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TOPIC

頼清徳前行政院長（前首相）は３月１８日、
２０２０年に実施される総統選の民進党公
認候補を選ぶ予備選への立候補届け出手続
きを台北市の党本部で行った。蔡英文総統
もすでに出馬を表明しており、党内から「頼
氏の出馬は予想外だ」とする声が上がった。

民進党は同日、予備選立候補届け出受け
付けを開始。３月２２日に締め切った。４月
４～９日に政見発表会を開いた後、同１０～

１２日に世論調査を実施し、同１７日に党公
認候補を公表する。

頼氏は取材に対し、「勇気を持って責任を
負う事を決めた」と表明。蔡総統と公認候補
の争いについては、「民主的な手続きを通じ
て党はさらに団結できるようになる」と述べ、
さらに「厳しい戦いになるとみられる総統選
に対する支持者らの憂慮に対応するために
立候補した」と語った。

なお同党の複数の立法委員（国会議員）は
頼氏の立候補について、事前には知らされ
ていなかったとし「予想外だった」と口を揃え
た。同時に一部立法委員は党に対し、「透明
性のある審査を」と呼び掛けた。頼氏が所属
する派閥「新潮流派」の立法委員は、「党内
が切磋琢磨し刺激しあってこそ進歩は生まれ
る」と好意的な見方を示した。

頼氏は１９５９年台湾北部の新北市生ま

れの５９歳。医師出身で、政界転身後は立
法委員（国会議員）、台南市長などを歴任し
た。２０１７年９月に蔡政権下で行政院長に
就任したが、昨年１１月の統一地方選で党
が大敗した責任を取り今年１月に内閣総辞
職した。

蔡英文総統は３月２１日、台北市の民進
党本部で、２０２０年１月に実施される総統
選の党内予備選への立候補を届け出た。蔡
総統は「民進党には私が必要、台湾にも私
が必要」と出馬の理由を説明し、再選への
意欲を示した。

蔡総統は会場に詰め掛けた多数の国内外
の報道陣を前に挨拶し、「台湾の総統は３つ
の条件を備えている必要がある」と言及した。

中国の脅威を前に国際社会との結びつき
を強化するため①国際情勢を熟知し、異な
る国家や団体、政治家、議員らと意思疎通
を図り、折衝する能力を有する。②台湾が
多くの挑戦に直面するなか、圧力や攻撃を
受け止め、勇敢に国家を前進させ続ける。
③民進党を団結させ、かつ同じ理念を持つ
社会の力を集め、ともに理想や国政を支えて
いける。など、指導者が持つべき能力を挙げ、

「この３つの条件の答えは蔡英文」と自信を
みせた。

なお、予備選には頼清徳前行政院長（首
相）も立候補しており、党内では２強争いに
よる一騎打ちの様相を呈している。

蔡総統は同日午後、太平洋３カ国歴訪に
出発。同２８日までの日程で中華民国（台湾）
と外交関係を結ぶパラオ、ナウル、マーシャ

頼清徳前行政院長（中）（写真提供：自由時報）

ル諸島を訪問する。復路では米ハワイに立
ち寄る。

台湾の中央選挙委員会は3月19日、次
期台湾総統、副総統選挙の投票日を2020
年1月11日に決定した。立法委員（国会議員）
選挙も同日実施される。2012年、2016年
に続き総統、副総統選と立法委員選が同日
に行われており、過去2回の総統選投票日
はそれぞれ1月14日、1月16日だった。

蔡総統が党内予備選に立候補（写真提供：自由時報）

アジア地域で最大規模を誇る国際食品・
飲料展「フーデックスジャパン２０１９」が３月
５日、千葉県の幕張メッセで開幕した。台湾
行政院（内閣）農業委員会農糧署の胡忠一
署長は同日の台湾パビリオン開館式で「台湾
の優れた農産物を来年の東京五輪で提供し
たい」と述べ、五輪商機獲得に意欲を示した。　

今年の台湾パビリオンの規模は過去最大
で、出展企業は計１４２社に上った。農業委
員会は今回初めて、東京五輪への食材提供
などを目的とする「台湾農産館」を出展。企
業や公共団体など２２社・団体がナツメ、エ
ダマメ、パイナップル、ウナギ、カラスミ、腸

詰めなどの生鮮・冷凍食品
や水産・畜産加工品など
を展示した。

東京五輪の選手村など
で提供される食材には、農
作物の安全性などを示す国
際的な品質認証「グローバ
ルＧＡＰ」など、大会組織
委員会が認める認証の取得
が求められる。これについ
て胡氏は、台湾のトレーサ

ビリティー（履歴管理）制度が日本で審査を
受けているほか、台湾業者のグローバルＧＡ
Ｐ申請を支援するなど、日本の調達基準を満
たすための取り組みを紹介した。

メディアの取材に応じた台湾貿易センター
（中華民国対外貿易発展協会、ＴＡＩＴＲＡ）
の黄志芳董事長（会長）は、五輪商機に対
する台湾の姿勢について「昨年７月に大会組
織委員会を訪問した」と明かした。同センター
は台湾業者のために、五輪のサプライチェー
ンへの参入などに関する説明会も開催すると
いう。フーデックスジャパンは同８日まで開催
された。

日本と台湾の若い世代の相互理解促
進を目的とした「第１６回日台文化交流　
青少年スカラシップ」（主催＝産経新聞
社、フジサンケイビジネスアイ、共催＝
台北駐日経済文化代表処）の表彰式が３
月１９日、東京都千代田区のサンケイプ
ラザで行われた。１４人が章
典を受賞し、大賞に輝いたの
は「コンテンポラリー界を先駆
ける台湾」と題した作文の文教
大学付属高等学校３年の橋本
真那さんだった。台北駐日経
済文化代表処の謝長廷代表よ
り表彰状が贈られ、このほか、
恒例の受賞者全員が５泊６日
の台湾研修旅行に招待され
た。

謝代表は、受賞者を招待する台湾研修
旅行を通じ「同世代の人と交流し沢山の台
湾の友達をつくってください。日本と台湾の
友好の懸け橋となることを期待しています」
と激励した。受賞者を代表して挨拶した橋
本真那さんは「仲間とともに台湾への知識

や理解を深め、日台の文化交流に貢献した
い」と抱負を述べた。受賞学生は同２４日
に台湾での６日間の研修旅行を終え帰国し
た。

中学生から大学生までの受賞者ら一行は
同２０日、台北市の総統府で陳建仁副総統
を表敬訪問した。陳氏は「台湾と日本の良
好な関係は世界の模範と言ってよい。皆さ
んには台日関係の懸け橋になってほしい」と
呼びかけた。学生らは、医師出身の陳氏に、
台湾の医療水準が高い理由や、日本の若
者に期待することを質問。陳氏は総統府の
建物が今年で築１００年になることを紹介し、

「日本のどの駅に似ているでしょう」とクイズ
を出すなど、和やかに談笑した。

一行はこのほか、延平高級中学や東呉
大学の訪問、学生の自宅でのホームステイ
も経験した。シニア世代が中心の団体「台
湾歌壇」や「友愛グループ」とも懇談会を開
き、世代を超えた交流も盛んに行った。明
治学院大学１年の今井大貴さんは「総統府
に来て身が引き締まる思いがした。将来、
日本と台湾をつなぐ人材になりたい」と話し
ていた。

第１６回青少年スカラシップ大賞は
橋本真那さん

記念写真

受賞者ら一行は同20日、台北市の総統府で陳建仁副総統を表敬訪問した（写真提供：総統府 )

台湾の農産物を東京五輪へ

蔡総統が党内予備選に立候補
「民進党と台湾には私が必要」

総統選投票日が
2020 年 1 月 11 日に決定

頼前行政院長、総統選予備選に出馬

「第16回日台文化交流 青少年スカラシップ」の表彰式橋本真那さん
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台 湾 の 屏 東 PR 映 像 が 日
本 国 際 観 光 映 像 祭 で 受 賞

ワーキングホリデーの 年 間
発 給 枠が倍増

る現状に触れ「吸引力を向上させるために
台湾は努力する必要がある」とした。現在、
ワーキングホリデーで台湾を訪れる日本人
は年間300人以内にとどまっているという。

日台間のワーキングホリデーは18歳以
上、30歳以下が対象。日本人がワーキ
ングホリデー査証で台湾に入国する場合、
最長で360日滞在できる。

代表と台湾日本関係協会の邱義仁会長が署
名した。

ワーキングホリデー制度は2009年より開
始され、当初の発給枠は年間2000人だっ
たが、台湾より初年度の開始から発給枠を
上回る申込みがあった。このため、日台双方
は2014年に年間5000人に枠を拡大させ、
同時に査証（ビザ）手数料も無料化した背景
がある。

沼田代表は「台湾からの申請は増加を続け
ており、昨年は8436人に達しています。台
湾の若者の多くが日本に高い関心を持ってい
る。しかし、人数枠の制限などにより、ワー
キングホリデーで訪日できない人に対して心
苦しく感じていた」と言明し、「発給枠拡大に
向けて日台で協議を進めた」と明かした。 

一方、邱会長は「日本側の発給枠が拡大
し、台湾の青年に成長の機会を与えてくれ
たのは非常にありがたい」とし、台湾側から
の日本の青年に与えている発給枠が余ってい

日本台湾交流協会と台湾日本関係協会は
3月21日、現在、日台双方で実施しているワー
キングホリデー制度の年間発給枠を増やす事
で合意した。これにより日本側の年間発給枠
は現行の5000人から1万人に拡大される。
実施は本年の4月より。

合意に伴う署名式が同日、日本台湾交流
協会台北事務所で行われ、同所の沼田幹夫

雲林産のバナナを輸入している。消費者の
評判は非常に良好で、今回の覚書締結に
対し「取引量の目標を従来の600トンから
1000トンに引き上げる事を双方で合意し
た」とした。 

台湾の輸出業者2社が3月6日、日本の
流通業者2社とそれぞれ、台湾バナナに関す
る売買契約や協力覚書を結んだ。

千葉・幕張メッセで開催された国際食品・
飲料展「フーデックスジャパン2019」視察の
ために日本を訪れていた農業委員会の陳吉
仲主任委員（閣僚）が日台業者のマッチング
に積極的に取り組む姿勢を見せ、「台湾産農
産物の輸出拡大につながる事に期待する」と
意欲を示した。

売買契約を締結した業者は、旗山果菜運
銷合作社（高雄市）とWismettacフーズ（東
京都）。今後3年間で南部・高雄から総量
9000トン、4億3000万 台 湾 元（ 約15億
5600万円）のバナナを日本に輸出する。

一方、政府系企業の台湾国際農業開発

（台農発、台北市）は船昌商事（東京都）と
農産物の輸出入における協力覚書を締結し
た。台湾産農産物を日本の卸売市場やスー
パーマーケット、量販店などに供給する。

船昌商事は昨年より台農発を通じ、中部・

2018年に注目を集めた日本向け台湾観光
PR 動画「台湾で会おうね！」を手掛けた台湾
のシンガーソングライター、サンディー（黄小
玫）さんが南部・屏東県政府の依頼を受け
て制作した新作「海と光」（屏東で会おうね！）
が、大阪府内で開かれた第1回日本国際観
光映像祭で東アジア部門最優秀賞を受賞し
た。3月14日に行われた表彰式に出席した
サンディーさんは日本語で「みなさんもぜひ屏
東と台湾に遊びに来てください」と来訪を呼
び掛けた。
「海と光」は、屏東県で先に開催された台

湾ランタンフェスティバル（台湾灯会）のため
に制作された作品。サンディーさんの歌声に
乗せ、台湾本島最南端の鵝鑾鼻（ガランピ）
や全長262メートルを誇る台湾最長のつり橋

「山川琉璃吊橋」などの観光スポットや地元
グルメなど屏東の魅力が歌詞や映像で紹介
されている。サンディーさんが作詞作曲編曲
し、映像のプロデュースや監督、編集も担当
した。同作は動画共有サイト「ユーチューブ」
で公開されており、再生回数は3月14日現在、
54万回を超えている。 

　

潘孟安屏東県長は同日、自身のフェイス
ブックで同作の受賞を報告。サンディーさん
に感謝を示し、「われらが屏東は私の誇りで
す」とつづった。

日本国際観光映像祭は、世界各地の観光
映像を集めたイベントで、和歌山大学国際観
光学研究センターや摂南大学などでつくる実
行委員会が主催。東アジア部門のほか、世
界部門、日本部門、旅ムービー部門が設け
られている。東アジア部門には12作品がノミ
ネートされていた。 

ワーキングホリデー制度の年間発給枠拡大を喜
ぶ日本台湾交流協会台北事務所の沼田幹夫代表

（右）と台湾日本関係協会の邱義仁会長
（写真提供：中央社）

仁平和宏と日本に居留するの王文萱は経験
を分かち合う（写真提供：中央社）

受賞者ら ( 写真提供：屏東県政府 )

海と光が第1回日本国際観光映像祭
で東アジア部門最優秀賞を受賞した

( 写真提供：屏東県政府 )台湾、 バナナの対日輸出で成果

農業委員会の陳吉仲主任委員
（写真提供 : 中央社）

日本の流通業者2社とそれぞれ、
台湾バナナに関する売買契約や

協力覚書を結んだ（写真提供 : 自由時報）

大量招聘！災害修復人員大量招聘！災害修復人員大量招聘！災害修復人員大量招聘！災害修復人員

歡迎各國人士！

無學經歷可，須具備基本日文能力

工作負擔不重，有前輩指導

待命地點：東京，名古屋，大阪（交通費全額補助）

RecoveryPRO Ltd.
TEL. 045-565-9201（日文、英文） kjrtori@gmail.com

地址：神奈川県横浜市港北区新横浜1-29-1　新横浜MRビル

年 收 入：　250萬至400萬日圓
工作時間：　正職 09：00∼18：00(每日八小時)，一週五天。

　　　　　　※工作期間為數天至數個月，視災害情況而定。

工作地點：　工廠、倉庫、商店等災害現場。

工作狀況：　日本某處災害發生時，根據災難發生地點進行部屬，並提供

　　　　　　住所及全額差旅費。

工作福利：　・每年加薪　・根據公司業績給予獎金　・提供完整的社會保險

　　　　　　・提供制服　・提供證照取得輔導制度
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日本と台湾の農業・食品の生産と販売に
携わる事業者、組合、自治体等による「交流
座談会」が3月7日､ ホテルオークラ福岡で
開催された。座談会は、台湾から来日した「九
州農業視察団」が先に福岡県内の農業・食
品加工施設等を2日間にわたり視察した総仕
上げとして開いたもの。台湾の農産物・食品
輸出について日本側からのアドバイス、台湾
側から出された疑問への質疑応答などに約
35人の参加者が取り組んだ。

最 初 に 挨 拶した 台 湾 貿 易センター
(TAITRA) の黃志芳会長は「この座談会は
､ 東京で開かれた FOODEX JAPAN2019
への参加と並ぶ重要な会議となるだろう。今
日は日本の最新技術を勉強するとともに、多
くの関係方面からアドバイスをもらいたい。ま
た忌憚のない議論を通してお互いの理解を深
めたい」と話した。陳忠正・福岡総領事は「台
湾は日本から様 な々恩恵を受けてきた。バナ
ナ、お米などの農産物や上下水道、鉄道、
道路などのインフラは現在の台湾人の生活に
欠かせないものであり、この場を借りて先ず
お礼を言いたい」と前置きし、「今回この訪問
団の団長を務めるTAITRA の黃志芳会長は
最年少で外務大臣となり、台湾の外交をリー
ドしてきた逸材であり、現在は対外貿易の先
頭に立って尽力されている。黃会長の強い
リーダーシップの下に開催された素晴らしい
会合を通じて、日台両国の友情と絆が更に

発展することを祈念する」と挨拶した。
NECソリューションイノベータのプレゼン

テーションでは、一つのコンテナの中に「多
温度帯域」を作る事でエチレンガスによる過
度の熟成を防ぐなど、生鮮食品の長時間輸
送でも新鮮な状態を維持できる輸送システム
の開発が報告された。これにより少量多品
種の野菜や果物を､ 航空便の鮮度を保ちな
がら安価な船便で輸送する事が可能になると
いう。

ニシム電子工業からは、圃場の「見回り省
力化と生産性向上」を支援する農業向けＩＴ
センサー MIHARAS(ミハラス ) のプレゼン
テーション。ミハラスは①特定小電力無線の
採用により通信費を抑えて低コストを実現②
データ収集装置とセンサー端末間の無線通
信距離を5km 以上に拡大して広範囲・大
規模圃場の監視を可能③用水管理などが簡
素化され､ 節水に一定の効果がある。など
が報告された。また福岡県庁は、行政の立
場から県農産品を輸出する際のサポート政策
や実施方法について説明した。

この後フリートーキングに移り、台湾側か
ら「台湾の農産物を輸入している日本企業の
意見が聞きたい。どこに改善点があると思う
か？」との発言があり、日本側は福岡大同青
果、三菱食品、南国フルーツ、イオンストア
からのアドバイスがあった。台湾側もこれら
の具体的かつ率直な意見やアドバイスに頷く
場面が多く見られ、相互の理解と友好を深め
る大きい一歩となったとみられる。

「フーデックスジャパン2019」に出展した
台湾の水産業者が、3月7日までに日本の業
者から計18億台湾元（約65億円）に上る注
文を受けた事を明らかにした。3月7日に行
われた日台4社の調印式に立ち会った農業
委員会の陳吉仲主任委員は、「高品質な台湾
の商品が日本人に好まれている証しだ」と喜
び、受注量のさらなる増加に期待感を示した。

はえ縄漁で捕獲する中・大型魚類を専門

に扱う文［魚其］水産（屏東県）がこのほど、
ユーテック（東京都）と6億元（約22億円）
の受発注契約を交わした。今年4月から来
年3月までの期間、マグロの加工品などを日
本に供給する。このほか、冷凍水産物を取
り扱う宏益冷凍食品（屏東県）がラス・スー
パーフライ（神奈川県）との間でティラピア（台
湾鯛）やスズキ、サクラエビの購入意向書に
調印した。

京都華僑総会（魏禧之会長）は3月2日と
3日の両日、石川県加賀温泉郷に一泊二日
の旅を開催した。今回は華僑総会の会員に
加え、大阪中華総会（洪勝信会長）をはじめ
とする役員、そして京都日台親善協会の小島
裕史新会長も参加した。　

一行は石川県の名勝 - 東尋坊や福井県の
大瀧神社（紙の神様）を訪れ、記念撮影や
現地の物産品を試食するなど、終始賑やか
で和やかな雰囲気だった。

宿泊先の夕食会で魏会長は「次回は是非
とも京阪神地区の合同華僑親睦旅行を企画
したい」と願いを込めて挨拶した。

なお、帰りのバスの中で、台湾特集の番
組「世界で一番美しい瞬間」「願いのランタン
天に昇るとき～台湾・十分」を視聴した時に
は、感動のあまり一部の参加者が涙する場
面もあった。幹事担当の張原銘理事は「こん
な感動的な旅ははじめて。今後も企画してい
きたい」と笑いあり、涙ありの充実した二日間
だった。

台湾の農業委員会によると、同委が設
置したパビリオン「台湾農産館」では、3
月7日までに約600社が商談を行い、冷
凍バンレイシ（釈迦頭）やナツメ、エダマメ
など計7017万元（約2億5000万円）を
売り上げた。さらにバナナや水産物の売
買契約を合わせると、受注総額は約23億
7000万元（約85億円）に達していた。

台湾貿易センター（葉明水 CEO）はこの
ほど、台湾・台北市で4月下旬より6月まで
開催予定の業種別主要イベントの告知のた
め来日し3月15日、都内パレスホテル東京で

「COMPUTEX TAIPEI 2019」、「TAIPEI 
AMPA 2019」、「FOOD TAIPEI 2019」の
開催概要や意図などについての記者会見を
開いた。

会見で葉 CEO は、各イベントの開催概
要を話した。「COMPUTEX は1981年の
開始以来、いまやアジア最大級の ICT 展
示会として成長を続けており、今年は革新
技術満載のスタートアップ企業を集約して紹
介する「InnoVEX」も展示します。今後も
COMPUTEX は屈指の ICT 展示会として発
展させ、世界のテクノロジー・エコシステム
を創造して参ります」と話した。

また TAIPEI AMPA は「史上初めて台北
国際自動車部品及びアクセサリー見本市をは
じめとする6つ の展示会を同時に開催するも
の」とした。一方、台湾で最大規模を誇り、
国内外の出展企業が最も多い食品産業専門
見本市であるFOOD TAIPE については「食
品産業のサプライチェーンが一堂に会する市
場の最新動向とトレンドを共有する最高のイ
ベントと確信しています」とした。

その後、具体的な展示内容について
各担当マネージャーが登壇して解説した。

「COMPUTEX TAIPEI は 従 来 の ICT 新

台湾の水産業者、
約 65 億円の受注を獲得

台湾開催の 2019 年
主要三大イベント告知で会見

華僑総会の温泉旅行で感極まる～
京 都 華 僑 総 会 主 催

製品の展示にとどまらず、AI（人工知能）、
5G（第五世代移動通信技術）、ブロック
チェーン（分散 型台帳技術）、IoT（モノのイ
ンターネット）、Innovations & Startups（イ
ノベーション & スタートアップ Gaming & 
XR (ゲーミング & 仮想現実 )という6大テー
マに領域を拡大させ、最先端のテクノジーを
一堂に集めてビジネス機会を創出する大きな
役割を果したい」とした。

また、TAIPEI AMPA2019については「ア
ジアで最も先進的な自動車・オートバイ部品
及び自動車製品・サービスのプラットフォー
ムに成長させたい」と期待感を示した。さらに、
FOOD TAIPEI 2019 については「世界各
地に点在する中華系の食品業界にとって年に
一度の貴重なイベントです。昨年は世界108 
カ国・地域から 6万人を超える来場者が訪
れ、アジアの食品・飲料業界にとって年に１
度の一大イベントになっています」と、アジア
屈指のワンストップ型食品産業専門見本市と
しての抱負を話した。

■「COMPUTEX TAIPEI 2019」 
開催概要
2019年5月28日～6月1日9:30-17:30

（最終日は16:00まで）。
台北南港第1、第2展示ホール、台

北 世 界貿易センター 第1展 示ホール
（TWTC）、   台北国際コンベンションセ
ンター（TICC）。

出展企業数30カ国1650社以上、ブー
ス 数5500以 上、 来 場 者 数160カ 国
40,000人以上を予定。 

■「InnoVEX 2019」 開催概要
2019 年 5 月 29 日 ～ 31 日 9:30 ～

17:30 
台北国際貿易センター展示ホール1 
出展企業数400社以上、来場者数

18000以上を予定。
■ 「TAIPEI AMPA 2019」 開催概要
2019年4月24日～4月27日9:00-17:00

（最終日は15:00まで） 
「台北国際自動車部品及びアクセサリー

見本市」
「台北国際カーエレクトロニクス見本市」
「台湾国際スマート交通見本市」
「台湾国際電動車両見本市」
2019年4月25日～4月28日 9:00-17:00

（最終日は15:00まで） 
「台湾国際オートバイ見本市」
「台湾国際チューニング及びカーケア見

本市」
台北南港第1、第2展示ホール、出展

企業数1308社以上、ブース数3652以
上 、来場者数40,000人以上を予定。 

■「FOOD TAIPEI 2019」 開催概要
2019年6月19日～22日10:00-18:00

（最終日は17:00まで）
台北世界貿易センター第1展示ホール、

台北南港展示ホール1( エリア J、K、M、
N) 。出展企業数108カ国1600社以上、
ブース数4000以上、来場者数80000人
以上 を予定。

台湾貿易センター葉明水 CEO

記者会の様子

記念写真

大瀧神社前の記念写真 東尋坊の記念写真

具体的かつ率直な議論でお互いの理解を深めた
黃志芳会長の挨拶 ( 左は陳忠正・福岡総領事、

右は許育典・台南市副市長 )

記念写真

受注獲得を喜ぶ農業委員会の陳吉仲主任委員（右から3人目）ら
（写真提供：中央社）

農業委員会の陳吉仲主任委員（右）
（写真提供：中央社）

「日台農業及び食品業界交流座談会」
が福岡で開催



2019年4月1日発行（毎月第1月曜日発行）No:2644　ダイジェスト

Digest News
— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります

March 2019

— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります

台湾ランタンフェスティバルのランタン
作品が、今夏、青森県で開催される「青森
ねぶた祭」で展示される見込みだ。台湾交
通部観光局によると、同フェス作品の同祭
での展示は初めて。青森で展示されるラン
タンは3点。うち1点の「点亮屏安」は切り
絵アーティストの成若涵さんと地元の小学
生が制作した。県内に残されている古城の
門の一つ「南門」をモチーフとし、地元の
伝統行事や名物の切り絵を全体にあしらう
など見た人々に屏東をより知ってもらう工
夫が凝らされた。門の内側のトンネル部分

の切り絵は子供た
ちが描いた故郷の
絵を成さんが切り
絵にしたものだと
いう。なお、青森
ねぶた祭の閉幕後、
これらの作品は栃
木県日光市のテー
マパーク「東武ワー
ルドスクウェア」に
移され、引き続き
展示される見通し。

Mar.12 台湾ランタンフェス作品が「青森ねぶた祭」に展示へ

台湾ランタンフェス
ティバルの

ランタン作品
（写真提供：中央社）

高級ホテル、リージェント台北などを運
営するシルクスホテルグループ（晶華国際
酒店集団）は、グループが手掛ける牛肉麺
を日本で販売すると発表した。海外での展
開は香港に続き2地域目。今後はレトルト
商品のインターネット販売に向けた販路拡
大を進め、日本での牛肉麺普及を目指す。
グループはこれまで、冷凍やレトルトの牛
肉麺を台湾で販売しているが、リージェン
ト台北の宿泊客のうち約4割を日本人が占

めており、牛肉麺も好評を得ているとい
う。同ホテルのブランドの日本での知名度
や日本の消費者の麺に対する受容度の高さ
などを勘案し「日本を重要な市場の一つ」
と位置づける考えを示している。東京都渋
谷区の「SHIBUYA TSUTAYA」内のカフェ

「WIRED TOKYO 1999」で3月26日よ
り紅焼（醤油味）と清燉（塩味）の2種類が
提供されている。

Mar.20 台湾高級ホテルの牛肉麺が日本に進出

日本統治時代に建設され、今年で落成
100年を迎える台北市の総統府（旧台湾総督
府）は3月24日、写真などを通じて庁舎の
歴史を振り返る特別展を開催した。前日23
日に開かれた記者会見には、建物を設計し
た建築士、森山松之助の孫に当たる男性が
出席。森山松之助は、台湾総督府営繕課の
技師として1907年～21年にかけて台湾に
滞在し、台北州庁（現監察院）や台南州庁（現
国立台湾文学館）など多数の官庁建築を手掛
けた。台湾ではその多くが国定古跡として
修復、保存、利用されている。男性は「祖父
が設計した建物は日本ではあまり残ってい

ないが、台湾では高度な都市化の中でも古
い建物が大切に守られているのが素晴らし
い」と称賛。「もし祖父が今の台湾を見たら、
自分は最も幸せな建築士だと誇りに思うだ
ろう」と感慨深げに語った。台湾文化部の
資料によると、台湾総督府が竣工したのは
1919年で、当時の東アジアで屈指の大きさ
を誇った。中華民国政府が台湾に移転した
49年以降は総統府として使用している98年
には国定古跡にも登録されている。記者会
見で陳建仁副総統は「今回の特別展を見逃し
たら次まで100年待たなければならない」と
述べ、参観を呼び掛けた。

Mar.23 落成100周年の総統府で特別展

蔡英文総統はこのほど、台湾と日本、米
国、パラオはインド太平洋戦略において、
強固なパートナー関係にあるとの見方を示
した。外遊先のパラオでフェイスブック
に投稿した際に触れた。現地で3月22日、
蔡総統とパラオのレメンゲサウ大統領の立
ち会いの下、両国は沿岸警備隊に関する連
携協定を締結した。蔡総統はフェイスブッ
クで「外遊に同行した日本のメディアも関
心を寄せている」と言及。外遊では訪問先

との提携について意見を交わす以外にも
「地域内の多国間の関係促進も重要だ」と
し、「台湾は自由で開かれた太平洋地域によ
り多くの貢献をしていきたい」などの考え
を示した。3月21日より8日間の日程でオ
セアニア諸国を歴訪中の蔡総統。パラオ訪
問を終え、24日夜ナウルに到着し26日に
は最後の外遊先であるマーシャル諸島を訪
れ、翌27日、米ハワイ経由で帰途に着いた。

Mar.24 台日米とパラオは「共にインド太平洋戦略のパートナー」

Mar.1
台湾プロ野球チームのラミゴが台北市

の天母野球場で日本の楽天と交流試合2戦
目を行い7－7で引き分けた。この試合の
MVP は2月28日の初戦から2試合連続で
2安打をマークした藍寅倫選手だった。右
投げ左打ちの外野手。ルーキーの2014年
は94安打、20盗塁、打率 .339で新人王
とベストナインに輝き、2018年は全120
試合のうち107試合に出場し、自己最多と
なる146安打で3割3分5厘を記録した。
楽天との交流試合では2戦とも3番。第1
戦は六回の第3打席で本塁打を放ち、第2
戦ではチーム最多の3打点を挙げた。昨オ
フにラミゴから日本ハムに移籍した「大王」
こと、王柏融の穴を埋めて打線の中核を担
うことが期待される。

楽天との交流試合でMVPに藍選手～ポスト大王か

藍寅倫選手
（写真提供：中央社）

台湾交通部公路総局は、飲酒運転対策
として酒気帯び運転で摘発された人を対
象とした「交通安全講習会」を葬儀場で行
う方針を明らかにした。現在の開催場所
は同局傘下の各監理所。講習効果の向上
が狙いで、効果次第では実施範囲を拡大
する見通し。受講者に葬儀場内を見学さ
せ、葬儀会場内で講習を受ける。講習時

間は初犯が一日6時間、1年以内に再犯
した場合は二日間で計12時間の講習の義
務が発生する。台湾の飲酒運転による交
通事故の死亡者数は2008年の500人か
ら2017年には87人へと減少したものの、
2018年は100人と前年と比べて13人増
加している。

Mar.2 飲酒運転者対象の講習が葬儀場で開催

東京マラソン2019で台湾人女性の曹
純玉が2時間36分14秒で17位に入った。
台湾記録を約15年ぶりに更新すると同時
に、今年9月にカタール・ドーハで開幕
する世界陸上競技選手権大会への切符を
手にした。これまでの台湾記録は許玉芳

が2004年に記録した2時間39分53秒。
曹は大会前、これを上回る2時間35分以
内でのゴールを目指していた。「東京マラ
ソンはあくまで通過点」とし、2020年東
京五輪への出場こそが自身の目標だと意
気込みを示した。（記録は速報値）

Mar.3 東京マラソンで曹が台湾新記録～世界選手権への出場権獲得

対中融和路線の最大野党・国民党重鎮
の王金平が2020年次期総統選への出馬を
目指す意向を正式に表明した。台北市内で
記者会見を開き「4年あれば台湾を輝かせ
る自信がある」と訴え、さらに「台湾は世
界に不可欠な一部だ」とし、台湾の貢献を
世界に見せると支持を呼び掛けた。両岸（台
湾と中国）関係については、共に「中華の
息子と娘」であり「根は同じ」だと強調。対
立を終わらせる姿勢を示した。王氏は南部・
高雄の出身。過去立法院長を務め、同党の
馬英九前総統とは対立関係にあったとされ
る。なお同党からはすでに朱立倫・前新北
市長が出馬する意向で、呉敦義党主席（党
首）や韓国瑜高雄市長らの立候補も取り沙
汰されている。

Mar.7 国民党王金平氏が正式に出馬表明

国民党王金平氏
（写真提供：自由時報）

訪米中の柯文哲台北市長がワシントンで
講演し「親米姿勢を保ち中国とも敵対しな
い『親米友中』路線こそが台湾に最も適し
た国家戦略だ」とし、日本と親睦を深める
必要性にも言及した。両岸関係について、
最大の課題は相互信頼の欠如だとの見解を
示した柯氏。北京当局は蔡英文政権の「現
状維持」方針だけでなく、一つの中国を台
湾と中国がそれぞれに解釈する「一中各表」
を前提とした野党・国民党版の「92年コン
センサス」を受け入れていないと述べ、与
野党とも中国と「全く対話できていない」
と指摘。その上で開放的、友好的な態度で
中国との意思疎通を目指す自身の姿勢を示
した。出席者の一人で与党・民進党の駐米
代表処主任は、柯氏の論点を肯定しつつも、
具体性に欠けると指摘。「話し合いを重ねれ

ば両岸関係が良くなると本気で思っている
のか」と疑問を呈した。講演会を主催した
米ヘリテージ財団のウォルター・ローマン・
アジア研究センター長は、柯氏が両岸関係
において「合理的な観点」を有しているよ
うだとの認識を示した。 

Mar.20 「親米友中」が最適な国家戦略との見解示す～柯文哲台北市長

柯文哲台北市長
（写真提供：中央社）

人気漫画「島耕作シリーズ」の「会長 島
耕作」11巻が台湾と日本で同時に発売され
た。シリーズ初となる「台湾編」で、全編
台湾が舞台。作者の弘兼憲史さんは約半年
かけて取材、執筆を行ったという。最新刊
では台湾の政治や経済に関する内容が盛り
込まれた。台湾版の出版を手掛けるのは尖
端出版。企画宣伝主任劉宜蓉さんは、「弘兼
さんは何度も台湾を訪れ、台湾の政治や経
済についても関心を寄せている。最新刊で
は中国との関係や外交の現状のほか、民進
党政権が推進する東南アジアや南アジア諸
国との関係強化を目指す『新南向政策』に
も触れられている」という。昨年講演で訪
台した際も観光スポットを数カ所回って資
料用に写真を撮っていたという弘兼さん。

同作には超高層ビル「台北101」や九份な
ど台湾の名所や施設が約20カ所登場する。
表 紙 に は
260年余り
の歴史を誇
る台北市の

「松山慈祐
宮」が描か
れた。

Mar.22 漫画「島耕作」が台湾と日本で同時販売

シリーズ初の「台湾編」
（写真提供：中央社）

台湾産の苗を用いた白いコチョウランが
東日本大震災の被災地、福島県葛尾村で咲
き誇っている。村の復興を目指し2018年
1月に栽培が始まったもので「ホープホワ
イト」と命名された。栽培業者は「台湾産コ
チョウランを通じて福島に幸せをもたらせ
れば」と願う杉下博澄さん。県産食品に対
する人々の不安がいまだに残るなか「地元
の新たな収入源になれば」と、ギフト用コ
チョウランの栽培に目をつけた。「世界屈指
のコチョウラン大国である台湾からなら苗
を安定的に仕入れられるだろう」と思案し
た。現在、月4000株の苗を台湾から輸入
する。初出荷を迎えたのは2018年7月。「花
が大きく花弁に厚みがあるところが消費者

に好まれる」と杉下さん。3本立ちで最高1
万2000円の値段がつく事もあり「3～5年
後には事業を拡大したい」と意気込んでい
る。

Mar.11 台湾産コチョウランが福島で咲き誇る

台湾産コチョウラン
（写真提供：中央社）

台北市と和歌山市は、今年5月に期限を迎え
る双方の交流促進に関する覚書を更新した。更
新セレモニーは和歌山市でこのほど行われ、覚
書には台北市政府の薛春明副秘書長と和歌山市
の尾花正啓市長が署名した。双方は今後、文化
芸術や観光などの分野で引き続き提携し、親睦
を深めていく。 和歌山市ではこの日、台湾の夕
べを開催し、地元の団体「和歌山日台交流協会」
が「日台交流について」をテーマに講演。さらに
原住民（先住民）出身の男性歌手の陳永龍さんが

登壇して来場者を魅了した。両市は和歌山市出
身の平松徳松氏が1917年に作ったかつての高
級料亭「紀州庵」をきっかけに交流を開始。以降、
双方は2017年に交流促進に向けた覚書を交わ
すなど文化、青少年交流を進めている。紀州庵
は台北市文化局に市の古跡として登録されてお
り、修復を経て2014年には文化施設として変
身している。毎年5月に関連の祝賀イベントを
催している。

Mar.15 台北市と和歌山市が覚書更新

台湾は2020年10月以降、デジタル技術を駆
使した電子的な身分証明書、デジタルIDカード

（数位身分識別証、New eID）が全面的に導入さ
れる見通しとなった。国家発展委員会の陳美伶
主任委員が、台湾の将来について講演した際に
明らかにした。現在、身分証とは別々になって
いる健康保険カードや運転免許証にも対応し、1
枚のカードに統一される見込み。 陳氏は「行政
のスマート化は世界の潮流で、多くの国がデジ
タル化した国民IDカードを採用するなか台湾が
未だに紙カード式の身分証を使用している」と指

摘。「偽造されやすいうえに情報通信技術（ICT）
産業において国際的に重要な地位を占める台湾
は前進しなければならない」と導入の必要性を強
調。導入後は個人データを政府に一度提供すれ
ば、バックボーンネットワークを介して政府各
機関のデータバンクとつながるため「自宅で24
時間いつでも各種の行政手続きができるように
なる」とも説明。個人情報漏えいなどの懸念に対
しては「新たな身分証は識別機能を持つ鍵のよう
なもので、データ自体はクラウドに保存される」
と安全性をアピールした。

Mar.15 台湾、デジタル化身分証を導入へ 来年10月にも

台湾立法委員（国会議員）4議席の補欠選挙が
投開票され、昨年11月の統一地方選で野党国民
党に大敗を喫した与党民進党が北部・新北市と
南部・台南市の2議席を守った。両選挙区は民
進党の票田である事もあり、来年の総統・立法
委員選の行方を占う前哨戦として注目が集まっ
ていた。 

民進党の羅文嘉秘書長は記者会見で「台湾の
民主主義の勝利」と喜びを示し、民進党は勝っ
てはいないとし、総統選までの間に「さらなる
困難が待ち受けている。一つ一つ克服していか
なければならない」と気を引き締めた。その上
で「台湾は民主主義の価値を守り台湾の生活様
式を守る政党を必要としている」と話し、民進
党に機会を与えてくれた台湾の有権者に感謝し
た。新北市は汚職などの罪で起訴され、昨年12
月に有罪判決が確定したのを受けて民進党を離

党した立法委員（当時）の辞任に伴う第3選挙区
の補選。同党の余天氏が国民党の鄭世維氏らを
退けて当選した。台南市は、昨年11月の同市長
選に当選した民進党の黄偉哲立法委員（同）の空
席を埋める第2選挙区の補選で、同党の郭国文
氏が国民党の謝龍介氏らに勝利した。

Mar.16 与党民進党、票田の2議席を死守

余天氏が国民党の鄭世維氏らを退
けて当選した（写真提供：自由時報）

呉外交部長は米国の対台湾窓口機関、米
国在台協会（AIT）台北事務所のブレント・
クリステンセン所長（大使に相当）と台北
市の外交部で記者会見を開き、台米間の
対話メカニズム「インド太平洋民主的ガバ
ナンス協議」を設立したと発表した。米国
側は台湾との協力関係推進について「中国
に対する挑発だとみなされるべきではな
い」との考えを示し「米中関係とは無関係
だ」とした。同協議は台湾と米国が定期的
に交流をする場と位置づけ、インド太平洋
地域において人権や民主主義、良い統治な
ど双方が共有する核心的価値観を共同で推
進し、地域内の自由や法の支配に基づく秩
序を守っていくことを目指す。トランプ政
権が積極的に台湾との関係を促進させてい
るなかで、クリステンセン所長は「米国と
台湾が推進するメカニズムは米台間の協力

とみなされるべきであり、中国の要素は別
問題と考えるべきだ」と説明。米国は台湾
との関係を発展させると同時に、中国と良
好な関係を持つことも可能だとの見方を示
し、今回立ち上げたメカニズムは「あくま
でも米台間のもの」と強調した。

Mar.19 米国と対話メカニズム立ち上げ中国挑発の意図を否定

呉外交部長とブレント・クリステンセン
所長（写真提供＝自由時報）

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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であった。私の台湾をテーマにしたドキュ
メンタリーの第１作「風を聴く～台湾九份
物語」である。チラシ、ポスターには、九
份茶坊で語る江さんの写真を使った。ロ
ケに何度も行ったが、一度、三里塚闘
争などの撮影を手がけた大津幸四郎さ
ん（２０１４年逝去）にカメラを手にしても
らったことがあった。さすが名人で絶妙な
カメラワークだった。しかし、小さなハプニ
ングが起こった。撮影場所は九份茶坊で、
１人で茶をたしなむ江さんの姿を撮るシー
ン。オープニングシーンとして私は構成しよ
うと思っていた。その時、江さんが緊張し
てしまい、休憩をはさんで１０回も撮った
がいいシーンが撮れなかった。緊張をほぐ
すためにいろいろやってみたが難しい。そ
れ以外のシーンでは江さんは実にいい語り
をしてくれたのだが、その時だけはやはり
ぎこちなく、大津さんも「・・・」。後日、
私が撮り直したのだった。江さんも「大津
さんのような大カメラマンの前では顔がゆ
るんではいけないと思いました」と苦笑いし
ていた。
「風を聴く」は２００７年に完成した。台

湾の瑞芳駅前で野外上映され、九份でも
上映された。映画完成後も江さんとの交
流は続いた。江さんはその頃基隆に住ん
でいた。駅前のカフェで奥さんの雪俄さん
と一緒に会った時のことだった。江さんが
真顔でいう。「僕は九份の金鉱の歴史を書
物にして残したいと思っている。しかし出版
するにあたって、鉱山を管理する会社に許
可をとろうとお願いしたが何も返事がない。
ダメとも何とも返事がない。費用は僕が持
つ。会社に負担はかけない。しかし返事が
こない。・・・無視されているようで辛い」。
私はそのことを会社の総経理の林さんに尋
ねると「私は江さんの気持ちがわかるし賛
成です。でもオーナーが返事をしない」と
いう。オーナーとは台湾五大家の一つの
顔家である。結局、台北県文化局が動い
て『江両旺口述歴史専書』を県政府が出版
した。２００９年であった。県政府のはか
らいに江さんは喜んでいたという。本が出
てしばらくして江さんは天国に行った。江
さん。あなたと出会わなければ、「風を聴く」
ことはなかったでしょう。感謝しています。

私が台湾に目を向けた時の第１
作はテレビの２０分のドキュメンタ
リーで舞台は「基隆」だった。それ
が視聴者から好評で、リクエストが
来て、次は同じ台湾の「九份」を取
りあげようということになった。九
份のコーディネーターを決め、ロ
ケの準備に入ったところでＮＨＫの
プロデューサーから連絡があった。

「おたくの会社との話の少し前に別
の製作会社に『九份』を依頼してし

まっていたので台湾の別の場所にしてほしい」
という。

対案として提案したのが台北市の西門町に
あった紅樓劇場。日本時代に映画館として建
てられ、その後、空家同然となったが、ちょ
うどその頃リニューアルオープンした劇場だっ
た。

私は九份のコーディネーター役の方に事
情を説明すべく、台湾に行くことになった。
２００４年春、私にとって初めての台湾であ
る。

この時コーディネーター役
だったのが江両旺さんだった。
江さんに九份を案内してもらっ
た。一通り基山街、堅崎路、
汽車路など観光コースを案内し
た後、江さんは自らが勤める鉱
山を管理する会社の資料室に
私を招き入れた。この町は１９
世紀末から１９７２年まで金を
産出する鉱山だった。江さんは
祖父の代から鉱夫で今は資料
館の管理をしていた。資料館
は一般には非公開で、裏には
かつての坑口や工場跡が残っ
ていた。観光コースの横道に
入ると坑口、病院跡があった。
人気の石畳の階段の茶芸館は
当時、料理屋、土産店が立ち
並ぶ基山街は日用品を扱う商
店街、汽車路は鉱石を運ぶト
ロッコ道であった。

町の歴史を知る江さんに案
内してもらうと全く違った町の姿が見えてくる。
目から鱗が落ちた（まるでＮＨＫのブラタモリ
のようだ）。

江さんは「この町に観光客がたくさん来るけ
ど、みんなこの町の成り立ちや歩みに関心が
ないようだ」と寂しそうに語っていた。観光パ
ンフには必ずといっていいほど堅崎路の阿妹
茶酒館が掲載され、ガイドブックにも必見の
観光スポットと紹介されるが、それ以上の記
述はない。

帰国後、江さんとは手紙のやりとりが続き、
彼が自費で九份の歴史を語るＣＤを製作して
いることを知った。江さんが、語り残したいと
いう気持ちがひしひしと伝わって来た。当時、
江さんは８０歳。

私は父母の世代の、戦争を生き抜いた人
を取材することが多く、よく言われるのは、「今
のうちに話を聞いておかなければ」である。そ
ういいつつも日常の雑用に忙殺され聞かずじ
まいになってしまうことがままある。

そこで挑戦したのが、江さんを主人公と
する九份を舞台にしたドキュメンタリー映画

第
四
回

九份の語り部の思い
�文：林 雅行（映画監督）

松田義人（deco／編集者・ライター）㊵
金山のコア過ぎる無料公共温泉

前回、盧山温泉の話を書きましたが、台
北近郊でもよく行く温泉が２つあります。北
投近くの行義路温泉、そして金山温泉です。
行義路温泉は日帰りが基本の温泉ですが、
早朝から空いており白濁したお湯の硫黄が
たまらず、疲れた体を癒してくれます。

また、もうひとつの金山温泉は、台北か
ら車で約１時間くらいかかりますが、数時
間予定が空いてしまった際にはちょくちょく
寄ることが多いです。もちろん、金山の老
街の名物、ガチョウ肉やロールケーキも美
味しいですし、隣の町・石門まで足を伸ば
せば、有名な劉家肉粽をはじめ、複数のち
まき屋さんがあって、どこも美味しい食事が
採れることも、ここに来る理由の一つです。

先日もいつも通り、金山まで来て、また
いつものように舊金山総督温泉（日本時代
からある金山の代表的な温泉）で浸かって
帰ろうと思っていました。しかし、駐車場に
車を泊めたところ、ちょうど舊金山総督温
泉の向い、駐車場の脇にある小屋から、な
んとも賑やかな声が聞こえてきました。

ふと目をやると、「豊漁社区温泉浴室」と
書いてあり、小屋からは湯気がモクモクと沸
き上がっています。これまで何度も来ている
のに、この小屋の存在に全く気付かなかっ
たのですが、どうもここも温泉のようです。

地元感がプンプンし、かなり敷居が高そ
うではありますが、その湯気と賑やかな声
に誘われ、この日はこっちに入ってみること
にしました。

温泉小屋は男湯、女湯と分かれており、

遠慮なく男湯のほうに入ってみることにしまし
た。受付はなくのれんをくぐると、いきなり
風呂場。つまり、お金はかからない施設の
ようです。ただし、脱衣所もないので、風呂
場の脇で服を脱ぐというローカルルールのよ
うです。

すでにお湯に浸かっていた地元のオジサ
ンたちは見慣れぬ僕のほうを凝視し「初めて
か？」と一瞬鋭く声をかけてきます。

僕が下手クソな中文で「初めて来た日本
人です」と告げると、オジサンの表情は柔ら
かくなり、この温泉小屋でのルールを教えて
くれました。

まず洗い場はないため、お湯に浸かる前
にシモを念入りに洗うこと。そして、温まり
過ぎたら、お湯から出て、ゴムホースの付い
た水で体を流すこと。水が冷た過ぎる場合
は、その辺にあるデカいプラスチック缶で湯
船からお湯を取って、水で薄めて使うこと。

なるほど、合理的です。僕もこの段取りを
済ませてオジサンたちと湯船に浸かると、こ
れが最高にいい湯。金山には海底温泉、炭
酸泉、硫黄泉、鉄泉と、４つの源泉がある
ようですが、鉄の香りが強かったので、ここ
は鉄泉ではないかと思います。

ちょっと温度が熱いですが、たった１５～
２０分での入浴だけで体はポカポカになりま
した。親切にこの温泉小屋のルールを教え
てくれたオジサンたちにお礼を言うと、「サヨ
ナラね！」とまた笑顔で挨拶してくれました。

帰国後、インターネットで調べると、金山
や隣町・萬里周辺にはこういった地元の人
しか知らない公共浴場が数軒あるようでし
た。ドメジャーの舊金山総督温泉なども良い
ですが、こういった公共浴場に行き、地元
の人たちと話をしてみるのも、台湾らしさを
味わえるはずです。

この温泉小屋の
ルールとは…！？

豊漁社区温泉浴室の外観。皆さんバイクで温泉に来られるようです

第 二 十八 回

台湾在住20年写真家
熊谷俊之

苗栗 龍騰断橋

※写真で台湾を伝えるコーナー「Photo de TAIWAN」では、台湾在住２０年の日本人写真家・熊谷さんの写真を通じて、まだ知らない
台湾をお届けします！

　「五月の雪」 と呼ばれる桐花 ( ア
ブラギリ）の花が有名な苗栗県です
が、同時に訪れたいスポットが旧山
線の「勝興車站（駅）」とここ龍騰断
橋です。
　この橋はもともと1908 年に台湾
総督府鉄道が縦貫線（のちの台中
線）を全線開通させた時に作られた
レンガ製のアーチ橋でした。1935
年の新竹台中地震で破損し、また
1999年の921大地震によって更に
一部が崩壊し、今に至っています。
　観光客があまりいない穴場なの
で、ゆっくり下町スローシティを楽
しめる客家ロマンチック街道（台三
線）の旅もまたいいですね。

撮影日時：2013年4月

舊金山総督温泉の
向いに温泉小屋を発見
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無量壽佛 ♪♪  2019年【己亥年】

宗教法人 日本大道院純陽宮
〒289-0216千葉県香取郡神崎町植房950-1
TEL：0478-72-1068或1899　FAX：0478-72-1089
董事長　玄駿　　興建会長　玄胡明信

慶祝新年春節、2019年【己亥年】歡迎安奉太歲灯·光明灯
每月農曆初一、十五日收驚、消災、解厄（免費）

相続 贈与 登記 国際税務・ ・ ・
１９７２年創業

(王、殷）

【事務スタッフ募集】
応募資格

・日本語検定N1相当以上

・PC、スマホ使える方

・エクセル・ワード、メール、LINE使える方

・経理経験ある方、尚可

連絡先 : ０３－３３８８－９６３８

メール ： oubo@kurosawa.gr.jp

担当 ： 大宮、黒澤章

募集要項

詳細

仕事内容

・中国語と日本語での電話応対

やメール（主に台湾の方へ）

・総務・経理業務、一般事務

・不動産登記、税務事務補助

東京都中野区中野4-4-11
http://www.kurosawa.gr.jp
中文服務専線 ： 03-3388-2520

黒澤合同事務所グループ
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【東京／採訪報導】日本中華聯合總會於

三月九日在東京威斯汀飯店舉辦會員大會

暨懇親會，日本各地的華僑總會代表專程

出席，駐日代表處副代表郭仲熙、僑務組

組長王東生都到場指導，參議員大島九州

男則特別蒞臨懇親會，大會除了討論修改

章程外，也為七月的改選做準備。

　這次的會員大會中，為了讓總會的章程

更完善，包括未繳費的地方華僑總會權

益、監察委員，以及選務委員會候補等相

關事宜，而會員們也非常踴躍發言，與眾

人探討等，同時也選出負責今年改選的選

務委員，雖然花費不少時間在討論下，但

【大阪／採訪報導】大阪中華總會婦女會三月八日在大

阪市的大東洋餐廳舉行國際婦女節祝賀懇親會，逾百名

婦女會會員及華僑及日本貴賓參加，會中有精彩的歌謠

表演及摸彩活動，場面十分熱鬧。

　大阪中華總會婦女會會長葉山裕子致詞時表示，很感

謝各界貴賓參加國際婦女節的慶祝活動，現代女性在社

會越來越活躍的同時，也面臨很多新的挑戰。例如過去

家庭內只有固定電話，兒女與那些朋友交往，父母大致

能夠掌握，但是現在很多兒女回家後，可以自由的使用

手機，父母很難了解兒女透過手機和那些人交流，現代

女性需要重視這些問題，並且致力於維繫家人之間的溝

通和交流。

　駐大阪辦事處處長李世丙夫人江麗玲致詞時表示，國

際婦女節最初的原點是紀念女性取得參政權，近年來婦

女節的慶祝方式轉變為表達對婦女的感謝，在座的台灣

婦女們不僅兼顧家庭與工作，同時還致力參與社會互助

和交流的活動，堪稱國際婦女的典範，他要向大家表示

最深的敬意。

　接著大阪中華總會會長洪勝信致贈五十萬日圓補助金

給婦女會，由會長葉山裕子代表接受，同時介紹新年度

婦女會的理監事等幹部成員。晚會中還邀請台灣出身，

原寶塚歌舞劇團團員的侯麗文小姐演唱「阿美阿美」、

「 是 否 」 等 歌

曲，場面十分熱

鬧 ， 並 且 有 機

票、三十二吋彩

電等精彩的抽獎

贈品，與會者在

歡樂的氣氛下，

度過了愉快的國

際婦女節。

【東京／採訪報導】日本華商總會於三月六

日在Ａｒｃａｄｉａ市谷私學會館飯店舉新

年會，包括駐日代表處副代表張仁久、日本

台灣交流協會專務理事舟町仁志、眾議員富

田茂之、海江田萬里、秋本司、日台親善協

會會長衛藤征士郎等關東地區僑領和日本友

人等一百多位出席，會長林冠銘除了宣傳七

月份的台灣ＦＥＳＴＡ外，也希望能號招年

輕人參與日本華商總會，傳承會的歷史。

　副代表張仁久表示，日本華商總會從

１９５０年成立至今已有相當長的歷史，長

年以來也一直為華僑和台日關係貢獻不少，

像是即將於七月份舉辦的台灣ＦＥＳＴＡ，

將台灣的食文化介紹給日本民眾，讓更多人

能認識台灣，能促進台日之間友好。

　會長林冠銘表示，日本華商總會已經有相

當悠久的歷史，要讓會能繼續傳承，就需要

有下個世代的人加入，因此將來會積極招募

年輕的理事加入，而我們身為中華民國台灣

的人，為了能將自己的國家介紹給日本人，

因此舉辦台灣ＦＥＳＴＡ，只可惜無法將

中華民國的名字掛上去，只能使用台灣，

但還是希望能讓大家都透過活動了解台

灣。

　日本台灣交流協會專務理事舟町仁志表

示，因為日本和台灣交流頻繁，２０１８

年訪日的台灣遊客高達４７５萬人，而在

台日交流當中，年輕人的交流有逐漸增加

的趨勢，不僅許多日本學校都選擇到台灣

修學旅行，２０１７年開始日本台灣交流

協會也啟動台灣高中生赴日留學計畫，來

日本進行十一個月的留學體驗，學習日本

的生活習慣和文化。

　此次的新年會來賓冠蓋雲集，其中包括

知名演員、製片人、導演兼武術家的千葉

真一也特別出席，吸引不少來賓爭相與他

合影，另外也邀請樂團演出許多歌曲，以

及小朋友跳草裙舞炒熱現場，也延續新年

大家團圓一致的熱鬧氣氛。

【東京／採訪報導】為了歡慶國際婦女節，留日東京華

僑婦女會於三月六日在雅敘園飯店舉辦懇親大會，駐日

代表謝長廷、參議院魚住裕一郎、日本台灣親善協會副

會長並木正芳和關東地區僑領、日本友台等各界人士都

出席祝賀，會中同時也懷念過世的名譽會長羅王明珠和

吳淑娥的努力，才能讓婦女會得以成長茁壯。

　過去台灣曾是

重 男 輕 女 的 時

代，後來隨著女

權意識抬頭，近

年來台灣的女權

比起世界各國先

進，在日本各大

僑、商會中，不

少會的會長也都

是由女性擔任，

印證了台灣女權

【大阪／綜合報導】世界華人工商婦女企管

協會日本關西分會於三月二十三日在會館舉

辦春季聯誼會，顧問與會員約30位出席，共

度歡樂時光。

　這天原訂到戶外賞櫻，因今年櫻花花季比

預報延遲，加上氣溫驟降，活動改到會館餐

敘交流，會員們興致不減，氣氛十分融洽。

雖沒能如願賞櫻，每個人別上美麗的胸花，

說說笑笑共享精緻美味的便當、各自帶來的

水果、點心、飲料，席間新會員二胡演奏家

魏麗玲現場演奏多首曲子，琴音飄揚，令人

陶醉。

　會長俞秀霞感謝與會顧問及姐妹們的配合

與支持，感謝負責此次活動的兩位理事陳鳳

玉及王玲玲從挑選便當、安排歌舞餘興、到

賓果遊戲獎品，絞盡腦汁、費盡心思。

　會員們表示，每次開開心心的前來，像是

回到自己家一樣，獲得滿滿的正能量，身心

越來越年輕。這正是俞秀霞創會時所抱持的

初衷，也是最期盼看到的。

　看到姊妹們發自內

心的歡喜互動，俞秀

霞宣布今後每兩個月

在會館舉辦聯誼凝聚

大家的感情。下次聯

誼 活 動 預 定 在 五 月

底，由副會長鄭彩琴

及理事陳楊珍珍擔任

幹事，在場姐妹報以

熱烈掌聲表示贊同。

的進步，而留日東京華僑婦女會每年時逢國際婦女節時

也會舉辦慶祝活動，凝聚眾人的向心力。

　留日東京華僑婦女會在２０１７年吳淑娥會長過世

後，決議由六位副會長輪流代理會長三個月，此次的慶

祝活動由蕭玉蘭副會長負責，她於致詞時表示，華僑婦

女會的目標就是為了國家社會服務、維護婦女權益、推

動社會公益，不論是過去、現在或未來都不會改變，今

後也會持續做為婦女們的歸屬，珍惜和爭取女權，點亮

女性美好的明天。

　駐日代表謝長廷表示，台灣女權的地位在亞洲或世界

非常高，像是我們的總統就是女性，國會裡的女性也佔

了四成，比日本還高，而婦女也是很重要的角色，從當

女兒起到變成母親，一生都在犧牲奉獻，但若社會不安

定，國家戰爭多時，第一個受害的都是婦女，因此對於

婦女的尊重、保護不僅是為了她們，也是為了我們的下

一代。同時謝代表也預祝七月份的會長改選順利，讓婦

女會能繼續支持台灣，成為台灣之光。

　而懇親大會也安

排 各 式 各 樣 的 演

出，除了常見的唱

歌表演外，還有原

住 民 、 演 歌 的 舞

蹈，最特別的是還

請到高圓寺阿波舞

連協會的天翔連帶

來阿波舞演出，一

出場就吸引全場注

目，最後也邀請來

賓一同共舞，就連

謝長廷代表都加入

跳舞的行列，讓現

場氣氛熱鬧滾滾。

每項提案都有討論出結果，並獲得大家認

可，讓會員大會順利結束。

　中華聯合總會會長新垣旬子在會員大會

上報告二月在關西地區成立關西緊急救難

協會，以及總會的官網於去年十一月十五

日正式運作，她也特別表示，謝謝所有會

員千里迢迢趕來參加大會，一整個下午的

會議也辛苦大家，但也因此能傳承會的歷

史，並且往更好的地方發展，繼續愛著中

華民國台灣。

　新垣會長也提到，雖然會長的任期到七

月才結束，但在這段期間各地的華僑總會

和青年部都舉行過各式各樣的活動，而每

當參加活時，都能深刻感受到各地的華

僑總會的熱情，不論是抱持著愛國心推

廣台灣，或是與地方的交流，大家都很

努力在進行，讓她非常感動。

　駐日副代表郭仲熙特別肯定日本中華

聯合總會七十多年來的歷史，在各方面

都貢獻不少，郭副代表說，這次在新垣

會長的帶領下和所有人的努力，讓會員

大會能圓滿結束，而一直以來給予的特

別幫忙和溫暖，他也由衷感謝，另外中

華聯合總會也特別準備禮物致贈給將於

四月返台的郭副代表，感謝他在任期間

對各地華僑無微不至的照顧。

日 本 中 華 聯 合 總 會 會 員 大 會
探 討 章 程 籌 備 改 選

大 阪 中 華 總 會 婦 女 會
歡 慶 國 際 婦 女 節

日本華商總會新年會　盼年輕人加入傳承歷史 世 華 關 西 姐 妹 春 季 聯 誼

東 京 華 僑 婦 女 會 歡 慶 婦 女 節　
盼 點 亮 女 性 美 好 的 明 天

橫濱台灣餐飲聯誼會新年會
新 生 代 接 棒 拓 展 會 務

【橫濱／採訪報導】橫濱台灣餐飲聯誼會於

三月二日在四五六菜館別館餐廳舉辦新年

會，除了慶祝聯誼會邁入第三十一年，也在

會中向來賓介紹新的幹部成員，清一色皆以

年輕人為主，為餐飲會帶來新氣象，像是近

日開始積極使用Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣傳，會

長張志銘也盼新生代的創意能帶領會更上一

層樓。

　這次的新年會包括台北駐日經濟文化代表

處橫濱分處秘書陳信宏、橫濱市議長松本

研、眾議員松本純代理、神奈川議員中村武

人、伊東康宏、米村和彥，以及橫濱華僑總

會會長洪益芬、橫濱台灣同鄉會會長余玉

隆、橫濱台灣商會會長林隆裕、旅日榮光會

會長河道台等將近百人出席。

　會長張志銘表示，謝謝大家三十一年來對

橫濱台灣餐飲聯誼會的協助和支持，聯誼會

也在幹部會員的熱心協力下，與在日僑界及

關東地區的同體都有穩定的友誼和交流，從

今年開始，橫濱台灣餐飲聯誼會成立臉書粉

絲專業，今後各項活動都會在粉絲專業上宣

傳，與大家一起分享，希望大家幫忙按讚宣

傳，也要謝謝前輩們長期以來的支持，讓會

能慢慢的成長。

　橫濱市議長松本研表示，很高興自己能參

與橫濱台灣餐飲聯誼會第三十一年的新年

會，也肯定會長和所有成員三十一年來盡心

盡力的為會付出，而橫濱市也有台日友好的

組織與台灣保持聯繫，從今以後也會致力於

橫濱和台灣友好關係的發展，促進更多交

流。

　新年會當天剛好是女兒節的前夕，會長張

志銘特別準備禮物頒發給來賓的女兒，另外

除了一般的抽獎外，也特別舉辦猜拳大賽爭

奪台北東京來往機票，以及利用骰子來比大

小拿紅包的活動，讓新年會的氣氛變得熱鬧

滾滾。

新垣會長報告總會近期事務

參加大阪中華總會婦女會國際婦女節慶祝會的各界貴賓

會長蕭玉蘭致詞
抽中三十二吋彩色電視的幸運嘉賓

謝代表和蕭會長、來賓、表演團隊合影留念

會長林冠銘致詞

副代表張仁久致詞 世華姐妹紀念合影

大阪中華總會婦女會新任理監事

眾人紀念合影 得獎的幸運兒出席會員大會的成員與來賓合影
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【東京／採訪報導】亞洲台灣商會聯合總會

將於今年七月舉行第二十七屆會長和監事長

的選舉，為此由馬來西亞台灣商會聯合總會

提名推派的監事長候選人林凱民特別造訪日

本，並於二月二十八日在ＴＲＩＰＬ　ＯＮ

Ｅ餐廳舉辦餐會與關東地區台商交流，台商

們也熱情給與意見和支持，讓林凱民直呼此

趟日本行非常值得。

　林凱民賢伉儷在亞洲台灣商會聯合總會名

譽總會長李芳信陪同下，舉辦餐會與台商交

流，包括東京、橫濱、千葉、埼玉、山梨的

台商們都出席共襄盛舉，李芳信表示，這次

主要是讓林凱民能向前輩們請益請安，雖然

林凱民看起來年紀輕輕，但他已經是馬來西

亞上市公司董事長，非常有能力。

　林凱民表示，這次除了因為榮幸得到馬

來西亞台灣商會聯合總會的提名推派出馬

競選監事長外，也覺得自己還年輕，有精

力和能力來服務商會，才會決定接下這個

重擔。從去年十二月開始到現在已經拜訪

亞總９個國家，預計七月中選前會跑遍亞

總１６個國家。

　林凱民也提到，在拜訪各國的過程中，

深刻覺得台灣商會在各國有如此的規模，

都是得來不易，要好好珍惜，自己有幸選

上理事長，一定會秉持像現在一樣的衝勁

來未１７個國家服務。因為自己的父親受

日本教育，且與日本有生意上的往來，對

日本有深厚的感情，也因為在餐會上認識

許多台商前輩，得到珍貴的教誨，讓他覺

得這趟日本行不僅感到親切熱情、開心，

也非常值得。

【東京／採訪報導】為了促進日本僑社發

展，以及了解僑民心聲，台北駐日經濟文

化代表處於三月二十二日在市谷私學會館

飯店舉行僑務座談會，關東地區的僑務委

員、僑務諮詢委員、僑務促進委員都踴躍出

席，這次針對海外僑民第二代的國籍、教育

交流及中國打壓等問題進行探討，代表處也

提出「籲請支持台灣參與世界衛生組織及

２０１９年世界衛生大會」的聯署。

　

【沖繩／綜合報導】為了廣泛瞭解日本沖繩

地區僑界對台灣僑務工作及僑團、僑商等相

關建議，作為僑委會未來推動僑務工作的參

考，駐那霸辦事處於三月四日晚間在那霸市

內飯店舉辦「１０８年僑務工作座談會」，

邀請沖繩地區僑務委員暨僑務榮譽職人員、

僑會會長參加，歷時約三小時結束，與會人

此次僑務座談會由僑務委員大山青峰擔任主

席，駐日副代表郭仲熙也列席聆聽僑民的建

言，他表示，很感謝大家撥空參加會議，以

及大力支持代表處的僑務工作和對日關係，

而會議主要是為了僑委會即將於五月份舉行

僑務委員會議，因此希望能收集僑民的寶貴

意見，讓僑務委員能帶回台灣向僑委會反

映。

　隨著僑民在日本結婚生子，不少僑領都

針 對 第

二 代 的

僑 民 提

出 問

題 ， 其

中 特 別

是 國 籍

問 題 ，

雖 然 證

照 組 也

在 場 解

惑 ， 不

過 也 有

士踴躍發言給與駐處意見。

　這次僑務工作座談會由駐那霸辦事處范振

國處長親自主持，包括沖繩轄區內的僑務委

員新垣旬子、琉球華僑總會會長張本光輝、

僑務顧問洪柏青、東鄉清龍、張本昌義、僑

務促進委員中山龍二、福本麗莉、張本肇等

人與會。

　會中眾人就僑

團如何協助推動

或宣介政府的重

要政策、成立僑

界 急 難 救 助 協

會，以及台商組

織如何吸引台商

參加，壯大組織

規模等議題廣泛

交 換 意 見 。 此

外，各與會人士

一致強調僑界世

代 傳 承 的 重 要

性，呼籲年輕的

華僑們有機會能

踴躍參加僑社活

動，也可以藉由

學習華語提升對

台灣的向心力。

【東京／綜合報導】世界華人工商婦女企

管協會日本分會於三月二十三日在東京召

開第八屆第五次理監事會議，駐日代表處

僑務組文君妃秘書也到場指導，本次會議

特別安排兩場主題講座，分別為東京執業

婦科權威塩澤正之醫生的健康講座，以及

歐盟比利時國立列日大學林育賢博士的教

育講座。

世界日本分會召開第八屆第五次理監事會

議會內首次針對理監事需求而安排講座，

期許世華日本分會的姊妹都能從會中得到

收穫，不僅增加知識、還能越來越健康、越

來越美麗。健康講座以「更年期」為主題，

不僅讓大家了解關於更年期正確的醫療知

識外，於問答中理監事就自身煩惱或經驗詢

問、討論，與會姊妹皆是收穫滿滿。

緊接著教育講座帶領姊妹進行性向測驗，讓

大家了解自己的人格特質，並詳細介紹歐盟

比利時國立列日大學的碩士、博士學程，鼓

勵大家「活到老，學到老」絕非難事！這次

特別請到兩為專家為姊妹上課。會議中也討

論到近期活動及第六次會議暨夏季旅遊，旅

遊特別鼓勵會內姊妹邀請配偶、家人一同參

加，不僅能夠促進家庭關係，更能讓家人更

了解世華組織及情況。

會長林裕玲表示，感謝各位姊妹的支持，讓

會務豐富順利，這次創新的會議型態反應良

好，希望姊妹們多從會中帶「東西」回去，

讓日本分會持續活力，成為一個互相成長的

團體。會後於京橋隨緣別館進行懇親會，與

會姊妹相互交流，氣氛熱絡，畫下一個完美

的句點。

僑民提出子女在出生時，因為父母親沒有

持有我國國籍，子女也沒有我國國籍，但

在日後想取得時，只能依照一般外國人的

方式歸化，造成僑民的困擾，希望能藉這

次僑務會議向政府反映，盼能設立優惠法

案等。

　另外受到僑民重視的是關於第二代僑民

不擅長中文及與國內交流的問題，經過一

番討論後，除了呼籲僑民在家就建立中文

溝通的環境外，也希望政府能夠給予協

助，像是海外青年返台與國內交流時，能

夠開設專門的日本組等，也希望能協助就

職的青年與台交流等。

　座談會結束後，代表處也特別安排晚宴

慰勞眾人，駐日代表謝長廷也前來共襄盛

舉，除了感謝僑界在他就任兩年多來的配

合，也謝謝僑民幫助政府與日本各地建立

友好關係，謝代表也提到，將來會與地方

電視台配合，一同宣傳台灣，讓日本各地

都能對台灣留下更多好印象，即便將來日

本中央政黨變動，但我們地方的根是很扎

實的。

亞 總 監 事 長 候 選 人 林 凱 明 訪 日
與 關 東 台 商 交 流

京濱地區僑務座談會　
關 注 二 代 僑 民 國 籍 教 育 問 題

沖 繩 僑 務 工 作 座 談 會　
盼新生代加入傳承僑會

世華日本分會講座會議
姊妹受益收穫滿滿

大 阪 僑 務 工 作 座 談 會
僑 領 踴 躍 建 言

琉球華僑總會會員大會
盼 提 升 僑 會 影 響 力

【那霸／綜合報導】琉球華僑總會於三月十

日在太平洋飯店舉辦２０１９年會員大會暨

新年會，僑務委員新垣旬子、沖繩時報社會

長豐平良孝等轄區各界主流人士亦應邀出

席，那霸辦事處范振國處長也偕同仁與會。

　 琉 球 華 僑 總 會 會 長 張 本 光 輝 報 告 上

２０１８年度該會經費運用情形及２０１９

年預計舉辦之活動。其後之新年會則藉由餐

敘交流強化會員間情誼，並舉辦抽獎活動。

全體活動歷時約兩小時結束，氣氛熱絡溫

馨。

　張本會長於致詞中表示，感謝會員熱心協

助，讓會務得以順利推動，也藉由積極參與

在地各項活動，致力提升僑會地位及知名

度，呼籲在沖僑胞亦能運用自身人脈，幫助

僑會提升在當地影響力。

　駐那霸辦事處范振國處長致詞表示，感謝

琉球華僑總會平時積極協助駐處推動台沖各

項交流之進展，海外僑務發展需要全體僑胞

同心協力，期許琉球華僑總會會務蒸蒸日

上，成為我國推動台日及臺沖關係之重要據

點。僑務委員新垣旬子致詞表示，僑會傳承

面臨會員逐漸高齡化問題，呼籲在座會員多

鼓勵年輕家族成員積極參與僑會活動，讓僑

會永續經營。

【大阪／採訪報導】駐大阪辦事處於三月

十四日舉辦１０８年僑務工作座談會，由處

長李世丙主持，僑務委員洪勝信、蔡伸雄、

王輝生、僑務榮譽職人員、京阪神名廣地區

各僑團負責人及青年代表等逾５０人出席，

就僑務工作提出建言。

　李世丙致詞表示，感謝各位僑領長年協助

政府推動僑務工作及國

民外交，僑務委

　員會將於五月召開一

年一度的僑務委員會

議，期盼藉由本次會議

聽取僑社意見，

凝聚共識。

　僑務秘書蔡季穎說明

１０８年僑務委員會議

中心議題，並藉機介紹

僑務電子報，鼓勵僑領

加入僑務電子報＠Ｌｉ

ｎｅ，以利即時掌握最

新僑務資訊。

　出席僑領於會議中踴

躍提出建言，如針對如何提升僑校師資陣

容、協助臺商與日本企業交流媒合、向僑界

傳達僑務相關資訊、防止假消息和假新聞散

布，以及鼓勵華裔青年參與僑社活動等多項

議題進行討論，會議互動相當熱烈，駐大阪

辦事處表示將盡可能反應僑胞的心聲並且盡

可能提供適當的協助。

李芳信名譽總會長和林凱民賢伉儷與台商合影

李芳信名譽總會長和林凱民贈送禮品給
東京台灣商工會會長陳五福

眾人合影

陳五福會長也回贈禮品給林凱民賢伉儷 全體出席人員合影

李世丙 ( 右2)、洪勝信 ( 左2)、蔡伸雄 ( 左1)、王輝生 ( 右1).

駐那霸辦事處范振國處長（前排左3）與僑務委員新垣旬子（前排左2）及
琉球華僑總會張本光輝會長（前排右2）等與會人士合影 眾人合影留念 世界日本分會召開第八屆第五次理監事會議
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再び世界を震撼させた至高の仏法

仏教における生死の自由、生と死を自由に
操るというのはこれまでは伝説であった。しかし
２０１８年９月、私はこの目で見たのである！！

釈迦牟尼仏の仏教は世界で２千年以上も伝
播継承され、分派し、各宗派の宗風が確立さ
れている。祖師や、高僧大徳たちは皆それぞ
れが、自分こそが最終的に解脱を成就するに
最良の教え方を持っていると説く。しかし、そ
の結果はどうであろうか？史上、実際の解脱に
おいては、真の解脱をした人は極めて少なく、
仏法の修行をしながらも成就を得ない者が数
多くいることは、事実が証明している。達磨、
慧能、憨山や、近代では虚雲、慧明、聖欽ら
長老、またパドマサンバヴァ師、ツォンカパ大師、
カルマパ大師、アティーシャ尊者、スチャンド
ラ尊者らが赫々たる成就を得ていた。しかし
このような成就を得た聖徳は極めて稀であり、
末法の時代はさらに深く浸透しているこの百年、
真の如来正法の伝承はほとんどが失われてし
まっている。現代における著名な高僧大徳と呼
ばれる人物でも、その命が尽きる時には苦しみ、
生死からは全く解脱することができていないの
に、生死の自由など語れるはずがない。

南無頂聖如来ドルジェチャン仏第三世は、
如来大法を人 に々もたらし、釈迦牟尼仏の教
える法の根本を回復した。仏の慧命を継ぎ、さ
らなる成就への近道となる仏教の教えを深めて
いる。例えば『解脱大手印』や「勝義内密境行
法」の灌頂は、比するに値するものがない修行
法であり、法の迅速かつ最高の成果であること
からすれば、彼は史上かつてない聖者であり、
これは語り尽くせないばかりか、終わりも無い
のである。南無頂聖如来ドルジェチャン仏第三
世の五明が最高峰にして、仏陀の聖量そのも
のであることが、確かに、事実として導かれそ
こに存在することを誰もが知っていた。しかし、
筆者が誰にも考えて貰いたいのは、このドルジェ

チャン仏の成就は釈迦牟尼仏と同じように仏陀
自身の成就であって、私たち自身とは全く関係
がない。真に私たちと密接な関係があるのは、
人に成就する方法を教えられなくてはならない
ということである。これこそが最も重要なことで
ある。このことを実際に考察すると、確かにド
ルジェチャンが教え導いた大成就者は歴代明
確に存在する。例えば悟明長老、意昭長老、
因海聖尊，また候欲善聖徳、林劉恵秀聖徳、
趙玉勝聖徳らは、実践の中でドルジェチャン仏
が教示した人々が名高い成就を得たことの証
明である。

ドルジェチャン仏の弟子である世界仏教総本
部主席の禄東贊 • 慈仁嘉措（ルードンザン・
ツーゼンジァーツォー）法王は、さらに生と死
を自由に扱う驚きの記録を明らかにしている。

禄東贊（ルードンザン）法王は生涯、多くの
仏教の著名人に学んできたが、１９９５年にド
ルジェチャン仏第三世を師として以来、貴重な
至宝に巡り会ったかのようであった。漢人唯一
のラランバコシである洛桑珍珠格西は、記者か
らの質問に対し、自分は仏法を六十年学んで
きたが、ドルジェチャン仏第三世に学んだ１日
には及ばないと答えている。何という概念なの
か！禄東贊法王はドルジェチャン仏が伝える行
と法を学んだ後、それまでに学んだあらゆる効
果の無い仏法を放棄し、ドルジェチャン仏が伝
える深みのある仏法のみを修めたところ、その
証量は急成長し、福慧は円満となって２００４
年には大力王金剛の力を示すに到った。勝義
浴仏法会では人 の々目の前で浴仏蓮池の水１．
８トン以上を持ち上げ、２００９年には人 の々目
の前で仏法を修めて、体から神識が出て金剛
丸取り戻した。最後に明心見性※をして、法身
を証し、銀製箱の法音をこの世に残し広めた
のである。

２０１５年、台湾覚行寺建立準備委員会は
禄東贊法王を覚行寺の方丈に招来したが、７
月１６日、禄東贊法王は覚行寺建立準備委員
会に宛てた手紙の中で、因縁が無いことにより
覚行寺の方丈を務めることはできないと伝えて
いる（『聖徳高僧たちの重要な返答 - 第１８道
の回答』を参照）。

２０１７年、依固聖徳の『私が保証する功徳
と罪業、仏の甘露』の文章の中で禄東贊法王
の話を引用して、広く修行者に彼らが古佛寺の
建立を待つことはできないと伝えている。「……
私、禄東贊 • 慈仁嘉措は、古佛寺の方丈を
務める資格は全く無いのです……古佛寺の監
院も不適格なのです。さらに私にはもうすでに
古佛寺を礼拝する因縁も無いのです。……私
は生死を掌握していますが、浄土に行って再び
人間の世に戻って来られるかということになると
自信がありません。ドルジェチャン仏が私を呼

び戻してくださるなら別ですが、阿弥陀仏が私
を人間の世に返し、ドルジェチャン仏を礼拝す
ることをお許しになるかどうかは分かりません。」
このように自信をもって生死を予知できること
は、一体どれくらいの大法であれば得られる成
就なのだろうか！

世 界 仏 教 総 本 部 は２０１８年 の 第
２０１８０１０２号の質問への回答で「本日総本
部の２名の理事が、ある人が、法王はいつ頃
円寂されるのかを示してくださいと法王にお尋
ねしているとお伺いしたところ、禄東贊法王は、
ドルジェチャン仏第三世の本尊法を修めて生
死の自由を成就しており、できるだけ早く最後
の法を修めた後、円寂を決める書を書いたら
円寂する。時を遅らせることは無い。と仰いま
した。」と述べた。聖徳班の聖徳たちがこれを
聞き、すぐに観照したところ、禄東贊法王はす
でに円満に三段金釦の上尊の位の境地に達し
ていることがわかった！

法王がこのように断言できるのはなぜなの
か。今この世界で、このように生死を自由にで
きる仏法はどこで見つけられるのか。百年来、
このように世界を震撼させる仏法は生まれてい
なかったのだ。法王は最後の法を修めたこと
を待って円寂すると仰っていたが、待たなくて
はならないのはいったいどんな法なのだろうか。
また法王はどんな決定の書を残すのか。いず
れにせよ、法会の時間を待つほか無く、それ
が空虚な言葉かそれとも真実の大法なのかを、
我 は々刮目して待とう。

２０１８年９月、禄東贊法王は仏陀恩師南無
ドルジェチャン仏第三世に勝義護摩壇大供を
祈り求めました。法王は「この最高最大の如来
正法を用いて、社会で宗派の伝承を受け継ぐ
者が凡夫であるか聖者であるか、正法の伝承
を失った仏教の外道であるのかどうかを証明す
る。邪悪な見識を持つ者たちは、インターネッ
トのコミュニティでドルジェチャン仏第三世恩師
の行と法を大きく破壊し誹謗している。私たち
が破邪顕正を行うには、このようにするしかな
い！」と述べた。

ドルジェチャン仏第三世は「それは間違いだ。
自分のために他人を苦しめてはならない。私は
この法を修めることはできない。仮に修めようと
しても儀軌に従って念誦することしかできない。」
と仰った。禄東贊法王はまた「仏陀恩師がご
自分を証すために修めるのではなく、如来正
法のために、全ての西方世界の衆生の息災と
幸福のために、そしてこの弟子である禄東贊が
願う正法と資糧の円満のためにも、修めていた
だきたいのだ！」と述べ。ドルジェチャン仏第三
世は「すべての西方の正法大事の因縁のため、
衆生を利して幸福を祈るためなのであれば、安
心しなさい。この法会を修めるべきであり、私

が修めなくても、巨聖徳が修めてくれるよ。」と
仰った。

９月１７日、金属製造の専門家チームが急い
で黄銅の壇炉を製作した。９月１８日、禄東贊
法王のもとにいる宣慧姉弟子が護摩火供に供
する壇香木と木炭を送ってきた。９月１９日、「勝
義火供大法会」が米国聖蹟寺で正式に挙行さ
れた。「勝義火供法」は障を除き、福を増す法
の最たるものである。８０年前にチベットのパボ
ンカ大師と康薩リンポチェしか成し修めて成功
していない。その後の漢民族地域とチベット地
域の両方の地における、いわゆる護摩供養法
は、すべて書物と口伝による勝義の修法であっ
て、実際に聖境を現すことがなく、儀軌の念誦
と、世相の顕教の修法でしかなかったのであ
る。しかし９月１９日に米国の聖蹟寺で行われ
た巨聖徳による勝義火供大法会では金剛仏母
が自ら虚空に現れ、青色の全身から光を放ち、
その背丈は巨大であった。インターネットには、
ある人は金剛仏母が虚空で指を弾くと一筋の
閃光が走り、壇炉が燃えだしたと書いていた。
私は何人もの人に取材したが、彼らが見たもの
はそれぞれ異なり、巨大で荘厳無比の青い金
剛仏母が虚空に現れ、その体が動き変化する
と、体の回りを電光の網の輪が回転しながら取
り囲み、護摩衛士が祈祷を終えると金剛仏母
の眉間から突然一筋の閃光が壇炉に放たれ、
その瞬間に大きな炎が燃え上がった！その時、
壇炉には臨時に投げ込まれた五本の護摩木し
か無かったのに、どうして瞬間的に大きな炎が
燃え上がったのだろうか。その後、金剛伏魔
鉢に捕らえられた妖魔が、もがいて伏魔鉢を揺
らして開き、逃れようとして振動させたその瞬
間、金剛仏母の眉間から再び一筋の炎の光が
伏魔鉢に向けて放たれた。「ボン」という音だけ
が聞こえ、伏魔鉢から炎が上がり、妖魔と修
行者の黒業は瞬時に粉 と々なった。金剛仏母
は妖魔の魂を浄土に送り教化したのだ！法会の
会場にいた１００人近い修行者たちはこの上な
く驚き、拝伏しての礼拝が止むことがなかった。

法会の場で、巨聖徳が修行者に対して「こ
の法会ではすでに修め成された。法王禄東贊
はすぐに円寂する」と宣言した。

やはり、禄東贊法王が言っていた、待たれ
ている最後の法会とはこの法会のことであった。
二日目、法王は沐浴して着替え、修法に入っ
た。座禅しているその前に文台と筆墨、宣紙、
修正液が並べられ、南無ドルジェチャン仏第
三世への訣別書を書き終えると、その場に座っ
たまま円寂したのである。各寺の僧侶たちは知
らせを聞いて急遽、続 と々到着した。法王は
最後に筆を置いたその瞬間に完全自在に悠然
と円寂したのである。この時、人 は々、禄東贊
法王の訣別書が、衆生に、如来正法の在処が、
南無ドルジェチャン仏第三世のもとにあることを
明らかにするためのものであり、それは釈迦牟
尼仏と同じく、宗派の別がなく仏教のみに属す

る仏法である。
以下、禄東贊法王の記した決別の書：

「訣別書
南無ドルジェチャン仏第三世恩師
弟子禄東贊慈仁嘉措は円寂することを決め

ました。
人生の歳月は苦しみに満ち、道を求め、仏

法を学ぶことに奔走しました。廣欽師、宣化師、
卡魯師など多くの師に従いました。頂果欽哲
法王、サキャ派では仏道の成果が無く、苦し
い修行も効果はありませんでした。仏陀師の恩
に感謝します。無上の手印で解脱しました。密
伝の聖法を灌頂していただき、私は生死の自由
に達しました。今それが真実であることを証す
るため、ここに筆を置いてこの世を離れ、墨跡
の乾かないうちに円寂いたします。南無ドルジェ
チャン仏第三世恩師！

弟子東贊がお別れを申し上げます。２０１８
年９月２０日」

禄東贊法王は生死が自由であった。予告し
た時に円寂したのである。

禄東贊法王は円寂の前に、自ら墨を磨り「訣
別書」を書き、筆を置いたその瞬間に悠然と円
寂したのである。

祿東贊法王の火葬された跡から得られた世にも
稀な「五色舎利花坚固子」 

禄東贊法王は、円寂前自ら墨を磨り「訣別書」
を書き、筆を置いたその瞬間に悠然と円寂 

祿東贊法王生死自由、予告した時刻に円寂

祿東贊（ルードン ザン）法王
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今月は紙面の都合により捲る臺湾 （ 新刊紹介 ） はお休みしました

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

地點：代代木公園廣場
時間：７／２７〜７／２８

台湾フェスタ	 ２０１９

地點：阪神甲子園球場
時間：６／１９〜６／２０

台湾デー

地點：雅敘園
時間：４／７

東京崇正公會創立五十六周年會暨
第五十三屆會員懇親大會

地點：かに道新宿本店
時間：４／７

在日台灣婦女會２０１９年總會

地點：横浜赤レンガ倉庫　イベント広場　
特設会場
時間：４／１１〜４／１４

台湾祭ｉｎ横浜赤レンガ

地點：上野恩賜公園噴水廣場
時間：６／２０〜６／２３

台湾フェスティバルＴＯＫＹＯ
２０１９

地點：東京ビッグサイト青海Ａ - Ｂホール　メイプル
　　　ルーム
時間：４／１７〜４／２０

金属プレス加工技術展２０１９

地點：幕張メッセ　　時間：４／１７〜４／１９

交通インフラＷＥＥＫ　２０１９　-　第４回　
駅と空港の設備機器展

地點：東京ビッグサイト
時間：４／１７〜４／１９

２０１９麺産業展　～そば・うどん～

地點：東京ビッグサイト
時間：４／１７〜４／１９

第１６回　デザート・スイーツ＆ベーカリー
展／カフェ＆ドリンクＥｘｐｏ

地點：東京ビッグサイト
時間：４／１７〜４／１９

第４４回　食肉産業展２０１９

地點：東京ビッグサイト
時間：４／１７〜４／１９

第７回　食品＆飲料ＯＥＭマッチングＥＸＰＯ

地點：東京ビッグサイト青海Ａ - Ｂホール
時間：４／１７〜４／２０

ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ２０１９／金型展２０１９

地點：ＴＥＰＩＡ先端技術館３階Ａ＆Ｂ展示ホール
時間：４／３〜４／４

パンテキスタイルフェア東京2019

地點：東京ビッグサイト青海Ａ - Ｂホール
時間：４／３〜４／５

第３回　ＡＩ・人工知能ＥＸＰＯ

地點：東京ビッグサイト
時間：４／３〜４／５

コンテンツ東京２０１９

地點：東京ビッグサイト　西３ホール　Ｗｅｓｔ　Ｈ
　　　ａｌｌ　３　ブース番号　１７〜４０
時間：４／３〜４／５

ＦＲＥＳＨ　ＴＡＩＷＡＮ「第９回ライセン
シング　ジャパン」出展

地點：幕張メッセ
時間：４／１０〜４／１１

第１４回　エクステリア×ガーデンエキシビ
ション２０１９

地點：東京ビッグサイト
時間：４／１０〜４／１２

Ｊａｐａｎ　ＩＴ　Ｗｅｅｋ　【春】　前期　
２０１９

地點：東京ビッグサイト 
時間：４／１０〜４／１２

第２２回　組込みシステム　開発技術展　【春】

地點：東京ビッグサイト
時間：４／１０〜４／１２

第８回　ＩｏＴ／Ｍ２Ｍ展【春】

地點：東京ステーションホテル　陽光
時間：４／１２

２０１９　台湾ボート産業セミナー

地點：幕張メッセ
時間：４／１７〜４／１９

ＴＥＣＨＮＯ -ＦＲＯＮＴＥＲ　２０１９

地點：幕張メッセ
時間：４／５〜４／７

ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ　ＣＯＵＮＣＩＬ　
２０１９

地點：幕張メッセ
時間：４／１７〜４／１９

ＩＮＤＵＳＴＲＹ-ＦＲＯＮＴＩＥＲ　２０１９

地點：幕張メッセ　時間：４／１７〜４／１９
第５回　国際ドローン展

地點：東京ビッグサイト
時間：４／１７〜４／１９

プレミアムフードショー２０１９

地點：東京ビッグサイト
時間：４／１７〜４／１９

第２２回　ファベックス２０１９

地點：東京ビッグサイト
時間：４／１７〜４／１９

ワイン＆グルメ　ジャパン２０１９

地點：幕張メッセ
時間：４／１９〜４／２１

第１７７回　家具メッセバザール

地點：文京区民センター　３- Ｃ会議室
時間：４／２０

杉本拓朗・青年部顧問を講師に「第４４
回台湾セミナー」

地點：アイデムフォトギャラリー「シリウス」新宿御
　　苑前
時間：４／２５〜５／８

「台湾．．．生の廻り舞台で」高橋美保写真展

地點：東京ビッグサイト青海Ａホール
時間：４／２６〜４／２７

第４５回ジャンボびっくり見本市

地點：幕張メッセ
時間：４／２７〜４／２８

ニコニコ超会議２０１９

地點：東京ビッグサイト青海Ａ - Ｂホール
時間：４／２８

ＳＵＰＥＲ　ＣＯＭＩＣ　ＣＩＴＹ　２８　-起-

地點：東京ビッグサイト
時間：４／２９

ｃｈａｒａｃｔｅｒ１　２０１９

地點：東京文化会館
時間：４／３０

台湾フィルハーモニック

地點：ザ・シンフォニーホール
時間：５／６

台湾フィルハーモニック

In format ion

FAF不動産コンサルタント TEL：090-4748-8335 販売仲介先 TEL：03-5917-0727 FAX：03-5917-0047

氷川台収益マンション 秋葉原空ビル

価格：３２，８００万円 価格：２０，０００万円
所在地：東京都練馬区氷川台

交通：東京メトロ副都心

　　　有楽町線「氷川台」駅徒歩2分

土地：274.38㎡（82.99坪）

建物：770.69㎡（233.13坪）

　　　満室

築年数：平成4年1月

　　　  （所有権）

利回り：6.24％

所在地：東京都練馬区氷川台

交通：東京メトロ副都心

　　　有楽町線「氷川台」駅徒歩2分

土地：274.38㎡（82.99坪）

建物：770.69㎡（233.13坪）

　　　満室

築年数：平成4年1月

　　　  （所有権）

利回り：6.24％

店舗・事務所・共同住宅 西台
価格：３７，０００万円

所在地：東京都板橋区高島平

交通：都営三田線「西台」駅徒歩4分

土地：439.11㎡（132.83坪）

建物：1, 265.10㎡（382.69坪）

　　　満室

築年数：昭和57年4月

　　　  （所有権）

利回り：7.38％

所在地：東京都板橋区高島平

交通：都営三田線「西台」駅徒歩4分

土地：439.11㎡（132.83坪）

建物：1, 265.10㎡（382.69坪）

　　　満室

築年数：昭和57年4月

　　　  （所有権）

利回り：7.38％

上池台共同住宅

価格：３５，８００万円
所在地：東京都大田区上池台

交通：都営浅草線「西馬込」駅徒歩14分

　　　東急池上線「洗足池」駅徒歩16分

土地：287.04㎡（86.82坪）

建物：536.97㎡（162.43坪）

築年数：平成16年6月

　　　  （所有権）

利回り：5.57％

所在地：東京都大田区上池台

交通：都営浅草線「西馬込」駅徒歩14分

　　　東急池上線「洗足池」駅徒歩16分

土地：287.04㎡（86.82坪）

建物：536.97㎡（162.43坪）

築年数：平成16年6月

　　　  （所有権）

利回り：5.57％

共同住宅+ミニオフィス 市ヶ谷
価格：６６，０００万円

所在地：東京都新宿区市谷

交通：JR中央線・東京メトロ南北線・有楽町線・

　　　都営新宿線「市ヶ谷」駅徒歩3分

土地：290.77㎡（87.95坪）

建物：774.90㎡（234.40坪）

築年数：昭和39年

　　　（昭和63年改修工事）

利回り：6.3％
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所在地：東京都千代田区神田

交通：東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅徒歩4分

　　　JR「秋葉原」駅徒歩6分

土地：69.94㎡（21.15坪）

建物：286.59㎡（111.15坪）

築年数：昭和43年6月

　　　  （所有権）
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▲

謝代表與古屋會長、岸信夫和眾人一同乾杯

▲

岸信夫朗讀決議文

生為中心舉辦感謝活動。日台交流協會也

透過此活動深化台日之間的連結，像是七

年前曾舉辦此活動的台灣學生，去年也開

始在日台協會工作，能藉此培養人脈、經

驗，為台日交流作出很大的貢獻。

　活動現場還請到日本二胡演奏家里地歸

演出，也提供和服體驗，以及摺紙鶴、製

作卡片等活動，而發起的學生以國立台灣

大學的日本留學生為主，國立清華大學、

真理大學也都有學生參與，另外，剛好造

訪大華科大的日本星城大學訪團１２人也

一同參與活動，感謝台灣人的愛心。

【東京／採訪報導】日華議員懇談會於三月

二十七日舉辦年度總會暨懇親會，駐日代表

謝長廷受邀參加，並帶領郭仲熙、張仁久副

代表及代表處多位人員出席，日華懇也由安

倍首相胞弟岸信夫發表決議文，支持台灣參

加國際組織，並與台灣攜手維護國際秩序。

　日華懇決議文由會長古屋圭司署名，岸信

夫上台代表朗讀，認為憑藉力量改變現狀為

國際社會的威脅，在尊重自由、民主及法治

等基本價值下，將與台灣攜手盡力維護國際

秩序，並提到支持台灣加入ＷＨＯ、ＷＨ

Ａ、ＣＰＴＰＰ等國際組織。

　針對去年台灣公投禁止日本福島等五縣食

品進口之事，決議文指出，日華懇對此感到

極為遺憾，將致力澄清食品謠言，並推動早

日解禁，也期待台灣採取適當應對措施，以

免食品進口問題成為台灣加入ＣＰＴＰＰ的

障礙，而漁業問題則是提出，有必要維持台

日友好及互惠關係，相信台日雙方有共同理

解，在期限內遵守雙方同意之合理秩序作業

係絕對條件。希望能在安全環境下確保日方

作業機會。

　駐日代表謝長廷表示，最近中國對台灣的

威脅和外交的打壓增加不少，今年初還迫台

【大阪／採訪報導】關西地區僑胞三月二日

聚集於大阪市華中華餐廳，舉行２２８事件

７２周年紀念追思會，會中邀請「高雄市

２２８關懷協會理事長」王文宏發表專題演

講，講述二二八歷史及轉型正義的重要性。

僑胞參與十分踴躍，現場座無虛席。該活動

由大阪台灣同鄉會和京都相思會聯合主辦，

這是關西地區第一次舉行２２８事件追思活

動。

　王文宏理事長親述他身為二二八受難者家

屬的歷史，在他出生第三十二天，也就是

１９４７年三月六日，「２２８事件處理委

員會」七人代表在壽山的高雄要塞被逮捕後

不久，彭孟緝下令進攻高雄市政府、高雄火

車站、高雄中學，他的父親王平水就在高

雄市政府前遇難。從小這件事情成為家中禁

忌，沒人告訴他父親的真正死因，十八歲時

母親為了保護他，將他送到巴西投靠兄長，

他到了巴西之後才從兄長口中知道全部真

相。

　王文宏表示，二二八事件後，又實行白色

恐怖，沒有人敢提起二二八。經過七十二

年，許多年輕人只知道二二八是國定假日，

不曉得真正的歷史，目前的調查只公布了受

害者，卻沒有公布加害者，二二八受難者的

痛苦是一時的，然而受難者家屬的痛苦卻是

一輩子的，若沒有真相，台灣社會很難有真

正的和解。二年前，「海外二二八遺屬返鄉

團」向蔡英文總統提出三點訴求：一、落實

轉型正義，公布加害者和元凶。　二、中正

紀念堂改為台灣自由民主忠烈館，紀念四百

年來為台灣犧牲奉獻的先賢先烈。三、將大

灣接受一國兩制，不僅代表著破壞現狀，也

對日本以及亞洲地區的安全帶來影響，蔡英

文總統也明確表示台灣決不接受一國兩制，

可以說是對亞洲的和平與安定做出貢獻。

　謝長廷也提到，日華懇是我們在日本重要

的超黨派支持力量，很感謝古屋會長在這一

年做的努力，特別是這次做了決議，正式支

持我們參加ＷＨＡ、ＣＰＴＰＰ、ＳＤＧ

ｓ，而平常我們有困難的時候也都會請求國

會議員的支持，因為日本也是民主國家，議

員對政策有影響力，因此這次帶多很多官員

參加，表示對他們的感謝和關心。

　在記者聯訪中古屋會長表示，針對中國的

行動讓國際感到不安，決議文中第一項清楚

提到，要與共享民主、法治、基本人權等

溪蔣家父子的遺體，遷往汐止五指山安葬。

他期待蔡英文總統能夠盡快推動並實現轉型

正義。

　駐大阪辦事處處長李世丙表示，蔡英文總

統正在積極推動轉型正義，希望將二二八事

件真相調查清楚，並且恢復受難者名譽，其

目的是讓台灣同胞能夠過真正自由民主的生

活，不用再過擔驚受怕的日子。我們要教育

下一代，不能忘記這一段的歷史，珍惜現在

民主自由的生活。

　大阪台灣同鄉會名譽會長謝美香表示，王

文宏理事長的演講幫助僑胞更了解二二八的

慘痛歷史，僑胞應該發揮民間的力量，支持

政府推動轉型正義。

　台南市後援會會長陳天隆表示，這是大阪

地區第一次舉行二二八紀念會，希望能幫助

僑胞了解二二八事件是怎麼一回事，並且更

加理解政府的立場，支持政府的政策，使大

家能夠和睦相處，讓台灣強大起來。

　演講結束後，與會人士一起大合唱台語歌

曲「黃昏的故鄉」，不少僑胞都表示這項活

動相當有意義，不但了解台灣歷史，也能了

解政府推動轉型正義的意義。

共同價值觀的國

家合作，不是說

誰的力量強說的

話就算數，依法

行事是非常重要

的，而日華懇在

方面責任重大，

扮演著很重要的

角色。另外關於

蔡總統日前呼籲

日本政府與台灣

進行安保對話，

古屋會長則表示，日華懇認為有必要經常

進行涵蓋安全保障對話在內的交流以及意

見交換。

今年2月23日出席在東京目黑雅叙園舉辦

中華民國留日台灣同鄉會74周年紀念祝賀

會，台灣方面僅僑務委員會吳新興委員長

與本人出席，來自全日本47個都道府縣的

僑領、各同鄉會會長、以及日本友好政商

人士等300多人與會，讓整個晚會格外熱

鬧生動，除了展現僑胞在海外努力打拼有

成之外，大家心繫母國台灣，展現僑社的

團結互愛，以及敦親睦鄰的軟實力，讓台

灣與日本友好關係更加堅強穩固，僑社

堅定支持政府，也進一步厚植台灣的競爭

力。

本人自1981年3月到1988年5月在日留學，

晚會上看到很多校友學長學弟妹擔任各僑

社的會長、副會長的職務服務於僑界，除

了分享他們的榮耀外，也發自內心表示尊

敬與感佩。大家都知道，擔任社團幹部不

只是行有餘力，也願意出錢、出力、出時

間來奉獻，還要學習成長、自我修行，成

就『志業』高尚的情操與不求回報的精

神。

有感台日觀光於去年2018年，台灣出國人數

達1664萬人次，其中到日本觀光旅遊洽商，

約482萬5000人次，約佔出國人數的30％。也

就是說台灣平均4.8人就有1人到日本。反觀

日本去年出國人數1895萬，來台灣僅197萬

人次，僅佔出國人數比例的10.4％，若以日

本人口約1億2632萬人來計算，平均64.1人來

台灣，比例實在相差太過懸殊。若以2017年

台灣到日本461萬5000人次、日本來台189萬

8000人次的數據來說，兩國觀光人數逆差271

萬人次。但去年2018年逆差竟增加至285.7萬

人次，也就是兩國觀光逆差又擴大了。

台灣和日本不論在歷史還是地理位置上有很

密切的關係，飛行時間又短，應可以吸引更

多日本人來台旅遊，特別是台灣有很多的縣

市，都有日治時期所遺留下來的建築物、古

蹟，台灣各地都有非常好吃的美食、治安

好、交通便捷、醫療衛生和日本同步、網際

網路更是便利，街道招牌都寫漢字，讓日

本旅客一目瞭然，加上景區、景點之觀光資

訊搜尋便利。最重要的是，台灣濃厚的人情

味，會說日語的人也非常的多，物價比日

本更便宜，台灣絕對是日本人出國旅遊的

最佳選擇！

目前兩國旅遊互訪的人數，確實落差很

大，兩國有共同的文化，同時講究義理人

情，彼此都有共存共榮的信念，希望藉著

僑胞的人脈與影響力，在日本各地幫忙推

薦母國觀光，讓「台灣」成為日本朋友出

國旅遊的第一選擇。

台灣各地風景明媚，旅遊路線很多，加上

各縣市政府不斷建設景區景點，各地旅遊

服務中心，所有觀光簡介皆有日文解說，

真的方便日本人來台旅遊。除了政府觀光

主管單位、觀光業者共同努力行銷外，若

能得到僑胞的加持，宣傳台灣的美好，我

相信台日觀光逆差人數一定會縮小才對。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會榮

譽理事長 徐銀樹

徐氏畢業於亞細亞大學、日本大學研究

所，在台北市經營東京國際飯店、京都商

務旅館。

台灣的觀光需要 在日僑胞 的加持

【新竹／綜合報導】新竹大華科技大學於

三月七日至八日接待來自日本姊妹校星城

大學進行國際交流，安排各式各樣的學習

活動，不僅讓雙方學生一起學習急救訓練

課程，也參訪新埔填的「三鶯農產合作

社」，了解友善耕作與契養放牧聯節與發

展，讓學習多元化也跨國化，達到學習成

效。

　大華科技大學校長李右婷表示，學校的

急救訓練執行多年也非常落實，也是畢業

門檻，希望讓每位同學都具備急救的基本

能力與技能，因此這次請學校護士張秋

雯，進行ＣＰＲ與ＡＥＤ的操作訓練。學

生圍著安妮與安東尼，仔細研究步驟與順

序，並專心練習。

　不論雞肉或雞蛋都是大家常吃的食物，

但鮮少有學生親自看到養雞場，為此大華

科大於參訪第二天特別安排學生前往三鶯

農產合作社，參訪占地４２００坪且養殖

五千多隻產蛋雞的養雞場，了解台灣結合

優良農產品契作、契養、質售、觀

光的整合交流平台。

　三鶯農業生產合作社理事主席單

錦濤及執行長廖駿達的也親自為學

生解說，同時進行撿雞蛋體驗，在

撿起熱呼呼的雞蛋時，師生們驚呼

連連，也覺得相當感動，

李右婷校長說，這次行程不僅能讓

學生可以習得一技之長，也讓學生

了解新竹在地小農發展的現況。

大華科大日姊妹校訪台
急救訓練與參訪在地小農

大華科大安排讓學生學習急救訓練

學生參訪三鶯農業生產合作社

【台北／綜合報導】日本３１１東北大震

災至今滿八週年，災難後各國都發起愛心

捐款，盼能協助日本走出災痛，其中台灣

援助金額至少２００億日圓，為此日本民

間發起各式各樣的感謝活動，其中「謝謝

台灣活動實行委員會」於三月十日在台北

地下街舉辦謝謝台灣活動，謝謝當時台灣

的愛心。

　「謝謝台灣活動實行委員會」是由日本

在台灣的留學生組成，目的是感謝台灣民

眾在震災發生時即時伸出援手幫助日本，

已經連續七年都舉辦感謝活動，過去都在

淡水舉辦，但今年因為天候影響，臨時改

成在台北地下街舉行，日台交流協會新聞文

化部長松原一樹也專程參加。

　松原一樹致詞表示，雖然震災是不幸的

事件，但也因為這個災難，讓日本能了解

到原來在我們身旁，一直都有這台灣這個

朋友，而從此之後每年都以日本在台留學

為了謝謝台灣在311大震災的恩情，日本留學生連續八年舉辦謝謝台灣活動

王文宏理事長 (左四 )與關西僑界領袖合影合影

感念３１１
日本留學生連續８年謝謝台灣

抗中挺台
日華懇決議文支持台灣加入國際組織

日本二胡演奏家里地歸受邀演出

二二八受難者家屬王文宏演講二二八事件歷史

現場提供各式各樣的體驗

關 西 地 區 首 次 舉 行
２２８事 件 紀 念 追 思 會

謝代表致詞 古屋圭司會長親自將決議文交給謝長廷代表

日華懇決議文



2019年4月1日発行（毎月第1月曜日発行）No:264 綜合　11

【東京／採訪報導】日本知名的演歌手原田

悠里於三月十日在東京雅敘園飯店舉行晚餐

秀，而這場也是她平成年最後的表演，因此

特別精心準備細節，而原田悠里的美聲也讓

現場觀眾聽得如痴如醉，她於受訪時提到，

希望有機會能再製作一首與台灣有關的演

歌，也想造訪阿里山、桃園神社。

　每年原田悠里都會舉辦多場晚餐秀或演唱

會，但因為日本四月份天皇即將退位，讓她

想在平成最後舉辦晚餐秀，也為了給觀眾留

下特別的印象，這次演出的表演服都是新

衣，以及演唱過去沒唱過的演歌，另外也演

唱當初為八田與一和其妻子故事製作的《我

愛你》。

　原田悠里表示，目前對台灣印象最深刻莫

過於八田與一的故事，看到他太太對他的

愛，至今還是覺得相當感動，她也希望能在

作第二首有關於台灣的歌曲，而她每年都會

去台灣參加公益的國際音樂會，不過她也很

驚豔在音樂會上，不少人都會唱日文歌。

　她也提到，下次若有機會去台灣，想去阿

里山走一趟，感受阿里山的氣息，特別是從

山下到山上會逐漸變化的氣溫，另外也想去

桃園神社，不僅因為桃園神社是日本境外保

留最完整的神社之一，據說桃園神社當初在

建造時，發起人與原田家有關係，所以想親

自造訪。

　原田悠里在台灣也有不少粉絲，有不少人

這次都是專程從台灣來參加晚餐秀，其中包

含歌手吳欣達，他表示，這次是他第一次參

加，非常興奮也覺得很有幸可以看到這樣的

場面，雖然過去曾受原田悠里邀請當演唱會

的來賓，但一直很想親眼欣賞她的晚餐秀，

才會專程從台灣前來。

　他也提到，原田悠里為人親切，當初即便

是第一次受邀參加演唱會，但因為兩人都很

喜歡歌唱，相處

的起來就像一見

如故一樣，而原

田悠里不僅是日

本的一線歌星，

也很喜歡台灣，

積極協助台日友

好 ， 對 於 自 己

的歌唱能受到原

田悠里的青睞，

讓他感到非常榮

幸。

【廣編企劃】神奈川縣緊鄰東京，具代表性

的觀光勝地莫過於橫濱、箱根等地。若從橫

濱前往箱根途中則會經過小田原，而箱根的

右側則有湯河原等隱藏景點。無論是小田原

或湯河原，兩地距離東京皆僅需１個半小時

的車程，是帶著孩子出遊，延伸旅程腳步的

最佳目的地。尤其春季造訪時，櫻花盛開，

在充滿歷史情懷的街區賞花更是享受，今年

春天不妨到小田原和湯河原，發現不一樣的

日本！

　小田原城為當地地標，擁有距離東京最近

的天守閣，每年３月下旬至４月上旬會舉辦

小田原櫻花祭，可以欣賞到盛開的櫻花映襯

歷史城跡的美景。若想體驗變身古人的樂

趣，到「常盤木門」則可以換上甲冑或是忍

者服裝，在１個小時內自由地散步、拍照留

念。此外，小田原城址公園內還有祭祀二宮

金次郎的「報德二宮神社」，你可以在境內

的金次郎咖啡店內享用寫著「開運」或「合

格」拉花字樣的拿鐵。或是每年４月上旬，

走訪小田原城旁的「西海子小路」，欣賞

５０棵櫻花樹盛開，打造出的櫻花隧道，最

是迷人。

　「蒲鉾」即為魚板，小田原的魚板為當

地特產。由老舖「鈴廣魚板」開設的「鈴

廣魚板之里」，遊客不僅可以參觀魚板製

作過程，也可以體驗製作魚板、竹輪或是

炸魚板。另外在小田原魚板街上除了「籠

清蒲鉾」和「山上蒲鉾」等老舖之外，街

上還有販售乾貨或和菓子等各式店舖櫛比

鱗次，是品味小田原美食的最佳場所，其

中，以木桶盛裝拉麵的「鯵壱北條。」更

是吸引饕客大排長龍的人氣美食店。

　湯河原溫泉因具療效，自古以來就被認

為可治百病。腹地內住宿設施種類繁多，

從「藤田屋」、「上野屋」或「加滿田」

等高級溫泉旅館，到適合團體客下榻的

「大瀧飯店」，或是以日本為主題設計

的「ＴＨＥ　ＲＹＯＫＡＮ　ＴＯＫＹＯ　

ＹＵＧＡＷＡＲＡ」以及由法國料理主廚

營運的「眺望山莊」等，選擇豐富。

　除了溫泉，湯河原周邊的觀光景點也頗

具人氣，你可以暢遊空氣中充滿負離子的

萬葉公園或是經過風水設計的足湯「獨步

之湯」後，再到町立湯河原美術館併設的

咖啡廳「ａｎｄ　ｇａｒｄｅｎ」小歇

一會。這裡的咖啡廳是由當地豆腐店家營

運，提供豆腐冰淇淋和雁擬豆腐製成的三

明治等餐點，是講究健康養生的大人小孩

都會喜愛的料理。

　若想採買伴手禮，不妨到距離湯河原車

站步行約３分鐘的「ＴＩＶＯＬＩ湯河Ｓ

ｗｅｅｔｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ」，店內販

售使用湯河原蜜柑製成的點心，或是台灣

人也熟悉的紅帽子喜餅系列等各式各樣

點心。此外，店內設置的咖啡廳也提供

５００日圓餅乾吃到飽的服務，而２樓

則有點心工廠，可以進一步認識點心製

造過程，是培育小朋友食育教養的好所

在。

　神奈川縣內值得推薦的觀光景點「橫

濱‧八景島Ｓｅａ　Ｐａｒａｄｉｓ

ｅ」，日前傳出將於２０２０年１月進

駐台灣桃園而備受矚目，這裡最大的魅

力便是可以近距離接觸白海豚和海象等

動物，或是跟水獺握手，感受這些令人

心動的非日常體驗。

若是疲憊的話，不妨到橫濱的萬葉俱

樂部享受溫泉，即使身處繁華的橫濱街

區，也能浸泡在湯河原的溫泉，療癒身

心，且從露天足湯還可以眺望橫濱夜

景，為你的旅程劃下圓滿的句點。

▲

晚餐秀後原田悠里也親切的與觀眾合影

吳欣達專程從台灣來參加

原田悠里舉辦

平成最後的晚餐秀小田原城提供甲冑或是忍者服裝體驗

到鈴廣魚板可以嘗試製作看看炸魚板

金次郎咖啡店的開運、合

格拉花字樣拿鐵

前進日本神奈川縣
享受溫泉和櫻花美景

▲

獨步之湯

▲

藤田屋溫泉

原田悠里平成最後晚餐秀
美聲再次征服全場

　【東京／採訪報導】台日交流這幾年來成長快速，從

民間單位的互訪，到政府單位的簽署ＭＯＵ等，都能看

到不少突破，但能有如今的成果，歸功於擔任領頭羊的

民間力量，對台灣有深厚情感的吳宗俊，就是積極推動

台日交流的其中之一人，不僅過去曾在日本台灣交流協

會服務過，也為宜蘭縣和福島縣二本松市搭起友誼的橋

梁，至今仍為了交流奔走，期望能讓兩國民眾更加認識

彼此。

　吳宗俊是擁有台灣血統，從小在日本長大的他，對台

灣就有特別的情感，直到大學畢業後，他才如願以償來

到台灣攻讀台大國家發展研究所，畢業後就進入日本台

灣交流協會工作，現在則是回到日本，在行政書士事務

所工作，協助外國人辦理簽證、在留資格、設立公司

等。

　會讓他投入推廣交流活動，是因為還在交流協會上班

時，碰上東日本大地震發生，台灣的民眾為了提供幫助

和關心，都會將捐款或加油卡片送到交流協會，讓他感

到滿滿的溫暖，還發現兩國雖然有牆壁在，但民間的力

量早就跨越隔閡密切交流著，於是下定決心投入推廣兩

國交流，吳宗俊趁還在交流協會工作的期間，到各大

學、國中小分享日本文化，也安排各式各樣的日本藝人、

團體來表演。

　吳宗俊和宜蘭縣也有一段緣份，過去曾協助縣政府推展

觀光，之前蘭陽博物館的日文廣播就是由他親自錄製，之

前福島縣二本松市很想與台灣的縣市交流，吳宗俊知悉後

便當介紹人，成功幫二本松市順利和宜蘭建立關係。

　吳宗俊以前很常開車四處跑，幾乎全台各地都跑遍，其

中最讓他喜歡的景點是日月潭，因為能從湖面看到太陽的

反光，非常吸引他，另外，台灣各式各樣的美食中他最喜

歡火鍋，因為台灣跟日本的火鍋差異很大，特別是麻辣火

鍋，在日本非常少見，所以只要回到台灣就一定會去吃麻

辣火鍋吃到飽，但也因此胖了不少。

　吳宗俊提到，現在很多日本人越來越喜歡台灣，像是在

日本就開了很多台灣料理店，像是雞排、滷肉飯等，也有

很多電視雜誌等媒體都會製作台灣特輯，不過他還是建議

日本親自走一趟台灣，不僅能感受滿滿的人情味，還可以

更加了解台灣，就像是很多日本人喜歡去九份的原因都是

為了電影神隱少女，但如果有機會深入了解，就能發現九

份和日本有很深的淵源，而且不僅九份，還有很多地方是

值得日本人去一探究竟。

難 忘 台 灣 情 力 促 台 日 交 流

▲

吳宗俊為宜蘭縣和福島縣二本松市搭起友誼的橋梁

▲

吳宗俊

八景島
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【橫濱／採訪報導】隨著日本畢業季來臨，

橫濱中華學院於三月十九日在神奈川縣民會

館舉行畢業典禮，小學部、中學部、高中部

７５位學生在眾人的祝福下，邁向人生的下

一個階段，校長馮彥國特別勉勵畢業生要抱

持感恩的心、堅毅的信念以及懷有胸襟寬大

的情懷，也相信大家會在國際舞台大放異

彩。

　今年的畢業典禮歡送小學部第７３屆４１

【大阪／採訪

報導】第十四

屆大阪亞洲電影節

於三月十四日頒發

「亞洲之星獎」給

主演《誰先愛上他

的 》 的 台 灣 男 星 邱

澤，該獎是頒給亞洲

國家中對電影有傑出

貢 獻 ， 並 且 演 技 受

到各界肯定的電影演

員，本屆大阪亞洲電

影節中共有七部題材

多元的台灣電影作品參

展，受到日本觀眾的一

致好評。

【東京／採訪報導】嘉義市檜木燒烙協會於三

月六日在東京佛光山舉辦「永續阿里山　讓世

界看見台灣」檜木燒烙展，展出以阿里山風情

為主題的檜木燒烙作品，讓台灣稀有國寶風華

再現，也讓世界看見台灣，現場也特別準備阿

里山的高山茶，讓檜木和茶香味飄香東京。

　這次跨國的阿里山檜木燒烙展除了展出各式

各樣的作品外，現場也安排燒烙藝術家示範創

作，也因為體驗燒烙讓現場飄出淡淡的檜木香

味，再加上東京佛光山特別安排的現泡阿里山

高山茶，讓看展的民眾可以同時感受到兩種香

味。

　覺岸法師表示，這次的活動因為由星雲法師

創辦的南華大學有跟各界進行產官學合作，才

能與嘉義市檜木燒烙協會結緣，一同合辦這次

的展覽，藉由這個機會能讓海外的民眾能看到

台灣、看到阿里山，雖然沒辦法親自感受阿里

山的神木、雲海，但是能從展覽中看到優美的

景色、品嘗到美味的高山茶，也讓日本民眾知

道嘉義有這樣的藝術。

　嘉義市檜木燒烙協會理事長楊玲表示，這次

的展覽是協會第一次的國外展，很感謝南華大

學的幫忙，才能跟覺岸法師聯繫上，而檜木燒

烙最重要的是讓珍貴的檜木能活化，透過燒烙

的技巧，檜木再生再利用，並推廣到海外來，

日本這次是首航，未來有機會也想跟更多國外

單位合作，像是與阿里山締結姐妹鐵道的斯洛

伐克等。

　原本這次的展覽覺岸法師推薦到法水寺舉

行，但楊玲說，因為這是國外首展，必須要更

加謹慎，本來想用國際物流將作品寄來日本，

不過怕物流延遲，因此只能親自提來，使得作

品不能裝框，比較不適合在法水寺展出。而下

次的主題定為佛心展，會與佛教有關的東西著

墨，並於永續阿里山結合，她希望一、兩年後

能再來日本展出。

　覺岸法師提到，日本統治台灣

時，對阿里山的森林有深刻的印

象，對於年長的人來說，看到這

樣的景色倍感親切，雖然阿里山

只是區域性的景點，但一講到阿

里山就能想到台灣，能辦這樣的

展覽很有意義，不僅傳承燒烙，

還能提高台灣的國際能見度，身

為佛光人，也希望能透過藝術文

化交流廣結善緣。

　看著楊玲理事長親自示範燒

烙，讓覺岸法師印象深刻，她說，這是是台

上一分鐘，台下十年工才有的功力，雖然看

起來只有短短的兩三分開的製作過程，但背

後經過更多時間的默默付出、精進是我們看

不到的，而她也很想試試看燒烙，但是其他

日本人想試就禮讓給她們，因為比起台灣

人，讓日本人體驗更有意義。

　城西大學客座教授譽清輝表示，檜木的燒

烙很特別，在其他地方都沒看過，剛好四年

前曾帶家人去阿里山，當時親手摸到神木時

就覺得好像正與好幾千年的神木對話，一直

都很想再去一次，這次看展有重新回味的感

覺，他希望將來能常常辦展覽，才能更有效

推廣，如果有機會到埼玉辦展他很樂意幫忙

推廣。

　楊玲提到，燒烙比起畫畫簡單，不需要太

多的靈感技巧，只要有圖片就可以反映在檜

木上，能將檜木保留下來最重要，不過在燒

烙的過程中要注意不要燙到，力道也越輕越

好，因為每片檜木的紋路都不一樣，雖然有

些樹脂溝比較難燒烙，但輕一點的話，其他

較軟的部分就不會一次炭化過頭。

嘉義市檜木燒烙協會於１０６年成立，在這

之前嘉義就已經推動燒烙好幾十年，包括文

化局、社區大學、林木業都在推，但當時不

是使用檜木，後來一部份的老師推出檜木燒

烙，希望能發展成嘉義第三大特色，也要推

向國際，就需要協會的指導，才促成協會成

立，楊玲也是因為覺得老師們非常用心，才

義不容辭接下理事長一職，楊玲也說，因為

很多檜木變成漂流木或舊木料，都會被回收

後燒掉，讓令人覺得相當可惜，因此協會極

力挽救回來，即便花費可能比新料還貴，要

刨刮、磨砂、裁切等，就是希望讓檜木重獲

新生。

【東京／採訪報導】東京中華學校於三月十三

日在校內舉辦畢業典禮，歡送小學部７２屆、

中學部７０屆、高中部６０屆共８６位畢業

生，校長劉劍城特別勉勵學生，雖然今天的畢

業典禮只是學習的一個段落結束，但將來希望

不要忘記人生的既定目標，做一個最好的決定

才是最重要的。

　這次的畢業典禮駐日副代表郭仲熙、顧問梁

毅鵬、僑務組組長王東生、東京台灣商工會會

長陳五福、日本華商總會會長林冠銘、日本華

商觀光產業協會會長陳乃華、日本中華聯合總

會常任副會長馮明輝、校友會會長陳櫻芳等貴

賓都專程出席，給予畢業生祝福。

　校長劉劍城在致詞時表示，雖然畢業證書只

是一張薄薄很輕的紙，但是它承載著六、九、

十二年的歷史，代表著學習的成果，在東京中

華學校讀書真的很辛苦，因為除了功課外，學

校也非常重視語言，但也相信學生的中日英文

都有相當的水準。

　劉劍城提到，畢業不代表一個學習階段結

束，像是高中畢業將來進大學，大學進入人生

職場，不過人生不是考試，沒有及格沒有不及

格，而在求學期間學生的路是家長選擇，但高

中畢業生是自己選擇的大學、科系，所以要為

人、中學部７０屆

２０人、高中部第

６２屆１４人，駐

日副代表郭仲熙、

橫濱辦事處代理處

長王東生、橫濱市

議會議員伊波俊之

助等多位貴賓都出

席見證，家長們也

都拿出相機手機紀

錄孩子的身影。

　 校 長 馮 彥 國 表

示，除了獻上最誠

摯的祝福外，也要用三句話與畢業生共

勉，第一要有感恩的心，飲水思源是善

良的美德，對一路陪伴的親人、師長、

周遭的友人要存感恩的心，懂得感恩的

人就不會孤單，懂得對外事務充滿感

恩，就不會被困難打倒，而是視為人生

的挑戰。

　另外馮彥國也以國父孫中山革命的故

事為例，期勉學生要有堅毅的信念，他

　第十四屆大阪亞洲影展從三月八日

到三月十七日為止，影展期間台灣文化

中心與影展合作推出台灣特集「台灣電

影文藝復興２０１９」。今年的參展作

品有邱澤主演的《誰先愛上他的》、

林 孝 謙 導 演 的 《 比 悲 傷 更 悲 傷 的 故

事》、楊力州的感人紀錄片《紅盒子》

及《小死亡》、《氣》、《楔子》、

《２９２３》等四部短片，在影展期間

陸續在大阪梅田影城及朝日電視台ＡＢ

Ｃ戲院上映。

　主演電影《誰先愛上他的》獲得亞洲

影人大獎「亞洲之星獎」的邱澤，在日

本有不少影迷，三月十三日舉行的台灣

電影之夜，就有日本影迷舉著牌子前來

追星。當日放映的兩場台灣電影《誰先

自己的人生負責，不是為父母負責。

　劉劍城也說，人生的目標會隨著階段的

不同而有所改變，今天的畢業典禮雖然是

一個學習的階段，但到了大學以後，希望

學生不要忘記人生既定的目標，做最好的

決定才是最重要的，也要養成好的習慣，

才能讓人生成功，而家長、學生都很辛

苦，但在今天終於有好的結果。

　副代表郭仲熙則勉勵學生，校園裡的梅

花正在盛開，希望學生能跟梅花一樣「梅

花梅花滿天下，越冷越開放」，畢業後在

世界各地、不同的領域中開出更美的花

朵，而能順利畢業都要感謝家長、老師

們，要記住師恩不可忘，並懷著感恩的心

展翅高飛、鵬程萬里，也祝學生早上有朝

氣、中午有人氣、晚上有和氣，每時每刻

都有好運氣。

　而東京中華學校高中部今年的榜單也非

常亮眼，不僅多名學生錄取台灣大學、清

華大學、高雄餐旅大學，在日本方面也錄

取上智大學、立命館大學、拓殖大學、近

畿大學等名校。畢業生們也在來賓、教

師、在校生的祝福下走出禮堂，依依不捨

的在校園合影，為青春的歲月留下紀錄。

說，成功不是一朝一夕，遇到困難不要親

言放棄，堅持下去便能拉進成功的距離。

最後則是要有寬大的胸襟，因為將來不論

是在日本、台灣、中國大陸或是世界各地

發展，都要有開闊的胸襟才能接受多元文

化，寬宏的視野才有自己的舞台，相信大

家會在國際舞台上大放異彩。

　駐日副代表郭仲熙表示，看到畢業生

中，有人在擦眼淚，就讓他想起以前畢業

典禮的光景，部津感慨萬千，他也特別用

朱熹的詩「少年易老學難成，一寸光陰不

可輕」勉勵學生，並希望學生在畢業後，

也在新的人生旅程中繼續努力，就像最近

將綻放的櫻花一樣，在各個角落開出更燦

爛的花朵。

　雖然畢業是人生新的開始，也代表著要

與現在這個階段揮別，在校生和畢業生的

代表致詞中，將學生們平時在中華學院的

點點滴滴描述出來，不少畢業生聽了都頻

頻拭淚，但即便再難過不捨，畢業生們還

是帶著眾人的祝福，在悠揚的送別歌聲中

離開會場。

愛上他的》、《比悲傷更悲傷的故事》賣

座不俗，雖然是平日卻幾近滿座，顯示台

灣電影與台灣演員受到日本觀眾的喜愛和

肯定。

　今年一月剛上任的駐日經濟文化代表處

台灣文化中心主任王淑芳表示，近年大阪

亞洲電影節每年都會有台灣電影特集，參

展的台灣影片大多很快就會在日本院線上

映。文化部正致力於制定更好的影視產業

政策，鼓勵台灣創作者創造更多動人的故

事，透過資金的投入和打通國內外通路，

健全台灣的內容產業的生態系，目標是打

造台灣電影的國家品牌。

阿 里 山 檜 木 燒 烙 展
稀 有 國 寶 風 華 再 現

楊玲理事長介紹作品

橫濱中華學院畢業典禮勉學生大放異彩

在校生代表送別詞

【東京／採訪報導】以肩負台灣和日本青少

年交流為目的的「第１６屆日台文化交流青

少年獎學金」於三月十九日舉行頒獎典禮，

駐日代表謝長廷專程到場頒獎勉勵青年學

子，並於致詞時表示，希望日本的學生能透

過這次的台灣研修之旅，與同世代的台灣青

少年進行交流，結交很多台灣朋友，未來成

為台日交流的橋梁。

　「第１６屆日台文化交流青少年獎學金」

是由日本產經新聞主辦、台北駐日經濟文化

代表處等協辦，開放日本國高中及大學生參

加，以「台灣」為主題，分成日文作文及中

文演講，讓他們發表對台灣的認識或體驗，

這件報名作品高達６１１件，再從中選出

１４件優秀作品頒獎表揚。

　而獲獎的同學在頒獎典禮後，隨即起程到

台灣進行六天五夜的研修旅行，除了參訪總

統府獲得副總統陳建仁接見，照訪各地的名

勝古蹟，體驗台灣文化、品嘗台灣美食外，

學生也會與東吳大學及延平中學的台灣學生

交流，並寄宿一晚，希望能藉此促進台日年

輕世代的相互理解。

　演講部分由青稜高校二年級生大月陽菜

拿下首獎，她因為過去父親工作的關係，

曾旅居台灣多

年，她以「謝

謝，林老師」

為主題，提起

她當時在台灣

的時候，曾受

到安親班老師

照顧的回憶，

她生動有趣的

內容和穩健的

台風，獲得審

查委員長特別

賞。

　作文則由文教大學附屬高中三年級的

學生橋本真那獲得第一，橋本以「現代

舞界的先驅－台灣」為主題，文中介紹

到台灣知名舞團雲門舞集在全球現代舞

界的成就，她也提到，未來預計將到台

灣學習現代舞，而橋本的題材新穎、內

容深入，獲得評審委員的青睞。

　駐日代表謝長廷對橋本真那印象非常

深刻，他表示，橋本在致詞的時候，口

條非常清晰，最後一段的中文也說得非

常流利，很期待她們未來能成為台日交

流的橋樑，讓友好的關係永續傳承下去。

　研修團一行於三月二十日獲得副總統陳

建仁接見，陳建仁在會中表示，這屆獲獎

人中，有人推崇台灣現代舞非常先進，立

志促進台日舞蹈的交流和發展；也有從學

習台語和台鐵便當中，發現台日文化交流

的趣味，甚至有幾位是「日本灣生」的孫

子，傳承祖父母和父母對台灣的關心，因

而參與台日交換學生或來台居住，看到同

學們對台灣的關懷與熱愛，他真的感到非

常欣慰，也期許他們成為台日友好交流的

橋梁。

日台文化交流青少年獎學金頒獎
１４名學生訪台深度之旅

▼大阪亞洲電影節舉行台灣電影之夜

台灣星光點亮大阪亞洲電影節
邱澤獲頒「亞洲之星獎」

在校生歡迎畢業生進場

謝長廷代表頒獎給獲得大賞的橋本真那合影

▶灣男星邱
澤獲頒

亞洲之星獎

東京中華學校畢業典禮期
勉學生勿忘人生目標


