と日本の人的の交流はも
とより、あらゆる面でのさらなる発展に寄与

記念写真（交通部観光局提供）

錢　妙玲
台湾新聞社　社主

日本台湾相互の訪来数が 700 万人
の大台達成か
～ 2019 年通期で
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台湾…「乱」

乱
日本…「令」

令
日本漢字能力検定協会（京都市東山区）は、

2019年の漢字が新元号の「令」に決まったと発
表した。同区の清水寺で森清範貫主が揮毫した。
新元号にもなった「令」は、全国からの応募総数
216325票のうち14％の30427票を集め最多と
なった。二位は「新」で14850票、3位は「和」、
以降「変」「災」「嵐」「水」「風」「天」「税」と続い
た。森貫主は「令には神の声を聞くという意味が
ある。皆がその声に従い、互いにいかなければ
ならない」と感想を述べた。「令」和が日本最古の
歌集・万葉集からの出典で、海外に Beautiful 
Harmony ＝美しい調和と説明された事や、「令」
の字が持つ意味・書き方にも注目が集まった。ま
た、法「令」改正、法「令」順守、警報発「令」、
避難命「令」としても使われた年だった。

年
「
今
年
の
漢
字
」
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台湾中国信託文教基金会と聯合報の共催による
「台湾代表字大選」で、2019年の漢字に「乱」が
選ばれた。08年に続いて二度目の選出だった。「謊」

「憂」「跨」「驚」「慮」「啓」「詐」「換」「孤」が候補とし
て挙げられていた。「乱」は投票総数79915票のうち
10323票を獲得。二位の「謊」とは約4000票差だっ
た。「香港のデモや英国の EU 離脱、米中貿易摩擦、
北朝鮮のミサイル発射などの世界情勢のほか、台湾
では長栄航空の一部客室乗務員によるストライキ、
相次ぐ断交など、混乱した世相が反映された」と分
析した。また、「乱」の提案者は、著名な映画監督の
李安氏と、台湾清華大学の名誉教授の李家同氏。
李監督は「台湾社会では緊張感が漂っている」とし、
李教授は「台湾鉄道で起きた脱線事故、年金改革、
教育改革など」と理由に「乱」を提案したと説明した。
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　チェコの首都プラハ市（ズデニェク・フ
ジブ市長）はこのほど、同市議会で台湾台
北市と姉妹都市提携を結ぶ提案を全会一致
で承認した。ズデニェク・フジブ市長は
約1年前より台湾との交流を推進している
が、その間、自国内で様々な妨害にさらさ
れるなど、チェコと中国大陸との関係によ
る問題も絶えなかった。
　しかし2018年末にプラハ市長に就任し
たフジブ氏は2019年1月、前任の市長が
中国北京市との間で結んでいた姉妹都市協
定の一部を破棄すると宣言。内容は同協定
内の「1つの中国政策」と「台湾は中国の
不可分の領土である」という立場に関連す
る条項だった。さらにフジブ市長は、プラ
ハ市庁舎においてチベット亡命政府のロブ
サン・センゲ首相氏と自発的に面会して
チェコのミロシュ・ゼマン大統領の進める
「親中政策」に公然と反対。チェコと中国

との関係に衝撃を与えた。フジブ氏は「学
生時代に台湾で実習したことがあり、台湾
にとても良い印象を持っている。私は台湾
ファン」と公言している。
　昨今のチェコの政治は、右翼ポピュリズ
ムが主導権を握り、ゼマン大統領とアンド
レイ・バビシュ首相はいずれもビロード革
命の残した精神的な遺産を受け継ぐ気は無
く、ヴァーツラフ・ハヴェル元大統領の打
ち出した「人道主義と親欧路線には背を向
けた状態」と世論は見ている。これに対し
フジブ市長は、台湾に友好的でチベット人
の人権も重視、自ら「人権はジャイアント
パンダより重要だ」と主張し、中国北京市
が姉妹都市となる際に約束しながら「未だ
プラハ市に提供しないパンダを放棄しても
人権の価値を堅持する」との立場を明確に
している。
　さらに、台湾に友好的な市長と「親中」

大統領が舌戦を繰り広げていることは
チェコのメディアも大きく取り上げてお
り、多くのメディアが台湾に同情する立
場を示しているほか、イギリスのガー
ディアン、米国のニューヨーク・タイム
ズ、ドイツのフランクフルター・アルゲ
マイネ・ツァイトゥングなど海外主要メ
ディアもこの問題に関心を寄せている。
　なお、フジブ市長によると、台湾台北市
との姉妹都市協定は2020年1月中に予定さ
れる台湾台北市（柯文哲市長）のプラハ訪
問時に締結する。フジブ市長は2019年3月
に台北市を訪れた際、台北市に対し「セン
ザンコウ（穿山甲）を寄贈して欲しい」と
リクエストしており、欧州の人たちにとっ
て非常に珍しい台湾のセンザンコウが、
「近々パンダの代わりにプラハの動物園で
見られる日がやってくるかもしれない」と
の期待感を示していた。

　台湾人ユーチューバー（Youtuber）の
波特王さんが中国の提携先企業から「契約
解除」された事がこのほど分かった。提携
先の中国「徐州自由自在網絡科技」（パピ
チューブ）が12月15日、中国の短文投稿
サイト「ウェイボー」（微博）で発表し
た。波さんは同日のフェイスブックで「中
国側からの映像削除要求には応じなかっ
た」とし、さらに「毎月の損失は小さくな
いけれど土下座は本当にできない」と圧力
に屈しない姿勢を示した。 
　波特さんは台湾蔡英文総統とのコラボ
レーション動画を同14日に公開した。波
特さんが甘い言葉で蔡総統を口説くとい
う内容で、再生回数は同16日午後2時現
在53万回を超えた。波特王は映像の中で
「総統」という呼称を使用した。 
　波特さんは自身のフェイスブックで、中
国企業側とのやり取りのスクリーンショッ
トを公開。「総統の2文字が問題視され
た」とし、「完全に受け入れられない、ば
かげている」と不満をあらわにした。さ
らに、フォロワー数100万人を誇るウェイ
ボーのアカウントのパスワードが勝手に変
更された事にも言及し、「自分の国の元首
を『総統』と呼べないならこんなお金は稼
げなくてもいい」と言い切った。文末には

「＃很多台湾人覚得民主很正常（多くの台
湾人は民主主義は普通だと思っている）」
「＃実際上民主真他媽可貴（実際は民主主
義は本当にくそ貴重）」とハッシュタグを
付け、中国側への反発姿勢を鮮明にした。
これを受けて提携先は声明で「波特王が
SNS上で発表した不当な言動に強い非難を
表明する。パピチューブは実に受け入れが
たく、契約解除を決めた」とした。しか
し、問題視する具体的な内容への説明はな
かった。
　なお、波特さんが在籍する映像会社の責
任者は同16日、台湾高雄市内で「今回の
騒動による損失が数百万台湾元に上る」と
したが、中国市場での展開が難しくなる可
能性については「問題ない」と話した。な
お今後は、マレーシアや米国市場で展開し
ていく方針を示した。
　これについて蔡総統は12月16日、台北
市内で「自身と共演したユーチューバーが
中国からの圧力を受けた事はとても遺憾」
とし、「台湾社会は受け入れがたい」と述
べた。さらに、「この出来事から民主主義
と国家の安全を守ってこそ、経済や創作の
各方面における自由を有する事ができると
いう事が証明された」と、民主主義の重要
性を訴えた。

▼プラハのズデニェク・フジブ市長（左）と台北市の柯文哲市長（右）。（写真提供：中央社）

▼蔡英文総統と波特王さん（写真提供：波特王の YouTube、自由時報）

チェコ の 首 都 が 台 北 市と
姉 妹 都 市 提 携 へ

中国からの契約解除も屈せず～
反発姿勢
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歌手で俳優の星野源さんが12月13日
の夕刻、台北松山空港に到着した。星
野さんの訪台は8年ぶり。空港の到着ロ
ビーには日台のファン約400人が集結し、
到着ロビーに星野さんが姿を現すと大歓
声が上がった。星野さんはワールドツアー
の一環で行う台北公演のために現地を訪
れた。

星野さんは世界5都市を巡る「POP 
VIRUS World Tour」 を2019 年 11
月23日の上海公演を皮切りに開催。台
北公演は同ツアーの最後を飾ったもの。
2011年にも台北市内の小型ライブハウ
スでパフォーマンスを披露した事があり、
台湾でのコンサートはそれ以来となった。

台湾鉄路管理局は12月13日、リニュー
アルされた観光列車「環島之星」の内装を
報道陣に公開した。「引き算の美学」を取り
入れて余分なものを排除したのが特徴で、
温かみのある照明もホテルさながらのリラッ
クス感を生み出している。

設計を担当した柏成設計の王菱檥氏（共

台湾一周の旅に挑戦するフランスの
テレビ 局「France5」の 人 気 旅 行 番 組

「Echappées Belles」のクルーはこのほ
ど、台湾交通部観光局と大鵬湾国家風景
区管理処の協力を得て、台湾屏東県に属す
る離島の小琉球でロケを行った。クルーら
一行は、プラスチックごみの減量に取り組む
プロジェクト「琉島伝奇」が提供するシェアリ
ングカップを手に、サスティナブルツーリズム

（持続可能な観光）を楽しんだ。
一行は、何度でも洗って使えるシェアリン

グカップに飲み水を入れ、購入した「海亀焼」
を弁当箱に入れて持ち歩き、プラごみ減量
に取り組むレストランで料理を楽しみ、環境
に配慮したホテルに宿泊するなど、「食べる、
飲む、遊ぶ、楽しむ」の全分野でエコな旅
を体験した。この行動は、小琉球の美しい
風景と、プラごみ減量と環境への配慮を重
視する島の人 に々深い印象を与えていた。

番組進行役の Jerome Pitorin さんは
「琉島伝奇」から借りたシェアリングカップ
が気に入り、島を離れるときも名残惜しそう
にしていたため、「琉島伝奇」のスタッフは本
来なら回収するカップをJerome Pitorinさ
んにプレゼントすることに。環境に優しいシェ
アリングカップが、民間外交を担う大使と
なった。Jerome Pitorinさんは「琉島伝奇」
のスタッフに、これからもこのカップを持っ
て台湾東部・花蓮県に向かい、ロケを続け

星野さんの到着前、電光掲示板の情報
で搭乗便の着陸が判明すると、ファンか
ら「ワッ」と歓声が上がり、その後、「Pop 
Virus」を「ラララ～」で20分以上大合唱
し、到着を今か今かと待ちわびた。到着ロ
ビーでファンの前に立ち止まり、満面の笑
みで手を振りながら歓声に応えた。大きな
声で「大家好」（みなさんこんにちは）と中国
語での挨拶も披露。ファンに肉声を届けた。
あまりの歓声の大きさに、口の前で人差し
指を立てる仕草をして「シーッ」と呼び掛け、
空港の一般利用者への配慮をみせる場面も
あった。

また、メディアの撮影エリアでは、カメラ
マンのリクエストに応えて様々なポーズをし

同創業者）によると「列車に足を踏み入れた時
が旅行の始まり」を設計コンセプトに、列車
が沿線の景色に溶け込む「秋風」のようなシン
プルさを追求した。2019年11月末には黒と
オレンジの車体がお披露目され、鉄道ファン
から好評を博していた。

列車の座席は、台湾の海と石をイメージし

ると伝えた。さらに、その後も、小琉球のラ
ンドマークである「花瓶岩」とウミガメのマー
クが入ったこのカップと一緒に旅行を続け、
CO2削減に取り組む小琉球の精神を海外
にアピールする事を約束した。

小琉球はウミガメの生息地として知られ
る。近年大勢の観光客によってもたらされる
ゴミが、この小さな島に大きなプレッシャー
を与えている。こうしたゴミ問題に長年関心
を寄せる青瓢や海湧工作室などの団体が、
エコな旅を推進するプロジェクト「琉島伝奇」
を立ち上げた。これは、環境への配慮に賛
同する店舗をまとめ、これらの店舗が自発的
に景品を提供し、観光客にマイ食器の持参
やアメニティの不提供などに協力してもらい、
ゴミの発生を抑えるというもの。

このプロジェクトの一環として、小琉球で
は半年前より飲料カップのシェアリング事業
を展開。何度でも洗って使える飲料カップ
を無料提供し、この事業に賛同する店舗が
利用者に使い方を説明している。

2020年はさらに食器のシェアリング事業
も展開したい考え。これは飲料カップだけで
なく、弁当箱、箸などを無料で貸し出すとい
うもの。また、レインコートの無料貸出しも
行う。回収した使用済みレインコートを洗い、
乾燥後、宿泊施設などに配置し、無料使用
を可能にさせる。資源の再利用でゴミの減
量も目指す。

星野源、8年ぶりに台湾訪問

日本語　7

小 琉 球 の 取 り 組 み
仏 TV 番組が取材

番組司会の Jerome Pitorin さん ( 左 )（写真提供：鵬管処、中央社）

リニューアルされた台鉄観光列車の内装（写真提供：中央社）

て見せるなど、サービス精神も旺盛だった。
コンサートのために日本から駆け付けたと

いう30代の女性は、「台湾でも人気だと聞
いていた。久々の台北公演で台湾のファン
にも喜んでもらえるとうれしい」と話し、現地
のファンと一緒に楽しめることに期待を寄せ
た。 また、30代の台湾の女性は星野の魅
力について「親しみやすい。メロディーも覚
えやすく、華やかではないけれど、聴いてい
て飽きない」。「日本の歌手が来た時は記念
撮影がよくあると聞いた。みんなで記念撮
影ができて嬉しい」と目を輝かせた。

台 北 公 演 は12月14日 に 台 北 市 の
Legacy MAX で開かれた。チケットは販
売開始直後に完売していた。

た青とグレーの2種。頭部にかかるヘッドレス
トカバーは台鉄のロゴが刺繍された濃紺の布
製で、不織布にはない質感が漂う。カーテン
の模様は先住民タイヤル族の伝統的織物技
術を伝承するユマ・タル（人間国宝）さんの作
品を参考に、幾重にも重なる山脈を幾何学模
様で表現したという。照明は列車では一般的
とされる白色光を使わず、黄色がかった色味
を採用してぬくもりある空間を演出した。

台鉄は観光列車として利用する29両が旧
式化したとして、2018年より7900万台湾元

（約2億8600万円）を投じて改装作業に取
り掛かっていたが、発表したデザインが美的
センスに欠けると不評だった。これを受けて
2019年4月に列車の美化を目指す諮問グ
ループを立ち上げ、リニューアルに着手して
いなかった13両のデザインを柏成設計に依
頼。列車を批判していたデザイナーたちにも
参加を呼び掛けるなどして汚名返上を狙って
いた。

▼星野さんの訪台は8年ぶり（写真提供：自由時報）

台湾鉄道の観光列車がリニューアル
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Dec.2
台湾移民署の2019年1～10月の統計

調査で、香港住民からの居留（長期滞在）
申請が「前年同期比2割の増加」と発表した。
台湾内政部の陳宗彦政務次長が立法院内政
委員会で明らかにした。2018年同期の前
年同期比成長率約4.5％に対し、2019年
は大きく伸長した。同署の統計によると、
2019年1～10月間の居留申請許可者（香
港住民）は4352人。前年同期比約20.6％
増。また、同期間の定住許可は同30.9％
増の1189人。陳次長は「大多数は留学で

台湾に来た後、そのまま残って働いている
ケース」と説明した。香港、マカオの住民
は台湾地区に600万台湾元（約2155万円）
以上を投資し、中央政府の所管機関の審
査を通過すれば、台湾居留を申請できる。

「ハードルが低すぎるのではないか」と、一
部野党からの指摘に対し、陳次長は「香港
情勢の変化を踏まえ、過去に定めた申請要
件を調整する必要性について関係部会（省
庁）と検討していく方針」との考えを示し
ている。

香港人からの居留申請が2割増

Dec.11
エバー航空は2020年4月16日より、

台北（桃園）―小松線を現行の週5往復
から週7往復に増便すると発表した。富
山県と長野県を結ぶ「立山黒部アルペン
ルート」を訪れる台湾人観光客を取り込
むのが狙い。同航空によると「同路線の
年平均搭乗率は約8割」とし、アルペン
ルートの全線開通や紅葉期間などのピー

ク時には「座席が確保しづらい状況にな
る」と分析。これに対応したものとみら
れる。なお、同便利用者は台湾人旅行客
が全体の約7割を占めている。機材には
エアバスのナローボディー機 A321－
200（184席）を主に使用。繁忙期には
需要に応じてワイドボディー機で運航す
るとしている。

アルペンルート観光増に対応～台北―小松線を毎日運航へ

台湾彰化県政府はこのほど、北海道美
唄市から県政府庁舎に訪れた観光担当職
員に、ブドウやグアバなど旬の県産果物
や彰化市名物の「もち」「タピオカミルク
ティー」などで「おもてなし」をした。県
は、美唄市と彰化県の双方は今後、観光
分野でさらに理解や交流を深める事に意
欲を示した。県によると、今回の訪問は
2019年10月に大阪の旅行見本市「ツー
リズム EXPO ジャパン2019」に県が出
展したブースに美唄市の深尾善則経済観

光課課長補佐が表敬したのがきっかけ。
彰化県都市・観光発展処を訪れた深尾課
長補佐は「同市が台北より南の地域を公
式に訪問するのは初めて」と話した。 双
方は手土産を贈りあったほか、地域の概
要や観光の特色について互いに紹介し
た。都市・観光発展処の馬英傑処長は、
美唄市が旅行業者を連れて彰化県を視察
に訪れることを歓迎すると述べた。会談
後、県職員は深尾課長補佐を県内の観光
名所「八卦山大仏風景区」に案内した。

Dec.1 彰化県、北海道美唄市と交流～深化に期待 

台湾と日本の捜査機関が協力し合い、熊
本県天草で覚醒剤約600キロを押収した。
台湾海洋委員会海巡署が発表した。同署に
よると、台湾からの情報提供を受けた日本
の海上保安庁と警察が12月11日午後5時
ごろ、天草市魚貫港に入港した日本籍の不
審な漁船を捜索。船内で見つかった覚醒剤
を押収したほか、台湾人2人と日本人1人
を現行犯逮捕した。その後の捜査を経て
12日までに逮捕された容疑者は計11人。

このうち4人が台湾人。現在も関連捜査
が続けられている。台湾と日本は2018年
末、密輸・密航対策での協力に向けた覚書
を締結。今回のケースでは同署が屏東地方
検察署に捜査を依頼するとともに情報を提
供、日本の海上保安庁などと合同捜査チー
ムを立ち上げて長期的な捜査を続けていた
という。覚書を交わして以降最大の協力案
件だった。

Dec.12 台日の捜査機関の協力で覚醒剤600キロ押収

オリックスの張奕（25）選手が台北市内
で記者会見を開いた。11月に開かれた国
際大会「プレミア12」での活躍で注目を浴
びたが、伸び悩んでいた事やシーズン途中
での外野手から投手への転向に触れ、「かな
りつらい一年だった」と明かした。張選手
は、いとこである読売巨人軍の陽岱鋼選手
の母校、福岡第一高に野球留学しその後日
本経済大を経て、2016年の育成ドラフト
で1位指名され、オリックスに入団した。
投手転向前は結果が出ず「クビという不安
も頭をよぎった」と吐露。コーチからの勧
めで、「最初は軽い気持ちで試しに投げてみ
ただけだった」と話し、妻や子供のために
も球団がくれたチャンスを生かそうと「投
球の研究を重ねた」と振り返った。2019
年5月に念願の支配下登録となり、同8月
にプロ初先発にして初勝利。プレミア12

では2試合に先発し13回2／3を無失点に
抑え、ベストナインに選ばれた。「プレミア
12は大きな自信になった」と振り返る張。
2020年は1軍で先発ローテ入りを目指す
と意気込んだ。

Dec.10 張奕選手～プレミア12で活躍も「つらい1年だった」

張奕選手
（写真提供：自由時報）

台湾・桃園を本拠地とする台湾のプロ
野球チーム「ラミゴモンキーズ」の名称
がこのほど「楽天モンキース」に改称し
た。2020年のシーズンより使用される。
2019年9月19日に IT 大手の楽天に球団
運営が譲渡された事に伴うもの。同時に
チームのチアガールも「楽天ガールズ」と
して変更される。関係者によると、2020
年のシーズン上半期に「楽天モンキーズ」
と日本プロ野球チーム「東北楽天ゴールデ
ンイーグルス」の間で双方のチア二人づつ、
約2週間交換する計画も予定しているとい
う。台湾と日本の球団の応援文化に親交を
深めるのか狙いとみられる。日本に派遣
されるのは羚小鹿さんと2019年新加入の

菲菲さん。「交換留学計画を聞いた時には
挑戦し甲斐がある」（小鹿さん）とし、「楽天
ガールズへのいい印象を日本の野球ファン
に持ってもらえたら」と期待している。

Dec.18 「楽天モンキーズ」に改称 で「楽天ガールズ」も相互応援で来日

日本統治時代に開場した台湾花蓮県の
ゴルフ場に残る築84年のクラブハウスが
このほど、同県の古跡に登録された。今後
は同県文化局により修復、保存される。ハ
ウスは1928年に開場した米崙ゴルフクラ
ブを前身とする県営ゴルフ場「花蓮ゴルフ
クラブ」内にある。同県政府によると、ハ
ウスは1935年に落成し、第2次世界大戦
時に旧日本軍の司令部として使用された。
戦前戦後を通じて使用され続けた台湾唯一
のゴルフ施設であり、30年代当時の台湾

東部におけるスポーツの発展や歴史を反映
している事が登録理由とみられる。登録を
県に働き掛けてきた葉柏強さんは「ハウス
の存在は世に知られず現在は暫定的な倉
庫」と説明。修復については、「保存状態は
概ねおおむね良好で難易度は高くない」と
し「本来の姿を取り戻す事ができれば台湾
の建築・スポーツ史上における貴重な財産
になるだろう」とし、修復後は「スポーツ
関連の博物館」と提案している。

日本統治時代のクラブハウスが古跡にDec.2

日本旅行業協会がこのほど発表した、
日本人が「年末年始に行く人気の旅行先」
に関する調査で、台湾が5年連続1位となっ
た。調査は2019年11月より12月22日
にかけて実施され、同協会の会員会社の経
営者及び旅行担当者を対象にアンケートを
取り、276社より回答を得た。旅行会社か

らは「台湾への渡航がこれからも増えると
思われる。便数の大幅増加も要因の一つ」

「温暖、近場のグアム、台湾が人気」「情勢
の悪い国を避け台湾、タイやオセアニアの
人気が高い」などのコメントが寄せられた。
2位以下は順にハワイ、タイ、シンガポー
ル、ベトナムが続いた。

日本人の年末年始旅行先に台湾が5年連続1位Dec.22

日本統治時代に設立された台湾初の公
立ハンセン病療養所を前身とする新北市新
荘区の「楽生療養院」旧院区の修理工事が
このほど開始された。対象は敷地内に残る
歴史的建築物6棟。また、2024年までに
全62棟の修復を目指す。これにより、文
化財やレクリエーション機能を持たせた複
合型の医療施設「国家ハンセン病医療人権
園区」として生まれ変わる見通し。なお同
院の前身は1930年に台湾総督府が設けた

「楽生院」。歴史的価値や入所者の人権問題
など認知度が向上したのは、台北メトロ車
両基地の建設予定地として白羽の矢が立っ
た1994年。その後、新院区の増設が進め
られ、2005年には隣接する桃園県亀山に
8階建ての新病棟が落成。旧院区に残る建
物は09年、台北県（現新北市）の歴史建築
に登録されている。

Dec.19 ハンセン病療養所の修復工事始まる

「楽生療養院」旧院区
（写真提供：中央社）

台湾外交部の欧江安報道官は、火災で焼
失した沖縄「首里城」の再建に向け、台湾
から550万円を寄付したと明らかにした。
台湾政府より350万円、現地の台湾華僑団
体より200万円をそれぞれ寄付した、とし

「微力ながら力になりたい」との立場を示し
た。欧報道官によると、台北駐日経済文化
代表処那覇分処の范振國処長は台湾外交部

の指示により、沖縄県の玉城デニー知事を
12月19日に訪問し、台湾政府を代表して
350万円の寄付金を贈呈した。琉球華僑総
会の張本光輝会長も同行し、台湾華僑界か
らとして200万円を手渡した。欧報道官は

「首里城の再建工事が順調に進み、かつて
の栄光を早く取り戻せるよう心から願って
いる」と見解を述べた。

Dec.23 首里城再建に台湾政府と華僑団体が550 万円寄付

台湾中部雲林県の台湾糖業虎尾製糖工
場でこのほど、今期の操業が始まった。日
本統治時代から残る「サトウキビ列車」の
運行が、100年以上の歴史を誇る工場で
2020年3月31日までお披露目される。同
工場の前身は1907年に設立された大日本
製糖虎尾製糖所。戦後、国民党政権に接収
され、台湾糖業の工場となった。現在、台
湾で操業が続けられている製糖工場は、同
工場と1905年創業の台南市にある善化工

場の2カ所。善化ではトラックでサトウキ
ビの輸送を行っているため「サトウキビ列
車」の現役は虎尾のみ。線路の全長は約16
キロで、工場と三か所の農場を結んでいる。
工場長を兼任する張西徳経理は「工場では
雲林や嘉義、彰化で栽培されるサトウキビ
を薄く茶色がかった「二砂糖」に加工。今
期は2万2500トンの生産を見込んでいる」
と話していた。

Dec.24 「サトウキビ列車」の今期の運行開始

台湾日本関係協会と日本台湾交流協会
は、双方の海洋協力について話し合う「台
日海洋協力対話」第4回会合を台湾台北市
で開催した。捜索救助協力や海洋の科学的
調査などに関して率直な意見交換が行われ
た。台湾外交部によると、中心的議題の一
つ「漁業分野」で、ウナギの稚魚の輸出入
透明化や漁船の違法操業取り締まり、釣魚
台列島（日本名＝尖閣諸島）周辺海域の漁
業秩序に関する「台日民間漁業取り決め」
の適用水域などが議論された。双方の主張
が対立する沖ノ鳥（日本名＝沖ノ鳥島）周
辺海域の操業ルールについては「双方の認
識にはまだ隔たりがある」としたが、引き
続き対話を続けることで一致したという。
台日海洋協力対話は2016年に東京で初会

合が開かれて以来、毎年台北と交互に開催。
2018年の第3回会合では海洋科学分野や
密輸・密航対策での協力に向けた2件の覚
書が交わされた。なお2020年は東京で行
われる。

台日海洋協力対話で議論Dec.2

台日海洋協力対話は台湾台北市で催した
（写真提供：中央社）

台湾の野球教室「ナイキ台湾高校野球エ
リート訓練キャンプ」がこのほど、台湾新北
市の新荘球場で4日間の日程を終えた。こ
のキャンプに7年連続で指導者として参加
した元メジャーリーガーの野茂英雄氏は「前
に比べ選手のレベルが大きく上がった」と称
賛した。また、特に印象に残った選手とし
て、台湾高雄市の三民高校のエース、張弘
稜（18）を挙げ、「飛躍的な進歩が見られ将来
が楽しみだ」と期待感も示した。張さんは身
長188センチ体重68キロと細身の右腕。最
速148キロの直球を武器にカーブやスライ
ダー、フォークなどの多彩な変化球を持つ。
将来は海外挑戦を目指している。なお今年
は U18ワールドカップ（W 杯）代表の陳
柏毓投手など、球界の未来を背負う球児約

40人が集まった。コーチ陣には野茂氏のほ
か、巨人の陽岱鋼外野手や初の台湾人大リー
ガー、陳金鋒氏（元ドジャースなど）らも加
わって行われた。

Dec.6 台湾野球教室で野茂氏が称賛

野茂英雄氏
( 写真提供：NIKE、中央社 )

Dec.16
台湾のスマートフォン大手の宏達国際

電子（HTC）はこのほど、人員削減を実施
した事を明らかにした。解雇人数や対象
部門についてはコメント控えたが、人員
削減については「VR（仮想現実）デバイス

（VIVE）とスマホ事業の発展のため」とし
た。関係筋によると、現行の同社の従業員
数は約3000人で、2018年7月には、製
造部門の従業員1500人の解雇を発表して
いる。なお同社の2019年第3四半期の連
結決算は、最終損益が23億6000万台湾
元（約85億6000万円）で、四半期連続の
赤字となっている。

HTC が人員削減実施も人数は明かさず

HTCが四半期連続の赤字となっている
（写真提供：自由時報）

東北楽天ゴールデンイーグルスへの“交換留学”
が決まったリン・シャオルー（右）とフェイフェイ

（写真提供：中央社）

台湾交通部観光局は、日本向けの観光
PR 映像2本を2019年12月に公開した。
訪台日本人は今年初めて年間200万人を突
破した。新記録を継続させるため、新たに
映像を制作したもの。担当者は「日本人観
光客の台湾に対する関心を継続させられれ
ば」と狙いを話した。公開されたのは「台湾
シンドローム編」と「台湾熱い温度編」。台
湾好きの日本人に起こっている現象を「台
湾シンドローム」と名付け、ニュース風の
映像で紹介。一方、温度編は、台湾に旅行
に来た日本人女性が街で台湾の人々の情熱
に触れるというストーリー。台湾の安全を
アピールしている。なお映像は観光局の公
式ユーチューブチャンネルで公開されてい
る。

Dec.19 日本向け PR 映像で関心継続狙う

台湾の人情の厚さを伝える「台湾熱い温度編」
（観光局 YouTube から）

１年間の台湾インターンシップ生受入企業募集中
グローバル化に対応した台湾人の人材を活用しませんか？

お問い合わせ先

info@taiwannews.jpinfo@taiwannews.jp
〒171-0021東京都豊島区西池袋4-19-4〒171-0021東京都豊島区西池袋4-19-403-5917-0045

03-5917-0047

近年日本ではインバウンド事業が盛んとなり、グローバル化により外国人人材の需要が求められています。台湾には、将来性ある優秀な台湾学生が多く、その人材を活
用する事で、グローバル化する日本社会に対応する事ができます。
臺灣新聞社では、台湾のインターンシップ生を必要とする企業様を募集し、グロ
ーバル人材の活用をサポートします。契約期限は1年間ですが、その後正社員
雇用も可能です。詳細は下記までお問い合わせ下さい。

※社宅など不動産の協力が必要の場合、バックアップさせて頂きます。
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　日台で同時発売された本書は、東山ワールドの到
達点として、台湾の紋身街を舞台に描く。ともすれ
ばアウトロー的な生き方が蔓延するこの場所を「黒
い白猫」「神様が行方不明」「骨の詩」「あとは跳ぶだ
け」「天使と氷砂糖」「小さな場所」と六つを表題に
執筆している。
　主人公を少年に、その少年が見つめる台湾の原
風景を、「紋身街は世界中のどの街にも一本はある、
細くて小汚い、猥雑な通り」と表すが、一方で「大
人たちは狡くていけしゃあしゃあと嘘をつくけど、大
切なことも教えてくれる」と、読み進めると不思議と

東山ワールドに引き込まれて行く。
　さらに、文中に「紋身街なんぞくそみてえな場所さ」
お客さんにお茶とお釣りを手渡しながら、阿華はぼ
くの目をまっすぐ見て言った。「いいか、小武、おま
えんちの飯は美味いし、おまえの両親もいい人たち
だ。でもな、こんなところで終わっちまうような生き
方だけはするな」と表する場面は、本書の意図すべ
き象徴でもある。不思議な大人たちに囲まれて「ぼく」
はそこで生きる、それが切なくも沁み入る。連作集
でもある。

著者：東山彰良
発行：文藝春秋
体裁：A5変形 総234頁
定価：1500円＋税

台湾新聞２73号 読者プレゼント
台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で1名様に本書「小さな場
所」をプレゼント致します！応募方法は、ハガキに応募券の切り

抜きを貼り付け、お名前、ご住所、お電話番号及び台湾新聞へのご意見ご感想を明記のうえ、台
湾新聞編集部までお送りください。当選のご連絡は発送をもって代えさせて頂きます（1月中に発
送予定）。締切り：1月15日（消印有効）
株式会社臺灣新聞社編集部　〒171-0021東京都豊島区西池袋4-19-4 / tel:03-5917-0045

読者プレゼント企画

小さな場所

場所：台湾文化センター
時間：2019/12/19~2020/02/18
主催：台湾文化センター

（東京）【写真展】めくるめく台湾展
場所： HAKUJU HALL
時間：1/21
主催：NSO 國家交響樂團

（東京）國家交響樂團室內樂音樂會

場所：日本大道院純陽宮
時間：1/1~1/3
主催：日本大道院純陽宮

（千葉）日本大道院純陽宮新年法
場所：JR 博多シティ会議室
時間：2/17
主催：経済部投資業務処

（東京）Nano Tech2020 國際奈米科技展

場所：渋谷ヒカリエ 8 階
時間：1/18~1/28
主催：國家發展委員會

（東京）2020 台灣地方創生展
場所：ソラリア西鉄ホテル
時間：2/26
主催：台湾経済部国際貿易局、台湾貿易センター

( 福岡 ) 「台北＆高雄国際食品見本市セミナー」開催のご案内

場所：豐島區民中心
時間： 1/4

場所：幕張メッセ
時間：1/20
主催：ライフスタイル総合 EXPO 事務局

( 東京 ) 台湾企業が国際フラワー & プランツ EXPO に出展
場所：ホテル日航大阪
時間：3/26
主催：台湾経済部国際貿易局、台湾貿易センター

( 大阪 ) 2020 年台湾ファスナー産業商談会 （東京）燃燈禪師東京一日禪修暨佛法開示

場所：コレド室町テラス 2 階 誠品生活日本橋 FORUM
時間：1/7

（東京）『ナウシカ考』刊行記念トーク：手強い
マンガ、宮崎駿『風の谷のナウシカ』を語る 場所：台湾文化センター

時間：2019/12/19 ～ 2020/2/18
主催：台湾文化センター

( 福岡 ) 「台湾キャリアセミナー」開催のご案内

場所：神奈川縣民ホ - ル、大ホ - ル
時間：1/28
主催：僑委會 中華民國留日大阪中華總會

場所：ローズホテル横浜
時間：1/22
主催：橫濱華僑總會

場所：大阪中華學校
時間：1/20
主催：中華民國留日大阪中華總會

場所：東京中華學校體育館
時間：1/19
主催：東京中華學校校友會

（大阪）109 年春節文化訪問團亞洲地區巡迴
訪演大阪場 場所：上野恩賜公園・噴水広場

時間：6/18 ～ 6/21
主催：一般社団法人台湾を愛する会、台湾
フェスティバル ™ 実行委員会

（東京）台湾フェスティバル ™TOKYO2020

（橫濱）橫濱華僑總會新年會

場所：佛光山法水寺
時間：5/16 ～ 6/13
主催：佛光山法水寺

（東京）佛光山法水寺牡丹文化祭

（大阪）大阪春節祭 2020

場所：横浜赤レンガ
時間：3/18 ～ 3/22
主催：台湾祭実行委員会

（橫濱）台湾祭 in 横浜赤レンガ 2020

（東京）109 年春節聯歡活動

場所：神奈川縣民ホ - ル、大ホ - ル
時間：1/30
主催：僑委會 橫濱台灣商會

（東京）109 年春節文化訪問團亞洲地
區巡迴訪演橫濱場

全 日 本 台 湾 祭 り ＆ 華 僑
イ ベ ン ト ス ケ ジ ュ ー ル文 化 講 座 · 展 覽 活 動 資 訊 Info rma t i o n



2020年1月1日発行（毎月第1月曜日発行）No:273

交換禮物活動

橫濱靜岡僑界急難救助協會同 (11) 日

召開理監事會議場景

張處長與橫濱靜岡僑界急難救助協會會長

林隆裕 (左前4) 及理監事等人合影

10　綜合

【東京／採訪報導】台灣文化中心、台灣觀

光局（台灣觀光協會）於十二月十八日在台

灣文化中心舉辦台灣寫真展，以「燈會、小

鎮、鐵道」為主題，展出多張台灣風景和文

化相關照片，今年第兩百萬位赴台的日本旅

客溝口綾子也特別出席開幕茶會，分享去台

灣旅遊的感想。

　駐日代表謝長廷也出席開幕茶會，他表

示，台日人員往來密切，現在一年700萬

人，其中訪台的日本人今年首度達到200萬

人以上，希望能把這樣的友好關係傳承給下

一代，這是駐日代表處的使命。明年東京

奧運將舉辦，接受台灣選手集訓的招待城

有24個城鎮，是全世界最多的，屆時台灣

將舉辦多項體育、文化等活動，希望讓更

多日本人了解台灣，也希望更多日本人訪

台。

　謝代表也說，現在台灣不但是日本年末

年始假期旅遊的第一名，也是黃金週假期

第一名，我相信未來五年日本人去台灣觀

光人數的增加數度會很快，這次主要是介

紹我們台灣文化的多樣性、台灣的生活文

化等等，且佈置的非常台灣，是由我們專

業的藝術大學博士生設計的，把台灣每個

景點用日本傳統的畫軸呈現出來。

　日台觀光促進協會副理事長古澤徹表

示，根據統計，日本人年終年初出國觀光

最想去的，台灣是第一名。還有調查顯

示，一整年日本人最想去的海外旅遊地，

台灣也是名列前茅。日本高中海外進行

修學旅行（教育旅行），台灣也是位居第

一，我認為這都是現場各位以及台灣的政

府努力的成果。

　古澤徹也說，這十幾年來做這工作，每

年都去台灣，在台灣看到的風景、遇到的

人，以及烙印在腦海裡的風景、大自然，

在回來之後看到照片時，當時的風的聲

音、與人聊天的情況、美食的味道、鐵路

的聲響等都會再度憶起，照片真的是很好

的東西，是一個很大的文化支柱。

　今年訪台第200萬人次住在宮崎縣的溝

口綾子以特別佳賓身份受邀出席，她受訪

時表示，成為今年第200萬名訪台的日本

人倍感驚喜，行前看了有關台灣的書籍，

看到書中的照片很漂亮，所以特地去台

灣。她覺得台灣人很友善、美食也多，下

次如果去台灣的話想去台南玩。她也透露

這次去台灣對龍山寺印象很深刻，因為要

笑說擲筊要擲出聖筊相當難。

　展場上還播放了一支以模仿電視新聞的

台灣觀光宣傳片，影片中的主播播報說日

本可能有「台灣症候群」，症狀包括對珍

珠奶茶愛不釋手，什麼都要加珍珠、，以

及不管在哪都可以坐下來看書、無意識的

使用身體語言等。

　台灣寫真展於2019年12月19日至2020年

2月18日展出，展期中每天到訪的前20名

參觀者，都有機會獲得主辦單位提供的小

贈品（12月-喔熊行李吊牌、1月-手機立

架原子筆、2月-台灣窗花杯墊），於寒冷

的冬天藉由台灣燈會與小鎮美景的呈現，

將台灣的溫暖傳遞到觀賞者的心中，也祝

福即將到來的日本正月、台灣春節及元

宵，都將有更好地延續發展。

【橫濱／採訪報導】日台經濟文化交流協會

於十二月二日在橫濱蒙特利飯店舉行忘年

會，同時也報告今年日台經濟文化交流協會

專程組團，赴台參訪台北、高雄、金門等

地，而明年協會也將迎接成立十周年，會長

上村直子也自我期許，要持續為台日之間的

交流努力。

　橫濱辦事處處長張淑玲、貿協東京事務所

主任陳英顯、橫濱華僑總會會長張儀、橫濱

台灣同鄉會會長余玉隆等當地僑領、友台人

士、留學生參與，會中特別報告同時台經濟

文化交流協會專程組團訪台，除了台北、高

雄外，今年還首次參訪金門，戰地的風景都

讓大家留下深刻印象。忘年會也安排魔術演

出和抽獎活動，讓氣氛變得熱鬧滾滾。

　處長張淑玲致詞時肯定日台經濟文化交

流協會為台日關係的貢獻，並向在場眾人

宣傳身上穿著的Taiwan Can HelpT恤，她表

【東京／採訪報導】台灣科學技術協會於

十二月七日在水道橋舉行「２０１９年度冬

季演講・會員大會」邀請富士通的王貞翊，

以及ULVAC-PHI的張薰勻進行專題演講，

不僅討論非常熱烈，還特別在會員大會後舉

行交換禮物活動，為今年的冬季演講暨會員

大會添增不一樣的氣氛。

　理事長黃野銀介表示，就每年的經驗來

看，冬季演講會因為時間接近年底，大家工

作上比較忙碌，出席的人會比較少，因此很

感謝大家這次撥空出席，另外也順利於今年

十一月舉行中日工程技術研討會，很感謝大

【東京／採訪報導】為延續台語文化之美，

日本台灣語言文化協會於十二月十四日舉辦

歲暮總會暨研修會，分別邀請兩位在日教授

分享千字文及台語兩千年的變遷，代表處教

育組長黃冠超也受邀出席參加，期望台灣語

【東京／採訪報導】國際傑人會日本總會

與東京分會於十二月二十一日在東京舉行

理事會暨忘年會，現任總會長清瀨行道是

於2019年九月接任，他表示傑人會還能繼

續多為社會做貢獻，未來也將會與地方合

作協助舉辦活動，忘年會的最後還舉辦交

換禮物炒熱氣氛。

　總會長清瀨行道表示，自從他接任以

來，發現傑人會的活動比較少，秉持著傑

人會的精神，就應該要為社會做出貢獻，

他點出像是在日本捐血風氣不如台灣，血

庫一直鬧血荒，因此他特別鼓勵年輕人多

多捐血，不僅能幫助別人，也對自己的身

【橫濱／綜合報導】橫濱辦事處長張淑玲於

十二月十一日邀請橫濱靜岡僑界急難救助協

會會長林隆裕及理監事與會餐敘，橫濱華僑

總會、橫濱台灣同鄉會等相關團體皆出席參

加，張淑玲除感謝橫濱靜岡急難救助協會遇

緊急事件時提供完善救助，也呼籲各僑會支

持台灣加入CPTPP等國際組織。

　張淑玲致詞時感謝橫濱靜岡僑界急難救助

協會長林隆裕及其他理監事一年前率建構僑

界急難救助協會，多次積極協助國人不幸過

世或住院等急難救助善後處理，且共同致力

於協助旅日國人及僑民、留學生遇急難事件

時提供即時且必要的關懷與協助。

　張淑玲也感謝各僑會支持政府、服務僑

示，現在全世界共同都面臨到氣候變化的

問題，但在這當中台灣能提供協助，為地

球盡一份力，以及也希望大家能支持台灣

參加CPTPP，並促進台日之間經濟、產業、

文化等交流。

　日台經濟文化交流協會自2010年創立以

來，明年將迎接成立十周年，會長上村直

子表示，在前陣子赴台拜會台日經濟文化

協會，當時該協會名譽會長鄭祺耀說台灣

人和日本人的心是一樣的，讓她感到很高

興，從今以後會台灣和日本繼續努力，也

請大家給予支持。

　今年日台經濟文化交流協會也邀請五位

留學生參與，上村會長於受訪時表示，每

年都會邀請留學生參加，今年多虧會員高

橋友梨香介紹，讓留學生有和大家交流的

機會，而台灣的留學生也都很優異，希望

未來都能成為台日交流的推手之一。

家的用心配合，讓任務能夠圓滿達成，也

希望未來台灣科學技術協會做得更好。

　代表處科技組組長陳俊榮也參加這次的

演講會，他表示，這次台灣科學技術協會

帶了不少日本專家赴台分享經驗，相信對

台灣的科學進步和工程發展有深遠的影

響，而台科會每次的演講內容都很精采，

希望台科會能在日本發揚光大，團結旅日

的台灣科學人，建立互相通訊的網絡，壯

大台灣在日的實力。

　王貞翊這次以「數位化技術與服務的願

景　以人為本的智能化社會」為題進行演

言的文化能持續傳承下去。

  二松學舍大學名譽教授張明輝發表「千字

文」時指出，千字文就像古代詩人作的詩，

四字一句、有對仗、平仄，特別的是第一句

和第二句沒有連貫性，張明輝也在現場示範

講，談論到目前因為數位時代的來臨，

萬事都被數位化，許多產業都開始進行

數位化轉型，也提到數位化可能帶來的

隱私、道德等問題，並分析數位化發展

的未來，包括以人為本，為可持續發展

目標做出貢獻。

　張薰勻則以ULVAC-PHI的超高真空化

學表面分析技術為題，分享包括分析的

儀器、方法、技術等資訊，像是半導體

晶片表面檢測等都是利用這項技術，並

可以清楚了解到分子結構，王貞翊也分

享像是寶特瓶、頭髮、保鮮膜等不同類

型物品的檢測結果。

　演講完後的問答時間，大家都很踴躍

提出問題和看法，並非常熱烈地討論，

演講會結束後接著就是懇親會和會員大

會，這次的會員大會除了說明往後會費

將開放使用匯款外，也特別舉行交換禮

物，台灣科學技術協會也特別準備舉辦

抽獎，讓活動變得十分熱鬧。

以一句北京話、一句台灣話吟誦千字文，

讓現場聽眾比較兩者不一樣之處，他也提

到日本其實也有千字文，從中國流傳到日

本時已有千年以上的歷史，而日本的千字

文則逐漸發展成「書道」。

  前富士大學教授郭安三則向聽眾分享台

語兩千年的變化及沿革，郭安三指出台灣

的本土語言在歷史上經過多重變遷，一開

始來自黃河流域的河洛話，後來在環境影

響下形成泉漳片，接著演化過後逐漸成為

現在的台語，郭安三也講述台灣過去歷

史，並教導聽眾這些發音是從何而來。

  日本台灣語言文化協會研修會長蔡柱國

提到，現今社會的台灣年輕人多半不會說

台語，但這是台灣的本土語言，身為會長

就要負起延續台灣語言的責任，透過研修

會，大家一起討論分享，希望能夠將台灣

本土語言的美持續傳承到下一代。

  會後聽眾也不斷向講者提問，並相互探

討台語文化，也指出若是千字文用台灣話

表示時可以分出名詞、動詞等詞性及含

意，用北京話時則無法分辨出，也有聽眾

透露，沒有教授的指導，看到這些詞語

時，要用台語完整表達是非常困難的，而

整場研討會都是用台語發表，期望台語文

化的美可以一直延續下去。

體有很多好處，他自己也有捐血的習慣。

　清瀨會長提到，明年也有計畫跟一些地

方的區役所、機構合作，協助他們舉辦活

動等，除了同樣為社會服務外，也因為目

前傑人會還無法自行完整的規劃和舉辦活

動，所以選擇跟其他單位合作。

　活動中除了準備美食佳餚，讓大家能邊

品嘗邊閒談，促進彼此之間的感情，國際

傑人會日本總會也特別應景即將到來的聖

誕節，安排交換禮物活動，每個人都準備

千元以內的禮物互換，驚喜的氣氛讓現場

又變得更加熱鬧。

社、凝聚僑心，同時向大家說明橫濱辦事

處正積極向轄內國會議員、官公廳、議

會、議連及其他親善團體，呼籲並支持台

灣爭取加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進展

協定)及參與聯合國SDGs(永續發展目標)、

ICAO(國際民用航空組織)、UNFCCC(聯合

國氣候變遷綱要公約)等國際組織，林隆裕

也表示將全力支持。

　橫濱靜岡僑界急難救助協會會長林隆裕

也另外向處長張淑玲簡報該會運作及分

工，並感謝橫濱辦事處對該會成立至今的

熱心輔導與協助，今後將持續呼籲橫濱、

靜岡地區僑團或慈善團體積極加入，擴大

組織，配合政府全力協助處理國人急難救

助的工作。

台 科 會 講 座 暨 會 員 大 會
分 享 數 位 化 與 分 析 技 術

日本台灣語言文化協會研修會
傳承台語之美

▼開幕茶會紀念合影

日台經濟文化交流協會忘年會
持續促進雙邊交流

▼演講暨會員大會紀念合影

▼代表處教育組長黃冠超與日本台灣語言文化協會研修會長蔡柱國及講者與聽眾合影

▼忘年會紀念合影

台 灣 寫 真 展
燈 會 小 鎮 鐵 道 東 京 再 現

▲忘年會乾杯儀式

國際傑人會日本總會理事會暨忘年會

盼為社會做更多貢獻

橫濱靜岡僑界急難救助協會
籲支持參與國際組織
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【東京／採訪報導】國建會日本聯誼會於

十二月一日在池袋東明飯店舉辦冬季演講會

暨懇親會，這次邀請到劉得寬律師演講，以

「民法與社會生活」為主題進行演講，說明

日本這次修改民法後，新增或修改的法條與

生活較相關的法條，同時會長丁鴻田也發表

首次出版的報告書，內容記錄四個學人會報

告。

　會長丁鴻田表示，國建會、留日大學教師

聯誼會、中國語文學會、台灣語言文化協會

每年都會舉辦數次的演講會和學術研討會，

內容涵蓋各領域，但一直都是聽完就結束，

很可惜都沒留下紀錄，為此四個會商討從兩

年前開始，每兩年輪流出版報告書，創刊號

由國建會負責，收集了二十四篇、六十六

頁原稿，涵蓋理工、教育、生物科技、語

言和文化等。

　丁會長也提到，出版的報告書很有意

義，值得大家參考，並希望能夠持續每兩

年出版一次，另外從他擔任會長以來，已

經招收十六位會員，這屆也會繼續擴大招

募會員，讓國建會更加蓬勃發展，也希望

大家能夠積極參與活動。代表處教育組秘

書黃聖明也出席共襄盛舉，他於致詞時提

醒最近溫度持續下降，在打拼之餘也要顧

好自己的身體健康。

　劉得寬於演講時提到，日本民法於1896

年制訂，至今已有120多年的歷史，原有的

法規難免與社會脫節或不足應用，為此

日本於2017年五月通過「部份民法修正法

案」，將於明年四月開始實施，其中對

於消滅時效的修改全統一為五年，以及

以個人身份擔任中小企業融資貸款的保

證人要提出證明。

　另外在這次修法中，債權部份也修

改不少，劉得寬也舉出像是遺囑的撰寫

和保管、對配偶間贈與居住不動產的優

遇措施、配偶的居住權等，特別是特別

寄與制度，能保障生前提供療養和看護

的繼承人能獲得遺產。演講會後也開放

問答，不少人都利用這次機會請教劉得

寬，讓現場討論的氣氛非常熱絡。

▼紀念合影

【東京／綜合報導】留日大學教師聯誼會、

國建會日本聯誼會、中國語文學會、台湾語

言文化協會等留日四學人團體，為了增廣見

識及台日會員懇親交流，經過詹秀娟、丁鴻

田、林佩芬及蔡柱國等四位會長的協議，組

成「2019年留日四學人團体聯合研修會」，

一共24人，前往長野研修。

　這次活動是委託シティトラベルサ‐ビ

ス（株）(社長陳乃華) 籌畫，原預訂十月

十二、十三日舉辦，但由於19號強烈颱風影

響，延期至十一月二十三、二十四日舉辦。

　第一天的行程參觀以難攻不落而成名的上

田市名城上田城，以及參拜具有1400年歴史

的國寶信州善光寺，而雄偉的建築加以阿彌

陀如來佛，獲廣泛民衆的信仰，深入民心。

擁有如此悠久歷史的善光寺被指定為國寶，

據說“一光三尊阿彌陀如来”是日本最古

老的佛像。

　隨後抵達住宿的安曇野的溫泉旅館，進行

此次研修會主要目的的專題演講。忠地先生

説明了松本市的現狀，優點、弱點、威脅點

及將來的機會，其中外國觀光客裡，以台灣

居首（12％）約25000人／宿，但不曾因

為文化差異而産生不愉快事，很値得讓訪

團感到驕傲。會中的討論極熱烈，甚至晚

宴用餐時也在討論，顯示會員的關心。

　第二天則參觀信州石井味噌工場，「信

州味噌」聞名全國，介紹製法發酵的異

同，分有三年紅味噌及白味噌。賞味期間

也因品牌酵母不同而異。第二站則前往百

年歷史的「大王わさび農場」，是利用北

阿爾卑斯山的雪水，種植日本産量第一的

山葵，並附售有各種各様的山葵食品，這

裡還留有黑澤明導演拍攝電影時的水車小

屋。

　第三站則參觀日本國寶級的松本城。松

本城與日本現存最古老的五重天守風格一

致的環境景觀，充滿了歷史、文化和審美

的價值。觀光客為了目睹天守閣內的壯觀

大排長龍。回途路上與往年一樣，一路上

在巴士上歌唱大賽，唱得欲罷不能。最後

在離別歌聲中畫下完滿句點，結束了極富

教育性的研修旅行。

【東京／採訪報導】為了感謝老師一年來為

學生的教導及付出，東京中華學校十二月二

日舉辦忘年會，讓老師們能藉此機會放鬆、

交流聯歡，為新的一年再繼續努力，副代表

張仁久、僑務組長王東生及關東各僑領皆出

席並提供多樣獎品勉勵老師，校長劉劍城也

盼望東京中華學校能維持既有良好水準，好

的成果持續到永遠。

  副代表張仁久表示自己的子女也是就讀東

京中華學校，現在出社會做個堂堂正正的

人，這些都歸功於在場老師的教學有成，他

也感謝老師們傳承中華文化，培養國家棟

樑，更誇讚東京中華學校能有今天都是校長

及老師們努力且默默付出才有的成果，今年

正逢創校90週年，張仁久也期許東京中華學

校能繼續邁向150週年，繼續為社會培育人

才，肩負起時代的重擔。

  東京中華學校校長劉劍城今年已任職第14

年，他談到，因為老師教學認真讓學生們的

升學率愈來愈好，希望這樣的成果能持續到

【東京／採訪報導】國際佛光會東京協會於
十二月八日在東京佛光山寺如來殿舉辦會員
大會暨歲末聯誼會，僑務組副組長文君妃、
板橋區議員長瀨達也及其他佛光人皆出席參
加，除會務報告還有多項表演及抽獎，東京
協會長柳田祐佳表示由於會員多為高齡者，
期盼在明年能多加著重關懷他們並給予更安
定的生活。
　僑務組副組長文君妃致詞時首先感謝佛光
會多次給予代表處做緊急救難的協助，她也
希望各位能秉持四大宗旨，以教育培養人
才、以文化弘揚佛法、以慈善福利社會、以
共修淨化心靈，文君妃表示台灣最美的就是
人，台灣人的溫情更是被全世界稱讚，期望
藉由佛法進行台日間的宗教文化交流，散播
台灣慈善關懷的精神。

　國際佛光會東京協會長柳田祐佳則表示，
佛光會為社會的安寧與和平的付出與貢獻得
到聯合國教科文組織的肯定是對所有佛光人
的榮耀，她也指出今年的大會主題是信仰與
傳承，尤其台日屬於高齡化社會，讓大家相
聚集思廣益探討如何進一步將佛教繼續傳承
下去，並關懷年長者，期望能給予高齡會員
生活上困境的協助。
　大會期間除會務報告，聯誼會上也進行歌
唱、舞蹈及話劇等多項表演，其中抽獎的獎
品有機票、平板電腦等大獎，獎項豐富幾乎
人人有獎，藉由表演節目傳遞佛法，秉持文
化、教育、慈善與共修四大宗旨，持續造福
社會，大會也在全體佛光人演唱「四海都有
佛光人」之下圓滿結束。

永遠，並維持學校既有的良好水準。

  出席的各僑領不但給予老師們最大的肯

定，也提供多項獎品，讓抽獎活動熱鬧不

已，幾乎人人有獎，但最重要的還是感謝老

師們平時辛勤的付出，藉由忘年會好好放

鬆，為明年的教學儲備動力，期盼東京中華

學校的辦學能夠愈來愈好，教導出更多優秀

的學子，培育出社會菁英。

留日四 學 人 團 體 聯 合 主 辦
「 長 野 一 泊 研 修 會 」

國 建 會 冬 季 大 會
劉 得 寬 講 解 日 本 新 修 民 法

▼橫濱中華學院忘年會合影

【橫濱／採訪報導】橫濱中華學院於十二月

十六日在橫濱大飯店舉行忘年會，橫濱辦事

處長張淑玲、代表處多位部門組長與關東僑

領皆專程出席參加，忘年會尾聲還有抽獎、

餘興節目等活動，校長馮彥國除感謝政府及

各僑領對僑校改建案的大力支持與關心外，

也肯定老師這一年來辛勤的付出。

　橫濱辦事處長張淑玲致詞時對在座老師表

達感謝之意，因為老師努力的付出讓橫濱中

華學院學生的表現都很優秀，無論就學還是

成績都受到外界的讚揚，而這股力量成為鞏

固僑社、凝聚僑心，成為海外僑學教育的一

股力量，張淑玲也提到建校123年，新的校

園即將落成，很慶幸自己在橫濱，能與大家

一起見證這歷史性的一刻。

　橫濱中華學院校長馮彥國在忘年會時向大

家報告校園重建運作一切順利，也藉機對老

師表達感謝，因為建校期間造成的諸多不

便，老師們仍同心協力且認真教學，對學生

的付出更是無庸置疑，馮彥國也說明年將是

個充滿挑戰的一年，期許能在教育上紮根並

讓僑校的教育走向更好。

　忘年會期間也舉辦抽獎活動，各僑領皆

提供獎金、獎品，勉勵老師平日教學的辛

勞，並給予支持與鼓勵，幾乎人人有獎，

尾聲還有餘興節目表演，代表處經濟組長

周立以口琴吹出台灣歌曲《月亮代表我的

心》，感謝老師平日辛勤的教導學生，現

場老師也跟著拍手齊唱，氣氛熱烈，忘年

會也在全體合影下畫上完美句點。

眾人品嘗信州蕎麥麵

▼訪團在松本城前留下團體紀念照

橫濱中華學院校長馮彥國致詞

橫濱辦事處長張淑玲致詞

▼東京中華學校忘年會副代表張仁久、

僑務組長王東生及各僑領皆出席

副代表張仁久頒發獎品給老師

小朋友舞蹈表演國際佛光會東京協會長柳田祐佳

東 京 國 際 佛 光  
會 員 大 會 暨 歲 末 聯 誼  
明 年 著 重 關 懷 高 齡 會 員

橫 濱 中 華 學 院 忘 年 會  
肯 定 老 師 辛 勞

東 京 中 華 學 校 忘 年 會
盼 維 持 既 有 良 好 水 準

東京國際佛光會員大會暨歲末聯誼合影
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▼李世丙處長參加關西地區台灣留學生會忘年會

▼李世丙處長頒發聘書給僑務顧問和僑務促進委員

【大阪／採訪報導】駐大阪辦事處十二月

十三日於大東洋餐廳舉行關西僑界歲末感恩

餐會，感謝關西僑胞2019年對僑務工作的支

持。會中頒發僑務委員會委員長吳新興致贈

給關西僑領的感謝狀，以及頒發聘書給關西

地區僑務顧問以及僑務促進委員。

　處長李世丙致詞表示，感謝關西僑胞對僑

務工作的大力協助，今年台日雙邊的觀光及

交流人次創歷史新高，達到六百五十萬人

次；另外關西地區也在今年正式成立急難救

助協會，這些都歸功於僑胞的大力支持，希

望明年能夠再接再厲，擴大台日交流，增進

兩國友好關係。

　回顧2019年，駐大阪辦事處走過2018年9

月前處長蘇啟誠的不幸事件，該事件喚醒了

國人及政府單位對防治假新聞的重視；自

【大阪／採訪報導】關西地區台灣留學生

會聯合忘年會於12月14日假大東洋餐廳舉

行，計有京阪神地區各大學的台灣留學生、

僑界、台日親善團體代表等近200人歡聚一

堂，場面十分熱鬧。

　大會在全體合唱台日兩國國歌後，由關西

地區台灣留學生會會長蔡佳妏上台感謝駐大

阪辦事處，以及僑界和各校友會臺日親善團

體對台灣留學生會的支持，期待透過忘年會

的活動讓留學生與各界之間的交流更密切，

進而對台日的交流作出貢獻。

　駐大阪辦事處處長李世丙致詞時，鼓勵同

學朝人生的目標規劃勇往邁進，留學期間即

使面對困難和挫折也要努力克服，盡可能充

實留學生生活，更重要是注意身體健康和安

【大阪／採訪報導】三位關西台僑林美里、林

伊曼、陸橋京子(林美照)十一月三日榮獲日本

三大皇家獎之一「東久彌宮文化褒賞」，並獲

頒獎狀和勳章。該獎的特色是頒給社會各角落

對文化領域的發展和進步做出持續貢獻的人，

在日本有「大眾諾貝爾獎」之稱， 這次有三

人同時獲獎，顯示台灣僑胞對日本社會的文化

貢獻獲得重視和肯定。

　「ＮＰＯ一般社團法人日本國際健康美容教

育協會」理事長林美里長年致力於日本與台

灣、東南亞各國的跨國健康美容文化交流及教

育活動，今年四月她成為第一位「東久彌宮紀

念賞」的台灣人，十一月又接連獲得「東久彌

宮文化褒賞」 的榮譽。林美里表示獲獎最大

的意義是，可以讓台灣僑胞的努力和成就被日

本社會看見，而且有機會和其他各領域的得獎

者進行交流。

　「東久彌宮紀念會」幹事長岩田元吉非常肯

定及重視台灣僑胞對日本社會的貢獻，主動提

議設立該獎的台灣支部，引薦台灣各領域的優

秀人才。這次在林美里的推薦下，林伊曼和陸

橋京子(林美照)兩位台僑順利通過書面審核及

面試獲獎，未來岩田幹事長樂見有更多日本國

內及海外的台灣優秀人才獲得這個獎項。

　第二位獲獎者是佳萊有限公司及KINGLEX

有限公司負責人林伊曼，林伊曼不僅經營事業

去年11月李世丙處長上任以來，重新整頓

再出發，在駐大阪辦事處全體同仁及各界

僑胞的攜手努力下，順利開展台日交流工

作。

例如9月在富山市盛大舉行「台日交流高峰

會」，有來自日本各地及台灣共約320多位

地方議員參加，成功促進台日兩國地方議

員交流。

　緊接著在10月3日駐大阪辦事處成功促成

經濟部的台日產業合作推動辦公室(TJPO)

與大阪府商工勞動部簽署產業合作備忘

錄(MOU)，內容是促進台日雙方在生技、

AIoT及金屬加工等產業的深化交流合作。

　此外，今年關西地區與台灣之間簽署了

三處友好城市，包括今年1月花蓮縣吉安鄉

與德島縣德島市簽署友好交流協定書，3月

全，期許將來擔任台日交流的橋樑。

　大阪中華總會會長洪勝信主持乾杯儀式

時表示，關西台灣留學生一年一度的忘年

餐會已經有約五十年歷史， 最初從他的父

親那一代在年末招待留學生吃飯開始，然

後人數漸漸擴大，並感謝各界的支持，持

續到今天。他鼓勵留學生除了學業上取得

好成績外，也要廣交朋友，建立與日本的

友誼，將來對台日交流作出貢獻

　在大阪大學環境能源工學科三年級就讀

的陳泰山同學接受採訪表示，赴日之前他

想像日本是一個貧富格差相當大的國家，

但是實際體驗後，他認為日本社會相對公

平，只要很努力，就會有收穫。留學生生

活讓他體會到時間管理的重要性，如何合

有成，也熱心參與社會公益活動，如擔任世

華關西分會副會長等。近年她致力於開發對

健康和美容有益的高科技產品，例如健康內

衣、圍巾等。她表示得獎的最大意義是讓更

多人看見台灣，她希望未來結合更多海內外

優秀台灣人才，為社會做出更多貢獻。

　第三位獲獎者陸橋京子(林美照)曾任大阪

中華總會婦女會會長，目前擔任世華關西分

會顧問。近來她致力於以心經為主題的水墨

畫創作，獲得日本美術界很高評價，多次獲

選參展京都藝術祭國際交流展綜合展。林

美照也熱心參與日台美術界的搭橋交流活

動，並期許自己成為日本、台灣和中國之間

的文化橋樑。

台北市與和歌山市續簽交流促進備忘

錄，7月台北市士林區與富山縣射水市

簽署友好合作協定等，可謂成果豐碩。

　感恩會中李處長也代表僑務委員會委

員長吳新興頒發感謝狀給熱心愛國的關

西僑領，包括洪勝信、陸超、魏禧之、

上島彩、楊敏政等人，感謝他們在各地

舉辦國慶晚會以及推動各項台日交流活

動；另外還頒發證書給僑務顧問：王坤

保、陳潘淼、楊敏政、陳天隆以及僑務

促進委員：莊子慧玲、劉佳玲、共田吉

孝等人。歲末感恩會在溫馨熱鬧，賓主

盡歡的氣氛下圓滿閉幕。

理分配學業、打工和交朋

友的時間相當重要。他的

專業是核能及能源管理，

目標是在研究所畢業後，

有機會從事諮詢顧問相關

工作。

　關西大學經濟學系三年

級 的 李 肇 昕 接 受 採 訪 表

示，由於大學的必修課都

是大班制，他認為收穫比

較大的參加各種經濟相關

的研討會(SEMINAR)，指

導教授會帶著十幾個學生

研究一個主題。 例如他

們有研究安倍的經濟政策

及成效，如日本消費稅十

月起增加到百分之十，日

本政府趁機推行「無現金

支付」(CASHLESS ) 的稅

率優惠活動，希望改變日

本人喜歡用現金的習慣，

他認為是很聰明的作法，

可望大幅促進日本人改用

第三方支付或行動支付消

費。

　去年曾擔任關西地區台灣留學生會會

長的李肇昕進一步表示，據統計留日學

生想留在日本工作的有八到九成，但實

際能以正社員成分留下來的只有二到三

成，主要原因是日本企業對日文的要求

相當高，必須達到商業日文的水平。最

近不少台灣學生到日本留學，選擇全程

用英文授課的科系，雖然可以順利拿到

學位，但是若想留在日本工作，必須培

養良好的日文能力才行。

　大會除提供美味佳餚外，並安排抽獎

活動，眾多支援留學生之台日相關單位

提供相當多的獎品，包括台日往返機票

等，種類豐富，抽獎時會場歡呼聲不

斷，充滿歡樂的氣氛。

關西地區台灣留學生會 
舉行聯合忘年會

又見台灣之光三位台僑榮獲
「 東 久 彌 宮 文 化 褒 賞 」

( 左起 )林美里、林伊曼、陸橋京子與幹事長岩田元吉合影

李世丙處長與關西僑界人士合影

駐大阪辦事處舉行 
關西僑界歲末感恩餐會

【大阪／採訪報導】由台南市觀光局、台南

市後援會與中華航空聯合主辦的「2019年光

之廟埕－台南燈會」，12月14日起到25日止

在大阪市中之島河濱公園舉行，今年的燈會

有來自台南市的約一千個特色燈籠，以台南

廟埕文化和小吃為主題，創造出浪漫繽紛的

夢幻夜景，吸引大批人潮前往欣賞。

　台南市政府觀光旅遊局局長陳信安特地前

來大阪主持開幕儀式，陳局長接受訪問表

示，這是第三年受大阪市邀請舉行台南燈

會，前兩年的燈會受到廣大好評，今天除了

傳統的門神圖案以及台南著名的普濟殿燈籠

以外，還增加了專門介紹台南小吃、甜品、

熱炒等美食的紅燈籠區，配上精美圖片，介

紹台南的廟埕美食文化。

　陳信安局長表示，台南的很多小吃是環繞

廟埕而生的，台南人從早餐開始就會到

廟口吃碗虱目魚粥，晚上可能會到廟埕

廣場吃蟳仔腳等海鮮燒烤，廟埕廣場不

僅是舉辦廟會，陣頭等活動的地方，台

南人結婚時也經常會借用廟埕廣場辦流

水席，廟埕文化和小吃與台南人的生活

息息相關。透過這次燈會，向日本朋友

介紹台灣的廟埕文化和小吃，期待並歡

迎他們看了以後會想要按圖索驥到台南

觀光及享用美食。

　大阪「光之饗宴」燈節活動為關西

三大節慶之一，今年於12月14日開幕展

出至12月25日，兩週展期估計將吸引近

250萬名日本民眾參觀。台南「光之廟

埕」燈區設於中之島河邊公園，現場另

設有「台南觀光案內所」，提供觀光諮

詢，並以「小吃」為主題設計造型祈福

卡，供日本日本民眾撰寫祈福小卡掛於

燈區上，現場還有美食攤位提供台南擔

仔麵和貢丸。在大阪冬季夜空中欣賞象

徵台南廟埕文化的彩色燈籠，以及欣賞

大阪市精心設計的各種精彩光雕藝術，

是今年冬季不可錯過的浪漫活動。

▼台南市觀光旅遊局局長陳信安（左二）到大阪推廣台南觀光

李世丙處長與關西僑領合影

台 南 廟 埕 特 色 燈 籠 　  

照 亮 大 阪 夜 空

【東京／採訪報導】留日東京同學會十二月

二十一日在大手町海南雞飯舉辦忘年會，駐日

代表謝長廷也到場和各成員交流並勉勵大家，

交流餐會期間也頒贈幹部獎狀，還有抽獎活動

及才藝表演，忘年會後也進行下任會長選舉，

期望能繼續用心照顧來自各地的同學。

　駐日代表謝長廷致詞時表示，留日東京同學

會的每位學生都像家人一樣互相幫助，不管在

運動、經濟還是政治，讓台日雙方在各方面都

有密切交流，謝長廷也頒獎給今年93歲的日本

柔拳協會名譽會長地曳秀峰，感謝他將台灣太

極拳等武術傳到日本近60年，對此謝長廷也深

表敬佩之意。

　代表處教育組長黃冠超也感謝留日東京同學

會幹部們的努力及貢獻，當發生任何事時都會

站在第一線支援，他也表示，這些工作都是有

價值且偉大的，在這些留學生的身上得到很多

和工作時不一樣的收穫，大家能夠一起相聚在

這都很不容易，希望能夠好好珍惜這個緣分。

　交流餐會也準備皮蛋豆腐、豬腳及珍珠奶茶

等多項台灣料理讓大家享用，期間也有留日東

京同學會幹部所帶來的歌曲演唱，抽獎期間更

是熱鬧不已，與會來賓不僅勉勵學生還贊助

多項獎品，除了圖書禮券、電器用品，還有

airpods、現金等大獎，會長劉冠賢也加碼，肯

定同學會這一年來大家的辛苦和努力。

　忘年會後留日東京同學會也為下任的會長進

行選舉投票，由第二組候選人黃靖閎當選，黃

靖閎發表當選感言時表示，在這裡可以學習到

如何控管情緒，累積很多不同的經驗，也歡迎

來自不同地方的學校可以加入同學會。

　現任會長劉冠賢受訪時則表示擔任會長的

三年來最重要的是團隊合作，也感謝幹部能

夠和樂融融互相幫助，並祝福當選的會長明

年也能營運出更好的同學會，期望未來能夠

繼續用心照顧來自各地的同學。

▼駐日代表謝長廷與留日東京同學會成員合影

留日東 京 同 學 會 忘 年 會
增 進 青 年 友 好 交 流

陸橋京子的水墨畫作品受到日本美術界好評

駐日代表謝長廷頒發感謝狀給

日本柔拳協會名譽會長地曳秀峰

留日東京同學會長劉冠賢
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【東京／採訪報導】中華民國留日東京華僑總

會於十二月二十一日在銀座舉行第三十九屆

第三回理監事聯席會議，報告雙十國慶活動

事宜，晚上也前往TRIPLE ONE餐廳舉行忘年

會，慰勞眾人一年來的辛苦，會長張春美也特

別感謝大家一直以來幫助，希望明年能繼續給

予東京華僑總會支持。

　留日東京華僑總會先在下午舉行理監事聯席

會議，會議中報告今年十月於東京中華學校所

舉辦的雙十國慶活動會計，同時也宣傳明年一

月將在東京中華學校舉辦的春節聯歡會，以及

一月底在橫濱舉行的春節文化訪問團演出，邀

請大家多呼朋引伴參加，理監事會結束後，眾

人隨即轉往TRIPLE ONE進行忘年會。

　駐日代表處僑務組副組長文君妃也出席這次

活動，她特別提醒大家最近氣溫變化大，要特

別注意身體健康，同時她也感謝今年十月東京

華僑總會和台灣同鄉會一起組團返台參加國慶

大典，以及東京華僑總會舉辦的國慶活動。文

副組長也特別代替僑務委員會委員長吳新興頒

發感謝狀，感謝大家熱情支持。

　會長張春美於受訪時表示，自從六月接任會

長以來，受到很多人的幫助，除了踴躍報名組

團返台參加國慶大典外，今年在東京華僑總

會的雙十國慶活動也提供不少幫助，雖然

中間一度遇到大雨來襲，但多虧大家的熱

心，不僅讓雨勢趨緩，也讓活動順利圓滿結

束。

　張會長也提到，東京華僑總會每年最受矚

目的活動就是雙十國慶活動，明年也會秉持

一樣的精神繼續舉辦活動，讓東京華僑總會

的優良傳統能夠繼續延續下去，讓日本民眾

留下更多好印象，也協助政府提升台日關係

努力，她也希望大家能夠繼續給予支持，讓

各式各樣的活動都能順利舉行。

忘年會紀念合影

張春美會長致詞

▼紀念合影

【東京／採訪報導】日本中華聯合總會於

十二月十四日在市谷私學會館舉行第三十八

屆第一次常務代表委員暨監察委員聯席會

議，僑務組組長王東生、副組長文君妃也到

場指導，並於會後邀請駐日副代表張仁久以

「台日外交關係及今後展望」為主進行演

講，會中也討論三月份的常務代表會將在靜

岡舉行，會員大會將於明年七月招開。

　會長林月理首先感謝眾人百忙之中撥空出

席會議，並提到自己接任至今四個月中成長

不少，也謝謝很多人的幫助。僑務組長王東

生則說，這次是他最後一次參加日本中華聯

合總會的會議，明年一月就要回台灣，這段

期間很謝謝大家的幫忙，未來也請繼續支持

僑務組，另外他也提到，最近有協助青年部

與日本青年會議所、自民黨青年局建立聯

繫，希望能促進台日之間青年的交流。

　會議討論熱烈，其中有提出總會事務所

是否要購買新的辦公室或維持過去租賃的

方式，但因為東京地價較高，也有可能會

產生要用什麼名義登記等問題，因此還是

以維持租賃的方式為主，但會固定地方，

不會再隨著會長交接改變。

　其他部分也討論到明年三月的常務代表

會事宜，經討論後預定在靜岡招開，七月

會員大會則因為2020東京奧運還需討論。另

外明年僑委會的春節文化訪問團將由橫濱

台商會協助安排，日本中華聯合總會則是

預計協助2021年的春訪團。

　會後駐日副代表張仁久以「台日外交關

係及今後展望」為主題演講，談到台日關

係的發展過程、各界的交流狀況，以及面 副代表張仁久演講

日本 中 華 聯 合 總 會 聯 席 會 議  
探 討 會 務 及 常 務 代 表 會

對國際局勢變化不定，政府的方針等，

講座結束後也舉辦懇親會，青年部還特

別舉行懇親忘年會，慰勞眾人會議的辛

勞，也安排賓果活動炒熱氣氛。

東京華僑總會歲末聯歡
張春美會長感謝眾人一路支持

【東京／採訪報導】日本中華聯合總會青年部

於十二月十四日在市谷私學會館舉行第三件第

二次理監事聯席會議暨定期總會，會中除了討

論事務所固定和入部條件、報告這次返台參加

全球海外青年僑務論壇等，也邀請即將回國的

僑務組長王東生擔任青年部的最高顧問。

　青年部這次開會共提出四項提案，分別為青

年部事務所因為總會長的交接轉移，因此提出

希望將事務所的固定，不隨會長交接改變。過

去青年部入部都需要當地總會會長承認，但礙

於有些地區未設置華僑總會，導致希望者無法

入部，經討論後，追加為只要獲得代表處僑務

組、聯合總會會長承認，就能加入青年部。另

外也討論了顧問等名譽職，以及網站的活用。

　僑務委員會也於今年十一月十日至十三日舉

行全球海外青年僑務論壇，青年部也推選成員

返台參加，部長又井公久和返台的成員都發表

參加的感想，又井部長也特別提到，不會中文

的華僑一定會持續增加，但會因此無法參與這

個活動，希望未來政府能提供協助，他也表示

希望來年都能繼續讓青年部參加全球海外青年

僑務論壇。

　由於僑務組長王東生將於明年一月回

國，又井部長也說如果組長回去了以後一

定會變得很寂寞，因此除了感謝王組長一

直以來對青年部的照顧，也特別邀請王組

長擔任青年部的最高顧問，並在大家的鼓

掌下通過。另外特別顧問錢妙玲、常任副

會長林裕玲也特別寄付青年部，希望能讓

青年部更加蓬勃發展，創無限的未來。

日本中華聯合總會青年部大會 
邀王東生組長任最高顧問

青年部邀王組長擔任最高顧問

▼青年部會議紀念合影

【東京／採訪報導】台灣和日本關係良好，

不論是在文化和經濟交流上互動頻繁，也有

不少企業選擇來日本發展，像是最近火熱的

珍珠奶茶，就有不少台灣品牌入駐日本，但

進入到日本都會有金融服務的需求，為此東

京之星銀行以身為中國信託子行的優勢，能

提供給來日發展的台灣企也完善的服務，可

以說是首選之一。

　東京之星銀行前身為東京相和銀行，發生

日本金融資產泡沫後，改為私募基金接手運

營，後來改名為東京之星銀行，2014年中國

信託完成並購手續，讓東京之星成為中信的

全資子公司，也從這段期間開始，東京之星

銀行的服務層擴大至台灣籍客戶和外國客

戶。

　東京之星表示，中國信託在海外分支機構

非常多，體系也非常完整，東京之星應該充

分利用中信的優勢，增加海外客戶，不論是

日本企業到海外投資，或是外國企業進到日

本。

　東京之星指出，東京之星成為中國信託的

子分行後，雖然東京之星跟代表處、日台不

動產協會等與台灣相關機構都有密切的往

來，但大家卻不知道東京之星是中信的子分

行，還有人在電車或電視的廣告中看到東京

之星，卻以為他們是以服務個人金融為主，

不認東京之星在法人企業的服務優勢。

　東京之星提到，東京之星與其他日本銀

行相較，對台灣的熟知度上擁有優勢，再

加上加入東京之星後，增加不少會中文的

員工，法人金融就有十位以上員工知曉中

文，而東京之星不僅有大企業的客戶，在

服務外國籍中小企業也都有相當的經驗，

對於要進入日本市場的企業都能提供完善

的服務。

　東京之星也提到，最重要的東京之星是

日本的銀行，跟外資在日本的分行不一

樣，服務上有很大的區別，東京之星能提

供百分之百日本國內銀行的服務，也能協

助客戶在國內進行結算等，這些對外資銀

行是有限制的。另外東京之星跟中信的網

路銀行能互通，雖然功能有限，但台日之

間貿易的法人企業可以在日本看到台灣中

信的餘額。另外對其他外資企業來說，宮

地表示，東京之星都可以利用中國信託的

網路，提供全球服務，特別是中華圈的客

戶，東京之星還能提供中文服務的員工，

　來日本投資的外國企業最大的難題就是

開戶，因為日本大銀行對台灣和外國企業

不熟悉，審核會比較嚴格，要求很多資

料，而東京之星雖說母公司是台灣企業有

優勢，開戶的標準和要求還是有，特別

是日本針對反洗錢非常嚴格，還是會詢問

事業計畫、收支預算、開公司計畫等做為

銀行判斷，另外也有一些客人是從中信介

紹過來東京之星開戶，宮地也說，進三年

來在東京之星開戶的法人企業保守估計有

一百多家。

　東京之星表示，日本是有點閉俗的國

家，有不少第一次來日本的企業不願意

雇用很多人，想以最低成本試探市場情

況，但這樣反而會影響到日本的信任

度，他建議可以雇用日本人、或是雇用

能用日文充分溝通的員工，或是尋找能

良好合做的業務夥伴，對商業、業務展

開會有更大幫助。

　東京之星指出，今年四月日本政府開

放高度人才簽證，吸引高度人才來日本

工作，日本企業也因為高齡化有人才上

的需求，外國人來日本一定需要金融服

務，若是法人金融也會有投資或購買不

動產的興趣，這方面我們就會給他們融

資或開戶等服務，而數十萬外國人才到

日本，在個人金融服務的提供上，也是

很好的機會。

　對於有人提說東京奧運後日本經濟就

會萎縮，有專家指出，日本經濟有下坡

的最大原因是人口減少，雖說從日本

GDP來看比較高，但是每個人的不一定

比台灣高，只是因為當初人口多把整個

國家撐起來，應該思考如何增加每個人

的GDP。東京之星認為，日本企業要增

加輸出能力，與貿易往來密切的國家像

是台灣合作等，這對東京之星而言也都

是提供服務的機會。

東京之星銀行法人金融部國際本部亞洲世葉開發部長 鈴木清

東京之星提供完善金融服務
台資赴日拓展首選



2020年1月1日発行（毎月第1月曜日発行）No:27314　綜合

【台北／採訪報導】LINE Pay台灣董事長丁

雄注用「成長」這個關鍵詞，與本報分享，

據經濟部統計，2015年底的台灣零售商店數

約54萬家，並預期2019年底可望達到57萬多

家。與此同時，以我們參考資策會產業情報

研究所及內部調查結果，預計2019年底，行

動支付業者數超過54家。

　丁雄注表示，民眾對於行動支付的認知

度，在2019年也達到了96.6%。 透過這諸如

此類的各項統計資料，我們推斷台灣的支付

市場正在持續成長。支付市場成長的原因有

很多，但其中我認為最主要的原因還是來

自以下4大期許：用戶：希望有更方便的支

付方式、店家：希望提供客人簡易的支付方

式、企業：創造方便簡易的支付工具、政

府：滿足市場需求。

　丁雄注說，如同成長中的台灣支付市

場，LINE Pay也與之共同茁壯。對比2018

年，2019年預期業績成長表現如下：用戶 

490萬成長至730萬 (+47%)、商店 11萬成長

【東京／採訪報導】台灣將於2020年一月迎

來總統大選，特別是攸關著台灣的未來，所

以這次選舉也備受矚目，為此由藤井嚴喜的

智庫團隊主辦、全日本台灣連合會協辦於

十二月八日在東京舉「守護自由開放台灣

─ONE TAIWAN」研討會 ，除了分析台灣

目前局勢，也讓台灣人知道他們不孤單，有

很多日本人關心著台灣。

　這次的講座由日本學者藤井嚴喜與台灣獨

立建國聯盟日本本部委員長王明理、國際部

長林建良、日本李登輝之友會會長渡邊利夫

對談，駐日代表謝長廷、全日本台灣連合會

會長趙中正都受邀出席。

至16.4萬 (+47%)、綁卡數 340萬成長至500

萬 (+48%)、交易筆數 1億4500萬成長至2億

1400萬 (+48%)。

　他也說，LINE Pay在2019 年，透過用戶

對我們的喜愛，和眾多夥伴的協助，讓我們

得以順利成長。為了在2020年持續保持成長

動能，我們計劃實踐幾項新的成長策略：持

續增加合作夥伴、打破國界限制、創造無國

界、無縫支付體驗。

　謝長廷在致詞時談到，目前中國的民主自

由是中國式的，而在香港的一國兩制已經失

敗，台灣人也堅決反對接受一國兩制，台灣

和日本是命運共同體，雖然沒有邦交關係，

但在觀光、教育文化等交流都非常興盛，就

像是一家人一樣，他也希望將來日本能推出

類似美國台灣關係法一樣的法案。

　藤井嚴喜於受訪時表示，台灣和日本就是

共同體，台灣的安全問題也影響著日本安

全，是連動在一起的，因此這次的選舉非常

重要，因此我們舉辦這次的活動來傳達給大

家知道，另外也希望日本政府也能推出日本

版的台灣關係法，不僅保障日本和台灣的安

CPTPP等，出席議員都表示贊同支持。

　張處長說明，台日高中生前往對方國家修

學旅行人數互為世界第一（日本學生訪台約

為5萬4千人，台灣學生訪日約1萬3千人）。

另外日本台灣交流協會問卷調查顯示日本為

台灣人最喜愛及最信賴的國家，占59%，遠

高於其他國家。

　張處長表示，神奈川縣已就防災與教育與

台灣簽署合作協定，未來盼續與橫濱辦事處

合作推動台日經貿及體育、青少年等各項合

作交流，並將持續發揮影響力支持台灣加入

國際組織及區域經濟整合。最後也應詢就台

灣總統大選選情及香港局勢等進行說明，演

講會逾一小時並於問題交換意見，氣氛熱

絡。

提到數位化可能帶來的隱私、道德等問題，

並分析數位化發展的未來，包括以人為本，

為可持續發展目標做出貢獻。

　張薰勻則以ULVAC-PHI的超高真空化學

表面分析技術為題，分享包括分析的儀器、

方法、技術等資訊，像是半導體晶片表面檢

測等都是利用這項技術，並可以清楚了解到

分子結構，王貞翊也分享像是寶特瓶、頭

髮、保鮮膜等不同類型物品的檢測結果。

　演講完後的問答時間，大家都很踴躍提出

問題和看法，並非常熱烈地討論，演講會結

束後接著就是懇親會和會員大會，這次的會

員大會除了說明往後會費將開放使用匯款

外，也特別舉行交換禮物，台灣科學技術協

會也特別準備舉辦抽獎，讓活動變得十分熱

鬧。

【橫濱／綜合報導】橫濱辦事處處長張淑玲

於十二月二日受神奈川議會邀請前往演講，

神奈川縣議會副議長渡邊均、神奈川縣議會

日華親善議員聯盟會長松田良昭等約60位縣

議員出席演講會。

　由於正值COP25會議於西班牙召開期

間，張處長特別穿上橫濱辦事處印製的

「Combating Climate Change,Taiwan can 

help」T恤，並與議員同持宣傳T恤及毛巾合

影，以行動表示支持。

　張處長也在演講中說明目前台灣政經及台

日關係現況外，並特別感謝轄內兩縣神奈川

縣與靜岡縣議會議員連盟均已於十月一日及

十一月五日先後首度通過公開聲明，支持

台灣參與SDGs及ICAO等國際組織，同時也

籲請與會議員持續支持台灣加入UNFCCC及

【東京／採訪報導】台灣科學技術協會於

十二月七日在水道橋舉行「２０１９年度冬

季演講・會員大會」邀請富士通的王貞翊，

以及ULVAC-PHI的張薰勻進行專題演講，

不僅討論非常熱烈，還特別在會員大會後舉

行交換禮物活動，為今年的冬季演講暨會員

大會添增不一樣的氣氛。

　理事長黃野銀介表示，就每年的經驗來

看，冬季演講會因為時間接近年底，大家工

作上比較忙碌，出席的人會比較少，因此很

感謝大家這次撥空出席，另外也順利於今年

十一月舉行中日工程技術研討會，很感謝大

家的用心配合，讓任務能夠圓滿達成，也希

望未來台灣科學技術協會做得更好。

　代表處科技組組長陳俊榮也參加這次的演

講會，他表示，這次台灣科學技術協會帶了

不少日本專家赴台分享經驗，相信對台灣的

科學進步和工程發展有深遠的影響，而台科

會每次的演講內容都很精采，希望台科會能

在日本發揚光大，團結旅日的台灣科學人，

建立互相通訊的網絡，壯大台灣在日的實

力。

　王貞翊這次以「數位化技術與服務的願景　

以人為本的智能化社會」為題進行演講，談

論到目前因為數位時代的來臨，萬事都被數

位化，許多產業都開始進行數位化轉型，也

　丁雄注提到，用戶的體驗及商戶的合

作始終是LINE Pay“最”在意的服務根

本,面對激烈的競爭態勢，LINE Pay今年

用戶數將突破730萬大關，全台超過16.4

萬個支付據點，成長率將近5成。未來，

LINE Pay將持續快速成長，希望帶領所有

LINE Pay台灣的用戶與商店夥伴一起超越

國界，共享無縫支付體驗！

　LINE Pay也於12月3日在台北舉辦「領

航跨境支付生態 共享無縫支付體驗」記

者會。LINE Pay台灣與一卡通共同宣布與

LINE Pay日本、LINE Pay泰國、Naver金

融集團及NHN PAYCO展開合作，將在台

灣啟動跨境支付服務。

　6大重量級國際支付品牌宣布結盟，第

一階段的「行動支付跨境聯盟」將於2020

年第一季積極籌備跨境交易服務，陸續開

放韓國、日本及泰國的用戶來台洽商或觀

光時，可直接使用原行動支付App，即可

於LINE Pay Money(原LINE Pay 一卡通帳

戶)的合作店家掃碼結帳，讓用戶在原本

最熟悉的支付介面下完成付款，預計提供

給總計超過7,800萬的用戶更多回饋與優

惠，為各國商店夥伴引進更多來客與商

機，跨越國界的限制，發揮「行動支付跨

境聯盟」的最大綜效。

全，也近一步促進雙方交流。

　林建良受訪時表示，我想有很多日本人

支持台灣，關心台灣，包括這次選舉，雖

然他們沒有投票權，但還是很關心台灣的

將來動向。而這次活動參加人數有七百

人，網路上有一千七百多人收看，大家都

希望給台灣人多一些元氣、自信，讓台灣

人知道他們並不孤單。

　對於這次選舉可能也影響到日本前途，

林建良說，日本人有很多人有這個共識，

所以很擔心台灣跟中國在站一起，希望台

灣能維持目前的民主自由，以及共同的價

值觀，不是像中國那種一切以追求金錢主

義、利益為主，犧牲民主和自由，特別是

香港的事件，不僅台灣人擔心，明天的台

灣是不是會變成今天的香港，日本人也很

擔心後天變成日本，所以為了民主和自

由，以及維持日本的安全，他們當然要相

當關心這些事。

【東京／採訪報導】為祝賀山東昭子就任參

議院議長，東京台灣商工會於十二月十三日

在議院議長公邸舉辦祝賀會，副代表張仁

久、蔡明耀與及關東各界僑領皆受邀出席道

賀，東京台灣商工會長陳五福、中華聯合總

會名譽會長詹德薰也贈禮給山東昭子祝賀她

就任議長一職。

　山東昭子致詞時談到台日之間的歷史，並

指出不管做任何事情，從長遠來看仍會與台

灣保持密切的關係，日本也會更加珍惜與台

灣之間的友誼，希望台日的連結能更加緊

密，盼今後能加強雙方國會議員交流。

　中華聯合總會名譽會長詹德薰也在致詞時

感謝並稱讚山東昭子，剛開始來到日本時，

看著議長參加的益智節目，連續獲得五週的

勝利，若腦袋裡沒有很多知識是無法做到

的，也因為議長的聰明才智教會他許多事，

更提到議長所說「永遠」是日本的國家利

益。

　山東昭子重視台日關係，且極力挺台參加

國際組織WHA，並呼籲國際合作為台灣爭

取權利，也由於山東昭子還是參議員時，以

連續八次當選，是歷年來當選次數最多的參

議員，被認為資歷足夠適任參議院議長，如

今山東昭子是繼2004年扇千景之後的第二位

女性議長。

▼ LINE Pay 台灣董事長丁雄注分享 LINE Pay 今年成長趨勢

▼林建良演講

LINE Pay 推出全新 App，讓用戶在實體通路

消費時，享受更加快速順暢的付款流程 張處長與出席縣議員同持橫濱辦事處印製「Taiwan_Can_Help」毛巾合影

LINE Pay 攜手6大國際支付品牌

推「行動支付跨境聯盟」 

講座現場日本民間舉辦活動表達對台灣的關心

現場吸引七百人前來，同時網路上還有

一千七百人觀看 演講暨會員大會紀念合影

藤井嚴喜演講

張 淑 玲 處 長 受 邀 赴 縣 議 會 演 講
籲 請 支 持 台 灣 參 加 國 際 組 織

LINE Pay 攜手6大國際支付品牌

推「行動支付跨境聯盟」

L I N E  P a y 台 灣 董 事 長  丁 雄 注
發 表２０１９傲 人 成 績

台 日 國 會 外 交
賀  山 東 昭 子 就 任 議 長

▲山東昭子與大家合影

台 科 會 講 座 暨 會 員 大 會
分 享 數 位 化 與 分 析 技 術

「 O N E  T A I W A N 」研 討 會
傳 達日本 民 間 對 台 關 心
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【東京／採訪報導】世界華人工商婦女企管

協會日本分會於十二月二十二日舉行會長交

接，由第八屆會長濱田裕子在世華總會長劉

琍綺的監交下，交接給第九屆會長錢妙玲，

錢會長希望能夠藉由推動商學院等活動，讓

成員充實自己，也將世華招牌擦得更亮。

　世華日本分會於九月份選出由錢妙玲接任

第九屆會長，隨著時間來到交接大會當天，

由第八屆會長濱田裕子帶領下召開最後一次

的理監事會議，並頒發獎品感謝執行部兩年

來的付出，隨後第九屆也緊接著召開第一次

的理監事會議，新任會長錢妙玲也說明日本

分會未來的計劃，包括理監事會時間及設立

世華CEO日本學院等。

　晚間則舉行交接大會，世華總會長劉琍

綺、榮譽總會長施郭鳳珠、監事長謝美香、

副總會長莊住維，以及日本關西分會、台灣

華星分會、嘉義分會、花蓮分會姊妹都專程

出席見證、駐日副代表張仁久賢伉儷、僑務

組副組長文君妃等日本各地僑領也出席祝

賀，近一百多人參與。

　交接大會在總會會長劉琍綺監交下，濱田

裕子與錢妙玲進行交接，隨後榮譽總會長施

郭鳳珠帶領第九屆會長、執行部，以及所有

理監事宣示，代表將為世華會務發展奉獻心

力，在名譽會長鄭玉蘭帶領大家乾杯，會中

難得齊聚一堂的眾人也把握時間交流、拍照

合影。

　世華總會長劉琍綺表示，很謝謝濱田會長

對日本分會的付出，不僅結合人脈、團結日

本分會姊妹，為當地社會做出奉獻，也幫助

政府打好國民外交。而新任的錢會長在僑界

和領導上很多經驗，期許她能夠把經驗帶進

日本分會，不僅提供更多學習機會、帶給大

家聚會歡樂，也能為當地華商婦女、社會、

國家付出，相信她能把日本分會帶得更好更

上一層樓。

　榮譽總會長施郭鳳珠表示，濱田會長兩年

來為世華做出不少貢獻，特別是邀請到知名

歌手翁倩玉擔任世華榮譽國際事務顧問，並

順利成功舉辦慈善演唱會，成功募款到兩百

萬捐贈給慈善機構。新任的錢會長則非常熱

心，而且能展現出年輕人的創意，會把日本

分會在歷屆會長帶領，打下非常深厚的基

礎，是很成熟的分會，在錢會長的帶領下，

一定能再造世華璀璨榮光。

　駐日副代表張仁久提到，世華成立至今

26年，到十二月嘉義分會成立後，已經有

七十三個分會，是唯一從台灣發展到全世

界、遍及五大洲的社團組織，理念也非常清

楚，包括開拓國際經濟貿易商機，協助政府

推動國民外交，提升婦女地位，而濱田會長

和錢會長都是非常傑出的僑領，希望都能繼

續跟代表處保持聯繫，讓我們與女性領袖攜

手合作，做好國民外交、開創我們的國際社

會。

禮後，由會長錢妙玲帶領貴賓一日遊，中午

與副代表張仁久用餐過後，隨即前往栃木

縣，途中「道の駅」，除享受足湯，還能採

買當地新鮮的特色農產品，抵達由CNN評

選世界十大夢幻旅遊地「足利花卉公園」

時，室外雖寒冷，貴賓仍熱情欣賞由500萬

支LED組成的「夢幻耶誕節」燈光秀。

　世華企管協會日本分會長錢妙玲表示，栃

木縣的足利花卉公園的燈展是全日本連續四

年獲得第一名景點，所以帶各位姊妹來這邊

旅遊，也因為世華現在成立的生活學系，將

會連續一個月或兩個月舉辦一次旅遊，讓大

家的心可以連在一起、玩得愉快。

　世華總會長劉琍綺也說，透過到處旅遊大

家就可以見面，互相分享經驗、更認識彼

此，她也感謝日本分會帶著大家一起旅遊，

讓來自各地的姐妹能享受到不一樣的愛與溫

暖。

　世華理事米田也分享，第一次參加世華舉

辦的旅行，跟一般其他旅行很不一樣，跟大

家在一起時很愉快，更指出世華的每一位都

是很厲害且成功的企業家，能與大家相互交

流是這次參加旅行得到的最大收穫，也期待

之後能有更多像這樣有意義的活動，在錢會

長的帶領下讓世華變的更活躍。

　第八屆會長林裕玲因公務繁忙，無法與與

貴賓一同旅行，享用完餐點後先行離開，她

也祝福貴賓能夠玩得盡興，並相約台灣再

見。旅行途中，各位貴賓也都上前和大家分

享經驗、唱歌，歡笑聲不斷，氣氛相當歡

樂。

【東京／採訪報導】世界華人工商婦女企管

協會日本分會昨日剛舉行完會長交接典禮，

十二月二十三日帶領來自海外分會及其他貴

賓前往栃木縣一日郊遊，除享受足湯、購物

外，還到足立花卉公園欣賞燈光秀，藉由旅

行相互交流，加深彼此的友誼與互動。

　世華企管協會日本分會於昨日會長交接典

　第八屆會長濱田裕子則說，很謝謝第八屆

執行部和顧問給我的支持，是我很大的動

力，充實了這兩年的生活，也學習到很多，

世華也給我帶來很多感恩的事情，錢會長是

很有才能的領導，相信在她的帶領下能讓我

們日本分會變成更有名分會，也懇請大家繼

續支持日本分會，雖然自己已經卸職，但會

跟著世華一起走到老。

　第九屆會長錢妙玲表示，這次整個團隊有

八十幾位顧問及理監事支持，創下日本分會

新高，接任後將會設立世華CEO日本學院，

包含經貿講座、旅遊、插花、料理教學等，

也會邀請成功人士來分享，讓大家能一起學

習、成長，在充實自我的同時，也帶動日本

分會的成長，並將世華的招牌擦得更光更亮

更加燦爛。

▼交接大會紀念合影

第九屆會長錢妙玲致詞 錢會長感謝顧問對世華的支持

總會長劉琍綺 (左三 )與會長錢妙玲 (右二 )

及貴賓到「道の駅」泡足湯 足利花卉公園燈光秀

世華日本分會到足利花卉公園欣賞燈展

世華日本分會到足利花卉公園欣賞聖誕節燈展

副代表張仁久致詞

第九屆理監事

世華總會長劉琍綺致詞

會長印信交接

第八屆會長濱田裕子致詞

榮譽總會長施郭鳳珠致詞

錢妙玲接任世華日本分會會長
盼擦亮世華招牌

世 華 企 管 協 會日本 分 會
透 過 旅 行 相 互 交 流

▼世華日本分會到足利花卉公園欣賞燈光秀
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　存證信函　（内容証明郵便）

松田義人（deco／編集者・ライター）㊾
ドハマリするきっかけとなった 28
年前の台北（前編）

新年快楽。皆さま、あけましておめでとうご
ざいます。今年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。台湾ブームのおかげで、昨年は台湾に
まつわる2冊の自著を刊行させていただきまし
た。今年も出せたらいいな、そしてその「取材

（仕事）」という名目で、また台湾各地を巡れ
たらいいなと思っています。めでたく本が出せ
る機会がありましたら、また『台湾新聞』でも
紹介させていただきたいと思っています。

近年の台湾ブームは衰えるところを知らず、
その度に友人や知人から聞かれることがあり
ます。「松田くんは、随分前から台湾に行って
いたみたいだけど、何がきっかけだったの？」
といったものです。

これを話すと長くなるので、その都度「台湾
が僕を呼んだから」とかテキトーなことを言っ
てごまかしていましたが、今回は、僕が28年
前の1月、初めて台湾に行った際のお話をし
ます。

ちょうど僕がハタチになる頃、デザイン学校
の学生だった僕は、アルバイトをして貯めたお
金を頭金にし、月賦でイタリア製のスクーター、
ベスパを買いました。確か50万円くらいしま
した。学生の身分、しかもアパートには風呂
さえなかった僕にとっては決死の買い物でした
が、このベスパ、定期的にメンテをしないとな
らない上、消耗部品が多い。そして、その消
耗品自体も、いちいちベラボウに高い。
「こりゃ参ったな」と思っていたところ、僕の

ベスパとほぼ同じモデルが、偉士牌というブラ
ンドで台湾で現役で走っているということを知
りました。しかも、その消耗部品は安く、「イタ
リア本国より減りの少ない部品がある」と言い
ます。「こりゃ、台湾までベスパの部品を買い
に行くしかない！」と、思いきって台湾に行くこ
とにしました。当時は、まだ東京・台北間の
航空券が今ほど安くなかったですが、ちょうど

スクーター・偉士牌の部品を求めて

28年前、台湾では偉士牌がたくましく走っていました。

《本專欄內容由黑澤事務所提供》日本法律停‧看‧聽

　關於稅務申報倘若您有任何不明白的地

方，歡迎與敝司聯繫。

　　　　　黑澤聯合事務所全體員工　敬上

　一直以來承蒙關照，敝司將於1月6日

(週一)起開始營業，今年還請各位繼續多

多指教。

進入一月份後，便越來越接近稅務申報的

時期了。

　提醒您，若您有在2019年間購買了住宅

房地產並有資格取得首次扣除住房貸款

的，或是取得房地產租金收入，亦或是出

售房地產，上述所得皆必須於今年3月前

進行稅務申報。

　儘管稅務申報的期限至2020年3月16日

(週一)截止，但因為截止日前的申報會非

常擁擠，因此敝司建議您在2月時進行申

報。

謹賀新年

存證信函是什麼 ?

実際、僕も「台湾」がどんな国かは、よくわかっ
ていませんでした。

戦後の日本社会、特に日本のマスコミは台湾
を積極的に取り上げたがらない風潮があり、情
報が極めて少なかったこともあります。

日本政府が中国へ気を使ってか、「台湾」のこ
とを取り上げないようにしていた、あるいはマスコ
ミも、戦前の日本を思い起こさせる台湾を扱うと、
ややこしいことになる……といった理由だったか
らではないかと思います。だとしたら、これは台
湾に対してとても不敬だったと思います。

ただし、これは後から知ったことですが、個
人間、あるいは企業間での台湾と日本の絆は深
く、当時から日本企業の多くが台湾に進出して
いました。近年、日本人が台湾を正しく認知し、
近年の台湾ブームに発展するまで、随分時間が
かかったことになりますが、とにかく28年前の台
湾は、「特に台湾にゆかりのない」日本人にとって
は、これだけ近い距離でありながらも、遠い国
でした。

そんな中で、ベスパの部品を求めて、台湾に
行ったハタチの僕でしたが、その道中は行く先々
で台湾人に助けられるという、涙ナミダの連続で
した。この続きは、また来月お話しします。

ゆかりのない人にとっては、
近くて遠い国だった台湾

1月だったことにこじつけて親に甘えて「成人のお
祝いの代わりに、渡航費を助けてくれないか」と
ネダり、なんとか費用を捻出しました。

しかし、「なんで急に台湾なの？」と親もポカン
としていましたし、付き合っていた彼女のお父さ
んも「松田くんは何故急に台湾に行くのだ。外国
に『バイクの部品を買いに行く』とは怪しい。何
か良からぬことをしに行くのではないか」と、いぶ
かしそうにしていました。28年前の台湾は、戦
後の日本人にとって、遠い国のように思われてい
たようです。

❶日本郵便局的「內容証明郵便」
服務的機能不完全

法律實務上的「存證信函」（日語為「內

容証明郵便」），應證明發信人對收信人

傳達的特定內容，證明此內容已被傳達

的事實，以及證明傳達的時期。常用於

催繳欠款、解約、債權讓與之通知、或

是發警告信函之時。

　 寄 發 一 封 存 證 信 函 只 需 不 到

２０００日幣，而且適時利用的話對收

件人有絕大的警告效果，可促進關係人

的守法意識。但請注意以下兩點：

法律實務上，寄存證信函時，須同時

利用日本郵便局的「内容証明郵便」和

「配達証明」的兩個服務。郵局的「內容

証明郵便」服務只證明歷史上存在的特

定文書的內容，以及郵局已將此文書寄

出之事，卻不證明此文書已寄達收信人

處一事。因此，寄存證信函時，不可遺

忘「配達証明」。

❷建議使用「電子內容証明」
的網上服務

內容証明郵便」屬傳統方式。理論上，

只要有信紙、信封、現金、和印章就可發

出存證信函。但須自行遵守單頁的行數限

制、單行的字數限制、字種的限制，還要

自製３份相同內容的文書，否則郵局不受

理。另外，寄件時須自行尋找「郵政認証司」

在勤的郵局，因此有時、地之限。而且寄

件時可能不小心忘了「配達証明」。少利多

害，不建議一般人使用。

　　 相 較 之 下，郵 局 的「 電 子 內 容 証

明」服務不只便宜，且提供標準範本格式

的 docx 檔，且線上審核文件格式、使用

字種等技術性細節，寄件前還可預覽信件

內容，確認畫面中會自動提示「配達証明」

的選項、防止遺漏，安心好用。而且２４

小時可在家發信，以信用卡支付，快速便

利。理論上，持信用卡至網咖就可發函。

　　詳細用法請參照郵局網頁（https://

e-naiyo.post.japanpost.jp/）。

輕鬆一下
以「電子內容証明」發文求婚之例

（實例。本例使用48pt 的加大字体，因此

字數不多。若以標準的10.5pt 字体書寫的

話，每頁可放超過１５００個全角字。）

今月の『ドキュメンタリーのきっかけ』は休載いたします。今月の『ドキュメンタリーのきっかけ』は休載いたします。

（照片為伏見稻荷大社中，敝司贊助之鳥居）

中古屋？新房？不動產類型優劣分析

購買新房和中古屋
在花費上有什麼差別 ?

建築物嶄新，附帶最新的設備

損傷少，修繕費用低廉

因再開發建案，近年增加位置優良的站前物件

購買和入住時稅金相對低廉

加入販售成本，因此房價相對較高

預售時期只能看樣品屋和平面圖參考

地點選擇有限

購買時初期修繕基金或地下水管線會有一筆開銷

上面用4000萬購買並入住30年的費用比較結果是新房比較划算。但因為這邊是用相同金額來比較，會讓人覺得好像新房比較優

惠，其實在相同價格的情況下，通常中古屋的地段和大小會比新房來的好。假定物件的條件相同的情況下，往往中古屋可以用

較便宜的價格購得，因此兩者的優勝劣敗若不是全方面綜觀來看，是很難得出結論的。且這邊沒有將裝潢費用估算進去，裝潢

費用的多寡根據個人喜好不同落差很大，考慮的時候這部分的費用建議也一起估算進去。

新房好還是中古屋好?答案其實見仁見智，根據個人的喜好和需求、利用目的等，其實沒有一定的答案。建議購屋時徵求多方

專業的意見後，再進行決定。

結論，新房、中古屋到底哪個好 ? 黑澤聯合事務所恭祝各位：身體健康，萬事如意！

WealthPark日本房產管理公司

在日本超過百年的房產管理經驗，招租管理或新房/中古屋購買等相關問題都歡迎免費諮詢。

歡迎掃描QR碼線上諮詢。

官方網站：https://wealth-park.com/tc/

未被加入多餘販售成本，因此房價相對較低

可看到房子目前的狀態後再決定購買

可選擇的地點多元

購買時不需支付修繕基金或地下水管線費

建築物和設備相對老舊，後期維修費用高

單戶出售，同一棟大樓裡面可以選擇的物件較少

房貸稅金控除額上限較少

購買時需支付仲介手續費「售價x3%+6萬日幣+消費稅」

新房 中古房

買房時應該購買新房還是中古屋呢？日本的財務規劃師是這樣看的。

針對兩者的優點和缺點，以及購買時和購買後的費用區別做分析。

以購入4000萬的華廈來比較看看。假定不論新房中古屋，頭期款皆為500萬，剩下的部分
貸款3500萬。中古屋購屋時需支付136萬的仲介手續費，而新房需繳交初期維修基金約30
萬左右。以上費用再加上購房時印花稅等其他成本，新房的購買成本約4%，中古屋約7%，

這個案例的情況下，中古屋會需要多花120萬左右。

優
點

缺
點

優
點

缺
點
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台湾

２０１9年に台湾で起こった５大ニュースを台湾新聞が独自に選出！
昨年１年間の出来事を振り返りましょう。

台湾プロ野球チームの「ラミゴモンキーズ」球団（劉玠
廷球団社長）は9月19日、日本の楽天に球団の全株式
を譲渡して売却した。ラミゴの運営母体である親会社のラ
ニュー社が台北市内で開いた記者会見で発表した。これ
により楽天は、2020年シーズンより台湾のプロ野球リー
グ、中華職業棒球大連盟（CPBL）に参入する。

ラミゴはこれまで、半期優勝13回、年間優勝6回、
2019年6月には台湾リーグ史上初の5半期連続優勝な
どの実績がある。しかし、同7月初旬に球団売却の意向
をほのめかすなど、注目を集めていた。劉球団社長は会
見で「球団売却の意向ですぐに楽天と接触した」と明かし
た。

楽天は日本で「東北楽天ゴールデンイーグルス」球団を
運営し、このほか主力のIT事業の大手企業。すでにスポー
ツ業界に進出している上、知名度向上を図りたい考えも
あり、台湾プロ球団の経営に乗りだしたとみられる。「ラミ
ゴの理念にも共
感していただいた」

（ 劉 球 団 社 長 ）
と説明し、さらに、

「 交 渉はスムー
ズだった。楽天
には CPBL を全
く新しいレベルに
引き上げてくれる
能力がある」と台
湾プロ野球の今
後にも期待感を
示した。

TOP

1

台湾プロ野球ラミゴ
が楽天へ球団売却

TOP

2

台北の立法院前で法案可決を喜ぶ同性婚支
持者ら（写真提供：自由時報）

台湾外交部の呉外交部長は9月20日、台北で
記者会見し、南太平洋のキリバスと断交したと発表
した。台湾は同16日にソロモン諸島と断交したばか
り。これにより、台湾と外交関係がある国は15カ国
と過去最少となった。中国による「一つの中国」原則
を認めない蔡政権への圧力の一環として、国際社会
で台湾を孤立させる戦略を強化しているものとみられ
る。中国は建国70年とする本年の10月1日、また、
2020年1月の台湾総統選に向けて一層の圧力強化
に踏み切る可能性もある。

米国トランプ大統領は12月20日、2020年会計年度（19
年10月～20年9月）の国防予算の大枠を決める「国防権
限法案」に署名した。これにより、法案内に初めて盛り込ま

れた、台湾の選挙に対する「中国からの干渉」について、2020年1月
の台湾総統選実施後、米政府は国家情報長官に対し、関連の報告書
を取りまとめるよう要請した。これを受けて台湾総統府は同21日報道
文を発表し、台湾の安全保障を重視する米国の姿勢に謝意を表した。

報告書は、総統選が行われる2010年1月11日より45日以内に国
会の関連委員会に提出されるべきとされ、台湾が中国の動きを見極め、

「中国からの干渉」を食い止める支援を行う。一方で、自由で公正な
選挙が可能となるよう、米情報機関は実践した努力説明する事が求め
られる。また、中国の策略や手段などを確認するため、中国の支援対
象の名簿の提供、その影響に関する分析も必須とされた。

蔡英文台湾総統は5月22日、同性婚を認める特別法に署名した。
同法は同24日より施行された。蔡総統は同22日夜、自身のフェイスブッ
クを更新し、同法の成立により「全ての人が愛の旗の下で、改めて団
結できる」と喜んだ。 

同性婚をめぐっては2017 年 5月、同性婚を認めない現行の民法を
違憲だとする判断が司法院大法官会議（憲法裁判所）によって下され、
2 年以内の法改正が要請された。しかし2018 年 11月の国民投票で、
反対派から提出された民法以外の形で同性カップルの権利を保障する
案が成立したため、立法院で特別法の審議が進められていた。これ以
降、同性婚支持派と反対派の攻防が続き、最終的には同性間の「結婚
登記」を認める条文が可決された。同性婚の法制化はアジア地域で初。

南太平洋キリバスと断交～
ソロモン諸島に続き

米国防権限法成立で台湾総統府が感謝

TOP
3

台湾がソロモン諸島と国交断絶
（写真提供：自由時報）

米国トランプ大統領は「国防権限法案」に
署名した（写真提供：自由時報、路透）

楽天の代表者と握手をするラミゴの劉カイ
廷球団社長（左）（写真提供：自由時報）

蔡総統が同性婚特別法に署名 
～ 5 月 24 日施行

野球アジア選手権
で 18 年ぶりに台湾が
優勝～日本に勝利

TOP
5

TOP
4

野球のアジア選手権で10月20日、台湾中部の台中で行われ
た決勝戦で、台湾が日本を5－4で破り2001年以来18年ぶり
に優勝した。本戦に先立つ予選で台湾は唯一日本に敗退してい
たが、その雪辱を果たすとともに、選手権優勝の栄冠を手にした。
台湾は2009年から5大会連続で決勝に進出していたが、優勝
こそ逃していた。

台湾チームは、10月18日の準決勝の二次リーグでは韓国を
下し、翌19日に中国を10－2で破り、決勝に駒を進めた。予
選では日本に0－2で完封負けを喫した台湾だったが、決勝戦
では一進一退の戦いとなった。試合は初回に日本が先制し、台

湾は二回、元巨人の姜建銘選手が二塁打を
放ち、その後、四球や安打で満塁とし、張
進徳選手の三塁打で走者一掃の3点を挙げ
た。その後日本に逆転されたが五回、二死一、
二塁から適時打を放ち2点を奪い勝利した。

台湾18年ぶりの優勝を果たした（写真提供：中央社）
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2020台湾ランタン
　　　　フェスティバル in 台中
　2020年の台湾ランタンフェスティバルは、台中フローラ世界博覧会場でもあった「后里花博園区」と「文心森林公
園」の二つの展示エリアで開かれます。最先端技術を駆使し、光とアートの融合で自然の風景を演出します。
　メインランタンエリアとなる「后里花博園区」では、森林エリアと馬場エリアの二つに分かれています。森林エリ
アでは、「森林秘境」をメインテーマに著名なアーティストの林舜龍さんがデザインした「森生守護」（森林の生態系保
護）をテーマにした大型芸術作品がメインランタンとして展示されます。作品は「大地の母」をモチーフして、高さ
15メートルの「巨木」を使い、光で大自然に脈々と流れるエネルギーを表現し、人々に環境保護への深い理解と共感
を訴求する台湾ランタンフェスティバルの新しいイメージを表現します。
　「アートのミラクルワールド」と命名された「馬場会場」では、「動物狂歓ランタンエリア」、「企業ランタンエリア」を
主軸とし、動物園の楽しい雰囲気と台中の地場産業のパワーを表現します。「伝統ランタンにメカニズムを取り入れ、
テクノロジーとマルチメディアの応用により、ランタンアートの新たなフロンティアを創出します。
　2019年12月21日より2020年2月23日までの期間は、サブ展示区となる「文心森林公園」では、親子で楽しめ
る展示をモチーフに、さまざまな祭りや童話のシーンをランタンで表現します。65日間の会期中はクリスマス、新年、
春節、小正月のホリデーシーズンを跨ぐため、休日毎に「円満戸外劇場」でパフォーマンスが上演されます。

会場
后里花博園区
馬場会場
文心森林公園

https://www.taiwan.net.tw/
2020taiwanlantern/index_jp.html

交通アクセス
【メイン展示区】

★台湾鉄道→「后里駅」下車、東出口へ向かい花馬道と天空歩道から歩いて后里馬場および森林会場まで。
★高速鉄道→「台中駅」下車、台湾鉄道に乗り換え、「后里駅」で下車。
★台北松山空港、桃園国際空港及び高雄小港空港→台湾新幹線に乗り台中駅で下車し、台鉄または市バスに乗り換え。

【サブ展示区】
★台湾鉄道→「台中駅」下車、市バス 81、107 番に乗り換え、「公益文心路口」下車。
★高速鉄道→「台中駅」下車、市バス 800 番に乗り換え、「捷運文心森林公園站」下車。

　台湾交通部観光局は、2019年
11月14日に2020年版のミシュ
ランガイドが台北市に加え、台
中市のレストランを掲載するこ
とを発表した。
　台中市は、台北市に次ぐ台湾
の第二の都市として成長してお
り、日本でも大人気のタピオカ
ミルクティー発祥の地として広
く知られている。また、台中国
家歌劇院や高美湿地、虹の村な
ど有名な観光地が点在し、一年
を通じて穏やかな気候に恵まれ、
伝統と現代が融合する都市であ

る。ミシュランガイド台中版の世界各国へ発行を契機に、魅力あふれる台湾グ
ルメを求める人々が台中により多く訪れてくれることに期待している。

（2020 年春発売予定）

2020年ミシュランガイド、台中版が登場

　「高美湿地」は、面積は小さいながら
も、乾地と湿地の土壌、砂質土壌、また
沼地が相まっているため、豊富で複雑な
湿地生態が形成されています。一帯は高
美野生動物保護区として生態系が保護さ
れ、「台湾のウユニ塩湖」とも称されてい
ます。

　媽祖巡礼祭りは、台湾の民俗文化のなかで
も最も重要な行事であり、最多の参加者数を
誇っています。毎年元宵節（旧暦正月15日）
に、その年の巡礼出発の日時が決められます
ので、開催日は固定されていません。媽祖に
付き従い、毎年各地を巡行する信徒の敬虔な
信仰心を、宗教、芸術、地元文化の特色を融
合しながら伝えます。

　「彩虹眷村」は「彩虹爺爺（虹のおじいさん）」と呼ばれる黄永阜氏により地元で感
動した事やモノなどを題材に壁面にカラフルに描かれたアートな一角。建ち並ぶ老
家屋には色彩豊かでメルヘンチックなイラストが描かれ、国内外の行楽客が撮影に
訪れており、台中で人気の景観スポットの一つとなっています。

　台中の逢甲大学近くにある「逢甲夜
市」は、観光客からも注目の高い人気
の観光スポットです。安くて美味しい
グルメやドリンク、雑貨屋台が無数に
あり、台北の士林夜市にも匹敵する台
湾でも最大クラスの夜市です。

　国立台湾美術館は、絵画・彫刻・版画・写真をはじめとした視覚芸術の普及と
教育を目的に運営する台湾唯一の国立美術館です。明朝・清朝から現代までに集
められた10000点を超えるコレクションを所蔵。定期的にさまざまなテーマの美
術展を開催しています。

★高美湿地

　大甲は芋頭 ( タロイモ ) の一大産地、
台中大甲の芋頭は滑らかで柔らかな口当
たりが自慢です。大甲芋頭で作られる芋
頭酥 ( タロイモケーキ )、芋円冰 ( タロイ
モアイス )、蜜芋頭 ( 甘く煮たタロイモ )
等のスイーツはどれも台中ご当地美食と
して名を馳せています。

★大甲芋頭

　名実ともに台中の名産菓子の代名詞で
もある「太陽餅」。サクサクのパイ皮に、
さっぱり甘い麦芽糖の組合せが、後を引
くおいしさと豊かな香りで人気を集めて
います。

★太陽餅

　台中には有名な麻辣火鍋店がたくさん
あります。独特のスープを吸い込んだ食
材に、トウガラシ、紅山椒、緑山椒等の
組合せは、多様な香りとほのかにしびれ
る辛さを味わえます。辛党には病み付き
になること請け合いです。

★麻辣鍋

★国立台湾美術館

★逢甲夜市

★彩虹眷村

★大甲媽祖巡礼

Taichung

18　廣告


