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台湾鴻海精
密工業の郭台
銘 董 事 長は4
月17日 の 午
後、2020 年
1月に実施さ
れる次期総統
選の野 党 国

民 党 公 認
候補の党
内 予 備 選
に 参 加 す
ると表明し
た。予備選
で選出され
た場合、国

民党代表とし
て総統選に立

候補する事にな
る。同日、台北

市内で開かれた国
民党主催の「郭氏に

栄誉賞を贈るための
式典」で明らかにした。 　　　
次期総統選の出馬を同

16日にも公表し、関帝を深
く信仰する事で知られる郭氏
は「媽祖神様からの指示で」
との理由で立候補したとみら
れる。郭氏は同17日、故郷

の新北市板橋にある「慈恵宮」と同市淡水の
「行天武聖宮」を参拝し、出馬に関して神に
指示を請うた。

郭氏の国民党予備選出馬を巡っては、目
下、郭氏が有効な資格を有するのかどうかに
関心が集まっている。党によると1970年の
入党後、2000年の党員再登録では未手続。
党の担当者は同17日、「郭氏は同16日に党
員手続きを済ませ、党員の基本的権利と義務
を有している」と説明。しかし、党の規定では
党員として選挙に立候補するには入党あるい
は党籍の回復後4カ月の経過期間の必要が
ある。党担当者は「まだ予備選の本格的な作
業は始動していない。制限に該当するかなど
の問題については未定」とした。なお、党は
7月に総統選の公認候補を決定したい意向を
示している。

なお、郭氏は国民党に対し、「開かれた地
に足の着いた予備選の制度を作り上げる」と
呼び掛け、「予備選には喜んで参加するが、
強制指名には断固として応じない」と述べた。
さらに、予備選で落選した場合は「予備選を
勝ち抜いた候補者を必ず支持する」とも語っ
た。

郭氏は2016年にも国民党から総統選へ出
馬することが取り沙汰された経緯がある。し
かし当時、総統になるためには立候補に際し
て中央選挙委員会に財産を申告し、総統に
就任すれば保有していると推察される85億米
ドルの財産の信託の義務付けがあった。さら

に、総統退任後も国家機密保持のために一
定期間はアメリカや中国などに自由に出国で
きず、鴻海の経営もこれまで通り携わる事が
困難になる。こうした理由から、総統選出馬
への出馬の有無が焦点となっていた。

今回の出馬表明で台湾の財界からは「思い
切った決断」との声があがる。郭氏は今年1
月に公式フェイスブックを開設。3月には公式
LINE アカウントを作るなど、対外発信を積
極化させ「2020年の総統選へ意欲を示した」

（関係筋）とみられていた。4月16日には郭
氏が予備選立候補をほのめかしていたため、
注目が一気に集まっていた。

郭氏に期待されているのは台湾が抱える経
済問題の解決。所得格差や賃金の伸び悩み
などが社会的問題に対する打開である。問題
解決の突破口が中国との経済交流だ。これま
で、親中国路線を訴える国民党は馬英九前
総統のもとで中国との経済関係を強化してい
た。対中融和路線の最大野党・国民党から
の出馬を目指す郭氏は、事業の中核を置く中
国の政財界との関係が深く、仮に総統となれ
ば、対中安全保障の要である米国との関係
維持が課題となる。なお、鴻海は米アップル
のスマートフォン（スマホ）などの生産を担い、
年間売上高は19兆円規模。郭氏は一代で
同社を築いた台湾を代表するカリスマ経営者
だ。16年に買収したシャープの経営にも影響
力を持つ事でも知られている。

鴻海郭会長総統選出馬へ
～国民党予備選参加の意向を正式表明

郭氏は故郷の新北市板橋にある「慈恵宮」拝し、
出馬に関して神に指示を請うた。台湾鴻海精密工業の郭台銘董事長（写真提供：中央社）

會長河道台也允諾，第二次會議將於六月

十五日至十六日舉行，到時候會規畫好充

分的時間，讓所有累積的提案能全數解

決。

　晚上也同時舉辦第六、七屆會長交接儀

式，駐日代表謝長廷、副代表郭仲熙、僑

務委員會委員長吳新興、世總監事長許世

憑、秘書長鄭惠美、亞總名譽總會長謝美

香、總會長邱文潛、監事長劉美德、印尼

台灣工商聯誼會聯合總會會長賴維信、越

南台灣商會聯合總會輔導會長許玉林、柬

埔寨台灣商會指導會長張清水、會長王美

蕙、日本中華聯合總會會長新垣旬子等人

都出席見證。

　甫卸任的陳潘淼會長表示，去年接任時

感到責任沉重，但現在卸任後心情輕鬆，

【東京／採訪報導】日本台灣商會聯合總

會於三月三十一日舉行第七屆會長及監事

長改選，會長由河道台一人同額競選，獲

得理監事認同順利當選會長，監事長則由

關西台商協會推派的川野榮子當選，河總

會長盼與理監事們一起奮鬥，發展國家經

濟、促進台日外交。

　河道台在政見發表時提出，擔任總會長

後，所有的支出先自己付，並且把帳做

好，再經過監事長公正的審核後，認同的

款項可以退回，不認同的一毛也都不會

拿。亞總世總的理監事也會以公正公開的

方式，並經由常務理事會議或理監事會議

決議，而辦理年度活動等也都會經過理監

事會議決定。

　他也提到，會統合各地區的青商部，六

大商會一同舉辦交流活動互相認識，以及

團結日總各地台商，促進交流溝通，成為

實質的台灣商會，而只要日總有什麼錯誤

都可以提出，總會都會概括承受並加以改

進，另外也會設立日總招商引資窗口，協

助政府發展經濟促進外交。

　會長及監事長政見發表後，隨即舉辦投

票，因為會長僅有一人同額競選，最後河

道台獲得九十張同意票順利當選；監事長

的部分則由東京台灣商工會推派的藤田禮

子與關西台商協會推派的川野榮子競選，

最後由川野榮子獲得六十一票當選。

　投票結束後也隨即招開第七屆第一次理

監事聯席會議，讓理監事們能發表自己的

提案，但因為時間有限，有些提案必須等

到第二次理監事聯席會議討論，對此新任

投票後隨即招開第七屆第一次理監事聯席會議

日台商總會長改選河道台接棒
盼 發 展 經 濟 促 進 外 交

上任以來一直配合政府的新南向政策，帶

著日總走出亞洲、世界，並感謝在東南亞

訪問期間受到各國會長招待照顧，也很感

謝日本團隊一路的支持與打拼，新會長河

道台有擔任過亞總秘書長的經驗，相信日

總在他與監事長川野榮子的領導下，會務

蒸蒸日上。

　駐日代表謝長廷表示，台灣跟日本雖然

沒有正式的邦交關係，但民間的交流比起

其他國家更密切，兩邊來往６５０萬人數

以上，不論是醫療、長照、經濟、創生

等，在各方面都有許多商機或合作機會，

很感謝陳總會長過去一年的努力，也希望

新任的河總會長能開創新局面。

　僑務委員長吳新興表示，走遍全世界都

能看見台商的凝聚力是很強大的，台商在

過去長久歲月中，對於國家的支持不遺餘

力、不分黨派，全力支持政府工作的推

動，對國家的貢獻非常大，也是國家在海

外的延伸，台商奮鬥打拼的精神也讓西方

國家敬佩，也謝謝陳總會長為台商的福祉

及政府政策推動不遺餘力，也相信河總會

長能夠保持紀律、效率、使命必達來為台

商謀福。

　亞總總會長邱文潛表示，

因為有陳總會長的努力，如

果亞洲台灣商會聯合總會有

些成績都是的話，都是陳總

會長帶來，有他才能讓新南

向繼續進行，而在看第七屆

第一次理監事聯席會議時，

河總會長的表現明確果斷，

相信日本總會在他的領導

下，成功指日可待的。

　河道台總會長最後表示，

河道台發表政見

日總第七屆團隊

感謝日本台灣商會聯合總會的理監事投下

神聖的一票，從此以後會盡最大的努力，

佛光山有三好四給，分別為說好話做好事

存好心，給人希望、信心、歡喜、方便，

如果台商都能做到，日總肯定會團結和

諧，而從今以後也會跟日總的理監事們一

起奮鬥努力，為國家發展經濟，促進國民

外交。
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　アジア諸国における食用消費のため
の犬猫の虐殺を禁止にする事を目的
に、台湾台北市でこのほど、『アジア
動物親善連盟」が発足した。これによ
り、日本を含むアジア諸国における犬
食撲滅を目指す。
　アジア動物親善連盟創設者である世
界愛犬連盟の玄陵氏は、『この連盟は
現在、アジア諸国の国会議員に対し、
この慣習を禁止にするための法改正及
び新法制定するロビー活動に焦点をあ
てている」と話し、さらに「毎年アジ
アで人間の食用消費のために殺される
3000万匹のうち7割が盗まれた犬。　　
　1500万匹は中国、韓国では700万
匹、ベトナムでは500万匹」と具体的

な数量も示した。
　設立に際し4月1 1日、台北市内で
式典も行われ、大島九州男参議院議員
は「ほとんどの日本人は犬肉を食さな
い。一部の在留外国人や、ベトナムな
どから冷凍犬肉を輸入して東京や大阪
のレストラン約100軒(環境省の統計）
で犬肉料理を提供している」と話し、
同氏は、参議院予算委員会で安倍総理
に犬食禁止の必要性も質している。こ
の犬食禁止の指摘に対し「日本国内の
動物愛護団体からは賛同する意見が相
次いでいる」という。
　なお、犬肉食禁止に向け世論が動き
始めた中、台湾では野良犬の安楽死を
禁止したわずか2ヶ月後の2017年4月

に犬猫の肉の食用消費を法律で禁止
し、動物虐待に対して最高の罰金刑
を科す事を定めた。世界初となる台
湾の事例を受け、米国ではトランプ
大統領が農業法改正で犬猫食が禁止
され、英国でも同様の動きがある。
　玄陵氏による連盟の設立で、日本
をはじめ、イタリア、ノルウェー、
フランス、中国などでも議論の対象
となるものとみられる。さらに東京
五輪に向け、玄陵氏と大島議員は、
台湾と米国の成功例を参考に、日本
における犬食禁止の法制化を急いで
いる。

犬肉の食用禁止を目的に連盟が発足

▼アジア動物親善連盟設立式紀念写真

HBO アジアが2018年に台湾の公共放
送、公共テレビ（公視、PTS）と初めて共同
製作したドラマ「通霊少女」が大きな反響を
呼び、このほど高視聴率を記録した。4月
21日の放送された最終回 ( 第10回 ) の視
聴率は3.6％に達し、その前の第9、10回
の視聴者数も130万人だった。
「 通 霊 少 女 」第2シーズンの撮 影は、

2018年12月中 旬 に終 了したが、その
次の作品として SFドラマの新作「獵夢特
工（DREAM RAIDER）」の 撮 影 開 始も
発表した。さらに4月22日、映画配給及
びオンライン映画・ドラマ配信サービスの
CATCHPLAYとHBO アジアと共同で制作
するドラマ「我們與悪的距離
（英題 :The World Between Us）」の連

合発表会も開いた。なお、HBO アジアは米
ケーブルテレビ放送局 HBO の傘下に属して
いる。
「我們與悪的距離」は林君陽監督の演出

により、 台湾の権威あるデレビアワード「ゴー
ルデン・ベル・アワード（金鐘奨＝賞）」受
賞者の呂蒔媛（Lu Shih-yuan）が脚本を担

当した作品。アリッサ・チア（賈静雯）、ジェー
ムズ・ウェン（温昇豪）や2015年のゴール
デン・ベル・アワードで最優秀主演男優賞
に輝いたウー・カンレン（呉慷仁）らがメーン
キャストを務める。

PTS の陳郁秀会長は「我們與悪的距離」
について、「公共テレビにとって初めての国際
的なプラットフォームである CATCHPLAY
とHBO アジアとの共同制作作品。これは
台湾の映画とドラマの制作レベルやマーケ
ティング能力が国際的に認められただけでな
く、台湾の映画・テレビ産業が更に大きく
前進した事の表れだ」と話した。また HBO
アジアの施鵬騌執行長は、「HBO アジアが
初めて台湾ドラマ制作に携り、台湾とアジア
地域で大人気を博した『通霊少女』に続き、
再びアジアの視聴者向けに台湾の優れた作
品とドラマ制作に参加できて大変うれしい」と
の喜びを語った。

なお、国際市場へのマーケティングを考慮
して、公共テレビ、CATCHPLAY、HBO
が検討した結果、「我們與悪的距離」の英題
を「The World Between Us」とした。英
題の「Us」は中国語の「我們（私たち）」を直
訳したもの。
「我們與悪的距離」は、無差別殺人事件

が発生した後の、加害者、被害者及びそ
の家族、事件に関わる裁判官や弁護人さら
に事件と関わりのあるすべての人物による物
語。登場人物の大部分は善人だが、何か問
題が発生した時に当事者にもたらす試練をい
かに乗り越え、共感と理解を持って相手を思
うことができるかを描く。
「我們與悪的距離」の放送は、3月24日

より毎週台湾時間日曜日の夜9時、公共テ
レビのほか、CATCHPLAY のオンライン
プラットフォームとHBO HD でも同時に放
送されている。1回につき2話を放映する。
CATCHPLAY のオンラインプラットフォーム
や HBO Asia 傘下の放送局は、テレビ、ス
トリーミングプラットフォームやビデオオンデ
マンド配信によってアジア全土を網羅する。
このほか、CATCHPLAYとHBO アジアが
共同でアジア及び米国以外の地域にも放送
する予定。

台湾公共テレビ
HBO アジアと再び台湾でドラマ制作

▼台湾ドラマ「我們与悪的距離」の一コマ（写真提供：公共テレビ、自由時報）

グーグルやフェイスブックなどの巨大企業
は現在、台湾に対する投資を積極化させ、
さらに拡大させている。その要因が「台湾の
優秀な人材」であるとの見方が強まっている。

グーグルは2019年3月末、台湾での事
業拡大を発表。人員を現行の約2000人よ
り倍増させる計画で、さらにオフィス新設す
る構えを明らかにした。

また、台湾への投資拡大を2018年に発
表していたフェイスブックは、4月上旬、台
湾オフィスを台北市の高層ビル「台北南山広
場」に移転した。床面積は804坪。同社ア
ジア太平洋担当副社長のダン・ニアリー氏
は「台湾市場を重視する」との姿勢を強調し、

「オフィス移転は台湾市場の発展への自信
を表すもの」と説明した。 

台湾への投資についてグーグル台湾法人
の簡立峰董事総経理は3月の記者会見で、
同社による投資の続行について「台湾の人材
が非常に優秀であると意味している」と言及。
2018年に始動させた「インテリジェント台湾
計画」では、人材、経済、エコシステムの3
つを軸とする。AI（人工知能）人材を強化し、
台湾の AI 教育やデジタル教育の普及化を
後押ししていくとしている。

さらに、世界の半導体企業も台湾の人材
に注目する。米半導体大手のクアルコムや
マイクロン・テクノロジーは2019年、台湾

での大規模な人材募集を実施する。クアル
コムは産学連携で無線通信などの研究を進
め、人材育成やイノベーションエコシステム
の成長を図るほか、科技部（科学技術省）と
共同でコンペティションを開催し、新製品開
発を後押ししている。

外資系巨大企業の台湾投資が拡大
～要は優秀な台湾人

陳其邁行政院副院長（左）とグーグル台湾法人
の簡立峰董事総経理（写真提供：中央社）

台湾投資を拡大する巨大企業のグーグル
（写真提供：中央社）

台湾ドラマ「我們与悪的距離」の一コマ（写真提
供：公共テレビ、自由時報）

台湾のオリジナルキャラ

台湾ドラマ「我們与悪的距離」の一コマ（写真提
供：公共テレビ、自由時報）

台湾の作者ら
　台湾文化部は4月3日、東京有明の国際
展示場で開催した「第9回ライセンシン
グ ジャパン」に台湾パビリオン「Fresh 
Taiwan」として10アイテムの台湾オリジ
ナルキャラクターを出展した。この展示
会には今年で連続三回の出展で、台湾原
創をコンセプトに「新鮮・厳選・産地直
送」の台湾キャラクターを台湾の昔なが
らの市場イメージを模倣して展開した。
　台湾パビリオンの開幕式に出席した台
北駐日経済文化代表処の謝長廷代表は、
「コンセプトにある【産地直送】とは作
者が自らPRし紹介するという意味。台
湾のオリジナルキャラは日本のキャラに
劣らないと自信を見せ、今回の機会を通
じてより多くの海外のコンテンツ業界か
ら注目を集め、連携の機会を獲得できれ
ば」と期待した。また台湾パビリオンを
統括する聯合数位文創の李彦甫会長兼社
長は、「今は台湾のオリジナルキャラが
最も成熟し活気がある時」とし、「台湾
の各世代の人々は日本の漫画やキャラと
ともに成長し、近年では台湾のキャラは
エネルギーを吸収し、独自の特色を生み
出せるようになっている」と紹介した。 
　一方、出展作のキャラ「チモ」（赤毛
族）の作者の一人、温国欣さんは、「相
撲や鯉のぼりなど日本らしい要素を新た
にイラストに取り入れた」とし、「デザ
イン力が豊かである事を知ってもらえれ

ば」とアピールした。 
　同文化部は、台湾の文化クリエイティ
ブ産業の国際的な注目度を高める事を目
的に、台湾のライセンシング産業の発展
を継続促進している。「文化創意産業画
像ライセンシング分野国際市場開拓」と
しての取り組みで、台湾オリジナルのイ
ラスト及びキャラクター創作するクリ
エーターズブランドに呼びかけ、その名
称を「Fresh Taiwan」として、先に開催
された「2018ライセンシングエキスポ」
チャイナにも出展し反響を呼んだ。狙い
は、各ブランドに国際市場開拓の経験を
積み重ねさせ、台湾オリジナルキャラク
ターと海外企業との交流及び協力体制の
構築。これにより、より多くの刺激や創
意が生まれ、さらに、ライセンサー、ラ
イセンシー、エージェンシー、ユーザー
が好循環でつながり、ライセンシング市
場の健全な発展を目指す事としている。
　「Fresh Taiwan」として展開した台湾
オリジナルキャラクターは①こめおやじ
②Raiceman&ミャオ③MYAOWL④バウ
ンス、BOUNCE RABBIT⑥レディービー
ンズ、LadyBeans⑦三猫倶楽部、Three 
Cats Club⑧鬧一波大師，NowEpo⑨社長
とサンマ、LaoBanZheYu⑩タコクマ、
Takokuma⑪チモ、Chimoz⑫Yameme
だ。いずれも温かみと可愛さを備えた新
鮮なイメージで独自スタイルを確立させ

台 湾 パビリオンに「 F r e s h  T a i w a n 」が お 披 露 目 ～

台 湾らしさが たっぷり
▼出展作のキャラ「チモ」（赤毛族）

た。さらに、台湾の多元的な歴史や暮
らしに寄り添い、東洋文化思想との融
合、台湾ならではの多様文化を内包し
たものへと発展させているのが特徴。
　また、メーンビジュアルは手提げ
「茄芷袋」の赤青緑を基調に「厳選し
た新鮮さを産地直送で」として多元的
でしかもバラエティーに富んだ演出を
繰り広げた。さらにAR体験も取り入
れ、スマートフォンなどのデバイスで
読み込む事でイラストや情報が生き生
きと浮かび上がる演出も試された。無
限の想像性の創出にも工夫がなされて
いた。
　なおこのイベントは、最新のライセ
ンシングプロジェクトが集結するもの
で、コンテンツ東京としてコンテン
ツ、クリエーター、映像・CG制作、先
端テクノロジー、コンテンツ配信・管
理イノベーション、広告デザイン・ブ
ランディングなど七アイテムの専門見
本市が同時開催されたもの。アジア地
区をはじめ世界より約1400社が出展。
同5日まで開かれ、期間中約5万人のバ
イヤーらが来場する見込み。台湾パビ
リオンにも注目が集まるものとみられ
る。

5 5
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在日僑団体、
台湾の WHA オブザーバー参加を支持する声明文を発表

春を告げた
陳忠正福岡総領事の始球式

球春到来の4月6日、福岡ソフトバンク・ホー
クス対千葉ロッテ・マリーンズの公式戦が福
岡ドームで開催され、陳忠正福岡総領事が
マウンドに立ち始球式を行った。35000人
の観衆が見守る中、投球はワンバウンドなが
ら甲斐拓也捕手のミットに吸い込まれ、球場
は拍手に包まれた。大観衆に臆することなく、
台湾関係者からの「加油！」の掛け声を背に
見事その責任を果たした。

その後、陳総領事はスタンドに陣取ってい

台北駐福岡経済文化辦事處 ( 陳忠正處
長 ) の處員及びその家族、そして台湾から
の留学生約35人は3月30日､ ごみ循環
システムで着実な成果を上げる福岡県三
潴郡大木町を訪ねた。システムの説明を
受けるとともに、同町のエクセレント企業を
訪問し、いちご狩り、桜まつりなどに参加
して春の休日を楽しんだ。

一行が最初に訪れた「おおき循環セン
ター “くるるん ”」は､ 町内の生ごみなど
を発酵処理してバイオガスを発生させ、コ
ジェネ発電から得た電気と温水を同施設
や隣接する道の駅などに供給し、さらに液
体肥料を作り出し､ 町内の農家や家庭菜
園などにも使えるように工夫されている。「ご
みも分別処理すれば資源に生まれ変わる」、

「循環型のごみ処理事業が雇用創出にま
でつながっている」､「ゴミを減らすことで浮
いた経費を他の事業に回している」と誇らし
げに胸を張る町幹部の説明に参加者は大
きくうなずいていた。

隣接する「道の駅おおき」での食事後、藺
草 ( いぐさ) を使って様 な々実用品や伝統工
芸品を製造するイケヒコ・コーポレーション
の工場と商品展示場を訪れた。一歩足を踏
み入れた途端に心地よい藺草の香りに包ま
れ、展示場には枕やクッションなどの小物か
ら絨毯のような大きい敷物までが整然と並べ
られていた。用途の広さと色彩の豊かさに目
を見張り、忙しい日常の中で忘れていた「自
然との調和」を思い起こさせるひとときとなっ
た。

その後の「いちご狩り」では、台湾でも人
気が高い「あまおう」をはじめ、様 な々ブラン
ドのイチゴを試食し､ 最後は石丸山公園の

「桜まつり」に。会場の入り口には小学生が
並び、台湾国旗を振っての歓迎だった。会
場中では温かい拍手が送られ、弁当やお酒
を片手に台湾と日本の交流や文化の違いな
どについて親しく語り合い、理解を深めた。

お花見の最後は見物客全員の「総踊り」と
なり、楽しい一日の研修ツアーを締めくくった。

始球式の応援に駆け付けた台湾の皆さんと

始球式の応援に駆け付けた台湾の皆さんと

記念写真

絨毯のような藺草製品に目を見張る

福 岡 総 領 事 館 が「 研 修 バ ス ツ ア ー」

た台湾留学生、福岡在住の華僑、日台交流
関係者などからねぎらいの言葉をかけられ、
あちこちの席を回り談笑するなど多忙だった。
なお、陳総領事がヤフオクドームのマウンド
に立つのは3月6日の対西武ライオンズとの
オープン戦以来2度目。試合は9回終了時3
対3で延長戦に突入し、11回表にマリーン
ズが猛攻を見せ、開幕から続いたホークスの
連勝は5で止まった。

照してくださいとの表記だった。
①台湾鉄道➡線路、施設の検査結果、安全
を確認後、台湾時間17時現在全線正常運
行
②台湾高速鉄道➡線路、施設の検査結
果、安全を確認後、全線正常運行
③台北ＭＲＴ➡線路、施設の検査結果、安
全を確認後、全線正常運行
④花蓮エリア道路交通網➡一部道路への
落石撤去作業を完了し、正常通行を再開。
但し台8号線及び8臨37線は、地震後の地
盤がまだ不安定なことから落石の恐れが
あるとし、18日は車の進入を禁止、19日

　台湾観光局・台湾観光協会東京事
務所（鄭憶萍所長）は4月18日、台湾
花蓮沿岸を震源とする台湾時間13時
01分に発生したマグニチュード6.1深
さ18.8キロの地震に対する声明を発
表した。「日本の皆様に」と題する
声明は、「台湾花蓮県政府の発表に
よると花蓮駅や空港で、一部施設の
破損が発生しましたが、それ以外の
大きな災害は出ておらず、日本人観
光客の被害報告も無く、現在正常と
発表されております」との内容。
ライフラインに関しては、下記を参

午前中に巡回後安全を確認した後、通行
を再開するか判断される模様。
そして、「日本ツアー客の安否に関し
ては、各オペレーターより観光局へ報
告がなされており、今現在けが人又は
日程への影響報告はありません」と発
表した。
さらに「ご心配を頂いている皆様に
は、取り急ぎ台北市をはじめ、台湾全
土の電気水道等のライフラインも正常
供給がなされていることをまずご報告
申し上げます」とした。

「日本の皆様へ」
台湾花蓮地域で発生した地震に関する
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台湾経済部統計処が発表した3月の海外
受注高は、385億9000万米ドル（約4兆
3170億円）だった。前年同月比9.0％減
で、5カ月連続マイナス。第1四半期の海
外受注高は1079億8000万ドル（約12兆
800億円）で、前年同期比8.4％減となった。
主因を米中貿易摩擦とし「不利な要素が解
消すれば次第に回復が見込まれる」と同処

はみている。主要輸出品では卑金属やプラ
スチック製品、化学品、機械などが第1四
半期は前年同期比2けた減だった。同処の
分析は、市場が米中貿易協議の行方を注視
して設備投資を控えている、また、商店や
工場の無人化は世界的な動きとし、米中貿
易摩擦が解消され次第自動化関連のニーズ
が高まると予測している。

Apr.23 3月の海外受注高5カ月連続でマイナス

Apr.1 洋上風力発電の国際的人材育成で日本企業と覚書
台湾港務（郭添貴社長）は海洋開発や

教育訓練事業などを行うニッスイマリ
ン工業と連携に向けた覚書を交わした。

「双方は洋上風力発電の国際的な人材の
育成で協力する」（郭社長）とした。ニ工
業は日本水産の子会社。洋上サバイバル
訓練を行う「日本サバイバルトレーニン
グセンター」を2011年に立ち上げ、「グ

ローバル・ウインド・オーガニゼーショ
ン（GWO）」の認証を受けた訓練を企業
や団体向けに実施している。台湾港務は
2018年5月に洋上風力発電の人材を育成
する会社「台湾風能訓練」を英企業の台湾
子会社などと共同で中部・台中港に設立。
同センターは今年7月にも GWO 規格の
訓練の実施を開始する予定。

チケットレス電子乗車券導入
（写真提供：台湾鉄路管理局、中央社）

台湾鉄路管理局はスマートフォン向け
予約アプリを刷新し、4月7日正午に配
信開始すると発表した。新アプリはスマ
ホに表示した QR コードで乗降が可能に
なる電子乗車券を初導入した。紙のきっ
ぷの発券は不要となり、利便性の向上や
資源の節約にもつながると見られる。台
鉄では4月23日にインターネット予約を
新システムに全面移行する予定で、新ア
プリ「台鉄 e 訂通2019」の予約は、乗車
日が4月23日以降となる。なお、乗車券
は乗車日の2週間前から販売される。

Apr.1 予約アプリ刷新でチケットレス電子乗車券導入

福原愛さんが第2子出産
（写真提供：自由時報）

台湾卓球選手の江宏傑さんはフェイ
スブックとツイッターで、妻で元卓球選
手の福原愛さんが4月3日午後に第2子
を出産したと報告した。元気な男の子だ
という。フェイスブックには中国語、ツ
イッターには日本語でほぼ同じ内容の投
稿をした。ツイッターでは「ちっちゃい、
じゃんくんです」と喜びを。また、「愛ちゃ
んも元気です」と報告して、投稿の最後
に「皆さまありがとうございました」と感
謝の言葉を添えた。江選手と福原さんは
2016年9月に結婚。17年10月に第1子
の女児をもうけていた。

Apr.8 福原愛さんが第2子出産

Apr.9

台湾財政部がこのほど発表した3月の
貿易統計速報によると、輸出額は前年同
月比4.4％減の286.8億米ドル（約3兆
1952億円）だった。マイナスは5カ月連
続。米国向け輸出が25.6％増の39.3億ド
ル（約4378億円）と過去最高を記録した
が、中国向けは14.8％減の114.4億ドル

（約1兆2744億円）、東南アジア諸国連合
（ASEAN）向けは9.9％減の45.2億ドル
（約5035億円）となった。主要輸出品では、
電子部品がサプライチェーンの在庫調整
などの影響で13.3％減の91.4億ドル（約

1兆182億円）だったほか、卑金属やその
製品が7.5％減の26.0億ドル（約2896億
円）、化学品が8.9％減の18.6億ドル（約
2072億円）だった。一方、ICT（情報通信
技術）関連・音響映像機器はクラウドサー
バーやパソコン部品の国内生産力向上を背
景に23.1％増加し、過去最高の35.8億ド
ル（約3988億円）を記録した。輸出額か
ら輸入額を差し引いた貿易収支は31.2億
ドル（約3477億円）の黒字。前年同月比
では48.1％減少した。

Apr.8 台湾3月の輸出、前年比4.4％減 5カ月連続マイナス

特色エリアを PR 冊子で魅力を紹介

台湾では4月23日の国連が定める「世界
図書・著作権デー」に合わせ、同20日から
5月5日の期間、「台湾を読み歩く」をテー
マに徒歩で地方の魅力に触れるイベントを
各地で開催した。4月17日に台北市内で
PR に向けた記者会見が開かれ、鄭麗君文
化部長は「読書がより楽しくなる」とアピー
ルし、参加を呼び掛けた。台湾で「世界本
の日」の関連イベントが催されるのは今年
で3回目。今年は台湾文化部の呼び掛けに
呼応した台湾教育部や博物館、美術館、地
方自治体、図書館、独立書店など620団体
が、それぞれの地元の文化や歴史に対する
理解を深める100余りの行脚コースを企画

した。加えて関連書籍を紹介して読書人口
の拡大を目指している。

Apr.17 台湾各地で「読み歩く」イベント開催

記者会の記念写真
（写真提供：中央社）

台北のレストランを格付けする「ミシュ
ランガイド台北2019」に掲載される店舗
が発表され、星を獲得したのは24軒だっ
た。このうち唯一の三つ星は昨年に続き「パ
レ・デ・シン」（君品酒店）内の広東料理店「頤
宮」だった。二つ星は5軒、一つ星は18軒。
いずれも昨年より数を増やした。二つ星は、

「日本料理 龍吟」の台北支店「祥雲龍吟」と
「シェラトングランデ台北ホテル」（台北喜
来登大飯店）内の四川・江蘇料理店「請客楼」
が昨年に続いて選ばれたほか、日本人が経
営する「鮨天本」が新たに仲間入り。さらに
昨年一つ星だったビストロノミー「RAW」、
フランス料理店「態芮 Taïrroir」が格上げ
された。一つ星には高級海鮮料理の「台南

担仔麺」、広東料理の老舗「大三元」、高級
ホテル「ランディス台北ホテル」（亞都麗緻
大飯店）内の杭州料理店「天香楼」などが名
を連ねた。

Apr.10 昨年より多い24軒が星を獲得～ミシュランガイド台北

授賞式の様子
（写真提供：中央社）

台湾高雄市の高雄メトロはこのほど、年
内をめどに JCB カードを改札にかざして
乗車できると発表した。メトロと JCB は
JCB 本社（東京都港区）で提携に向けた覚
書を交わした。覚書は高雄メトロのカク建
生会長と JCB の三宮維光取締役兼専務執
行役員が調印。高雄メトロは「自社のクレ
ジット決済における重要なマイルストーン
となる」と喜びを表した。提携に向けては、
2018年9月より改札での運賃徴収やデー

タの処理など技術面の提携について意見交
換していた。今後はシステムのテストなど
を進め、年内のサービス提供開始を目指
す。なお高雄メトロで現在使用可能な決済
法は、交通系 IC カードのイージーカード
や iPass、icash、Happy Cash。スマホ
決済のグーグルペイ、アップルペイ、サム
スンペイなどがある。クレジットカード決
済ではマスターカード、銀聯カードなどに
対応している。

Apr.21 JCB カードでの乗車が年内にも

高雄メトロと観光連携協定を結んでい
る京福電気鉄道は、同社の嵐山駅（京都市）
で高雄の観光を PR するイベントを開始し
た。パンフレット配布やスタンプラリーな
どを実施して「高雄をより身近に感じても
らいたい」（京福電気鉄道）としている。高
雄メトロは、日本人観光客誘致を図るため、
2017年6月に京福電鉄と観光連携協定を
締結した。相手方の使用済み乗車券と引き
換えに観光ガイドブックをプレゼントする
キャンペーンを双方で実施し、マスコット
キャラクター「高捷（たかめ）少女」のラッ
ピング列車を京福電鉄嵐山線で走らせるな
の実績がある。なお、嵐山駅でのイベント
は6月2日まで。スタンプラリーは駅施設

内で4つのスタンプを集めると高雄メトロ
のグッズなどがもらえる。初日には高雄メ
トロのカク建生会長、京福電鉄の岡本光司
社長らがイベント開幕のテープカットを
行った。

高捷少女のラッピング列車
（写真提供：高雄メトロ）

Apr.22 京福電鉄嵐山駅で高雄メトロと観光連携 PR

新しい制帽と制服
（写真提供：自由時報）

台湾の警察官の制服がこのほど約30年
ぶりにリニューアルされた。従来のスーツ
風な服装に革靴という組み合わせからイ
メージを一新し、機能性を重視したアク
ティブなスタイルとなった。前回の制服一
新は戒厳令解除後の1987年。それまでは
1966年より、夏はカーキ色の上下、冬は
黒色の上下に白シャツだった。制帽と制服
のほか、ヘルメット着用で足にゲートルを
巻くタイプの服装もあったという。なお戒
厳令下では、軍事色が強いのが特徴だった。
その後1987年からは、夏用はうす紫のシャ
ツに濃紺のズボン、冬用はスーツ風の上下
にシャツ、ネクタイだった。台湾警察庁は
2016年4月より制服の刷新に着手、昨年
2月、警察官と一般市民による人気投票を

経て、新し
い制服のデ
ザインが決
まった。同
署は、事情
を知らない
一般市民が
困惑しない
よう、積極
的に周知に
取り組みた
いとしてい
る。

Apr.18 警察官の制服が約30年ぶりに刷新

台湾各地の特色ある小さな町に観光客を
呼び込もうと、台湾交通部観光局はこのほ
ど、台湾の東西南北40のエリアを詳しく
紹介するパンフレットを制作した。さらに
スタンプラリーなども実施して地域の盛り
上げを図る。その発表会が台北市内で開か
れた。観光局は今年を「小都市スロー観光
年」と位置づける。パンフは各地の観光案
内所などで計2万冊を配布するほか、ホー
ムページで電子版を公開する。内容は、台
北市大稲埕や新竹市旧市街地、苗栗県三
義、彰化県鹿港、嘉義市東区、台南市塩水、
高雄市美濃、花蓮県瑞穂、台東県池上、澎
湖県湖西、金門県烈嶼、連江県北竿など離
島を含む40のエリア。スタンプラリーは、

スタンプ数に応じて現金や台湾高速鉄道
（高鉄、新幹線）回数券などが当たる抽選に
応募できる。QR コードを使い、スマート
フォンでもスタンプラリーに参加が可能。

観光パンフレット
（写真提供：中央社）

台湾外交部は台湾の国際医療に対する
貢献を紹介するショートフィルム「南の島
の医師」（南島的祝福）を英語、日本語など
計10カ国語で公開した。作品を通した台
湾の医療技術の周知が狙い。世界保健機関

（WHO）に対し、台湾の参加が必要性を国
際社会にも訴求する。作品は約1分20秒。
内容は外交部の奨学金で台湾の大学に留学

した経験を持つソロモン諸島の男性医師の
目線で、台湾の医療や思いやりの精神が現
地で実践されている様子が描かれている。
10言語はほかに中国語、スペイン語、フ
ランス語、ドイツ語、インドネシア語、タ
イ語、ベトナム語、ロシア語。外交部の
フェイスブックファンページや動画共有サ
イト、ユーチューブなどで視聴可能。

Apr.10 WHO 参加の必要性で10カ国語の動画制作

台湾台中市の盧秀燕市長は、日本の対
台湾窓口機関である日本台湾交流協会台
北事務所（沼田幹夫代表）の訪問時に「同市
が友好協力協定を締結している海外13都
市のうち8都市が日本にある」と述べ、日
本との密接な交流をアピールした。さら
に「同市に投資する日本の企業や個人にし
かるべきサポートを行っていく」と約束
した。盧市長は、天候が穏やかで交通の
便も良い同市に投資する海外企業が近年

少なくないとした上で、今夏にも市内の
温泉地にホテルを開業する星野リゾートや、
2021年に新しいホテルのオープンを予
定するホテルオークラのケースを紹介した。
沼田代表は「増加する台中市の人口約286
万人は南部・高雄を抜き台湾第二の都市に
なった」と称賛。高い消費力が見込め、多
くの日本企業が投資しているとし、「今後も
同市とさらなる交流、協力の機会を作って
いきたい」と期待した。

Apr.12 台中市長が日系企業への支援約束

台湾鉄路管理局（台鉄）はこのほど、日
本の一畑電車（島根県出雲市）と友好協定
を締結した。台鉄の張政源局長と一畑電車
の吉田伸司社長が台北駅で協定書に署名。
台鉄は、双方とも100年以上の歴史を持つ
鉄道会社として互いのさらなる観光促進に
期待感を示した。台鉄はこれまで、西武鉄
道や東武鉄道、京浜急行電鉄、しなの鉄道、
近鉄など日本の各鉄道と連携している。

Apr.16 台鉄が一畑電車と友好協定締結

台鉄が一畑電車と友好協定締結
（写真提供：台鉄、中央社）

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。

台湾国防部は中国向けの心理戦の道具
に、馴染み深いカップ麺や菓子などのパッ
ケージを模した宣伝グッズを制作した。「降
伏」などの文字が簡体字により印刷されて
いる。心理作戦部隊は「グッズにより民主
主義と自由の尊さを強調し、中国の言葉や
武力による威嚇に有効的に対抗する」説明。
このほど台北市内で開催した説明会でグッ
ズなどを報道陣に公開した。国防部軍事新
聞通信社によると、グッズは有名メーカー
のカップ麺やミネラルウオーター、チョコ
レートクッキー、ミルクキャラメルなど。

「降伏インスタント麺」などの商品名のほ
か、「武器を置いて中華民国国軍に降伏しな
さい。あなた方の安全はわれわれが守る」
など。王宜弘隊長は「戦地の実需に合わせ

て台湾の自由、民主主義を伝える意味合い
を持たせた」とした。

Apr.14 中国への心理戦に身近な食品包装を利用

心理戦の道具
（写真提供：軍聞社、中央社）
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鉱石運搬専用の鉄道が作られた。金瓜石
は戦後、主に銅を産出し、1987年に閉山
した。人口は激減したが巨大な産業遺産
があったため2004年に黄金博物館がオー
プンし、日本時代の社宅などが復元された
が、観光地化した九份に比べると閑散とし
た。廣繁さんから指摘があった頃、出版社、
日本評論社の長年の知人の黒田敏正さん
から「風を聴く」を見たと電話があった。黒
田さんは台湾旅行をし、九份と金瓜石の
博物館を見てきたという。「九份をやったら
当然、金瓜石も作るんでしょ」と言われた。

「九份だけだと中途半端ですものね」と私
の口から出てしまった。

ところが会社のスタッフは皆反対する。
知られていない金瓜石を題材とするのは
話題にならないし「赤字になる」。もっとも
だ・・・。

だが製作したい気持ちは抑えられない。
幸いスタッフの一人も九份に行った際、水
湳洞の宮殿の様な製錬所跡を見ていたの
で、まず説得（個別撃破）。遂に製作となっ
た。九份から見る基隆山は優しさがあるが
金瓜石から見ると険しさ厳しさがある。海
からの風が強く、雨が降っても舞っている
ようであった。日本人を中心に台湾人や大
陸からの出稼ぎたちが住んでいた。街は電
化され賃金も給料制、街には大きな購買
所があり、金脈の露頭が山の上にあり、そ
の下方には山神社（通称、黄金神社）が
建てられた。かつての鉱夫たちの夢の跡。
今は人も少なく静かな町。日本時代には日
本人の子供が通う小学校と台湾人の子の
公学校があった。台湾人の裕福な家庭の
子は小学校に通うことができた。九份の鉱
夫頭の呂さんは金脈を掘り当てた。日本へ
行き、グランドピアノを買い、戻ってからそ
のピアノを金瓜石小学校に寄付をした。そ
の息子たちは日本人の小学校に入った。
呂敏精さんである。日本人の湾生と机を並
べた敏精さんは、2018年に完成した「心
の故郷」の製作に尽力してくれた（2018年
逝去）。また、私に電話をくれた廣繁さん
も。廣繁さんとの出会いがなければ、私の
眼が金瓜石に向かうのはもっと後のことか、
なかったかも知れない。ドキュメンタリー
映画「雨が舞う〜金瓜石残照」は2009年
に完成した。

完成後、スタッフは口を揃えていった。
「九份は旅行。住むなら金瓜石がいい」。

ドキュメンタリー映画
「心の故郷～ある湾生の歩んできた道」
——神戸、元町映画館
5月18日（土）午前10時30分～（24日まで）

初めて九份に行った時、瑞芳ではなく海沿
いを走って水湳洞をまわった。海沿いに巨大
な宮殿のような建物があり、車は山道を登っ
て家もまばらな集落を通って九份に入って行
く。あの巨大な建物はなにかと尋ねると、製
錬場跡だという。ここには、金瓜石鉱山があっ
た。
「風を聴く」が公開されて間もなくして１人

の男性から電話がかかってきた。彼は、丸の
内で喫茶店を営んでいるという。戦前に基隆
で生まれ、基隆中学校に通学していた廣繁
喜代彦さん（当時76歳）である。彼は湾生
であった。基隆中学同窓会会長という肩書き
だった。

廣繁さんは「九份が今ブームになっている
が、私たちが住んでいた日本統治時代には
知らなかった。金瓜石は知っていたが」といっ
て一冊の本を差し出した。

1937（昭和12）年２月に発行された日本
語の副読本で基隆市教育委員会編『（郷土
読本）我が基隆』に「金瓜石鉱山」の項目が
あった。

「金瓜石鉱山は、我が国有数の鉱山であ
る。明治23年頃、基隆川上流の七堵駅付
近で鉄橋架中に一工夫が砂金を発見したの
が始まりで・・・２６年には瑞芳金山、また
翌年には金瓜石鉱山が続いて発見された」。
瑞芳金山は九份をさす。「明治27〜28年に
はこの２つの鉱山からたくさんの金を産出して
世界の人を驚かしたほどである。台湾が我が
国の領土となってから・・・金の産額は常に
我が国屈指の金山として、その地位を保って
いる」。日本統治間もなく瑞芳鉱山（九份）は
日本人から台湾人へ譲渡されたが金瓜石は
日本企業（日本鉱業）が運営した。

鉱山規模は九份に比べて金瓜石が大きく、
金の産出量は九份に比べて５倍で、金の質も
良かった。２つの鉱山は基隆山の両脇にあっ
た。山の下では２つの金脈はつながっていた。
金瓜石の上質な金鉱石は基隆港の八尺門に
運ばれて大分の佐賀関精錬所に船で運ばれ
た。（製錬所は今も稼働中）。金瓜石から八
尺門まで１２キロ。1930（昭和5）年に手押
し台車用の軽便鉄道が敷かれ、1936年に
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一人の湾生からの電話
�文：林 雅行（映画監督）
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松田義人（deco／編集者・ライター）㊶
機能美に富んだ、台湾の「物」たち

昨今の台湾ブームで、日本国内での台湾
にまつわる本、ガイドブックは細分化される
ようになりました。これまで多かった「台北」

「グルメ」を紹介する本だけでなく、地方に
スポットを当てたもの、独特のタイポグラフィ
ばかりを収録したもの、若者のカルチャー
取り扱うもの、台湾の「物」だけを紹介する
ものなど、様 な々台湾本が出ています。

僕のような台湾病（もちろん、良い意味で
すよ！）にとって、こういった細分化された情
報はとても有り難く、こういった本はいずれ
も興味深く読んでいます。

特に台湾の「物」は良いですね。台湾人
にとってはごく身近にあるものであっても、
我 日々本人にとっては、機能美に富んでい
てかえってオシャレに映ることがあります。
近年、あの大同電鍋が日本に正規輸入さ
れ大ヒットしていることも、こういった台湾の

「物」の素晴らしさを象徴しているかもしれ
ません。

これは、僕が台湾にハマり始めてから変
わらないことですが、台湾に行くときは、い
つも大きめのトランクの中に、さらに小型ト
ランク、バッグなどを詰めて行きます。何故
なら、地方では特に様 な々「物」に出会って
しまいついアレコレ買っているうちに、日本
に持ち帰る物がどんどん増えてしまうからで
す。

日本は消費と改善（？）が繰り返され、古
き良き物がどんどんなくなっていきます。

これに対し、台湾はできる限り自分たち
のペースを崩さず、古くからあるものを大切
にし続けるる気質があるように思います。こ
ういったことから、台湾には、古くから変わ
らない「良い物」が沢山あるのではないかと
思っています。

そういうわけで、台湾に行く度に「あれが欲
しい」「これが欲しい」と目移りする僕なのです
が、最近のマイブームは「学生服」です。各地
に行く度に、学生服屋さんを巡っては買いあ
さっています。

こう書くと、なんかちょっと変質者に思われ
そうですが、そういうことではありません。

意味としては、イギリスのスクールジャケット
がファッション界でも扱われるようになったこと
と同じで、台湾の学生服のシンプルなデザイン
と、丈夫な素材、古くから伝わる学校のロゴ
タイプが僕にとってはすごくオシャレに見えるの
です。

実際、僕が日本で、台湾の学生服を着てい
ると、アパレル系やクリエイターの友人から「ど
こで買ったの？」「オシャレですね」と褒められ
ることがよくあります。台湾の学生服は、日本
人の、特にオシャレにこだわっている人たちか
らすると、やはり相当オシャレに映るようです。
なのですが、こういう僕を見て、台湾人の友
だちはだいたい不思議そうに見るか、「なんだ
ろう、あの日本人は」という感じで失笑します。

あるいは、学生服屋さんも、何故日本人が
そんなに沢山学生服を買って帰るのか、さら
には、自分の名前の刺繍をオーダーしたりす
ることが全くもって意味不明のようです。でも
ね、本当に良いんですよ、台湾の学生服。特
に夏場は、台湾の学生服の開衿シャツのおか
げで、涼しく過ごせています。おかげで、台
湾各地にある学生服屋さんの場所は、僕の頭
の中にはだいたい入っています。

いっそ、台湾の学生服ばかりを集めた本を
出したいところなのですが、さすがにニッチ過
ぎて売れなそうなので、これはヤメておきます。
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。

台湾の学生服は、日本ではオシャレに？台湾には「良い物」がいっぱい！

自分の名を刺繍してもらった彰化高商の学生服。

很大的負擔，寫錯的可能性也是非常

高。

　繼承法改正後，訂立自書遺囑時，

作為例外，自書遺囑上記載的財產全

部或是一部的目錄（以下為「財產目

錄」。）即使不是「自書」也可以。

　也就是，為了特定不動產及銀行帳戶

為目的的「目錄」，代替手寫,可以提交

謄本及銀行帳戶的影印本，或用電腦製

作不動產及銀行帳戶等一覽。這樣可以

減少錯誤，確保遺囑的正確性。

　但，要附加不是「自書」的財產目錄

時，自書遺囑者必須要在財產目錄的所

　由於繼承法改正，從2019年1月13日

起，自書遺囑要件得到了緩和。這次我

們就此做以簡單的說明。

　法改正之前,規定訂立自書遺書時，自

書遺囑者，應「自書」遺囑全文，記明

日期,並要親自簽名蓋章。由他人代筆或

是用電腦打字者，無效。

因此,自書遺書者記載相關財產等時，特

別是擁有多數不動產，擁有多數銀行帳

戶，並要將具體不動產或銀行帳戶指定

給具體繼承人時，有必要正確無誤的記

載所有不動產及銀行帳號。

　但是，這些對上了年紀的人來講都是

有頁面上簽名蓋章。

　隨著自書遺囑規定的緩和，可以更簡單

的訂立自書遺囑，但自書遺囑一直以來都

是比較容易產生糾紛的訂立遺囑方式，隨

著自書遺囑規定的緩和，也有可能會有更

多的糾紛發生。

　為了防止以後不必要的糾紛發生，根據

具體情況比起自書遺囑公證遺囑也許會比

較適合。因此採用哪種方式訂立遺囑，建

議要慎重考慮後再做決定。

關於自書遺囑規定的緩和 《本專欄內容由黑澤事務所提供》
日本法律停‧看‧聽

5 5



2019年4月1日発行（毎月第1月曜日発行）No:2646　僑界動態

【東京／採訪報導】東京崇正公會於四月九

日在雅敘園飯店舉行第五十三屆懇親大會，

客委會副主委范佐銘、民進黨祕書長羅文

嘉、立法委員林靜儀、蔣潔安，世界客屬總

會理事長邱鏡淳、新竹縣長楊文科等人特別

從台灣來日參加，駐日代表謝長廷及關東地

區僑領也都受邀出席。

　東京崇正公會前身為台灣客家公會，於二

戰結束不久後成立，已有七十多年的歷史，

並於五十多年前改組為東京崇正公會，每年

都會舉辦懇親大會，凝聚東京客家鄉親的感

情，會長劉南強表示，非常感謝很多從台灣

來的貴賓和日本的鄉親們參與這個大會，希

望大家也能給予東京崇正公會更多的支持。

　客委會副主委范佐銘表示，客委會推動很

多實行計畫，像是客語列為國家語言之一，

希望所有地方都能使用客語，像是學校、

地方政府等，此外客委會也推動產業發展

三六九。三是浪漫台三線，六是六堆高屏地

區，九是幸福台九線，落實整體的客家發

展，在傳播方面則包括早期成立的客家電視

台，以及全國講客電台的發聲，今年一月完

成客家公共傳播基金會設置條例，希望今年

九月能順利設立基金會，也感謝去年謝代表

幫助我們將五位客籍作家的作品翻譯成日

文，並邀請高橋真麻擔任大使。

　駐日代表謝長廷表示，日本很多活動、政

府的政策，崇正公會都非常配合，也希望大

家能夠繼續支持台灣的民主自由和人權價

值、台日友好關係，以及支持台灣加入國際

組織，最近也很努力宣傳台灣，特別是與日

本地方電視台合作，介紹台灣的名勝古蹟、

特色美食，希望新竹縣也能提供更多的客家

材料，製作成影片在日宣傳。

　立法委員林靜儀表示，很榮幸能參加這次

活動，一方面是能參加客家鄉親在日本的

聚會，另一方面則是與大家一起努力促進

台日民間文化交流，看到台灣客家鄉親在

日本那麼努力，讓我們很多地方能與日本

接軌，雖然台灣在國際組織上很艱辛，但

從不缺席，會繼續從其他不同專業領域結

合，讓台灣的力量能被看見、價值能被肯

定。

　立法委員蔣潔安．每次參加東京崇正公

會的活動都很感動，特別是看到客家僑

界的領袖在日本打拼，為台灣做外交，未

來也會以推動客家語言文化、傳承客家建

設、帶動產業發展、爭取客家的權益為目

標，引領客家新文藝復興運動，提高客家

的能見度，也提高台灣的能見度。

　大會也安排不少精彩的餘興節目，其中

特別是來自台灣的客家歌手演出，並以首

客家歌曲帶動現場氣氛，呈現出濃濃的客

家味，會長劉南強也受邀上台跳舞，最後

眾人則是一同合唱《客家本色》，為當天

的活動畫下完美的句點。

【橫濱／採訪報導】為了發揚傳統中華文化

並配合數位化閱讀時代來臨，橫濱台商會與

亞太經濟情報社合作，於四月十一日聯合捐

贈橫濱中華學院電子書，希望能讓學生不只

是低頭沉迷於手機或電腦遊戲，而是在網路

上學習各式各樣的知識。

　這次的贈書儀式由橫濱中華學院校長馮彥

國代表接受，日本台灣商會聯合總會會長河

道台見證，所贈與的電子書總類內容多元，

從小學、國中到高中都適合閱讀，學生只要

透過手機、平板、電腦等工具，隨時隨地都

能上線閱讀課外讀物，盼能藉此提升學習中

文的成效，同時推廣繁體注音的學習。

　校長馮彥國，數位化時代來臨有弊也有

利，雖然都會有網路成癮，但是我們希望能

把利發揮到極致，因此透過電子的有聲書，

再加上學校的配套措施，讓學生能充分利用

假日閱讀課外讀物，而我們也希望分層級使

用，低年級能使用紙本，國高中則善用這種

數位資源，特別是在這個數位時代，數位的

教學要與時俱進，數位閱讀也要用同一個範

疇去考量，並配合學校教育政策相輔相成。

　亞太經濟情報社社長黃鉦珈（保川）表

示，贈書是源起於２０１７年時，陳建仁副

總統在日本三所僑校返台訪問的演講中提

到，期許海外僑校能透過繼承以繁體字的教

學，將傳統的中華文化發揚光大，而亞太經

濟情報社願意結合台商們的力量，協助日本

僑校發展。

台 商 捐 贈 橫 濱 中 華 學 院 電 子 書
盼 配 合 數 位 化 發 揚 傳 統 文 化

在 日 台 灣 婦 女 會 年 度 總 會
盼 為 台 灣 光 明 未 來 努 力

【東京／採訪報導】在日台灣婦女會於四月

七日舉辦２０１８年度總會，除了報告過去

一年婦女會的活動內容，也邀請到西日本台

灣學友會前會長柳原憲一演講，以及演奏會

和懇親會，剛好造訪日本的民進黨祕書長羅

文嘉、立法委員蔣絜安、林靜儀、民進黨客

家事務部主任周江杰，以及全台連會長趙中

正都專程出席共襄盛舉。

　西日本台灣學友會前會長柳原憲一特別在

演講中與眾人分享自己創作的詩，詩中提到

「台灣，妳的燒會退，妳的病會好，妳將再

昂首闊步於東亞，妳將會婀娜多姿於世界。

當人們濫賣房產離妳而去時，我會把它買下

來，與妳廝守。人生不再，我將傾注我的全

部，豪賭妳一定幸福。」

　會長武田佳蓉子表示，在日台灣婦女會設

立已經１６年，已經成為在日台灣人中很重

要的團體，要維持這份影響力和成長為更好

的會，就必須與對台灣祖國的貢獻聯結，而

去年為了加深在日本的婦女會員間的羈絆、

團結一致，發出更大的聲音，九月時舉辦國

外台灣婦女聯合會，將居住在各國的台灣人

齊聚一堂，同時提供交換情報的機會，成功

讓在日台灣人的意識提高，達到很好的刺

激，不會忘記這份經驗，並做為今年努力下

一步的目標。

　武田佳蓉子提到，２０２０年台灣總統選

舉在即，台灣要向世界正確宣傳現況的話，

台灣是什麼、台灣人是什麼樣人？我希望能

提供更多契機讓更多日本人知道。另外為了

讓現在的年輕人有興趣，我們就必須要更加

活躍，也希望大家都能台灣光明的未來努

力。

　從賴清德、蔡英文分別宣布參選後，很多

人都在關心民進黨的初選，因此秘書長羅文

嘉也特別與眾人講解目前的狀況，但他也強

調，不論最後是由誰參選，都是透過民主機

制產生的候選人，大家一定要全力支持，團

結起來，改變台灣民主，改變現在的生活方

式，要讓下一代像現在一樣呼吸自由的空

氣，民進黨明年一定要贏。

貴賓合影

最後眾人一同合唱客家本色

會長劉南強致詞

范副主委致詞

會長武田佳蓉子

東 京 崇 正 公 會 懇 親 大 會
客 家鄉親 齊 聚 一 堂

▼懇親大會來賓與表演人員合影

日本 中 華 聯 合 總 會 青 年 部 回 國 致 敬
促 進 僑 務 發 展

【台北／綜合報導】日本中華聯合總會青年

部又井公久部長聚集日本十一個縣市的地方

僑團青年部幹部２６名，於三月二十七日到

三十日回國訪問。期間安排晉見副總統、拜

會僑務委員會、立法院、交通部觀光局、台

灣日本關係協會及對外貿易發展協會等單位

進行意見交換等活動。考察國史館、人權

博物館,瞭解台灣追求自由及捍衛人權的歷

史。並特別於三月二十九日青年節至國民革

命忠烈祠獻花，追思為國犧牲的先烈。第二

次的回訪致敬，除了讓成員更進一步的瞭解

台灣，也同時促進新舊成員間的交流，增進

互相的感情，激發今後回日後的僑務發展。

　二十七日第一天中午，成員聚集於台北市

區，先由顧問錢妙玲以午宴為大家洗塵後，

前往僑務委員會向呂副委員長匯報訪問團此

行來訪的宗旨，並進行意見交流。僑務委員

會也特別安排晚宴招待，晚宴中各個成員熱

心交流，增強成員與僑委會之間的協助關

係。

　二十八日第二天早上，在僑務委員會呂副

委員長的陪同下前往總統府晉見陳副總統，

副總統致詞中提到，台日關係處於良好狀

態，希望新一代僑胞能繼續提高台日雙方關

係，帶來台日新的合作潮流。又井部長也晉

報副總統，各個成員將努力扮演小外交官，

滲入日本各地大力宣傳介紹台灣之美，促進

台日間的民間交流。

　總統府晉見後拜會立法院，院長蘇嘉全歡

迎第二次的來訪,互換禮物並合照留念，另

安排午宴熱烈接待，增進青年成員與立法院

間之交流。午宴後考察國史館，瞭解台灣民

主成長之歷史，其中於資料室得知資料庫

裡詳細記載著所有海外僑胞的為國捍衛的歷

史，特感欣慰。

　考察後前往交通部觀光局，副局長張錫聰

為了加深會談內容，特別把意見交換時間延

長，深談如何宣導台灣的地方景點及擴大日

本觀光遊客的行動範圍，達成非常有意義的

交流。之後又拜會對外貿易發展協會，副秘

書長王熙蒙介紹台日經濟上的合作關係，經

雙方交換意見後，都希望建立新的台日互助

經濟發展模式，互補各國所需的資源，共同

推展外貿。

　二十九日第三天早上前往國家人權博物

館，看到為了鞏固國家民主所奉獻的犧牲，

讓各個成員珍惜現在擁有的民主權利，留下

深刻印象。上午拜會文化部司長吳紹開，互

相交流討論２０２０年東京奧運之前的台灣

宣傳活動之內容。午宴是京都華僑總會會長

魏禧之特地安排１０１大樓的頂

鮮餐廳，慰勞這次回訪的辛勞。

午宴中各個成員互相匯報這次回

訪心得，並歡喜相談，增進青年

部成員之間的團結友誼。

　午宴後回訪團前往忠烈祠參觀

憲兵交接儀式並舉行追思獻花，

為這次回訪團最大目的，致敬先

烈為國犧牲精神,追隨為國奉獻

之理念。獻花儀式後，國防部後

備指揮部留守業務處長王惠民深

記第一次回訪時的創部部長馮明

輝熱淚獻花，對青年部的愛國心致敬並也

感謝青年部第二次的來訪。在離開忠烈祠

之前，青年部26人、處長及忠烈祠同行成

員一起在忠烈祠廣場正中，高呼中華民國

萬歲口號,完成回訪致敬團之任務。

　晚宴由台灣日本關係協會邀請青年部成

員參加，秘書長張淑玲貼心安排協會年輕

成員同席，並且晚宴裡始終都用日文接

待，讓回訪成員放鬆三天來累積的疲勞。

晚宴裡並為團員驚喜慶生，會場始終喜氣

洋溢,慰勞了三天緊密的回訪行程。

　日本中華聯合總會青年部第二次的回

訪，成員對台灣加深了解，每次回訪都收

穫甚多，台灣的各政府單位也了解到日本

青年僑胞對推廣僑務的熱誠心態。期盼回

訪活動能持續舉辦，增進海外僑胞對台灣

的認知，讓政府與海外僑胞能密切協力推

廣僑務。

青年部獲得副總統陳建仁接見

【沖繩／綜合報導】國人在外旅遊，難免會

有意外發生，但緊急求醫後往往會有大筆費

用需支付，造成不少人困擾，而在日的僑胞

都秉持愛屋及屋的精神，願意給與國人協

助，其中琉球華僑總會張本光輝２０１７年

時曾幫助過早產兒，如今已滿兩歲的小朋友

在父母的帶領下，特別再次造訪沖繩，感謝

張本會長當時的幫忙。

　２０１７年三月時，來到沖繩進行新婚旅

行的李詩緣與夫婿鄭吉倫不慎早產，在沖繩

縣立南部醫療中心生下男嬰鄭竣鴻，但因為

李小姐不適用日本的保險制度，夫婦倆需要

自行負擔高達八百萬日圓的醫療照顧費用，

讓他們非常煩惱，所幸在琉球華僑總會張本

光輝會長向縣內各界奔走募款下，才得以紓

困。

　今年年滿兩歲的鄭竣鴻小朋友於四月二日

至六日與父母一同來到沖繩進行感謝之旅，

一家三人在張本會長的陪同下，先後拜訪那

霸辦事處，並接受沖繩當地主要媒體琉球新

報、沖繩時報及ＱＡＢ電視台採訪，感謝那

霸辦事處和沖繩各界在當時及時伸出援手，

晚間張本會長也設宴歡迎鄭先生一家人。

早產兒重返沖繩
感謝各界幫助之恩

　鄭吉倫在沖繩時報社道謝時提到，大家雖

然不認識我們，卻願意幫助我們，真的很感

謝。我兒子長得很健康，全家能過得平安，

都是多虧有沖繩人的支援。而鄭吉倫和李詩

緣用日語說「謝謝」，好奇心旺盛、喜歡模

仿父母講話的鄭竣鴻也跟著說用日語說「謝

謝」。

　當時的募款金額高達２０００萬日圓，支

付醫療照顧費後，這筆募款剩約１０００萬

日圓，會由沖繩縣府指派設置一個團體管

理，未來將用於外籍觀光客發生意外時，可

以協助緊急支付高額醫療費。

出席人士合影

橫濱台商會與亞太經濟情報社聯合捐贈電子書

眾人針對學生教育討論
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【大阪／綜合報導】第七屆國際女子相撲

選拔大賽於四月十四日在大阪堺市舉行，

來自日本各地、台灣、泰國、香港等共計

２１支隊伍參賽，其中台灣好手大展實

力，勇奪得團體組第三名、無差別級第二

名、超輕量級第三名，創下歷年來最佳成

績。

　此次代表團團長、中華民國相撲協會理

事長李明峻指出，其實相撲是早期台灣盛

行的體育活動，原住民祭典中，就有許多

類似的競技項目；２０１８年相撲世界大

賽在台灣桃園市舉辦，台灣的選手就曾獲

得多項獎項，期盼能因此讓相撲在台灣更

深入扎根。

　　駐大阪辦事處處長李世丙、大阪台灣

同鄉會名譽會長謝美香為了給予選手支

持，透別籌組加油團，帶領眾人到場打

氣，讓現場國旗飄揚，日本眾議員森山浩

行也向台灣代表隊致意。

　大阪辦事處處長李世丙表示，台灣女子

相撲代表隊連續七年參賽，這次還獲得歷

年來的最佳成績，相當不易，他代表政府

向選手們祝賀，並於賽後舉辦慶功宴，期

盼明年再創佳績。

　名譽會長謝美香表示，來自台灣的鄉親

們在現場大聲為選手熱情加油，給她們溫

暖的鼓勵，希望她們來到大阪就像回到家

一樣，無後顧之憂，並在賽場上發揮實

力，拿到好的表現。

　本次賽事台灣選手沈怡昕、孫佩妤、余

庭、張昱萱、黃詩涵、楊凰君六名參賽，

其中奪得無差別級銀獎盃的余庭出身於布

農族，身手穩健，曾多次代表國家隊參

賽，為國爭光；另外楊凰君目前就讀高

一，是代表團最年輕的選手，本次拿下超

輕量級銅獎盃。

台 灣 女 子 相 撲 赴 日 競 賽
勇 奪 歷 年 最 佳 成 績
▼出席會員大會的成員與來賓合影【橫濱／綜合報導】橫濱中華學院於四月

七日在神奈川縣民會館舉行１０８學年度

小學部第七十九屆、中學部第七十三屆、

高中部第六十四屆的入學典禮，校長馮彥

國希望學生求學期間能努力耕耘，獲得豐

碩的成果，同時也向家長說明新校舍施工

狀況，盼能共體時艱，一同為學生打造安

全無慮的學習空間。

　校長馮彥國表示，橫濱中華學院提倡正

體中文教學，並使用台灣學校的中文教科

書，師資方面也有中日英三語堅強的陣

容，提供完善的教育，近年來高中部學生

報考國內外大學時，都能錄取名流大學，

比起一般日本高中生有更多的選性和優

勢，也能在學校內學習到中華民俗傳統文

化，同時希望學生們能努力耕耘，在求學

期間獲得豐碩的成果，成為適應環境國際

社會不可或缺的人才。

　馮彥國也向家長提到，學校理事會已經

在多次場合向家長們說明過，新校舍已

於四月一日開始動工，承包商清水建設

正施工中，預計於２０２０年底完工，

２０２１年四月開校，這段期間學校會盡

最大的力量與建設公司合作，充分做好施

工上的安全措施，懇請家長們在這重要時

期給予充分的協助與配合，學校也會即時

向家長會說明施工情況，共同度過施工期

間所帶來的不便。

　家長會長張瑪雲表示，要提醒各為家長

在孩子學習過程中，鼓勵和陪伴是不可或

缺的，不論孩子幾歲、是否長得高過您

們，在學業、交友、工作上都還是需要家

長的支持，家長會也會做為最佳助理，可

以一起分享經驗，一起交流。

　橫濱中華學院理事長代行羅鴻健也用畢

業校友的身份給予新生祝福，他表示，橫

濱中華學院校友人才輩出，遍及全世界，

學校也像大家庭一樣，有著學長姊照顧學

弟妹的良好傳統校風，而新校舍的完成不

僅是靠政府、學校理事會、教職員，也需

要所有的家長、校友支持，一起關心愛護

學校，才能讓橫濱中華學院成為優質的華

僑學校。

橫 濱 中 華 學 院 入 學 典 禮
盼 學 生 努 力 學 習

新垣會長報告總會近期事務

出席會員大會的成員與來賓合影

【沖繩／綜合報導】考量到國人海外旅行

時，發生緊急情況時能夠有人能即時提供協

助，沖繩僑商各界在在駐那霸辦事處協導

下，於四月十八日在ＪＡＬ　Ｃｉｔｙ 那

霸飯店成立「日本沖繩地區台灣急難救助協

會」，希望能集結眾人的愛心與力量，在問

題發生能共同發揮力量解決問題。

　駐那霸辦事處處

長范振國、僑務委

員新垣旬子、琉球

華僑總會會長張本

光輝、琉球台灣商

工協會會長東鄉清

龍、那霸日台親善

協會會長伊藝美智

子、沖繩台灣交流

振興會會長平田久

雄、華仁會會長盛

島明浩、華思會會

長稻福隆等沖繩地

區僑會及日人親善

團體會長特別出席成立大會，會中推舉張

本光輝擔任會長、伊藝美智子及稻福隆擔

任副會長、新垣旬子擔任顧問，其他團體

代表則擔任理事。會後進行懇親會，活動

歷時約三小時，氣氛熱烈。

日本沖繩地區台灣急難救助協會會長張本

光輝致詞表示，國人來沖旅遊人數與日俱

沖繩台灣急難救助會成立　團結力量即時協助救援
增，但也因此衍生出急難救助事件數量增

加且極為繁複，其中有些可能是沖繩辦事

處無法獨力應對，因此非常需要成立此類

急難救助協會，凝聚僑界、日本友台親善

團體等各界力量協助駐處因應。

　那霸辦事處處長范振國表示，感謝沖繩

地區僑會及親善團體對台情誼，共同支持

成立本急難救助協會。根據資料統計指

出，去年國人來沖旅遊人數達九十萬，約

佔國人赴日旅遊總人次的兩成，數量相當

多，急難救助協會的成立確實有需要，國

人來沖急難救助案今後仍將由駐處作為第

一線處理單位，由協會作為駐處無法獨力

處理時之協處單位，希望雙方能保持密切

配合，使前來沖繩國人更有保障。

　僑務委員新垣旬子提到，本協會將成為

沖繩地區僑商會及日本親善團體因應台灣

旅客發生急難救助案時，能成為橫向聯繫

及集思廣益的平台，期許協會成員遇到有

需要協助的急難救助案時，能共同發揮力

量，協助駐處妥善解決。

成立大會會後全體與會人士合影

【東京／採訪報導】駐日副代表郭仲熙於四

月十八日返國接任台灣日本關係協會秘書

長，而郭副代表駐日期間非常關心僑胞，當

人事命令發佈時，大家都非常不捨，紛紛舉

辦送別會，京濱地區的僑商界特別於四月

十六日舉辦最後一場歡送會，藉此感謝郭副

代表這些年無微不至的照顧。

　這次的送別會由東京華僑總會主辦，留日

東京台灣同鄉會、東京崇正公會、日本台灣

商會聯合總會、東京台灣商工會、橫濱華僑

總會、橫濱台灣商會、千葉台灣商會、東京

中山學會、日本華商總會等會一同舉辦，京

濱地區的僑領將近四十多人出席，大家都依

依不捨的與郭副代表道別，並相約台北再相

會。

　東京華僑總會會長林學明表示，郭仲熙副

代表不僅在台日交流上認真努力、照顧海外

僑胞，又非常有文學氣質，唱歌也好聽，很

難過外交部將這樣的人才調離開我們，而

自己不如郭副代表，只能用愛因斯坦的「E 

= mc²」表達自己的心情，Ｅ就是每個人，

ｍ就是大家（日文minna），c²是郭副代表

的名字仲熙意思，合起來就是今天每個在

場的人，大家都是非常喜歡郭仲熙副代表

的。

　副代表郭仲熙表示，這一切都在不言

中，特別是那麼多人來歡送，非常感動，

請大家看到月亮就要想起在台北努力打拼

的我，大家對我很好，很幸福也很感動，

雖然我的髮絲很少，但我的粉絲很多，希

望可以帶著大家的加持，繼續努力，也希

望有朝一日能再與大家相聚。

　名譽會長莊海樹帶領乾杯儀式後，大家

也隨即開始享受美食，與郭副代表一同高

歌，郭副代表也連唱好幾首，讓大家拍手

叫好，另外這次京濱地區的會長們也準備

一份禮物，以及帶有滿滿祝福的簽名版贈

送給郭副代表，最後活動結束散場時，大

家也舉起雙手搭橋，歡送郭副代表離開。

最後大家搭橋送郭副離開

現場氣氛和樂融融

林學明會長表示大家都很喜歡郭副代表

郭仲熙副代表返台　僑商界依依不捨道別
▼歡送會紀念合影

【東京／採訪報導】近年來赴日工作的年輕

人有逐漸增加的趨勢，為了促進年輕人之間

的互動，東京台灣商工會青年部於四月十三

日在台灣料理店匯豐齋舉辦交誼餐會，讓年

輕人們能有機會相互認識，會長陳五福、監

事長張素娥也專程出席與年輕人交流，盼能

將經驗傳承下去。

　會長陳五福表示，東京台灣商工會已經有

四十年的歷史，但還是有很多地方需要改

進，也要更加配合國家發展，而東京台灣商

工會也是受到駐日代表處認可、監督的組

織，是非常正歸正常的組織，每當會議時代

表處也都會派人監督，所以可以請大家放心

加入，並透過商會平台了解國家情況資訊

等。

　陳五福也提到，僑商會中也有許多經驗豐

富的前輩，年輕人可以藉由交流學習，前輩

們也很願意將金流、人脈、經驗傳承，而有

困難發生時，前輩們也能提供幫助，不論是

開設公司時互相支援，協助聯絡代表處等，

就是希望讓大家能快一點得到想要的東西，

一同努力在海外打拼。

　這次的交誼餐會有將近五十人出席，在青

年部長白川俊介帶領下進行乾杯儀式後正

式開始，張素娥監事長也特別說

明東京台灣商工會的歷史，讓參

與的年輕人能更加了解商會的運

作，隨後大家也紛紛交換名片，

各自說明目前的工作內容及有興

趣的事物，青年部希望不僅能讓

大家交到新朋友，也能在交流的

過程中找到能合作的機會，或是

能在交誼會上分享自己遇到的問

題時，並在討論過程中得到答

案。

會長陳五福致詞

會長陳五福和監事長張素娥與年輕人交流

青年部長白川俊介帶領乾杯儀式

▼交誼會紀念合影

東 京 台 灣 商 工 會 青 年 部 交 誼 餐 會
促 進 在 日 年 輕 人 交 流
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造訪秋田
推薦首選正是大仙市！

▼刈和野拔河祭

【廣編企劃】大家都曾造訪過因秋田犬而聞

名遐邇的秋田縣嗎？事實上，除了秋田犬之

外，秋田縣無論從美食、歷史、文化和大自

然景觀等角度來欣賞，都能發現過去日本美

好時代的蹤影，是個極具魅力的地方。

   自２０１９年四月開始，遠東航空將提供

每周四個航班往返台北與秋田之間，勢必會

讓秋田成為今後最受注目的日本觀光勝地之

一。秋田縣的面積為日本第六大，約１１﹐

６３７﹒５平方公里。在偌大的秋田縣內欲

選擇一個目的地的話，大仙市最是推薦！

每個月都有煙火綻放的大仙市

原本所屬於大曲仙北地區的１市６町１村，

於２００５年三月二十二日合併成現在的大

仙市，因此當地聚集了這８個自治體的特

色，且因為每個月都會舉辦煙火大會，因此

一整年都欣賞得到日本傳統的煙火之美而備

受歡迎。以春櫻或冬雪景致相襯的煙火在你

的眼前綻放，如此的奢侈享受，正是大仙市

的魅力之一。

   另外，不能錯過的是「煙火傳統文化繼承

資料館」(Hanabi‧um)，這裡詳盡地介紹了

煙火的歷史與製作方式等，參觀者可以在館

內進一步了解到煙火不只是瞬間的璀璨，其

中更包涵了許多意義。建議大家在欣賞煙火

前到此一遊，屆時欣賞煙火時應該會有截然

不同的感受。

參加祭典感受日本魅力

除了煙火之外，大仙市至今也保留許多過去

傳承下來的祭典活動。冬季舉行的「太田火

祭」可以看到約莫５０個大小不一的天燈飄

揚升空，浪漫不已。此外，這裡還有被日本

政府認定為無形民俗文化財的「刈和野拔河

祭」，這是當地居民用來預測新年稻作豐收

或是米價高漲的傳統祭典。由代表上下町的

兩隊人馬將直徑約８０公分的兩條繩索結

合，變身成長達２００公尺，重約２０公噸

的繩索，是日本最大規模的拔河繩。之後兩

方人馬再互相較勁拔河，若是上町獲勝代表

米價高漲，下町獲勝則代表稻作豐收。由於

現在一般觀光客也能參與拔河，體驗日本傳

統文化，因此不妨加入行列，跟著當地居民

一起使力、吆喝，感受祭典的魅力。

其他還有像是十月秋田縣內舉辦的「全國

大白兔嘉年華」，可以看到秋田縣內特有

的大型白兔評比競賽，既可愛又有趣，另

外春夏季造訪當地則有櫻花祭和盆踊等祭

典活動，因此總能吸引許多觀光客造訪。

酒藏巡禮 秋田美酒令人沉醉

對日本酒有興趣，想更了解日本酒的釀

造過程，大仙市也是一個值得來趟酒藏

巡禮的地方。市內許多日本酒的釀造廠

都有提供參觀見學的服務，其中在創業

於１６８９年，有３００年以上歷史的

鈴木酒造店的「Hideyoshi」，還能比較

試飲剛釀造好的日本酒。店內也有一位

臣服於日本酒魅力的美籍工作人員Alex，

可以提供英語說明服務，即使不懂日文

也不用擔心。不敢喝日本酒的人，則

可以試試「Hideyoshi」推出的發泡清酒

「LACHAMTE」，宛如香檳一般的甜淡

水果味絕對會令人著迷。

　一年四季，你都可以透過祭典或美食盡

興享受大

仙市的魅

力，計畫

到秋田縣

旅遊嗎？

推薦首選

正是大仙

市！

煙火傳統文化繼承資料館 湯揉表演 不少人都會穿上浴衣前來湯畑合影大綱引き花火 Hideyoshi

▼草津溫泉

於草津溫泉街的中心地帶，是用一排排整

齊木箱排成的熱水田，每分鐘有大約四千

公升的溫泉伴隨著蒸氣湧出，透過木箱沉

澱礦物質後，達到降溫作用並分散到旅館

或公共浴場，一旁也有足湯可以享受，是

非常熱門的打卡地點。也能到熱乃湯欣

賞「湯揉」的演出，還能親自體驗攪拌溫

泉，一天共有六場。另外附近還有西之河

原街道可以閒逛，以及西之河公園觀賞各

處湧出並匯聚而成的熱泉之河，享受被溫

泉環繞的感覺。

　另外在草津除了泡溫泉以外，還可以體

驗滑雪，草津國際滑雪場是日本最古老的

滑雪場之一，更是第一個架設纜車的滑雪

場，海拔高度２１００公尺，滑道長達八

公里，沒有積雪的季節則是可以體驗滑草

等活動，但從今年四月二十七日起，草津

溫泉推出全新的設施「空中滑索」，民眾

可以從高低差１０８公尺的天狗山上急速

滑下，體驗最高時速７０公里的衝刺感。

　草津溫泉截至今年，已經連續１６年

獲得日本觀光經濟新聞社舉辦日本溫泉

１００選中，票選第一名的人氣溫泉，而

且只要從輕井澤搭車，兩小時內就能到

達，或是從上野搭乘特急前往長野原草津

口後，轉車三十分鐘就能抵達草津溫泉，

在規劃東京近郊之旅時，草津溫泉會是消

除旅途疲勞的首選。

【群馬／採訪報導】溫泉一直以來都是日本

非常有魅力的景點，其中以群馬的「草津溫

泉」、兵庫縣的「有馬溫泉」、岐阜縣的

「下呂溫泉」並列日本三大名泉，又以草津

溫泉為首，不僅在日本國內擁有高人氣，近

年來也積極走向國際，若想前往日本進行溫

泉之旅，不如前往草津溫泉，體驗穿著浴

衣，漫步在裊裊的溫泉蒸氣的生活，能夠讓

人暫時忘掉所有煩惱的事。

　草津溫泉的源頭是活火山「草津白根

山」，自然湧泉量是日本第一，每分鐘湧出

３２０００公升以上的溫泉，泉質為酸性，

含硫磺、鋁、硫酸鹽、氯化物溫泉，具有的

醫療功效包含治療神經痛、筋肉痛、關節

痛、皮膚病、五十肩、撞傷扭傷、消除疲勞

等，過去曾在源泉內放入釘子，十天後溶化

變細，這個酸性也是草津溫泉殺菌力和具有

相當療效的秘密。

　而在草津溫泉最具特色的莫過於「時間

湯」和「湯揉」，時間湯是從古流傳至今的

泡湯治療法，因為草津溫泉高達６５℃，

無法直接進去，因此古時的人們會使用長木

版來回攪拌泉水，達到散熱的效果，等到溫

度到達４８℃再入浴，這段攪拌的過程就

被稱「湯揉」，通常會搭配歌唱「草津節」

及「草津湯揉之歌」。

　提到草津溫泉必去的景點就是湯畑，位

日本 第 一 草 津 溫 泉
體 驗 穿 浴 衣 遊 名 湯

5 5
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台湾の原住民が伝える古代の創世神話を元に構成され
ているのが本書。著者自らも約二十年の間に10回程度、
台湾原住民調査のために現地を訪れ、台湾そして台湾人
と接触している。第七章からなる本書は、「台湾はなぜ親
日なのか」から始まり、第二章「台湾原住民神話に登場す
る日本人」第三章「沖縄創世神話に登場する日本人」第四
章沖縄・台湾両神話の比較」第五章「日本の台湾統治」
第六章「鄭成功時代」第七章「清国の台湾統治」と続く。
それぞれに事由や背景について史実を元に神話や伝説に
より描写しているところに特徴がある。　　　
「台湾と沖縄の創世神話に登場する日本人こそ、現実

にその地に足跡を期してきた日本人の行動の歴史そのもの
を反映した、本来の日本人の姿だ」と結論づける著者は、
さらに「台湾から見える日本こそが真実の日本なのである」
とする。約五万年前の石器時代すでに台湾に住民がいた
とし、現在の原住民の直接の住み着いたとされる時期が
五千年前であると解説。しかし台湾古代の詳細は研究が
不十分であるとしている。

大まかに鄭成功時代（1662年以降）清朝統治時代
（1683年以降）日本統治時代（1895年以降）と台湾の
歴史が移り変わるとともに、その時代に登場する日本人を
取り上げ、台湾の民族構成を原住民、戦前からの本省人、
戦後の外省人と三区分される現在だが、本省とは清朝時
代に台湾省と呼称された台湾に移住した人で、当該時代
に台湾省に居住していないのが外省人とする。なかでも日
本統治時代を経験したのは原住民と本省人。当該人の日
本に対する評価は高く、一方で清への評価は厳しいと解
説する。どうしても日本贔屓の方向に筆が進むが、日本と
清の統治時代を比較検証すると必然的に「日本の統治が
見事であったと表現せざるをえない」と論じている。

著者は「他民族による政治的な支配を、その盛衰を見
続けてきた原住民こそが台湾の歴史を正しく評価できうる
人である」との持論を持つ。だからこそ本書は執拗に彼ら
の声に耳を傾け、あるいは神話としてさらに伝説として語り
継がれた史実を記している。最後に「私の三人の孫たちの
世代にしっかりと伝えたい」とも表している。発刊日：2019年4月15日

著者：諏訪春雄
発行所：勉誠出版
体裁：214頁　B6判変形
定価：本体1000円＋税

「親日台湾の根源を探る」～台湾原住民神話と日本人

台湾新聞２６５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「親日台湾
の根源を探る」～台湾原住民神話と日本人」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（5月中に発送予定）。締切り：5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

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 I n f o r mat ion

地點：台湾文化センター
時間：4/12 ～ 6/28
主催：台湾文化センター

光と影は鏡の如く～ガラス乾板写真展

地點：新宿フォトギャラリー『シリウス』
時間：4/25 ～ 5/8

「台湾．．．生の廻り舞台で」高橋美保写真展

地點：瀨戶內海島、高松港、宇野港
時間：4/26 ～ 11/4
主催：瀬戸内国際芸術祭実行委員会

瀨戶內國際藝術祭（台灣出展）

地點：ホテルメトロポリタン池袋 ３F 富士
時間：5/12
主催：在日台湾同郷会

頼清徳・前台湾行政院長来日講演会

地點：台湾文化センター
時間：5/10
主催：台湾文化センター

台北水噹噹合唱團與台灣文化中心民謠合唱班
交流音樂會

地點：ザ・シンフォニーホール
時間：5/6
主催：株式会社アスペン、ザ・シンフォニーホール

台湾フィルハーモニック

地點：東京ビッグサイト
時間：5/13 ～ 5/15
主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）

ビューティーワールド ジャパン

地點：帝国ホテル 3 階　雅の間
時間：5/23
主催：台湾貿易センター

台湾スポーツ・ギフト用品商談会

地點：台湾文化センター
時間：5/25
主催：台湾貿易センター

台湾映画上映＆トークイベント第三回

地點：六本木エリア
時間：5/25 ～ 5/26
主催：東京都、アーツカウンシル東京、
港区 、六本木アートナイト実行委員会

六本木アートナイト（台灣出展）

地點：台湾文化センター、横浜市民ギャラリー
時間：7/5 ～ 9/13（台湾文化センター）
　　　7/31 ～ 8/11（横浜市民ギャラリー）
主催：台湾貿易センター

「淬 ‧煉」台湾當代芸術展

地點：[89] 画廊、台湾文化センター
時間：7/12 ～ 7/26（[89] 画廊）
　　　9/20 ～ 11/24（台湾文化センター）
主催：台湾貿易センター

台湾 ‧大阪日用工芸創作交流展

地點：大池公園駐車場
時間：5/3 ～ 5/4
主催：台日文化交流実行委員会、NPO 法人国際
ブリアー、NPO 法人富士と湖とかかしの里

台日文化交流会

地點：横浜ＳＴスポット
時間：5/5
主催：鈴木商會

Taiwan lover's day 

地點：上野恩賜公園噴水廣場
時間：6/20 ～ 6/23
主催：一般社団法人台湾を愛する会（愛臺灣
會）、台湾フェスティバル ™ 実行委員会

台湾フェスティバル TOKYO2019

地點：南三陸町さんさん商店街
時間：6/22
主催：南三陸台湾祭り実行委員会

南三陸台湾祭り

地點：代代木公園廣場
時間：7/27 ～ 7/28
主催：台湾フェスタ実行委員会

台湾フェスタ 2019

地點：赤羽ビビオ七福神広場
時間：6/1 ～ 6/2
主催：西赤羽商店街連合会

台湾夜市

地點：阪神甲子園球場
時間：6/19 ～ 6/20
主催：株式会社阪神タイガース、阪神電気
鉄道株式会社

阪神甲子園球場「台湾デー」

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

練馬区氷川台収益マンション 秋葉原千代田区空ビル

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 板橋区西台
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％

大田区上池台共同住宅

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 新宿区市ヶ谷
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％

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％

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）

利回り：－

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）

利回り：－
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【東京／採訪報導】日本Licensing Japan展

於四月三日至五日在東京國際展示場舉行，

其中文化部的「Fresh Taiwan」台灣原創館

連續三年參加，主打「新鮮嚴選，產地直

送」，將台灣十個原創角色帶到日本，並結

合台灣的飲食及傳統市場文化展出，吸引不

少日本民眾注目。

　今年的台灣形象館以源自於日文的かぎ編

み（kagiami）茄芷袋為主題，利用橘紅、

藍、綠設計形象館外形，出展者則是由台灣

原創角色人物為主，包括「米粒大叔」、

「喵喔」、「棒小兔」、「紅豆姐姐」、

「三貓俱樂部」、「鬧一波大師」、「老闆

這魚」、「章魚熊」、「赤毛族」、「閻小

妹」，每個作品都融入台灣的飲食或傳統市

場等文化，展現出濃濃的台灣味。

　駐日代表謝長廷表示，這次來到會場有

被嚇到，因為標語「新鮮嚴選，產地直

送」很像是菜市場的廣告，但實際上是指

這些角色都很新鮮，品質非常好，也都是

創作者自己來推銷。自己從小也是看日本

漫畫長大，剛剛在看展場時還以為那些角

色都是日本的，可見台灣的實力已經不輸

日本。他也提到，期待能夠過這樣的展覽

活動，讓台灣的原創角色能獲得更多國際

的注目，並得到合作機會。

　負責組團的聯合數位文創董事長李彥甫

表示，今年是Fresh Taiwan第三年進駐到

Licensing Japan展，這三年都袋非常多角

色到日本，今年有特別開發許多台灣的特

色，展館水果攤裝飾就是代表台灣非常重

要的特色之一，希望未來台灣的這些IP能有

機會跟水果一樣，外銷到日本、全世界。

　李董事長也提到，台灣的IP創作能量非常

好，只是過去比較注重於創作方面，在市

場上需要做更多的行銷，以及更多營運的

開發，會朝這個方向繼續努力，也謝謝文

化部與日本代表處對這個計畫的支持，相

信台灣的IP能夠走得更遠更好，就像台灣的

水果特色一樣。

　「赤毛族」設計總監溫國欣表示，「赤

毛族」已經隨著「Fresh Taiwan」參展三

次，每次都會設計不一樣的主題與日本連

結，今年是以相撲和鯉魚旗為主，也因為

日本的市場很健全，會希望透過參加展覽

尋找圖像的授權合作、代理商，拓展商品

或圖像的市場，而目前已經有與一些廠商

保持聯繫。

　另外為了給日本民眾驚喜，「Fresh 

Taiwan」今年首度於四月一日至七日止，

在表參道人氣文具咖啡店Bunbougu Cafe

舉行為期一週的快閃活動，希望藉由台灣

的十個原創角色的文具商品，測試能不能

在日本掀起熱潮，也希望這些商品能夠進

一步進入到日本的社會裡。

Fresh Taiwan 日本展出
台味角色商品超吸睛

▼台灣十個原創角色參加這次的展出

【東京／綜合報導】台灣文化中心為促進台

日電影文化交流，協助推動台灣影視產業進

軍日本，今年持續與日本亞洲樂團合辦「台

灣電影上映會及電影沙龍講座」系列活動，

三月三十日上映的第一場電影「引爆點」在

開放報名後三分鐘內即客滿，可見本活動深

受日本觀眾喜愛。

　「台灣電影上映會及電影沙龍講座」自

２０１６年開辦以來已邁入第四年，幾乎

場場爆滿，是台灣文化中心最受歡迎活動

之一，今年預定辦理八場，將播映「引爆

點」、「不能說的秘密」、「念念」、「賽

德克．巴萊」、「花甲大人轉男孩」、「冷

藏庫&對講機」、「大佛普拉斯」及「血觀

音」等優質台灣電影，搭配映後座談會，另

透過日本亞洲樂園負責人江口洋子女士精闢

解析台灣電影最新動態，讓日本觀眾透過電

影，看到不一樣的台灣。

　台灣文化中心主任王淑芳於「引爆點」上

映會致詞時表示，本項活動三年多來已培養

出許多熱愛台灣電影的日本粉絲，並在日本

建立起台灣文化品牌形象，另外去年在文化

中心上映「奇人密碼」電影後因觀眾反應熱

烈，希望安排參觀霹靂布袋戲，經亞洲樂園

與霹靂國際多媒體公司討論，決定應當時觀

眾要求將於今年組團到台灣參訪霹靂布袋劇

攝影棚，預計在四月至七月間辦理四團，現

台灣電影上映會及沙龍系列講座
「 引 爆 」登 場

上映會及講座擁有高人氣，場場爆滿

東久彌宮紀念賞獎章

在日僑胞到場祝賀林美里 (右二 )榮獲東久彌宮紀念賞

王淑芳主任致詞

已團團額滿，刻正與旅行社討論加團的可能

性，已突顯本活動帶動的後續觀光效益。

　此外，為讓台灣電影發揮更大市場影響

力，讓台灣優質之電影持續打入日本市場，

台灣文化中心今年首次以「談臺灣電影的原

創性及未來」為主題，融入創新精神，將分

別於五月及八月上映會邀請台灣的電影界人

士來文化中心參與座談，分別就編劇及青年

導演培育等議題進行意見分享，希望透過

類此活動帶動未來台日電影產業合作之可能

性。

「台灣電影上映會及電影沙龍講座」系列活

動三月至十一月詳細資訊，請上駐日本代表

處台灣文化中心官網站查詢(https://jp.taiwan.

culture.tw/)，可隨時掌握電影放映最新消

息。

【台北／綜合報導】台鐵於四月十六日與日

本一畑電車株式會社簽署友好鐵路協定，由

台鐵局長張政源與一畑電車代表取締役社長

吉田伸司共同簽署，張政源也希望能透過這

次的協定，向一畑電車請益如何發展鐵路觀

光，將台鐵的副業比率提高，並帶動台日觀

光熱潮。

　台鐵局創立於１８８７年，一畑電車則於

１９１２年建立，雙方都是歷史超過百年的

鐵道經營者，因此希望透過締結為友好鐵道

的方式，互相學習彼此的鐵道觀光發展經

驗，共同推展軌到經濟，並帶動台日觀光

旅遊熱潮。而這也是台鐵與日本締結的第

二十一家日本鐵道公司。

　局長張政源表示，雖然一畑電車只有

四十二公里、二十六個車站，路線、車站數

都比台鐵還少，但是他們在鐵路觀光的發展

上非常先進，經營項目包括商業、旅館，各

方面的經營，而這些比例高達五成，反觀

台鐵的比例只有兩成，這些都是未來台鐵

要努力的方向，並與一畑電車多保持溝通

ｍ、交流。

　一畑電車位於日本島根縣出雲市，主

要經營「北松江線」及「大社線」兩條

路線，是當地民眾日常利用的地方鐵道

路線，也是有名的

觀光鐵道，近年來

一畑電車更持續發

展期副業，像是巴

士 、 計 程 車 、 飯

店、百貨、旅行業

及建設業等多角化

經營模式，旗下已

擁 有 十 六 家 事 業

體。

　提到一畑電車，

大多數人都能聯想

到沿途具有日本代

台鐵與一畑電車締結友好 帶動雙方觀光熱潮
表性的觀光名勝「出雲大社」、「松江

城」，以及與著名的松江宍道湖溫泉，另

外於２０１０年時上映的日本電影《４９

歲的電車夢》，就是以一畑電車作為背景

故事所拍攝，並在日本國內享有高知名

度。

右起台鐵局長張政源、一畑電車代表取締役社長吉田伸司

日台交流協會代表沼田幹夫與盧市長交換禮物

【台中／綜合報導】日本台灣交流協會代

表沼田幹夫於四月十二日前往台中市政

府，拜會市長盧秀燕，針對各項議題進行

交流，盧市長表示台日關係友好，期待能

與日本更多城市保持密切交流，也會協助

照顧來台投資的日本企業和僑民。

　沼田幹夫率副代表西海茂洋、主任大友

誠等赴台中市政府拜會，包括副市長令狐

榮達、秘書處長顏迺倫、經發局長高禩

翔、觀旅局長林筱淇、農業局長蔡精強、

顧問李月娥、教育局專委郭明洲等人也一

同出席，討論各領域的議題、交換意見，

並互贈紀念品留念。

　市長盧秀燕表示，台灣與日本一直都有

很好的情誼，台中也與日本許多城市保持

密切的交流，台中締結的十三個友好城市

中，就有八個城市位於日本，再加上台中

開發時間較早，也有些日本居民在台中居

住，留下不少當時的建設。

　盧市長提到，台中近期即吸引不少企業

前來投資，像是日本頂級渡假村「星野集

團」，即將在谷關開業，也是首度在台灣

開闢新據點，集團老闆日前專程來到台中

市府拜訪，希望與市府有更多的合作；另

外大倉飯店也將在台中投資設立品牌酒

店，不管是來台中投資的企業或是日本

僑民，市府都會好好協助與照顧。

　代表沼田幹夫表示，原本訂於去年盧

市長上任期間前來拜訪，但因為剛好碰

上春節期間，加上盧市長就任後公務繁

忙，才延滯至今見面，很感謝市府提供

空間給協會使用，讓協會能服務中台灣

的日僑及民眾辦理領事業務，目前台中

市約有一千八百多位長期居住的日本僑

民。

　代表沼田幹夫表示，台中是台灣人口

增長很快的城市，已超過高雄成為台灣

第二大城，再加上台中擁有很高的消費

力，許多日本企業都看好台中的發展，

紛紛前往投資，未來也希望能與台中有

更多交流、合作的機會。

日台交流協會拜會台中市府
盼照顧日企和僑民

【大阪／採訪報導】「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

四月十八日在大阪市，榮獲日本三大皇家獎

之一的「東久彌宮紀念賞」，並獲頒獎狀和

獎章。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，協助過許多年輕美容師習得新技術並取

得證照，其致力文化交流的努力獲得日本東

久彌宮紀念會的肯定。 

　林美里出身台灣台北，十一歲時跟隨從事

美容業的母親來日，受到母親的影響，林美

里從小就對美髮、美容和造型有興趣，中學

畢業後進入大阪市的美髮美容專業

學校ＢＥＬＥＢＥＬ學習，並以優

異的首席成績畢業。

　畢業後林美里除了從事美髮美容

活動之外，也積極參與日台之間的

美容業界的交流活動和研修活動，

並且擔任顧問和翻譯等職；她也熱

心創辦美容證照研習班，協助許多

年輕美容師取得日本證照及創業。

　經過日本友人推薦，並通過嚴格

的三次審核之後，四月十八日的表

彰儀式中，林美里從高齡九十四

歲的日本東久彌宮紀念會幹事長岩田元

吉手中，接受獎狀和獎章。在關西僑界十

分活躍的林美里目前擔任大阪台灣同鄉會

理事，同時也是世華日本關西分會會員，

因此頒獎典禮上，有許多僑界友人前來祝

賀。

　林美里表示，日本是美容和健康研發的

大國，未來她會繼續努力促進日台之間健

康和美容情報和技術的交流活動，同時也

會努力將台灣優良的文化和精神，介紹給

日本友人，期許自己成為跨國文化交流的

橋樑。

致力文化交流　在日僑胞
林美里榮獲東久彌宮紀念賞
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「赤毛族」今年以相撲和鯉魚旗為主題 台灣館展現出濃濃的台味
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【橫濱／採訪報導】橫濱紅磚倉庫於四月

十一日至十四日舉行台灣祭，是神奈川縣第

一個台灣祭活動，即使開幕當天是平日也吸

引大批人潮前來，除了豐富的台灣料理外，

同時也設置台灣的花燈、台式按摩，再加上

掛滿會場的紅燈籠，添增不少台灣的氣息。

　由台灣祭執行委員會主辦的東京鐵塔台灣

祭擁有很高的人氣，這次也受橫濱紅磚倉庫

邀請舉辦為期四天的台灣祭活動，各式各樣

的台灣料理一次展開，開幕前民眾就已經大

排長龍等著進場，而不同於東京的台灣祭，

橫濱首次有台灣花燈的展示，是來自於台北

的建成國中學生所製作，並於「２０１９台

北燈節」展出，執行委員會特別運來日本，

讓花燈能再一次展現給日本民眾欣賞。

　株式會社橫濱紅磚倉庫活動事業部長吉本

洋秀表示，有聽說過東京鐵塔台灣祭高人

氣，而作為舉辦熱鬧活動的紅磚倉庫，很高

興也能正舉辦這樣高人氣的活動，不過看到

來客數沒有被平日和風大影響，證明台灣祭

真的事很有人氣的活動，而如果橫濱紅磚倉

庫的活動都會在radiko上宣傳，有興趣的民

眾都可以上網搜尋。

　台灣祭執行委員會執行長片岡健一表示，

舉辦台灣祭的目的就是希望回饋台灣，讓更

多日本民眾前往台灣，剛好之前去台灣時看

到建成國中花燈非常漂亮，因此想說為肩負

台灣和日本未來的學生盡一份心力，不僅將

花燈運來日本，活動收益的一部份也提供給

學生做為明年製作花燈的費用，且每年都會

將花燈運來配合台灣祭展出，等到花燈蒐集

到一定的數量後，也打算舉辦一場台灣燈會

祭，讓這些作品都能一再綻放。

　居住在神奈川縣的丹羽寬子表示，自己剛

好兩週前才去台北旅行，這次是因為朋友之

前參加東京鐵塔台灣祭時，排隊人潮實在太

多，不得不放棄，一聽說這次紅磚倉庫也舉

辦台灣祭，就馬上邀她一起來參加，而這次

也吃了不少美食，覺得麵線非常好吃，但還

是最喜歡滷肉飯。

橫濱紅磚倉庫台灣祭初登場
「傳統花燈」「按摩」高人氣！

▲

一開幕就吸引大批人潮前來

雖然風大使得花燈無法擺開，

但還是吸引民眾前來拍照

台式按摩讓日本民眾痛得唉唉叫

眾人也藉由這次的活動互相交流

會長錢妙玲

【東京／採訪報導】台灣文化中心於四月

十二日起舉辦「光影如鏡－玻璃乾版影像

展」展出早期攝影家張清言、張朝目等人的

作品、珍貴文物，顯示出台灣早期社會的樣

貌，也重現台灣攝影技術的發展歷程，展期

到六月二十八日止。

　展中一張張的古老照片，都是早期的攝影

家張清言、張朝目、方慶綿、鄧南光、洪孔

達、吳金淼等攝影家的作品，並藉由他們的

作品，結合當時乾版攝影術及媒材的發展演

變歷程，重現出台灣早期社會的生活樣貌，

以及攝影發展的歷史，展出的

作品共有四十一件。

　台灣文化中心主任王淑芳表

示，這次將國立台灣博物館和

國家攝影文化中心策劃的「光

影如鏡-玻璃乾版影像展」帶

到日本展出，除了重現台灣早

期生活面貌及攝影發展歷程

外，也希望透這項展覽，促進

台日雙方在保存乾版攝影作品

的議題上有更進一步的交流。

　策展人張蒼松表示，希望日

本觀眾可以透過展出的作品

中，看到台灣近年來攝影史的

演進、社會變遷、以及六位攝影家的生平

事蹟，也希望藉由舉辦展示與演講，把親

自到各地收集的玻璃乾版、文件現場的感

動傳達給大家。

　開幕式後，由策展人張蒼松先生及日本

寫真家協會副會長松本德彥進行演講，兩

人分別就「玻璃乾版物語」及「收集、保

存攝影原板之必要性」為題，鉅細靡遺與

來賓分享，演講會後，策展人張蒼松也親

自導覽作品，帶領著來賓一一欣賞這些具

有很多意義的老照片。

「 光 影 如 鏡－玻 璃 乾 版 影 像 展 」
再 現 台 灣 風 華

▲

「光影如鏡－玻璃乾版影像展」於台灣文化中心開展

【東京／採訪報導】為了讓不動產業者更

加了解日本的法令知識，一般社團法人日

本台灣不動產協會於四月十七日舉行講

座，邀請到ＡＩＮ法律事務所律師荒川香

遙、野俣智裕以「不動產業者交易時的責

任」為題，並分享探討近年判決的例子，

內容詳細多元，讓聽講者大呼超值得。

　日本法律艱深複雜，不僅對外國人，對

日本人來說也相當不容易，因此日本台灣

不動產協會透過這次的講座，請專業的律

師講解不動產業者在交易時，要注意到自

己該負起哪些責任，像是物件的權利關

係、瑕疵等，都要調查和說明，另外也舉

例近年來判決的例子，像是貸款問題、房

子因為有孤獨死或自殺無法居住等，讓業

者能更迅速了解。

　日本台灣不動產協會會長錢妙玲表示，

協會的創立目的就是想幫助台灣人，不然

過去太多被騙被欺負的例子，以及希望讓

日本的不動產業者了解台灣人業者都很認

真在做，並讓業者們可以照顧好台灣人房

東，不過有很多問題大家都不懂，因此舉

辦這次的講座幫大家解惑。她也提到，做

每個行業都是一樣要不斷的學習，才能提

供最好的服務給客人。

　從事不動產工作的孫瑩表示，在這次的

講座中，印象最深刻的是定期契約和普通

契約差別，即便是專業人士也會有不清楚

的部份，但在今天都有得到解答，而這樣

的講座對不動產行業也很有意義，不僅是

與其他業者的互動分享，也像是免費的諮

詢一樣，能與法律界的專業律師交流。

　司法研習生蕭以亮表示，雖然之前專攻

的內容也包含不動產，但透過介紹案例的

方式，能讓我們更加了解法律是如何適用

在個案上，也比較容易理解問題的核心。

他也希望這樣的講座能多開幾個，如果可

以也能事先收集大家的疑問，請講師整理

此次講座暨懇親會紀念合影

日 本 台 灣 不 動 產 協 會 講 座
助 業 者 了 解 交 易 時 責 任

共同的部份，再分享相關案例，相信對

大家會更有幫助。

　講座結束後，日本台灣不動產協會也

舉辦懇親會，讓業者們能互相交流，僑

務組長王東生、秘書文君妃也都出席共

襄盛舉，錢會長也會中提到，年底即將

交接給新會長，很感謝這幾年來大家的

努力，真心覺得台灣人很優秀，也希望

更多的不動產業者加入，因為協會要壯

大，才會更有力量，並秉持台灣人不要

被欺負為原則，讓每筆買賣都變成很安

全的交易。

【橫濱／採訪報導】擁有超過１２０年歷史

的橫濱中華學院過去面臨校舍老舊問題，但

經過校方、僑界及各方人士的努力下，終於

在三月三十日舉辦新校舍動土典禮，從四月

一日開始動工，預計明年十二月完工，並舉

辦第一期各界人士的善心捐款感謝活動。

　動土典禮首先由地鎮祭揭幕，請到法師來

誦經祈福、洗塵，蒞臨的貴賓也一一上香致

意，並在校內進行動土儀式，隨後除了舉行

謝土儀式外，也對新校舍捐款的善心人士進

行頒獎，感謝他們的無私付出，，駐日代表

謝長廷、僑務委員會委員長吳新興、橫濱分

處代理處長王東生、京濱地區僑界人士、銘

傳大學校長李銓賢伉儷、亞總監事長候選人

林凱明等人都出席見證這歷史性的一刻。

　活動的最後校長馮彥國也親自報告校舍問

題，以及帶領吳委員長巡視校園，了解目前

臨時校舍的使用狀況，像是學生只能暫時使

用校舍頂樓的臨時操場，或是校園空間不

足，學生的利用空間已近趨飽和。

　橫濱中華學院代理理事長羅鴻健表示，橫

濱中華學院興建新校舍是橫濱僑界期盼已久

的事，從兩年前校慶當天宣布建校募款開始

至今，終於看到新校舍將動土，腦海早已無

限次的浮現出明年完工的新校舍坐落在大家

的眼前，而能順利動工也要感謝吳委員長、

謝大使、僑界等人多方的協助指導，相信未

來將能提供學生最好的學習空間。

　駐日代表謝長廷提到，負責這次的建設公

司清水建設與他很有緣份，高雄車站的興建

是由清水建設在台分公司負責，２００２年

遷移時也是由清水建設負責，在車站

放三杯水且移動將近８３公尺，結果

一滴水都沒有漏出，相信興建這次的

校舍也一定會成功。

　謝代表表示，駐日三年，能感受到

僑界最活躍最熱心都是僑校校友，所

以僑校很重要，每年來參加國慶等活

動時，都能看到文化的向心力等很有

代表性，特別不同於台灣簡單的動土

典禮，橫濱中華學院非常認真講究傳

統，等到校舍新建完成一定會來看，

也希望僑委會、僑界都能給予支持，支持

學校的教育、台日文化交流。

　僑委會委員長吳新興表示，在日的三所

僑校歷史都非常悠久，而且都是僑委會認

定的正規華僑學校，僑委會對學校的發展

也都很重視，而多虧校方、畢業校友、僑

界都為學校改建殫精竭慮，才有今天的動

土典禮，實在是得來不易，特別是鄭尊仁

僑務委員非常用心用力，僑委會一定會盡

最大的力量爭取預算，分期協助校舍改

建，讓１２０多年的橫濱中華學院能在日

本發光發熱。

　橫濱中華學院是國父孫中山於１８９７

年倡議創立，是海外歷史悠久的僑校之

一，原有的校舍於１９６８年興建，但隨

著時間推移，校舍逐漸老舊不堪使用，而

２０１１年冬日本大地震時就曾重創校

舍，雖然經過補強，但為了師生的安全，

就有提出改建校舍的建議，並於２０１７

年啟動新校舍改建工程。

　改建計畫是將校地內的中華保育園與橫

濱華僑總會拆除，再建設六層樓的鋼筋水

泥新校舍，提供師生更安全，完善的教育

空間，計畫提出後舉辦第一期的募款計畫

經過校方、僑界及各方人士的努力，截至

三月三十日為止已經募得日幣兩億兩千萬

元，雖仍與目標有一段距離，但校方相信

一定能達成，之後也會持續辦理第二期、

第三期的感謝活動。

橫 濱 中 華 學 院 新 校 舍 動 土
預 計 明 年 底 完 工

▲

動土典禮請到法師來誦經祈福
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【大阪／採訪報導】「華人第一天團」五

月天２０１９年世界巡迴演場會「Mayday 

2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」四月六

日、七日兩天在大阪城Hall揭開序幕，天團

的魅力果然驚人，近萬名來自台灣、香港、

中國、日本以及世界各地的粉絲集結大阪

城，一起跟隨五月天搭上時光機，在大阪城

的燦爛櫻花下，享受一期一會的精采演出。

　如同阿信在演唱會中說的，能在最熱門的

櫻花季節，搶到五月天門票，訂到飛往大阪

的機票和飯店，到場的都是精英中的菁英、

粉絲中的粉絲、樂迷中的樂迷。 六日演唱

會開場是下午五時三十分，但是許多樂迷上

午就到現場搶購紀念品， 以至於開場前所

有紀念品就銷售一空。一位樂迷拿著辛苦

排隊買到的背包表示，去年參加五月天東

京武道館演唱會沒買到，今年特地上午九

時就來排隊。

　五月天的歌，對許多樂迷來說，就是陪

伴他們成長的紀錄。一對來自香港的母女

都愛五月天，女兒表示在她人生最低潮

的時候，是「第二人生」這首歌鼓勵了

她。 一位台灣來的樂迷則表示，上大學的

時候，因為填志願和家人意見不合，聽了

五月天的「頑固」，決定努力說服父母，

選擇自己有興趣的科系。一位上海來的樂

迷，更是拿著滿滿一袋自製的小道具和布

條，準備在現場高舉布條支持五月天。

　一開場便火力全開，連續演唱首張專輯

中的《瘋狂世界》、《擁抱》、《愛情的

模樣》形成五月天的藍色宇宙，現場樂迷

高舉藍色螢光棒，形成一片藍海。 阿信

說：「讓我們一起搭乘名為「藍」的時光

機，把剛出道的五月天的心境唱出來。」

　鼓手冠佑幽默地說：「今天有許多歌曲

都是前三張專輯的，離現在將近２０年，

希望盡可能回到２０年前小夥子的心態，

雖然體態沒辦法回去，體力也沒辦法，這

些歌可能現場有些人沒聽過，但希望你們

聽完後都會很喜歡。」

　演唱中場，後方大螢幕投射出大阪知名

地標glico「跑跑男」，團員怪獸全程以日

文打招呼，「好久不見，大家好嗎？很開

心在開滿櫻花的季節，演出我們第一場的

Blue，希望大家都可以玩得很開心。我好

喜歡大阪。」

　演唱會高潮不斷，在唱「離開地球表

面」時，樂迷們都處於跳躍狀態，跟著五

月天一起離開地球表面，唱台語歌「軋

車」時，全場跟著阿信大叫，熱情嗨翻大

阪城。

　下半場有樂迷最愛的情歌「後來的我

們」，「我不願讓你一個人」，歌迷全體

大合唱，唱「頑固」時，大螢幕出現繽紛

飛舞的櫻花，原來是主辦方特別為這次演

唱會準備的櫻花版ＭＴＶ，全場沉浸在粉

雪般的櫻花美景中。

　演唱會結束歌迷不斷大喊安可，安可曲

「突然好想你」，「倔強」等歌，不少樂

迷都是含著淚水聽完的。五月天的歌詞意

境豐富，喚起許多人的青春記憶，是一場

一期一會的難忘演唱會。「五月天」主唱阿信歌聲熱力十足

民眾可以從湯婆婆和錢婆口中抽籤
鈴木敏夫 (右 )與湯婆婆和錢婆婆的

配音員夏木麻里 (左 )

李承泰以家鄉味鹹酥雞和珍珠奶茶

在日本成功創業

現場充份展現出言語的魔法

五 月 天 魅 力 驚 人
萬 人 歌 迷 H I G H 翻 大 阪 城

【東京／採訪報導】２０１６年的植劇場

《荼蘼》在台灣造成轟動後，去年在日本上

映後也有不少迴響，為此女主角楊丞琳睽違

六年再次訪日，於四月二十日在品川Ｉｎｔ

ｅｒｃｉｔｙ　Ｈａｌｌ舉辦粉絲見面會，

她提到這次的見面會男粉絲增加許多，特別

是粉絲們還練習中文來與她互動，讓她相當

感動。

　楊丞琳受訪時表示，這次的粉絲見面會非

常開心，但也覺得對不起日本的粉絲，因為

他們都要日本各地趕車才能有見她的機會，

這次終於可以回饋他們，來到東京與他們見

面。

　《荼蘼》雖然拍完至今已經有好一段時

間，但還是讓楊丞琳難忘，她提到，這部戲

的角色非常特別，也是她接過最過癮的角

色，即使有百分之九十的戲份都在她身上，

但她還是一點都不覺得苦，反而是享受在女

主角的劇情中，讓她的生活變得很精彩，也

是至今接過最滿意的作品。

　楊丞琳也提到，《荼蘼》這部電視劇主要

是探討女性在家庭和工作中做選擇，但她

覺得也能看見男性對於家庭重擔和兼顧愛

情左右為難的狀態，而自己非常幸運，從

小就知道自己要走演藝圈，很有事業心，

不會那麼煩惱，不過也希望能藉由這個作

品，為現在有著一樣煩惱的觀眾帶來出

口，讓他們有個方向並做一個不會後悔的

決定。

　楊丞琳也說，因為《荼蘼》劇本太棒，

導致在挑選其他劇本時，都會以這部為基

準，但要超越真的很難，很幸運曾經有這

部戲的經歷，未來也想接一樣的角色，給

觀眾們一個答案，為社會做出一些貢獻，

我也覺得現在演戲不再是自己享受表演，

如果在演戲的同時，能把很多人的難題演

出來，讓他們感同身受，進而從中得到救

贖，會是當藝人最棒的事。

　而這次粉絲見面會多了不少男性，讓楊

丞琳感到相當意外，因為從她出道以來都

是以女性粉絲居多，過去日本的粉絲見面

會也鮮少有男性參加，再加上觀眾們也努

力學習中文，並使用中文與她互動，都讓

她相當感動和感謝。

楊 丞 琳 睽 違 六 年 訪 日 　
粉 絲 勤 學 中 文 很 感 動

▼大阪道頓堀地標「跑跑男」也出現在演唱會大螢幕 ▼楊丞琳睽違六年訪日舉辦粉絲見面會

【東京／採訪報導】睽違三年，日本吉卜力

工作室從四月二十日起至五月十二日止，神

田明神文化交流館舉辦「鈴木敏夫與吉卜力

展」，這次的展覽以鈴木敏夫著名的「格

言」為主，展出多項他親自揮毫寫下的書法

與插畫，現場還有高達三公尺的湯婆婆和錢

婆開運及戀愛抽籤。

　過去在廣島、名古屋、金澤等地就曾舉辦

「吉卜力工作室　鈴木敏夫　言語的魔法

展」，這次在東京的展覽則是集結更多吉卜

力的魅力，展出超過五百件作品，包涵鈴木

敏夫揮毫的書法、語錄，以及影像設計圖，

讓人再次從這些作品中，感受到言語的魔

法。

　展場中最吸睛的莫過於高達三公尺的巨

大湯婆婆和錢婆像，民眾可以分別從湯婆

婆和錢婆口中抽出開運和戀愛簽的號碼，

再從一旁的藥櫃中取得籤紙，兩種運勢分

別有１３種共２６種，籤紙上還有鈴木

敏夫親手寫的書法，以及鈴木對籤文的解

釋。

　鈴木敏夫與湯婆婆和錢婆的配音員夏木

麻里也特別出席展場媒體日活動，夏木表

示，當年《神隱少女》要配音前，宮崎駿

曾走到她身旁說，吉卜力是靠鈴木敏夫精

打細算攢錢的，不要把湯婆婆表現得像惡

婆婆一樣，而是要詮釋成一位重振油屋、

很賣力工作的女人。她聽到這話後，突然

豁然開朗，心想就是幫女版鈴木敏夫配音

就對了。

　夏木也提到，愛精打細算的人常常看起

來像壞人，其實這樣的人是心中有愛。鈴

木則回應感謝夏木替他說好話，並提到吉

卜力創作很多作品的同時，也在各地舉辦

展覽會，每次都想說辦展快沒題材了，因

此這次借用鈴木敏夫個展的名義辦新展，

原本想要講點正面的話，卻沒想到被抖出

一些事。鈴木也說，宮崎駿是個很看得開

的人，不斷丟掉自己的東西，他一丟我就

撿，撿起來不知有沒有用，但辦展時真的

派上用場了。

　而吉卜力曾在２０１７年十月宣布製作

宮崎駿的新作「你想活出怎樣的人生」對

此鈴木表示，至今花了三年的時間，影像

設計圖大致上都快完成了，但關於上映還

不知道何時才能，或許還要再等個三年。

鈴 木 敏 夫 與 吉卜力 展 東 京 開 幕
感 受 言 語 的 魔 法

【台南／綜合報導】長榮大學為了讓師生有

機會品嚐到來自日本富山縣ＤＱＳ公司（Ｄ

Ｑ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ）的美味輕食，特別

於四月十二日至十四日在第二教學大樓牧羊

圖前，辦理日本文化祭活動，邀請ＤＱＳ公

司輕食商鋪進駐校園，從早上十點開始就販

售章魚燒與霜淇淋等，吸引很多學生到現場

排隊。同時剛好遇上申請入學的時間，學校

也邀請考生與陪考者一同參與。

　這次餐點由長榮大學觀餐系、營養系及應

日系學生服務，在霜淇淋部分，有抹茶與棒

茶兩種口味，沒有添加一滴水，重現日本原

味，讓師生不用出國，也能品嘗到日本北陸

美食；最中餅則是從日本帶來現成的最中餅

皮，採用火烤，希望食用時餅皮能有酥脆

感，最後將霜淇淋填入烤好的外皮中。

　長榮大學校長李泳龍表示，ＤＱＳ公司進

駐台灣的第一間店就在長榮大學，預計今年

在第三宿舍旁設置ＪＡＰＡＮ　ＳＴＲＥＥ

Ｔ，並從中整合學校課程，一起執行店長

培訓計畫，這次試賣活動的成本全由校方

負擔，收入也將全數作為照顧弱勢學生的經

費。

　秘書長管美燕提到，ＤＱＳ公司選擇進駐

長榮大學主因是台南為文化古都及美食之

都，以及人文氣氛濃厚、氣候溫暖，再加上

長榮大學校園有車站，交通方便，未來也考

慮引進壽司、拉麵、蕎麥麵等餐點，希望能

給全校師生帶來全新的美食饗宴。企管系陶

芷筠說，抹茶霜淇淋口感綿密，口味香濃，

棒茶口味是用茶葉梗製作，茶香味十足，非

常獨特。十分期待ＤＱＳ公司進駐校園，也

建議新增大阪燒的選項。

　ＤＱＳ公司社長山崎勇人表是，ＤＱＳ創

立理念就是以珍惜大自然的祝福，了解生命

的寶貴，創建會讓客戶微笑的商店，ＤＱＳ

位於以世界遺產合掌村聞名的日本富山縣，

以提供天然的健康美食為經營理念。目前Ｄ

ＱＳ正籌備將於新學期在長榮大學開設日本

美食及體驗傳統工藝的空間，將來歡迎各界

一起來品嘗富山的輕食滋味。

富 山 ＤＱＳ 進 駐 長 榮 大 學
師 生 大 啖 輕 食 好 滋 味

從日本富山來的輕食大受歡迎

【名古屋／採訪報導】在日本創業十七年的

在日台胞李承泰，以家鄉味的台灣鹹酥雞征

服日本人的胃袋， 成為名古屋最知名的觀

光美食之一，他所創辦的「李さんの台湾名

物屋台」（李先生的台灣特色小吃攤）於四

月十七日榮獲日本炸雞協會２０１９年度的

第十屆炸雞金賞榮譽。

　每到假日，位於名古屋大須商店街的「李

先生的台灣特色小吃攤」，一定會出現排長

龍，即使在大須商店街內已陸續開了三家分

店，還是供不應求。在攤位前親自招呼客人

的李承泰，身段柔軟，服務周到，遞紙巾、

擦桌子樣樣自己來，一點也看不出他曾經是

演過黃金檔連續劇的大明星。

　李承泰回憶起創業過程，為了宣傳炸雞

店，他穿上像電影「兒子的大玩偶」一樣的

廣告看版在商店街發傳單，並且經歷受騙、

上當、被房東刁難、遭其他店家排擠等困難

不計其數，但是他依舊不放棄，不跟風，堅

持道地家鄉口味，同時追求品質的精進和服

務的改善，終於獲得當地人的喜愛。

　其實該店已經不是第一次獲得日本炸雞協

會的金賞，要得獎不僅要獲得推薦，通過評

審，還要通過網路人氣投票才能獲獎。李承

堅持高品質家鄉味
李承泰台灣炸雞榮獲日本炸雞金賞

泰表示要感謝在網路投票的廣大忠實顧客

們。目前除了名古屋的三家店外，也在大

阪、富山開設了分店。

　從一開始的被排斥到受歡迎，現在李承泰

顯然是大須商店街的名人，不論是日本或是

台灣來的觀光客，看到他本人都很興奮，有

些還主動和他打招呼。今年年初東海電視台

四十週年慶的特別節目「大須商店街、我回

來了」，他還以商店街店家主人的真實身分

客串了一角。他表示，希望透過台灣美食，

搭起台日之間友誼的橋樑，讓更多人喜歡台

灣，認識台灣。
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