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台湾与党・民進党の党内予備選で

蔡英文総統が勝利
法が 5月成立した」などを挙げた。
別の民進党員は頼氏の敗因について「独
立色の濃い支持者が頼氏の足かせとなった」
と指摘し、頼氏に近い人物も「青年層に鮮
明な印象を植え付けることができなかった」
と分析した。
蔡総統は結果を受けて自身のフェイスブッ
クを更新。
「頼氏のおかげで自身の問題点や
盲点をはっきりさせることができた」とする一
方で、
「一人も欠けてはならない」と党内の団
結を強く呼び掛けた。

敗 北 の 頼氏、蔡総統支持を約束

出馬が取り沙汰されているものの、出馬表
明はしていない。自身が総統選に身を投じる
か否かについては明確な回答を避けた。ま
た、韓市長は取材に対し、世論調査の回答
者には民進党員やその支持者が多かった可
能性を指摘し「蔡総統の支持率を下回った
今回の結果は自身にとって参考にできる所は
あまりない」
とした。
なお国民党は総統選をめぐり5 人が名乗
りを上げており、党内予備選の結果は7月
16日に正式発表される。同党の職員
は、郭台銘・鴻海精密工業董
事長か韓氏のいずれかが公
認候補に指名されるだろう
と語った。

蔡総統に敗れた頼氏は6月13日、
台湾南部の台南市で取材に応じ、
民進党が蔡英文統総
卓栄泰党主席（党首）
と蔡総統の
を公認候補に
双方に電話をかけ「蔡総統支持
を約束した」と話した。さらに、
民進党の中央執行
民進党が蔡総英文統総を公認候補 ( 写真提供：自由時報 ) 香港で行われた大規模デモにも
委 員 会 は 6 月19日、
台湾の与党民進党は6月13日、台北の でなく、国民党の柯、韓両氏をも上回った。 言及し「団結で来年の総統選勝
予備選で勝利した蔡
党本部で記者会見を開き、来年 1月の次期
利を勝ち取り台湾を守るべきだ」と
英文総統を次
総統選の公認候補を選ぶ党内予備選の世論
語った。
予備選勝因は青年層の支持回復
期総統選
調査の結果を発表した。蔡総統が 35.68％
の公認候
国民党の柯氏と韓氏
の支持率を獲得し、頼清徳前行政院長（首
現職の蔡英文総統が頼清徳前行政院長
補に正 式
相）の27.48％を上回って勝利した。
に勝利した要因として、蔡陣営の関係者は もコメント
指名した。
世論調査は党本部と党から委託を受けた 「若い世代の支持を取り戻せた」と指摘し
柯市長は勝利した
蔡氏は台
民間調査機関など計 5 団体によって20 歳 た。この結果を受け、頼氏や対抗馬と目さ 蔡総統へのメッセー
北 の 党
以上の有権者を対象に6月10日～ 12日に れる無所属の柯文哲台北市長、野党国民 ジを 市 議 会 で 市
本部で
固定電話と携帯電話で実施され、計 1 万 党の韓国瑜高雄市長も結果についてコメント 議から求められ
談 話を
6051 人から有効回答を得た。調査項目に した。
ると、
「がんば
発 表し
は、対抗馬と目される柯文哲台北市長（無
蔡陣営の中心人物は蔡総統が若者の支 れ」と一言
「必ず
所属）と韓国瑜高雄市長（国民党）との比較 持を獲得できた背景について「今年の確定申 発っした。
当選し
が盛り込まれていたが、5 団体いずれの調査 告で蔡政権の税制改革の成果を国民が実感 柯氏は総
てみせ
民進党の党内予備選で蔡英文総統が勝利
( 写真提供：自由時報 )
でも、蔡総統の支持率は頼氏を凌いだだけ できた」
「アジア初となる同性婚を認める特別 統選への
る」と自
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信を示した。次期総統選は来年 1月11日、
立法委員（国会議員）選と同日実施される。
蔡氏は来年の選挙の目標について、
「総統選
勝利、立法委員選で過半数獲得」を掲げた。

頼氏は「蔡総統支持を約束した」と話した
( 写真提供：自由時報 )

香港 200 万人デモ、 発端は「逃亡犯条例」
香港での抗議活動（写真提供：中央社）

▲

2019年6月9日の逃亡犯条例改正案に反
対する3度目の反対デモでは、人口の約7
分の1にあたる103万人が参加し（主催者
発表、警察発表は24万人）、2003年の
「香港基本法23条国家安全保障条例」案
に反対した50万人規模のデモを大きく上
回った。さらに同16日には香港全人口の

3割に迫る
200万人近
くが参加し
た。林鄭月
娥行政長官
は混乱の発
生について
声明で謝罪
したが、デ
モ側が求め
る改正案の
撤回や林鄭
氏の辞任に
は応じず、
一段の反発
を招いてい
る。
米政府は
調整中の大
阪での中国
との首脳会
談で、この
問題を議題
の一つにする構えだ。香港の混乱が長引
けば、米中関係にも大きな影響を与えそ
うだ。
逃亡犯条例の改正案は、香港で拘束し
た容疑者を中国本土に引き渡せるように
する内容で、中国に批判的な人物が移送
対象になるとの懸念が強い。政府が同12

日に起きた学生らの道路占拠を「暴動」
と呼び、催涙弾を使った強制排除で多数
のけが人が出たことにも批判が集まって
いる。

「 逃亡犯条例」で 2 1 日、
香 港 政府「廃案受け入れる」
香港政府は6月21日夜、「改正作業は
完全に停止し、立法会会期が終わる来年7
月には、改正案も自動的に廃案となる。
政府はその現実を受け入れる」と声明を
発表した。これに先立つ同18日には、政
府トップの林鄭月娥行政長官も同様の発
言をしていたが、改めて「現時点で廃案
に等しい」との意味合いを強調し、抗議
行動の沈静化を促した。
声明を前に同21日午前、立法会周辺に
集まったのはほとんどが若者。周囲の幹
線道路を占拠した後、昼ごろには警察本
部前へ移動し、建物を取り囲んだ。「わ
れわれは暴徒ではない」などと叫び、逮
捕者を罪に問わない事や警察トップとの
直接対話を要求した。群衆は他にも、複
数の政府関連施設を取り囲んだ。
改正案をめぐっては、抗議の高まりに
押された香港政府が、改正案の審議中断
を決定。他方、改正案の完全撤回を求め
る声は根強く、警察の一連の強硬措置に
対する反発は収まっていない。

香港デモ
台湾学生団体らが条例撤回を訴え
台北で会見
台北の立法院（国会）前で6月16日午
後、香港から中国本土への容疑者の引き
渡しを可能にする「逃亡犯条例」改正案
に反対する集会があった。主催者発表で1
万人近くが参加し、改正案に反対する香
港市民にエールを送った。集会では複数
の香港の民主化運動家が現場でのスピー
チやビデオメッセージで台湾に支持を呼
び掛けた。
集会は台湾に留学する香港人学生や卒
業生の団体のほか、台湾の市民団体など
が主催した。参加者は「台湾は香港を支
持する」「中国への引き渡し反対」など
の言葉が書かれた紙を掲げ、香港に声を
届けた。
また、台湾の学生団体の代表や学生
運動元リーダーの林飛帆氏らが6月10日
夜、香港の在台窓口機関、香港経済貿易
文化弁事処（台北市）前で記者会見を開
き、香港政府に条例の撤回を求めた。現
場には数十人の支持者が応援に駆け付け
た。林氏は、同条例が可決された場合、
香港に入境または乗り継ぎで立ち寄った
際に中国側に「中国の法律に違反した」
とみなされれば中国本土に引き渡され
る事になると指摘。台湾の非政府組織

（NGO）活動家、李明哲氏が2017年に
中国本土で身柄を拘束された事件に言及
し、同条例は「国家の安全と人々の安全
に関わる問題」だと訴えた。その上で、
総統選に名乗りを上げている候補者に対
し、この問題について態度を明確に表明
するよう求めた。会見には林氏のほか、
台湾大や成功大の各学生会会長や台湾独
立派の活動家、羅宜氏らが出席した。
(3面に関連記事)

警官隊はゴム弾を発射し、催涙弾を使用した
（写真提供：中央社）

抗議活動参加者に向け催涙弾などが使われた
（写真提供：中央社）
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大島参院議員
台北経済文化代表処を定期訪問
化、海洋資源の管理など地球規模の課題
に双方が力を合わせて取り組み、解決して
いく」
とした。
日本では目下、
「台湾の靴下がブームの
兆しを見せている」との市場動向から、
「タ
ピオカに次ぐヒット商品として日本で爆発
的な人気を博す」
と大島議員が持論を展開
すると、向政務部長も
「台湾の若手アーティ
ストが日本国内で活動の場を広げている」
と説明。双方に、台日の若者交流がファッ
ション面でも活発化し、その一翼を担って
いる事にさらなる期待感が示された。
このほか、現在の良好な台日関係を背
景に、
「日本から修学旅行で台湾を訪れる
高校生の急増」も話題となり、日本の高校
生が渡航する修学旅行先に2 年連続で台
湾が米国を抑えて選ばれるなど、最近の
傾向が向政務部長から説明された。
また、国内では7月の参議院選を控えて
おり、
「議会では目下、外交政策について
の論戦が交わされている」
（大島議員）
とし、
大島議員のこうした地道な台日の取り組み
大島九州男議員はこのほど、定期訪問して した。このなかで「令和は日本と台湾の関係 の評価は、選挙で有権者がどう判断する
いる台北経済文化代表処を訪れ、向明徳政 が試される新時代になる」との共通認識であ か注目が集まる。
務部長と昨今の台日関係について意見交換 る事を確認した。また、
「豚コレラや地球温暖

タ ピ オ カ ブ ラ ンド 珍 煮 丹 が
渋谷に上陸～日本初進出
▼タピオカブランド「珍煮丹 ( ジェンジュダン )」オープン

▼大島九州男議員と向明徳政務部長

幸 福 実 現 党 の 七 海 ひ ろこ氏 が
本社を表敬訪問
幸福実現
党（ 釈 量 子
党 首 ）は 本
年立党 10 年
を 迎 え、 現
在、35 人 の
公認地方議
員が在籍して
い る。 同 党
は、
「北朝鮮
と中 国 の 脅
威から日本や
アジアを守る」
「減税で個
人も国家も豊
かに」などの
七海本部長は錢社主との間で意見交換や主旨説明などの懇親が行われた 日本 の 既 成
幸福実現党広報本部長の七海ひろこ氏が 政党とは異なる主張を展開する党として知ら
6月12日、表敬のため台湾新聞社を訪れ、 れる。
先の参院選の公約には明確に「香港・台
錢妙玲社主と懇親した。先に控える選挙で
の同党の公約とする「香港・台湾支援」の内 湾支援」を掲げており、特に台湾政策として
「日台 FTA の締結に
容を軸に、終始和やかな雰囲気の中で錢社 「日台基本法の制定」
「台湾が独立国家であ
主との間で意見交換や主旨説明などの懇親 よる経済関係の強化」
が行われた。なお、七海氏は今夏の参院選 ることを承認し、国交回復を目指す」などを
掲げる唯一の政党でもある。また、今年 3月
出馬（東京選挙区）を表明している。

には台湾との国交回復を求める要望書を
内閣府及び外務省に提出した。さらに6月
16日、党幹事長の松島弘典氏を中心に、
同党沖縄県本部が「中国の覇権主義から
香港・台湾・日本を守ろう！」
と訴えるデモ
を開催。その後 6月26日には新宿で同主
旨のデモを行った。
七海氏は「台湾は大好きな国で、何度
も訪れています。幸福実現党は、中国共
産党の言論統制、人権弾圧を真正面から
批判し、世界の自由・民主・信仰を守る
ために戦い続けます」と強調する。
「台湾の
自由が守られるためにも、幸福実現党の
躍進に期待したい」
（錢妙玲社主）と支援、
協力体制を確認した。

幸福実現党広報本部長の七海ひろこ氏

台 湾 産 生ライチの P R イベント

～五輪を視野に販路拡大目指す
▼台湾産生ライチ

台湾産生ライチの PR イベントが6月24日、
東京都内で開催された。2020 年の東京五
輪・パラリンピックへの提供を視野に、日本
での販路拡大を目指す。台湾から初めて日本
に輸出された生ライチは2018 年からで2175
キロ。今年はそれを上回る7000キロの輸出
を見込む。イベントは中華民国対外貿易発
展協会（台湾貿易センター、TAITRA）及び
台湾青果合作社（同業組合）
、技術開発を

手掛けた直動機器メーカーのハイウィン（上
銀科技）などが共同で開催。ライチの外観や
鮮度を長期間保つことができる台湾の新技
術などを披露した。
ハイウィンの卓永財会長によると、新技術
により
「変色しやすい生ライチの果皮を鮮やか
に保つ事ができ、しかもみずみずしいまま約
30日間維持させることができる」とした。さら
に今後は、
「さらなる技術向上により40日間

に延長できる可能性も」
と示唆した。
台湾貿易センター東京事務所の陳英顕
所長は、日本におけるライチの市場占有
率について「日本産より台湾産が 52％で
首位」と紹介。その上で、
「現時点では台
湾産生ライチの購入方法は予約制による
産地直送が一般的」と説明し、日本の大
型流通業者を産地に招くなど、日本市場
の販路を積極的に開拓する姿勢を示した。
陳所長はまた、東京五輪の商機について、
台湾産農産物の日本向け輸出量が順調に
伸張にしいるとした上で、
「すっかり日本に
定着したマンゴーに続き、ライチやバナナ、
パイナップルなどを来年の主力商品に押し
上げたい」
と意気込んだ。
一方で、ライチの主要産地の一つであ
る台中市では、暖冬や雨不足などの影響
により2019 年の生産量が昨年比 3 割減と
なっているが、これについて陳氏は、
「日台
貿易は貨物の取引にとどまらず、文化やラ
イフスタイルの交流でもある」と説明し、
「イ
ベントの宣伝効果に影響はない」と強調し
た。

宏勝商事
（林宥宏社長）
は6月14日、
東京・
渋 谷 の MAGNET by SHIBUYA109 の 7
階のフードフロア「MAG7（マグセブン）
」にタ
ピオカブランド「珍煮丹 ( ジェンジュダン )」を
オープンした。タピオカブランドのドリンクの
日本店舗は初進出で、現在、台湾に40 店
舗以上を展開し人気を博している同ブランド
の日本での本格進出を実現した。同社はこの
ほか香港、韓国、シンガポールにも進出して
いる。
同社は、タピオカラバーの心を射止めるの
にふさわしい場所として、渋谷を選んだ。
「珍
煮丹の特徴であるその卓越した技術と素材
選びによる品質」を武器に、主原料に100%
台湾製の天然黒糖とそれに味を存分に染み
込ませ、さらに、日本向けに北海道産の濃厚
な牛乳をアレンジした商品を提供する。また、
最大の特徴である
「全て自然素材で添加物は
ない」事も強調し、目下、日本でブームが起
きている
「タピオカドリンク」の市場拡大とシェ
ア獲得を目指す。

珍煮丹は、2010 年士林観光夜市にて１
号店をスタート。 2017 年には、独自の黒糖
を設立し、純粋なハンドメイド技術で製造し
ている。工場は ISO22000 認証と HACCP
認証がされており、製品は SGS 検査に合格
し、台湾の衛生福利部により設定された基
準を満たしている。
なお、台湾の人気モバイルサイト
「Mobile
01」主催で2017 年に開催されたブラインド
テイスティングで珍煮丹は1 位を獲得し実績
を持つ。
また、珍煮丹の名前の由来は、台湾の古
い言い伝えの「将珍珠煮成仙丹」から。
■店舗概要
店名＝珍煮丹 渋谷 MAGNET109 店
住所＝東京都渋谷区神南 1 丁⽬23-10
MAGNET by SHIBUYA109 7F「MAG7」
電話＝03-6868-8477
営業時間：11:00 〜 23:00

『HIStory3 圏套 けんとう～ラブ・トラップ 』が

日本初の配信開始

16日より配信されて以降、一ヵ月間で300
万を超える PV を達成した大ヒット作。これ
を祝して5月26日に台北でファンら集めパー
ティーも開かれた。さらに6月にもファンミー
ティングが開かれた。新たな10 代～ 20 代の
ドラマファンを獲得するなど、目下、台湾ドラ
マ界を賑わせている。
【配信情報】期日：6/21( 金 ) 12:00 ～
PF：ビデオマーケットと Rakuten TV の独
占 6/21 #1 ～ #3※毎週金曜日 1 話ずつ
更新 ＊8/9 が #10( 最終話 ) 配信予定。
【作品概要】原題：HIStory3 圏套 45
分 ×10 話 台湾での放送：2019 年 4 月
16 日 LINE TV 監督：リー・チンロン ( 李
青蓉 ) 出演：クリス・ウー ( 呉承洋 )、
ジェイク・
スー ( 徐釣浩 )、アンディ・ビエン ( 卞慶華 )、
ケニー・チェン ( 陳廷軒 ) 製作：LINE TV
（台
湾）提供：ビデオマーケット、Rakuten TV
スチール写真 2 公式 twitter：@HIStory3_jp

台湾で大ヒットしている BL ウェブドラマ
「HIStory」シリーズの最新作 HIStory3 圏
套けんとう～ラブ・トラップ』が 6月21日正午
よりビデオマーケット、Rakuten TV にて配
信された。このシリーズの配信は日本初。
警察とヤクザといった立場の違うイケメン4
人が繰り広げる、胸キュンの危険なラブ・ス
トーリー。台湾の LINETV で 2019 年 4月

李 琴 峰さんの 小 説 が
芥川賞候補作に
台湾出身の作家、李琴峰さんの小説「五
つ数えれば三日月が」が第 161 回芥川賞にノ
ミネートされ、その候補作が 6月17日に発
表された。李さんは「受賞の有無に関わらず
より多くの人にこの越境する小説を読んでも
らえれば」
と話した。
作品は、日本で働く同性愛者の台湾人女
性と結婚で台湾に移住した日本人女性が平
成最後の夏に5年ぶりに再会するという物語。
李さんによると、2 人が一緒に過ごす10 時
間を通じて、同性愛者として身分や国籍、言
語のアイデンティティーにおける問題と苦境に
対する考えを映し出したという。
李さんは1989 年台湾生まれ。15 歳から
日本語を学び始め、2013 年に日本の大学
院に留学。修士号取得後は日本で勤務し
2017年には日本語で執筆したデビュー作
「独
り舞」で第 60 回群像新人文学賞優秀作を受
賞した。

ノミネートされた理由について李さんは、
自身がこれまで一貫して扱ってきた同性愛や
国籍、言語への問題意識が注目されたから
ではないかとしつつ、最も重要な要因は「もち
ろん技術の向上」
と付け加えた。
台湾出身の作家が芥川賞候補に選ばれる
のは第 157 回の温又柔さん以来 2 年ぶり。
選考会は7月17日に東京で行われる。

作家李琴峰 ( 写真提供：自由時報、李琴峰 )
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▼ 香港デモの様子（写真提供：中央社）

林鄭月娥行政長官の辞任を要求するプラカード
が掲げられた（写真提供：中央社）
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▼ 国際シンポジウムの様子

香港デモ～蔡総統「一国二制度は失敗」
民主主義を守る姿勢強調
蔡英文総統は6月11日夜、自身のフェイ
スブックで、香港で起きた「逃亡犯条例」改
正案に反対する大規模デモへの支持を改め
て表明した。
「中国が香港で実施する一国二
制度は失敗」との考えを示し、民主主義や自
由を守る姿勢を強調した。
蔡総統は自身が若い頃の台湾には十分な
出版や言論の自由がなく、自由の空気があっ
た香港は「本を買う場所」だったと振り返った
上で、1997 年の香港返還からこれまでで台
湾は民主化、自由化したのに対し、香港は
自由を失おうとしていると言及。主催者発表
で100 万人余りが参加したとされる6月9日
の大規模デモに触れ、
「民主主義国家がこれ
ほどの抗議に直面したら、政府の指導者は自

日本語記事

台湾有事に備えた

日 米 台 の 連 携 シンポジウム が 開 催

一般社団法人日米台関係研究所（渡辺利
夫理事長）は5月28と29日の両日、都内ホ
テルで「日米台安全保障協力の方向性」と題
する国際シンポジウムを開催した。台湾問題
身の政策に誤りがないかを考えることを余儀 言したことを受け、外交部の公式ツイッター
等に関する専門家、有識者、研究者などに
なくされる」と一般論として述べ、
「だが香港 に英文のコメントを投稿した。呉氏は台湾
よる三国の連携をテーマに「アジア太平洋地
政府にはこのような反省は見られない。北京 のせいにするのは「不道徳かつ恥ずべきこ
域におけるバランスオブパワー」の確立を目指
からの指令を繰り返し述べているだけだ」と とで、全く受け入れられない」
と批判した。
すため、日米台安全保障協力の方向性を見
批判した。
台湾では2018 年 2月、台湾旅行中の
出す事を目的に実施された。
その上で「これは中国が香港で実施してい 香港人の男が同行の女性を殺害し、香港
シンポジウムでは主に「仮に中国優位の方
る一国二制度の失敗を示している」とし、
「国 に逃亡する事件が発生した。台湾側は香
向性が阻止されなければ地域のバランスは
家の主権の消滅を目的としたいかなる行為も 港政府に容疑者の引き渡しを繰り返し求め
崩れる」
（日米台関係研究所）
との提言を元に、
決して受け入れず、法改正を前提とした個々 たが、両者間には犯罪人引き渡し協定が
「日本と日本人はこの認識に立って同盟国米
の引き渡しの受け入れを拒否する。民主主義 結ばれておらず、実現が難しかった。香港
国とともに台湾の民主主義を物心両面から支
と自由は全ての台湾人が大切にする価値観 政府は今年初めに、解決策として「逃亡犯
え無ければならない。さらに台湾有事の際に
なのだから」と中華民国政府としての立場を 条例」の改正案を提出。一旦成立すれば、 は日米台三者の連携を持って阻止し食い止
強調した。
立法会（議会）の審議を経ずに中国当局に
めなければならない」
（渡辺理事長）と論じ、
また、人権保障や民主主義、法治に対す 容疑者の身柄を引き渡すことが可能になる
具体的な政策提言として6 項目が提言され、
る香港の人々の切なる願いや諦めない固い 内容だったため、香港社会の不安をあおっ
採択された。また、発表事例は金田秀昭氏、
意志は伝わっているとし、
「現在は呼吸するか た。
頼怡忠氏、ウォレス・グレグソン氏、浅野和
のように当たり前であるけれど実は得難い全
生氏らが行い、共同声明は同所川村純彦監
てのものを大切にしようと台湾の若者に考え
事により発表された。
させるきっかけとなった」
とつづった。
な お、 政
策 提 言の内
香港政府は「不道徳」と批判
容は①「日米
台湾が法改正案審議延期の口実に
共 催の人 道
呉ショウ燮外交部長は6月15日、香港の
的な地 域 海
林鄭月娥行政長官が同日の会見で、中国本
洋安全保障
土への容疑者引き渡しを可能にする「逃亡犯
訓 練 への 台
条例」改正案の審議を延期するのは台湾が
蔡英文総統は香港デモへの支持を
台湾日本関係協会の 湾 参 加 の 容
改めて表明した ( 写真提供：中央社 )
香港政府の提案を受け入れないためだと発
郭仲煕秘書長 ( 写真提供：中央社 ) 認」②「日台

間の公的な安全保障対話の開始」③日米台
間の公的な安全保障対話の開始」④「日本に
おける日台交流基本法の制定」⑤「台湾にお
ける対日対米間の協定覚書の法制化」⑥「中
国による日米の安全保障同盟や台湾の民主
主義と自由の弱体化を目的としこれらに好ま
しくない影響を与えるために行われる一連の
工作活動に適切に対処するための政策メカニ
ズム並びに手法方策の確立」だった。

日台交流基本法の制定に意欲
台湾日本関係協会の郭仲煕秘書長は6月
6日、長島昭久衆院議員らが草案の提出を
目指す「日台交流基本法」について、
「実現を
期待する」との立場を示した。また、同法草
案に関し「今後何らかの行動を起こす」と言
明。ただ、
具体的な方法については示さず
「水
面下で取り組んでいく」にとどめた。
なお、一部の報道によると、東京都内で5
月29日に開かれた「日米台安全保障協力の
方向性」と題する日米台関係研究所主催の
国際シンポジウムで「日本と台湾の交流法制
化に期待を示した」という。郭秘書長は、長
島氏らが所属する日本の超党派国会議員連
盟「日華議員懇談会」は台湾を強く支持して
いると言及し、同法の制定に熱心な議員も複
数含まれていると紹介。台湾外交部は「これ
らの議員と密接に連絡を取り合っていく」とし
た。

「 親 中 メ デ ィ ア 」 へ の 反 対 デ モ 鴻 海 の 郭 氏 、 会 長 職 退く

後任はシャープ取締役の劉揚偉氏

独 立 派 議 員ら
中国寄りのメディアに抗議するデモが 6月
23日、台湾総統府前のケダガラン大通りで
行われた。発起人の一人で台湾独立派政党
「時代力量」の立法委員の黄国昌氏が中国
勢力の浸透に反対する姿勢を示し、放送事
業などの監督機関、国家通訊伝播委員会は
強硬な姿勢を見せるべきだと訴えた。
デモは黄氏をはじめ企業家など、また、イ
ンターネット有名人の陳之漢氏の呼び掛けで
行われた。陳氏は、政治や社会問題などの
時節をネット上で頻繁にコメントする事で知ら
れる。6月中旬にも香港から中国本土への容
疑者引き渡しを可能にする「逃亡犯条例」改
正案に対し、ライブ配信で中国を批判してい
た。さらに、台湾の一部メディアが香港での
出来事について「充分に報道していない」
との
見方も示していた。
デモ当日は降雨だったが、多くの人がカッ
「赤色（中国共産党の象徴）メディアを拒否、台
パを
し、また、傘を差しながら参加。
「赤色（中
湾の民主主義を守ろう」( 写真提供：自由時報 )

国共産党の象徴）メディアを拒否、台湾の
民主主義を守ろう」などと声を上げた。な
お、配信されたライブ映像では、ケダガラ
ン大通り上にある景福門の周りが参加者
で埋め尽くされている様子が映し出された。
周辺には警察官約 220 人が配置されたと
いう。
蔡英文総統は同日、出席したイベント後
の取材でデモに言及。デモの発起人に謝
意を示し、台湾メディアへの中国勢力の浸
透に対する社会の危機感を高める効果が
あるとの考えを示した。

デモ現場の様子 ( 写真提供：自由時報 )

郭氏が会長職退任を表明した
（写真提供：中央社）

電子機器受託製造大手の鴻海精密工業
は6月21日、台湾北部にある同本社内（新
北市）で取締役会を開き、シャープ取締役の
劉揚偉氏を次期会長に選任した。2020 年
1月の総統選に野党国民党から出馬表明して
いる郭台銘会長は退任して取締役に。
郭会長からの信頼が厚い新会長の劉氏
は、聯華電子傘下の IC 設計会社、聯陽半
導体創業メンバーの一人で、同社の米子会
社で副社長を務め、IC メーカー、プリンスト

ンテクノロジーの社長などを歴任。鴻海入
社後は、郭会長の特別アシスタントなどを
経て、
半導体部門のトップに就任していた。
なお、これに先立つ6月11日、本社で
機関投資家向け説明会を開き、9 人体制
の経営委員会を発足させると発表した。新
たな経営体制に移行し、今後は同委がグ
ループを指揮していく。また、取締役会の
下に同委を位置づける。社の意思決定は
同委が承認した後に取締役で最終決議す
る方式を採る。
同委のメンバーには盧松青氏ら新任取
締役候補 4 人に加え、黄秋蓮最高財務責
任 者（CFO）
やシャープの
取締役候補
に選出されて
いる 林 忠 正
氏ら5 人が選
シャープ取締役の劉揚偉氏 ばれている。
( 写真提供：中央社 )
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Jun.3

中山地下街に新名所「ジャズ広場」

台北メトロ（MRT）中山駅と双連駅をつ
なぐ中山地下街にこのほど、新名所「ジャ
ズ広場」がお目見えした。人工芝が敷かれ
た広場で週末には手作り市やコンサートも
催される。今後はカフェやレストラン、コ
ンビニなどの入居も予定されている。また
滝を模したトリックアートも登場した。な
お、地下街に隣接する台北メトロのビルの

Jun.5

統治時代の住宅を再活用

日本統治時代の住宅を再活用した中部・
台中市の高齢者施設にこのほど、敷地内
の和風建築を使用したレストランが開店
した。梁や屋根瓦、建材、装飾などは「当
時のまま」という。記念式典で台中市の
楊瓊瓔副市長は「建物の美しさを知っても
らい、シルバー世代の生活にも密着させ
ることができる」と喜び、
「全ての人に食
事を楽しんでもらいたい」と呼び掛けた。
台湾文化部の資料によると、この住宅は
宮原眼科を開業した日本人医師、宮原武
熊氏の自宅として 1929（昭和 4）年に建
築された。戦後、台中市政府に接収され
て市長公邸となり、81 年までに 7 代の市
長が入居したがその後は空き家に。2002
年に同市の歴史的建造物に登録され、修
復・再活用されることになった。16 年か

Jun.6

地下1階には、照明や投影設備を完備した
国際ホールが整備され、コンサートや舞
台、記者会見など各種イベントの開催が可
能だという。同地下街には約20年間続く
書店街があったが、2017年に書店大手「誠
品書店」がリニューアルを手掛けた「誠品
R79」がオープンしている。

らは市の委託を受けた民間の慈善団体が
高齢者の生活サポートや特設展などを行
う施設「不老夢想 125 号」として運営して
いる。今年 5 月に工事が完了し、今後は
シルバー世代を雇用するレストランとし
て軽食や飲み物などを提供するほか、イ
ベント開催なども予定されており、若い
世代の利用を歓迎している。

台中市市長公館 ( 写真提供：中央社 )

台 湾 漫 画 基 地で創 作 活 動 4 組の作 品を展 示

漫画産業支援拠点「台湾漫画基地」
（台
北市華陰街）で 6 日より 30 日まで、同基
地が提供するスペースで創作活動を行っ
た漫画家や団体計 4 組の作品を紹介する
展覧会が開催された。作品のテーマは擬
人化した台湾建築や 7 日しか生きられな
い新人類など。展示作は陳志瑋、葉佳緯、
食夢蟹＆ルーカス・パイシャン（盧卡斯）
、
台北市漫画従業人員職業工会（同業組合）
の作品。4 組は同基地の漫画家招聘事業
の第 1 期として、今年 4 月 11 日から 2 カ
月間、同基地で漫画制作に励んでいた
もの。なお、同基地は台湾初の漫画・ア
ニメに特化した施設として台湾文化部に

よって設置され、今年 1 月 24 日に正式に
オープンした。展覧会のほか、ビジネス
マッチング、ワークショップを開くなど
し、台湾漫画の紹介や漫画家の支援を行っ
ている。

台湾漫画基地で創作活動 4 組の
作品を展示 ( 写真提供：中央社 )

Jun.10 台湾の輸出額が 7カ月連続でマイナス

台湾財政部統計処がこのほど発表した5
月の輸出額は、277億2000万米ドル（約
3兆110億円）で、昨年11月から7カ月
連続でマイナスとなった。前年同月比は
4.8％減。同処は要因として、米中貿易摩
擦の激化を受け市場で様子見姿勢が強まっ
ていることや、原材料農産物価格の低迷
などを挙げている。6月も同2～4.5％減
と予測しており、プラスに転向するのは
第4四半期になる見通し。主要輸出品では
卑金属、化学品がいずれも2割前後落ち込
んだほか、プラスチック製品や機械も振る

わなかった。一方で、情報通信商品は中国
で事業を展開していた台湾企業の U ター
ンなども手伝って前年同月比22.9％増と
好調だった。また1～5月の輸出額累計
は1298億8000万ドル（14兆1000億円、
前年同期比4.2％減）
。同処は今後の展望
について、米中貿易摩擦の激化で世界経済
の先行きが不透明性を増していることを指
摘。今年の輸出成長率を当初の0.1％増か
ら1.2％減に下方修正し、第3四半期は現
状維持にとどまるとの見方を示している。

Jun.10 旧台 北 鉄 道 工 場オフィスと浴 場の修 復 工 事 着 工

整備が進む台北市の台北機廠鉄道博物館
園区で、総事務所と職員浴場の修復工事が
着工された。起工式に出席した鄭麗君文化
部長は「同博物館が新たな段階に入った象
徴」とし、計画の進展に期待を寄せた。同
園区は日本統治時代の1935年に落成した
台北鉄道工場が始まり。戦後には台北機廠
として台湾鉄路管理局（台鉄）によって使
用され、2012年の工場移転に伴い、工場
としての役目を終えた。台湾に現存する鉄
道車両整備工場としては最古で、文化や交
通発展の面でも歴史的価値が高いため、15
年に全体が国定古跡に登録されている。17
年には文化部と交通部が鉄道博物館として

の整備に向けて協力する覚書を締結。計画
期間は26年まで。総事務所はかつて工場
の運営の中枢として機能しており、修復後
は博物館の事務センターとして使われる予
定。収蔵品の研究室を設置するほか、常設
展を開催し、工場の歴史を紹介する。

起工式の様子 ( 写真提供：中央社 )

Jun.12 日本語表記の包装材が割高で販売
中華民国消費者文教基金会（消基会）は て調査したところ、当該業者が販売する野
このほど開いた記者会見で、日本語が書か 菜全般に、ほかのスーパーの1.7～2.5倍
れた包装材に入った野菜が割高で販売され に相当する価格が付けられていることが判
ている状況が認められたと報告した。消基 明した。一般の野菜のほか、生産履歴が付
会の雷立芬董事長は、これらの野菜は台湾 いたものや有機野菜と比べても割高だった
産だとした上で「消費者に日本産と思い込 という。一方、業者側はメディアの取材に
ませて高く売ろうとしたのではないか」と 対し「自社のパッケージは20年以上使用し
指摘。業者の意図を問題視した。雷氏によ ており、日本語だけでなく中国語の表記も
ると、消費者より、台北市内のショッピン ある」と反発。2カ国語表記にしたのは日
グセンターに併設されるスーパーマーケッ 本人客も購入するためで、価格については
トで「日本語が大きく記されたビニール袋 「一年を通して同一価格で販売する経営手
入りのチンゲンサイが他所より高額で売ら 法だ」と説明した。
れている」との指摘があった。これを受け

Jun.14 台北 101 の屋上展望台を初一般開放

台北市のランドマークである「台北101」
の101階より上にある屋上に、新たに設
けたアジアで最も高い屋外展望台の一般開
放を始めた。これまで見学可能な展望台は
89階と91階だけで、張振亜総経理は13
日の記者会見で「来場者数が5％増加する」
との見通しを示した。また、
「台北101な
らではの資源を生かすことでより多くの人
に同ビルへの理解を深めてもらいたいと」
意気込んだ。なお、劉家豪・ビル営業処
COO（最高執行責任者）によると、101階
からさらに階段を上がる屋上部分が公開さ
れるのは2004年の開業以来初めて。101
階には室内展望台があるが、存在はあまり
知られていなかった。屋上への入り口とな
るのは89階の展望台。ここからエレベー
ターを途中で乗り換えて101階に行き、最

後は階段を上る。所要時間は約40分。料
金は1人当たり3000台湾元（約1万円）
。
6月末までに申し込めば1割引。1日3回
実施され、1回当たりの定員は12人。台
湾の現地ツアー販売サイトを通じて予約を
受け付ける。

台北 101の屋上展望台
( 写真提供：自由時報、台北 101)

Jun.14 中国から害虫飛来か～台湾全域で39匹を確認

トウモロコシやイネなどを食い荒らす外
来種の害虫「ツマジロクサヨトウ」が台湾
で発見されたのを受けて調査を進めていた
台湾農業委員会は、14日の朝までに台湾
本島各地や離島・金門で39匹が確認され
たと発表した。陳駿季副主任委員によると、
南西の気流に伴って中国から飛来したとみ
られ、南部・高雄、屏東、中部・南投、太
平洋側の離島、蘭嶼と緑島を除く台湾全域
で幼虫や成虫が見つかった。
「今後1週間余
りの期間に駆除しなければ台湾で繁殖して
しまう」と警鐘を鳴らし、
「迅速な対応で農

業被害を最低限に抑えるのが先決」と強調
した。農業従事者に対し、こまめに田畑を
巡回して見つけ次第すぐに通報するほか、
確認されたら即刻焼却・埋却処分するよう
呼び掛けている。また、これまでに200例
の通報があり鑑定を急ぐ。
「ツマジロクサヨ
トウ」は米州の熱帯地域などを原産とする
昆虫。2016年にアフリカで猛威を振るい、
その後アジアに拡散。中国では今年1月に
雲南省で見つかって以来、被害が拡大しつ
つある。台湾では8日、北部・苗栗県で幼
虫が見つかった。

Jun.17 条例改正に反対する香港市民を支持
香港から中国本土への容疑者引き渡しを
可能にする「逃亡犯条例」改正案に反対す
る抗議活動が香港で続いているのを巡り、
台湾立法院会はこのほど、与野党から提出
された共同声明を採択した。声明では「香
港市民の民主主義や自由への訴えを支持す
る」とし、香港政府に条例改正を撤回する
よう呼び掛け。また、香港やマカオとの交
流について定めた条例に基づき、香港市民
を行動によって支持し、香港市民に配慮や

援助を提供するよう政府に求める提言も盛
り込まれた。蘇嘉全立法院長は同日、フェ
イスブックで共同声明の提出に感謝した上
で、声明は台湾が香港とともにあることを
香港市民に伝えると同時に、
「未だに権威主
義的な統治を諦めない国に対して、膨大な
人民の意思の前ではどんなに横暴で独裁的
な政権も畏敬の念を抱き、屈服せざるを得
ないと伝える」とつづった。

Jun.19 中国との通謀を厳罰化～国会で可決
中国と通謀する行為への罰則強化を盛り
込んだ国家安全法改正案が立法院会で可決
された。国家の安全や社会の安定を損なわ
せるのを目的に中国大陸地区のために組織
を発展させた者には、7年以上の懲役と最
高で1億台湾元（約3億4600万円）の罰金
が科される。さらに、香港やマカオ、海外
の敵対勢力やその派遣者のための組織を発
足、援助、発展させるなどの行為の禁止や、
内乱罪や外患罪などで有期懲役以上の刑罰
が確定した軍人や公務員が退職手当を受給
する権利を喪失する事なども明記された。

台湾では、台湾統一をにらむ中国から台湾
を守ろうと、対策を強化する法改正が相次
いでいる。5月以降、中国との政治取り決
め調印の手続きを厳格化した改正両岸人民
関係条例、中国共産党のスパイへの外患罪
適用を可能にした改正刑法、機密漏えい防
止を強化した改正国家機密保護法、自然災
害時のデマ拡散に罰則を設けた改正災害防
救法が可決された。総統府の張惇涵報道官
は同日、
「これらの法改正によって台湾の
民主主義防護ネットはさらに完全なものに
なった」と報じた。

Jun.20 出版社製作の短編映画7本が台北映画祭で上映
台湾の出版社、鏡文学（董成瑜社長）が
映像制作会社の華文創と共同で製作した短
編映画シリーズの作品7本が、6月末より
台北市内で開幕する「第21回台北映画祭」
（台北電影節）でプレミア上映された。鏡文
学の映像作品は初。映像の IP（知的財産）
開発が狙い。シナリオのあらすじや撮影
チームは公募で選び、完成、上映までに2
年を費やした。7作品のうち王威翔監督の
「肇事者逃逸」は台北映画奨の短編作品賞
にノミネートされている。董社長は「企画

立ち上げから制作、宣伝や配給まで一本の
明確な産業チェーンを作り上げ、映像配信
サービスが勢いを増す今の時代に台湾の映
像産業を強くし、世界の市場を見据えたい」
と意欲を示し、第2シーズンの企画の始動
も示唆した。 なお、
短編映画シリーズは
「驚
悚劇場」と題し、台北映画祭ではパート1
とパート2の2部に分けて上映されている。
8月には動画配信サービスのネットフリッ
クスで配信が開始される。台北映画祭は6
月27日より7月13日まで。

Jun.22 外来種の害虫、台湾各地の151カ所で確認

台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局
は、トウモロコシなどを食い荒らす外来種
の害虫、ツマジロクサヨトウが6月21日
までに中部・南投件、南部・嘉義市を除く
台湾全域の151カ所で確認されたと報告し
た。同局は台湾での繁殖が進んでいるとみ
ており、現時点で気を緩めてはいけないと
強調。被害の拡大防止を目指し、見かけた
ら即刻通報するよう呼び掛けている。同局
が発表した報道資料によると、台湾各地か
ら5248件の目撃情報が寄せられ、このう
ち151カ所でツマジロクサヨトウが見つ
かった。すでに75カ所で焼却、埋却処分、
56カ所で農薬散布が完了しており、残り
20カ所での駆除を急いでいる。ツマジロ
クサヨトウは米州の熱帯地域などを原産と
する昆虫。2016年にアフリカで猛威を振
るった後にアジアに拡散し、現在被害は中

国に及んでいる。台湾では6月8日、北部・
苗栗県で幼虫が見つかった。中国から飛来
したとみられるが、すでに台湾で生まれた
幼虫が羽化する時期を迎えており、21日
までに台湾本島で54匹、離島で48匹の成
虫が確認されている。

外来種の害虫「ツマジロクサヨトウ」
（写真提供：自由時報）

Jun.22 台湾の離婚件数の半分が結婚9年未満
台湾内政部が発表した統計によると、
2018年の離婚件数は5万4402件だった。
結婚から離婚までの年数の中央値は8.2年
で、離婚したカップルの半数以上が結婚9
年未満だった。5年未満が34.3％で最多を
占め、5～9年の21.7％が続いた。それ以
外は結婚年数が長いほど、離婚は少なくな
る傾向を示したが、5年未満での離婚の割
合は直近10年で最高となり、近年では増
加傾向にある。同部は経済社会の変化に伴

い、女性の高学歴化や経済的自立が進んだ
ことで、婚姻の維持を左右する要因が多元
化していると分析している。なお2018年
の離婚件数は前年より37件少なく、直近
10年では2010年の5万8037件が最多。
2014年まで減少傾向だったが2015年以
降は再び増加に転じた。2017年から昨年
にかけてはほぼ横ばいとなったが、昨年の
離婚件数は2010年のピーク時より3635
件少なかった。

Jun.23 台鉄が肥薩おれんじ鉄道と姉妹提携
台湾鉄路管理局（台鉄）の屏東線と南廻
線は、肥薩おれんじ鉄道（熊本県）と姉妹提
携した。ともに海の景色を楽しめる路線を
有するのをきっかけに、協定締結に結びつ
いたもの。双方の誘客につながり、鉄道を
利用しての観光ブームが巻き起こる事に期
待感を示した。肥薩おれんじ鉄道は鉄道の
活性化と地域振興を図りたいとしている。
屏東線は高雄―枋寮間、南廻線は枋寮―台
東間をそれぞれ結び、営業距離は合計で約
160キロメートル。南廻線の一部区間は南
東部の海沿いを走るため、車窓から海と空
がつながる絶景を眺めることができる。締
結式は熊本県水俣市の水俣駅前で行われ、

台鉄の張政源局長と肥薩おれんじ鉄道の出
田貴康社長が協定書に署名した。なお、台
鉄と姉妹関係を結ぶ日本の鉄道業者は、肥
薩おれんじ鉄道で22社目。

肥薩おれんじ鉄道
（写真提供：中央社、台鉄）

Jun.24 味全ドラゴンズ、台湾プロ野球に19年半ぶり復帰
台湾食品大手、頂新グループが保有す 階」と明言を避けた。
る球団「味全ドラゴンズ」がこのほど、台
湾のプロ野球リーグ、中華職業棒球大連
盟（CPBL）に正式に加盟した。同球団は
1999年12月に CPBL を脱退しており、
約19年半ぶりの復帰。これにより CPBL
は5球団体制となる見込み。加盟会見では、
頂新和徳文教基金会創設者の魏応充氏と
CPBL の呉志揚会長が正式に加盟合意書を
交わした。魏氏によると「中部・雲林の斗
味全ドラゴンズ復帰
六野球場を訓練拠点」とし、本拠地と球団
（写真提供：自由時報）
運営チームに関しては「話を進めている段

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？

※ 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 。

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。

お問い合わせ先

03-5917-0045
03-5917-0047

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 4-19-4

info@taiwannews.jp
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ド キュメ ン タ リ ー の きっか け

金門島への道②金門島のミミズ料理！
？
文：林 雅行（映画監督）

第七回

TV 局の手違いで金門島取材が 「作品を作りたい気持ち」はおさえられない。
ドタキャンになった。コーディネー TV 番組では TV 局から製作費がでるが、自
ターやホテルはキャンセル。航空運 主製作のドキュメンタリーは国の助成金とか
賃もだが、
キャンセル料が発生する。 スポンサーがつかないと製作資金は自ら調達
これは弊社が負担した。口頭契約 することとなる。
でも発注したのだから契約は成立だが現実に
映画にした場合の採算性もある。台湾の
は下請け製作会社は泣くしかない。自虐的に 中でも金門島は特別。日本統治時代も金門
その旨を TV 局の CP に伝えると「別の次の 島（馬祖島も）は清国の一部であり、日中戦
企画の時に考慮するから」という。
「まぁ、い 争時に金門島は日本軍が侵攻し占拠した島
いか」と思ったところ数日後、番組自身が年 であった。国共内戦の激戦地であり中国と対
度末で終了すると連絡が入った。泣きっ面に 峙する台湾にとって最前線の島である。
蜂である。前回の原稿を見た読者から「キャ
台湾本島に住む人にとっては、なじみの薄
ンセル料は？」
と質問されたので記した。
い疎い島であった。また当時、日本人は年
さて金門島の呉増棟さんへの連絡だ。年 間 200 人ほどしか足を運ばない島であった。
末の忙しい時期に撮影依頼をしていたのだか 日本人にとっても「遠い島」である。そんな島
らお詫びして
「年が明けたら伺いたい」
と話す。 を題材に映画を製作しても興業的に成功する
翌年（2011 年）１月、私は金門島に呉さ のかという不安はよぎる。しかし湧きでる製
んと話すために訪れた。私は一つの決心をし 作意欲は抑えきれないのはいつものこと。
ていた。呉さんのドキュメンタリー映画を製
呉さんに会い映画製作は時間がかかり何
作したいということだ。先行する「老兵挽歌」 度も撮影することなど製作手順を説明する。
はほぼ仕上がっている。その完成、試写を 職人は集中したいときに映像製作の人間が
前に次作に取り組むのは無謀かと思ったが、 来て指図されるのを敬遠する人が多いし、呉

日本法律停 ‧ 看 ‧ 聽

さんは何度も海外の TV 局の取
材を受けた経験があったが短い
ニュースでしかない。長編ドキュ
メンタリーなので時間と手間をと
らせることになると話をした。
「大
丈夫だよ」と呉さんの返事。そし
て会食になった。呉さんおすすめ
の海鮮料理の店に行く。
「信源海
産店」が屋号。
金門島は1992 年まで戒厳令
下にあり夜間外出は禁止、海岸
線は地雷源になっていて漁は制
限されていた。だから海は汚染さ
れておらず近海は海産物の宝庫
といえた。中でも店と呉さんのイ
チオシは、写真にある「ミミズ」
。
ではなくホシムシという海産無脊
椎動物。漢字だと星虫。ホシムシ
の口が星の形をしているからだと
いう。浅い海の砂泥の中からニョ
キっと出ている。長さは10 〜 20
センチ、幅は１センチ位。日本で
も採れるし世界各地に生息するら
しいが私は初めてであった。ニラ
やネギと炒めたり、蒸して食べる。
見た目と違ってサッパリして美味し
い。
海産といえば金門の牡蠣は、
小粒で身がしまり臭みがなく、塩
と胡椒で炒めるだけで OK。大
量の牡蠣を使ったオムレツは絶品

である。
さて呉さんである。金門島の歴史、とり
まく国際環境を理解するための資料収集と
併行して、撮影前のペン取材を初める。
呉増棟さんが生まれたのは1957 年 12
月。その７ヵ月後に823 砲戦があった。そ
の後も警報が鳴ると家族で防空壕に入り、
一夜をすごしたという。湿気が多く、幼児
には非健康的でよく熱をだす子だったらし
い。祖父は大陸の厦門で鍛冶屋を営んで
いたが父の代になって金門島に移り住んで
きた。
呉さんは8 人兄弟の三男で小学生の頃
から父の仕事の手伝いをしていた。父の後
継のはずの長兄が 30 代で若くして亡くなり
呉さんは、兄の子の世話をし、兄弟姉妹
を支えて来たのであった。中国軍の砲弾を
包丁にするアイデアを思いついたのは呉さ
んの父である。改良を重ね金門島名産に
おしあげたのが呉さんであった。
私がロケの準備をして金門島へ向かうの
は５ヵ月後のことである。
（続）

住 房 反 向 抵 押 貸 款

《本專欄內容由黑澤事務所提供》

最近在銀行等金融機關裡，常常能聽到名為「住房反向抵押貸款」的商品，這到底是什麼樣的商品
呢？本次專欄將針對「住房反向抵押貸款」的運作機制、優缺點及使用上須注意事項的部分進行簡
單的說明。
住房反向抵押貸款的運作機制
˙具有擔保抵押能力的住房進行抵押權
的設置，便可在一定限額內重複貸款。
˙債務人尚在世時的每個月的還款金額
僅限於利息的部份。債務人去世後，該
抵押物件金進行拍賣，並使用該拍賣所
得來償還本金。
˙ 常見的金融機關貸款，像是房屋貸
款、商業貸款等使用方式被限定的商品
為多數。但住房反向抵押貸款的資金使
用方式則是包含了較多生活資金等較自
由化的情形。
因為只要償還房產抵押借款的利息便
可取得借款，對於擔心養老金不足的高
齡者來說是非常有人氣的金融商品。

但住房反向抵押貸款並非萬能的，以
下將針對優缺點的部分進行說明。
住房反向抵押貸款的優點
˙住房不拍賣也可以取得貸款(可繼續於
該住房居住，無須搬家)。
˙從晚年的生活資金型態開始，資金的
用途更加廣泛。
˙收入方面的條件相對寬鬆(僅有養老金
收入也可以受理)
住房反向抵押貸款的缺點
˙有不動產價值的下滑、利率的上升及
壽命長壽化的三大風險。
˙需要法定繼承人的同意
˙能與金融機關簽訂契約的區域及住宅
是有限制的

住房反向抵押貸款使用注意事項
住房反向抵押貸款是以住宅進行抵押的
一種融資制度。使用此抵押貸款方式時，
雖然也是有將住房直接賣掉可得到的現金
較多的情況，但當您沒有繼承人或是無需
將住房留給繼承人時，可以藉由此制度享
有在習慣的房子裡的同時有效利用住房的
擔保價值。對籌措老後生活的資金有幫
助，因此此制度被廣泛的關注著。
即使同樣是住宅反向抵押貸款 ，商品的
內容及條件會因金融機關不同而有各種差
異。關於上述的優缺點部分，請於購買前
仔細研究，方能活用此產品。
(本文作者：吉田浩之 黑澤事務所所長)

無量壽佛♪♪ 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）

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

㊸

連載
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松田義人
（deco ／編集者・ライター）

台 湾 の 軍 事 演 習 を 体 験 し た！

ブザーとともに、突如スマホに表示されたプレジデンシャルアラート。

マを運転していましたが、ある交差点に差し
突然スマホから耳慣れないブザーが！ 掛かったとき、自動車やトラック数台が、まる
で氷ったように停まっていました。
2 年という結構長い制作期間を経てなん
「何か事故でもあったのかな？」と思い、そ
とか刊行に至った拙著『台北以外の台湾ガ のまま通り過ぎようとしましたが、警察官にも
イド』
（亜紀書房）
。台湾ブームで多くの日 のすごい剣幕で停車を命じられました。指示
本人が台湾旅行をするようになったのは、 に従い素直にクルマを停めたのですが、警察
おおいに良いことですが、でも、それが台 官はそれ以上何も言ってきません。
北だけではあまりにもったいない！ 台北も 「あれ？おかしいな。どういうことだろう」と
もちろん面白いですが、台湾は台北以外に 思い、クルマから降りて、警察官に話を聞い
もまた違う面白さを持つ地方がたくさんあり てみましたが、中文が不慣れな僕には何を
ますよ……という思いで作りました。
言っているのか理解不能。さらに尋ねようとし
特に、何度も台湾を旅行しているマニアッ ましたが、警察官はきびすを返し、また別の
クな日本人、それと、台湾人の旅行好きの クルマを停車させに行ってしまいました。
方からは、おかげさまで高評価をいただい
ポカンとしていると、やはり交差点で停めら
ています。
れていたバイク2 人乗りの若い女の子が僕の
ただし、一応、僕名義の本ではあるもの ところへやって来ました。どうやら僕が外国人
の、制作にあたっては多くの台湾人、台湾 であることを察し、声をかけてくれたようです。
観光局、各県の政府機関の方の多大なご
彼女たちは LINE を使って、この状況を日
協力があって完成しました。だから、自分 本語で教えてくれました。
「今は軍事演習中だ
としては台湾人の皆さんと一緒に作ったよ から、クルマの運転はダメ。あと数分はクル
うな感覚です。こういった台湾人の協力者 マを動かさず、ここで待っているように」とのこ
の方には、できるだけ直接お礼を言いたい とでした。
……と思い、刊行後すぐに台湾に飛びまし
つまり、この軍事演習は、台湾中の全交通
た。もちろん、制作期間が長かったため、 網を一度ストップさせ、不測の事態が起きて
台湾で羽根を伸ばしたいという気持ちもあ も混乱させず、国民を冷静に行動させるため
りました。
のものであり、その通りに僕のクルマも停めら
5月30日、僕は苗栗の獅頭山勧化堂に れたようでした。
お参りをし、そのままクルマで台中方面へ
後になって、別の台湾人の友人に聞くと、
向かっていたのですが、そのときのことで 「あの軍事演習に従わずに、例えばクルマを
す。自分のスマートフォンから耳鳴れないブ 運転し続けたりした場合は、最大で罰金 15
ザーが鳴りました。見ると、
「プレジデンシャ 万元」
とのことでした。
ルアラート」とあり、
「空襲警報の模擬演習
罰金 15 万元！？ もし、あのとき言葉が
を行う」と、台湾國防部からのメッセージ。 わからず、運転し続けていたら……と思うと、
その直後、苗栗の街中にけたたましいサイ 旅行者の僕はゾッとしましたが、でも、大好
レンが鳴り響きました
きな台湾のルールですからね。旅行者であっ
てもきちんと従わないといけません。大好きな
台湾では特に、戦争なんていう恐ろしいこと
軍事演習に従わないと罰金 15 万元！？
が起きないことを望むばかりですが、政治背
しかし、軍事演習がどこで、どのように 景も含め、こういった状況にあるのも、また台
行われるかを、イチ旅行者の僕はまったく 湾なのだなと思った次第です。
わかりません。よって、そのまま普通にクル
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僑界動態
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國 建 會 夏 季 大 會 改 選
丁 鴻 田 續 任 會 長

▼僑領們與副院長合影

關心日本台商
蔡其昌副院長與關東僑領聚餐
【東京／採訪報導】立法院副院長蔡其昌於
六月九日在訪日行程中，專程以世界台商之
友會會長的身份，透過東京台灣商工會籌
備，與關東地區僑領聚會，除了為僑領們分
析台灣目前的政治狀況，也關心台商在日本
的發展，東京媽祖廟董事長詹德薰、日本台
灣商會聯合總會會長河道台及關東各地僑領
都出席共襄盛舉。
東京台灣商工會會長陳五福表示，蔡其昌
副院長雖然行程匆忙，但是因為他是世界台
商之友會的會長，一直為台商爭取福利，這
次也是特別請大家來聚餐，分享台灣現在的
政治、經濟及國情。陳五福也特別感謝僑領
們的踴躍出席和支持。
副院長蔡其昌表示，在他剛接任世界台商
之友會會長時，就有允諾四年任內亞洲的各
大台商會都要去拜訪，但現在任期快到了，
日本也來過好幾趟，卻一直沒有機會和台商
聚會，因此這次來就一定要跟台商朋友吃
飯。而因為日本是比較先進、有法治的國
家，比較少需要立法院協助，但是像東南亞
的國家就比較需要，同時蔡副院長也預告，
如果有機會想趁立法院今年暑假的休會期

間，邀請多位立委組團來日本與台商交流。
隨後蔡副院長也針對台灣目前的政治經濟
等局勢與僑領們分享，特別是明年的總統大
選，國民兩黨在候選人推派上都面臨到與過
去不同的局面，而情勢也從過去的兩黨競
爭，變成第三勢力像是台北市市長柯文哲的
崛起等，分析得相當清楚明瞭，讓僑領們頻
頻點頭稱是。
日本台灣商會聯合總會會長河道台主持乾
杯儀式時表示，「聽君一席話，勝讀電視轉
播」，很感謝蔡副院長大老遠跑來報告，並
且在短時間內就能讓僑領們了解目前的國
情，日本的台商絕對支持中華民國的政策，
也很感謝立法院每次都會台商爭取優惠政
策，像是回台投資等，特別是僑委會的預算
也保持下來，讓在國外的僑界第二、三代，
甚至是台商本人都能回台灣學習。
在乾杯儀式後，眾人也開始享受美食佳
餚，蔡副院長也很熱情的與僑領們交流互
動，不少人也爭相與蔡副院長合影，現場的
氣氛也十分融洽，在宴會最後的拍手禮儀特
別拍了三下來感謝和歡送蔡副院長

【東京／採訪報導】國建會日本聯誼會於六
月十六日舉行夏季季演講會和會員大會，請
到海洋研究所研究員黃俊揚演講，以「藍色
經濟－聯合國永續發展計畫中台灣的機會」
為題，分析台灣當前藍色經濟的狀況，同時
也進行會長改選，由丁鴻田（德山喜政）和
詹秀娟續任會長和副會長。
會長丁鴻田表示，國建會經過各位理監事
的努力，兩年來會員增加了十六位，其中九
位博士、七位碩士，集結文教法商理工醫各
領域，可以說是最資深的法人團體，再加上
多虧前會長周子秋與僑界交流，也有不少僑
領都會參與活動，而八月份預計出版將近
二十篇五十頁的兩年度報告書，將來也會繼
續招募會員、舉辦活動，希望各位能繼續位
國建會多多參與。
黃俊揚研究員在講座中提到，為了永續發
展，聯合國訂定了永續發展目標（SDGs）
而在台灣做為海洋國家，除了往西方前進
外，其實在東方太平洋地區還有很多發展
空間，雖然不是聯合國的一員，仍然得面對
同樣的課題，不僅成立聯合國永續發展諮詢
委員會，並以２０３０年為期程，研訂「我
國永續發展目標」等，同時也為來賓解惑，
讓眾人了解海洋汙染的嚴重程度、台灣的機
會，以及藉由透過永續發展，如何讓台灣為

世界盡一份心力。
代表處教育組長黃冠超也專程出席，他表
示，「君子與文會友，以友輔仁」，大家平
常都很忙，但還是會利用空餘時間參加演講
會，在自身的專門領域外互相切磋、學習。
六月初日本台灣學會在福岡舉辦大會，但國
建會的學術交流不分彼此，集結老中青三
代，發揮擅長的領域，傑出的表現不比日本
台灣學會遜色，希望將來也能持續優良的傳
統，給予代表處指教幫忙，也幫忙台灣發
聲。
懇親交流會後，國建會也舉辦會員大會，
進行理監事的改選，並由七名理事中選出監
事和正副會長，最後由現任會長丁鴻田、副
會長詹秀娟續任，繼續領導國建會會務發
展。

新任的正副會長及理監事

台灣科學技術協會講座暨會員大會
邀 請 專 家 談 食 安 健 康
立法院蔡其昌副院長與關東地區僑領們聚會

會長劉南強致詞

退輔會主秘楊駕人訪日
慰問 榮 光會同 袍
▼輔會楊駕人主秘訪日慰問榮光會

【東京／採訪報導】台灣科學技術協會於六
月九日在池袋東明飯店舉行「２０１９年度
夏季演講・會員大會」邀請到駐日代表處科
技組組長陳俊榮、南越谷健身會醫院理事長
周東寬進行專題演講，希望透過活動加強台
灣與日本科學技術相關領域的交流，以及提
供給留日的學者、學生們台灣科學技術的最
新資訊。
理事長黃野銀介表示，這次的出席率非常
好，在陳俊榮組長的加持下又多開了一桌，
而最讓他感到欣慰的是，從２０１６年謝長
廷代表參加夏季研討會時，曾超過五十位會
員，但後來兩年因為協會有點努力不足，會
員沒有持續下去，但這次他親自打電話給每
位會員，會員聽到理事長親自打來就直呼溫
馨，但他覺得會員這樣的回饋甚至是重回協
會更加溫馨。
陳俊榮組長以「台灣的食品安全政策與現
況」為題，跟大家分享到近幾年台灣的重大
食安事件，但他提到有時候有些食安問題是
因為媒體誇張報導，以及民眾對食安的不了
解，才會造成恐慌，但這幾年來台灣政府積
極推動「食安五環」政策，從源頭管理開
始，到全民監督食安後，成功重新建立民眾
對食安的信心，檢查的合格率也提生不少。
周東寬理事長則以「增加健康荷爾蒙來預
防和治療疾病的知識」為題演講，他形容疾
病的產生就像是河流一樣，從上游開始就有
抽菸、喝酒、不運動等壞習慣，到了下游以
後就會累積成各式各樣的疾病，但人們可以
從建立生活上一些良好的習慣開始，再加上

減鹽、減糖的食療法，以及像是卡拉ＯＫ療
法等來讓身體更加健康，他也與所有人分享
１０１歲的人瑞醫師田中旨夫的故事。
講座結束後接著就是懇親會和會員大會，
這次的會員大會以三個主題為主，分別為稍
為修改台灣科學技術協會的會章，以及從原
名「中國工程師協會日本分會」改名後，尚
未有個ＬＯＧＯ，因此這次也設計三個ＬＯ
ＧＯ讓會員們做選擇，最後則是開始籌備
十一月於台灣舉行的「中日工程技術研討
會」。

台灣科學技術協會舉辦夏季講座和會員大會

周東寬理事長分享保健康的知識

東京中華學校園遊會
喜 迎 新 生 加 入 大 家庭
【橫濱／採訪報導】國軍退除役官兵輔導委
員會主任秘秘書楊駕人於六月十四日特別前
往橫濱，拜訪中華民國旅日榮光聯誼會，並
設宴慰問海外的同袍，橫濱分處處長張淑玲
與京濱地區各僑領也都專程出席共襄盛舉，
楊主秘也特別感謝大家即使身在海外，心還
是向著祖國，為中華民國努力。
榮光會會長河道台表示，旅日榮光會過去
是以軍校退下來的職業軍人為主，但因為到
海外發展的職業軍人不多，因此改為任何軍
公教人員都能參與，利用這個會凝聚在一
起，為中華民國打拼支持，並發展國家經
濟、傳承文化，這次也很感謝楊主秘一下飛
機就來與大家聚會，希望能透過與主秘的意
見、情感的交流，將我們日本的心聲帶回台
灣。
主秘楊駕人表示，這次他人生第一次來日
本，此行是受退輔會主委邱國正所託，在訪
問塞班島之餘，也到關島和日本拜訪榮光
會，自己從陸軍官校１９８４年畢業起開始

服務至今，看到榮民前輩們將青春花在國家
建設、保衛家園上，年紀長後除了受國家照
顧外，還有飄洋過海到異鄉打拼，但即便在
國外還是願意為中華民國努力，出錢出力、
做好國民外交、配合國家政策發展，真的很
不容易也相當感動，同時也感謝駐外外館對
榮光會的支持。
台北駐日經濟代表處橫濱分處處長張淑玲
表示，日本榮光會是海外第一個榮光會，擁
有相當悠久的歷史，長年以來除了配合退輔
會舉辦活動外，也時常舉辦各種聯誼性活
動，展現出強烈的凝聚力，並且也長期心向
祖國，支持政府和代表處，是代表處最堅實
的後盾，在僑界的服務也是有目共睹。
楊主秘也特別與河會長交換紀念品，並在
名譽會長李維祥帶領眾人乾杯後正式開始，
在歡樂的氣氛中，眾人也紛紛向楊主秘交
流、合影，結束時不僅特別進行三下的拍手
禮儀，還一同高歌《中華民國頌》來歡送楊
主秘。

楊駕人主秘致詞

眾人高唱《中華民國頌》歡送楊主秘

【東京／採訪報導】東京中華學校為了歡迎
新生及轉學生的到來，於六月九日在校內體
育館舉行２０１９年度迎新園遊會，活動由
東京中華學校家長會主辦，除了提供各式各
樣的台灣美食、豐富的抽獎獎品外，也希望
能透過園遊會活動，讓新加入的新生能更快
融入學校這個大家庭。
家長會長張國信表示，從很久之前家長們
就非常注重東京中華學校的園遊會活動，為
了讓學生們有個快樂的回憶，家長都非常投
入園遊會的活動，從四月開始就積極籌辦，
希望讓每個來參加的家長或是小朋友都能玩
得不亦樂乎。
校長劉劍城表示，活動前一天就有很多家
長都很認真在準備要販賣的東西，每年這個
時候他都會很感謝各位家長，因為這是我們
東京中華學校每年最重要的一天，因為這一
天每一班的家長都準備很多好吃的東西，希
望小一新生和轉入生能快樂得度過這一天。
在園遊會的開幕儀式中，學校也特別安排
兩位學生以中日文歡迎新入學的小一新生和
轉學生，還有學生演出熱情四射的啦啦隊和
舞龍舞獅，將現場氣氛炒熱，場邊則是販售

各式各樣的台灣美食，像是小籠包、水煎
包、珍珠奶茶等，甚至還有攤位配合端午節
販售在日本難得一見的粽子，園遊會開始
後，現場也湧入大量學生家長，以及周邊的
住戶，讓東京中華學校變得熱鬧滾滾。

東京中華學校舉行園遊會歡迎新生加入

在日本難得一見的粽子
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日常用品，大到機械、重機、甚至人造
衛星以及火箭零件，都可以在該市覓得
優良廠商。
接著一行又參觀了東大阪市推薦的優
良企業野田金屬工業株式會社，由高齡
超過九十歲的會長野田邦雄親自接待。
野田會長經歷過二次大戰，他將在逃難
時期親手製造的第一個鐵鍋保存至今，
提醒自己不忘初心。該公司捨棄大量生
產，堅持只製造根據顧客需求，量身定
作的金屬製品，是一家沒有銷售部門的
公司，精巧的金屬切割技術，吸引了許
多客戶慕名而來，包括國際藝術大師野
田正明將他的大型戶外金屬藝術作品都
委託該公司製作。關西電視台還頒給他
「隱市人間國寶」的認證書，稱他是日
本匠人精神的代表人物。
結束了內容豐富的企業一日參訪活動
【大阪／採訪報導】世界華人工商婦女企 廳，記錄了大阪悠久的歷史。府廳工作人 後，會員們均表示收穫良多，並期待世
管協會日本關西分會六月七日舉辦企業參 員詳細介紹建築物的由來，並介紹大阪府 華日本關西分會推出更多精彩的台日工
訪活動，參觀大阪府府廳，東大阪市議會 歷年來外國觀光客和外國留學生的成長趨 商交流活動。
以及東大阪市中小企業製造展示中心，並 勢。
第二站是參觀東大阪市市政府及市議
參觀東大阪市優良企業等，活動行程豐
會，由東大阪市市議員野田彰子親自接
富，參加的會員都表示收穫良多。
由俞秀霞會長親自帶隊的世華日本關西 待，除了參觀東大阪市的市議會廳之外，
分會企業參訪團七日上午從會館出發，第 中午一行在東大阪市市政府頂樓的空中
一站是大阪府廳，這棟有近百年歷史的建 餐廳享用豐盛午餐，並且俯瞰東大阪市
築古色古香，當會員進入府議會議場和正 美麗市容，還參觀了中小企業支援基地
對著大阪城的迎賓廳時，均發出驚嘆聲； MOBIO，該基地展示許多優良中小企業產
這棟從大正時代(1926年)保存至今的大阪府 品，東大阪市是中小製造業的重鎮，小至
美麗大方的世華關西分會會員合影
▼世華關西分會會員參觀歷史悠久的大阪府廳

關西僑界動態
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京都華僑總會
歡喜包粽慶端午
▼京都華僑總會舉辦包粽慶端午聯誼會

世華日本關西分會
企業 參 訪 團收獲良多

京都華 僑總 會 會 長 魏 禧之 連 任
將積 極 推 動京都台南締結友好 城 市
待新的一年在魏會長的帶領下，會務持
續發展壯大。
懇親會除了華僑之外，還邀請不少京都
留學生參加，留學生們都很感謝京都華
僑總會對留學生的關照，並且表示很喜
歡京都，希望畢業後有機會在京都就職
工作；懇親會場氣氛融洽，在歡笑聲中
圓滿落幕。

▼京都華僑總會懇親會參加者合影

李世丙處長 ( 中 ) 參加京都華僑總會懇親會

【京都／採訪報導】中華民國留日京都華
僑總會六月五日舉行總會暨懇親會，會中
順利選出下一任會長、副會長及理監事。
會後在台北城台灣料理店舉行懇親會，駐
大阪辦事處處長李世丙、京都市會議員寺
田一博、京都府議會議員能勢昌博、京都
日台親善協會會長小島裕史等貴賓以及京
都華僑及留學生等近七十人出席參加。
會中會長魏禧之眾望所歸，順利連任下屆
會長，並選出四位副會長沈幸齡、安田隆
昌、李秀珠、黃俊清，常務理事劉佳玲以

及六位理事、二位監事。魏會長在懇親會
中致詞表示，新的一年京都華僑總會會繼
續努力作好觀光客和僑胞的急難救助工
作，並期待京都市能夠與台南市順利結成
友好都市，並舉辦友好交流活動。另外面
對明年的總統大選，京都華僑總會將保持
中立，但他個人則鼓勵大家盡量回台投下
神聖一票。
駐大阪辦事處處長李世丙致詞表示，京都
華僑總會一直以來，在日台交流及急難救
助方面貢獻良多，他表示敬意和感謝，期

李世丙處長 ( 中 ) 與華僑合影

李 世 丙 處 長
在大阪日華親善協會發表演說
【大阪／採訪報導】台北駐大阪經濟文化
辦事處處長李世丙六月五日在大阪日華親
善協會活動發表演說，向日本各界友人介
紹台灣現況和台日關係的重要性，內容精
彩，獲得與會人士一致好評。
大阪日華親善協會六月五日在大阪威士
汀飯店舉行令和元年祝賀會，有來自日本
各界的重要人士及台灣僑界代表參加，李
世丙處長應邀就台灣現況與台日關係發表
演說。李處長表示， 台日兩國雖然無邦
交，但是往來交流十分密切，台灣是日本
第四大貿易夥伴，日本是台灣第三大貿易
夥伴，雙方去年貿易往來總額約672億美
元；其中台灣對日輸出約231億美元，日本
對台輸出約 441億美元，可見雙方是十分重
要的經濟夥伴。
在人口交流方面，去年台日之間的往來
人數約680萬人次，其中台灣到日本的旅客
近483萬人次，日本到台灣的旅客約197萬
人次，預測2020年可望達800萬人次。台日

之間的航班不斷增加，目前僅關西機場每 友好和合作，將有助於太平洋地區的安
星期有180班次往來台灣，台灣已經成為日 定和繁榮。
本人暑假出國旅行，以及日本高校修學旅
行最熱門之地。
李處長表示，雖然台灣的面積只有3萬
6千平方公里，人口是2358萬人，但是從
經濟實力來看，台灣並非小國。去年台灣
GDP是6026億美元，排名世界22；貿易總
額5770億美元， 排名世界19；世界競爭力
排名13，世界幸福度報告排名亞洲第1。此
外，台灣也積極參與國際社會，爭取加入
李世丙處長發表精彩演講
重要國際組織；很感謝日本外相河野洋平
日前公開支持台灣加入WHO，也期待在不
久的將來，台灣有機會參加環太平洋連攜
協定(TPP) 。
李處長表示，台灣在明年一月將以公民
投票方式，選舉下一任總統，目前各黨有
意角逐的候選人很多，日本各界也非常重
視這場選舉。台灣和日本一樣，主張民
主、人權和自由等普世價值，台日雙方的
台灣的幸福度排名亞洲第一

【京都／採訪報導】中華民國留日京都華
僑總會六月九日舉行端午包粽聯誼會，台
北駐大阪經濟文化辦事處副處長張永賢，
京都市會議員寺田一博，京都日台親善協
會會長小島裕史等貴賓以及許多京都華
僑、留學生、和日本友人參加。
活動在京都的食文化博物館中的料理教
室紫陽花館舉行，主辦單位特地請來京都
中華料理名店「一之船入」的名廚川崎誠
指導包粽子技巧，以及製作黃金蝦球和回
鍋肉二道菜，會場中笑聲不斷，這次活動
有不少日本友人參加，他們大多是京都華
僑總會開辦的中文學習班成員， 不少人攜
家帶眷前來，大家一起動手包粽，一同體
驗傳統節日端午佳節的熱鬧氣氛。
駐大阪辦事處副處長張永賢致詞時表
示，他前日看了一部電影灣生回家，感觸
良多，日台之間雖無邦交，但是能有如此
深厚密切的交流和感情，大都仰賴民間的

力量，以及文化的吸引力，感謝京都華僑
總會致力於台日文化交流活動，駐大阪辦
事處也會和僑胞共同努力，促進台日友好
交流。
美味的手工粽子和名廚指導的黃金蝦球
和回鍋肉，讓參加者吃得津津有味，京都
華僑總會還安排了賓果遊戲作為餘興節
目，讓參加者度過了一個歡樂的端午佳
節。

京都華僑和日本友人一同學習包粽子

四國華僑總會包粽大會
首度與香川琴平町合作
【四國／綜合報導】配合端午節來臨，四 長告訴大家台灣傳統文化，以及藉由台灣
國華僑總會於五月三十日舉辦粽香飄四國 美食當橋樑，讓日本民眾會更想到台灣觀
的包粽大會，今年已經邁入第四年，同時 光，促進台日友好關係。
也特別首次與香川縣琴平町合辦包粽交流
活動，原本限定三十人，當日卻暴增了許
多人，都想體驗包肉粽的樂趣及品嘗肉粽
的美味。
這次四國華僑總會能與香川縣琴平町合
作，都是多虧在琴平町公所上班的陳芳如
和上島彩會長精心籌備，芳如表示感謝大
家在百忙之中前來參與並感謝上島會長的
辛苦精心備料及當講師敎大家包粽子，讓
包粽大會紀念合影
大家開心的度過有意義的一天。
參加者都能親手體驗包粽子活動，而且
一個人都可以代五顆粽子回家，但在蒸籠
打開的時候，粽味撲鼻香，眾人都不禁食
指大動，紛紛直接撥開粽葉大快朵頤，每
個臉上都掦溢著幸福満足的笑顔。
駐大阪經濟文化辦事處僑務部蔡季頴課
長也遠從大阪特地來赴約，關心四國僑
胞，並貼心的幫僑胞們辦理僑胞卡、邀約
琴平町當地居民到台灣觀光。最後上島會
上島會長教導大家包粽子

洪勝信連任
大阪中華總會會長
【大阪／綜合報導】中華民國留日大阪中
華總會於六月十九日在大阪中華總會文化
中心舉行１０８年度的會員大會及懇親
會，這次會中也進行會長選舉，由洪勝信
連任會長，同時也報告去年決算和今年預
算，僑委會也頒發感謝狀感謝大阪中華總
會積極推動台灣參與２０１９世界衛生大
會。
洪勝信會長表示，大阪中華總會在歷任
僑界先賢的苦心經營下，才創建出今日的
規模與基礎，大阪中華總會的文化中心提
供僑民聯繫情誼場所，同時也舉辦語言交
換會、太極拳、氣功及瑜珈等各式各樣的
課程，他鼓勵會員善加利用，也期盼會員
持續給予新團隊指教。
大阪辦事處處長李世丙也受邀出席會員
大會，他首先祝賀洪勝信連任會長一職，
同時也肯定大阪中華總會舉辦春節祭、成
立關西地區僑界急難救助協會、支持台灣
參與ＷＨＡ、雙十國慶等活動，為台貢獻
良多。希望在洪會長及新理監事團隊帶領
下，繼續支持政府各項政策、凝聚僑心、
增進僑民福祉貢獻心力。
李世丙處長在會中代表僑務委員會委員
長吳新興委頒發感謝狀，感謝大阪中華總

會積極推動台灣參與２０１９年世界衛生
大會，以及會長、副會長就任賀函。會後
眾人也轉移到大東洋餐廳進行理監事聯誼
晚宴，場面氣氛非常熱絡。

李世丙處長致詞

李處長代僑委會頒感謝狀給洪會長
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▼帶有神祕氣息的東方美人作品

▼誠品希望藉此促進台日文學創意文化等交流

旅日畫家 林 葳東京個展
日本首展店
展現東方美 人 氣 息 誠 品 日 本 橋 店 九 月 開 幕
【東京／採訪報導】旅居東京的台灣畫家
林葳於六月十二日至七月八日在東京美國
俱樂部舉辦「 初夏-林葳畫展」，是她繼
２０１７年後，第四次於東京舉辦個展，這
次選定在美國俱樂部是希望除了讓日本人以
外，也能讓更多的外國人欣賞到她的作品，
並透過她的作品感受到文化差異沖擊，再從
中獲得新的啟發。
這次的個展以林葳赴日之後的作品為主，
人物畫為最大宗，除了自畫像外，包括她之
前就讀東京外國語大學的學妹、自己的女兒
都是她的模特兒，另外這次也展出她為了紐
西蘭展覽所畫的作品，作品帶有濃濃的日本
文化，像是女兒節、和服等相關作品。十二
日的開幕式中，台灣文化中心主任王淑芳、
埼玉台灣總會會長紀秋美和林葳多位好友都

專程出席共襄盛舉。
林葳表示，這次能在東京美國俱樂部辦個
展都是歸功於很多人的幫忙，而能在這辦展
很不容易，從兩年前就開始申請，排到今年
才展出，不過能在美國俱樂部展也特別有意
義，因為美國俱樂部聚集各國人士，不僅能
讓日本人欣賞，更多的外國人也都能看到東
方藝術的特色。
展覽的作品中，有幾幅是林葳早期在台灣
的創作，但來到日本後因為文化上的差異讓
她感受到沖擊，像是荷花在台灣代表著品格
高尚、純凈美好等，在日本卻是被視為佛教
的象徵。不過她也將這樣的沖擊化為養份，
讓她在創作上有很大的改變，作品轉變為帶
有神祕氣息的東方美人，因此這也是她選在
美國俱樂部辦展的原因之一，並希望以後有

機會回台當客座教授等，跟大家分享文化
差異給她帶來的蛻變。
因為父親的教導，林葳從小就耳濡目染
喜歡繪畫，擅長人物與花鳥，於２０１０
年赴日發展，攻讀博士學位，於２０１７
年畢業，過去曾在銀座舉辦過三次個展，
今年七月將參加在銀座舉辦的「現在·過
去·未來 3號170点展」，明年七月也預計
配合東京奧運再舉辦一次個展。

旅日台灣畫家林葳

林葳為紐西蘭展覽創作的作品

台灣文化中心主任王淑芳（左二）
、埼玉台灣
總會會長紀秋美（左一）出席開幕式祝賀

【東京／採訪報導】台灣知名書店誠品首次
與日本三井不動產合作，以品牌授權方式進
軍日本，目前預計於九月二十七日在開幕佔
地八百坪的「誠品生活日本橋」，六月十一
日特別邀請媒體搶先體驗，希望日本首店能
成為台日之間文學、文化、創意交流的平
台。
「誠品生活日本橋」將進駐三井
「COREDO室町Terrace」二樓， 佔第八百
坪中有三百坪為書店，並由台灣建築師姚仁
喜設計，其中最受矚目的是以閱讀為核心，
長達三十公尺的「文學長廊」，另外也包括
郭元益、王德傳茶莊、富錦樹台菜香檳等在
內五十個台日品牌進駐。
店內還提供手作體驗，像是玻璃、手染和
飾品小物製作等，特別是誠品松菸的亮點設
施－玻璃工房，誠品生活日本營運主管潘幸
兒表示，在日本因為法規的不同，想在日本
橋的大樓中設玻璃工房很困難，但他們都克
服了種種障礙，相信屆時日本人前來，看到
玻璃工房都會覺得驚艷。
負責選書的謝月貴表示，誠品為了促進台
日文學交流，只要是日本人感興趣，以及已
翻譯為日文的中文創作書籍都會是重點，有
隣堂方面也建議，一開始可以選些圖片佔多
數的中文書，讓日本讀者在看繁體字時不會
覺得有壓力。同時也在研究提供日本地區訂
購中文書籍服務的可行性，以及現有的誠品
會員卡可直接在「誠品生活日本橋」使用。
日本橋是三井不動產的發跡地點，近年來
積極推動日本橋百年再生計畫，過去看中

誠品在台灣的實績，因此邀請誠品合作，
透過其最具優勢的策展力、品牌規劃能力
等，替日本橋帶來具有台灣味的新活力，
同組子公司，並以授權方式由日本書店雜
貨龍頭「有隣（鄰）堂」負責經營。
潘幸兒表示，三井提出日本橋振興計畫
與誠品的精神符合，特別是日本橋為日本
道路的原點、江戶文化的起源、日本商業
發展的發源地，文化氛圍非常適合誠品，
因此答應三井邀請，再加上經三井介紹認
識「有隣堂」後，覺得雙方的精神和品牌
理念很相似，以閱讀人為核心。
有隣堂專務取締役松信健太郎表示，有
隣堂目前在日本有一萬家書店，但礙於出
版業呈現疲憊狀態，銷量下降進而士氣低
靡，因此請來世界最「元氣」的誠品生
活，希望能透過他們的智慧和知識，提
振日本出版業的士氣。而日台感情很好，
也希望藉由此次展店，讓雙方關係更為密
切。

有隣堂專務取締役松信健太郎 ( 左 )
和誠品生活日本營運主管潘幸兒 ( 右 )

文化講座 · 展覽活動資訊 In f o rm a t i o n
( 東京 ) 陶笛台湾音楽コンサート

地點：西鉄グランドホテル
時間：7/12
主催：台湾貿易センター

地點：ホテルリニティ書斎 2 階
時間：7/3
主催：台湾愛好会

（四國）瀨戶內國際藝術祭（台灣出展）

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：台湾文化センター

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

（横浜）
「淬 ‧ 煉」台湾當代芸術展

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：台湾文化センター

（宮城）台湾ライフスタイル商品商談会（仙台初開催）
地點：ウェスティンホテル仙台
時間：7/8
主催：経済部国際貿易局、台湾貿易センター

（東京）台湾企業人材マッチング会 2019
地點：KP ガーデンシティ PREMIUM 秋葉原
時間：7/12
主催：経済部投資業務処

（東京）第 3 回 通信・放送 Week（台灣出展）
地點：東京ビッグサイト 青海展示棟
時間：7/17 ～ 7/19
主催：リード エグジビション ジャパン（株）
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（東京）泰雅心 ˙ 東京情 泰雅學堂2019日本交流公演
地點：錦系町南口広場（7/24）、曳舟台湾文化センター
時間：7/24、7/28
主催：留日台灣同鄉會 世華日本、關西、新竹、花蓮分會、台灣松鶴企經協會、有限会社めいえん

（東京）2019 年 台湾 最新ビジネスセミナー
～日本企業にチャンスを生み出す台湾の AI と IoT 最新事情～
地點：JP タワー ホール＆カンファレンス
時間：7/26
主催：TJPO 台日産業連携推進オフィス

（東京）2019 台湾 MICE 産業説明会及び交流会
地點：ホテルオークラ東京
時間：7/17
主催：台湾貿易センター

（東京）傾聴 日本ブレゲ国際室内合唱団コンクール出発前コンサート
地點：牛込箪笥区民ホール
時間：7/17
主催：台中室内合唱団

（東京）2019 台湾映画上映『2003 年ぼくの旅』
＆トークイベント「台湾映画の " いま " 〜オリジナ
リティと未来へ向けて」
地點：台湾文化センター
時間：7/27
主催：台湾文化センター

（東京）MF TOKYO 2019（台湾企業 8 社出展）

地點：東京ビッグサイト西 1/2 ホール
時間：7/31 ～ 8/3
主催：一般社団法人 日本鍛圧機械工業会、
日刊工業新聞社

台 北 以 外 の 台 湾 ガ イド
本紙で人気連載中の「てくてく台湾旅」執筆者の松田義
人さんの渾身の一冊「台北以外の台湾ガイド」
。初渡航以
来27年間、百回以上台湾を旅した氏が描くコアな台湾ガ
イドでもある。これまで台湾に関する数々の著書を持つが、
本職は編集デザインプロダクションの代表者でもある。
掲載箇所は文字通り「台北以外」の23エリア。台湾北
から南まで300か所以上が網羅されている。当然写真も
ふんだんで、場所、アクセス方法、見所、地図との連動
表記など、
わかりやすくしかも見やすい。
巻末にあるインデッ
クスは地図の表記が大きく、地域ごとに区分されている。
なかでも、著者自らがこだわりのある「生活雑貨」の項
目では、本紙の連載欄でもたびたび登場する
「お買い物品」
が一堂に。台北以外ならではの地方散策の魅力の一つと
して紹介されている。
発刊日：2019 年 6 月15 日
著者：松田義人
発行所：株式会社 亜紀書房
体裁：160 頁 A5 判変形
定価：本体 1800 円＋税

台湾新聞２６7号 読者プレゼント

著者の経験から、
「台湾の入り組んだ歴史、共存する多
民族それぞれの文化や慣習が息づく地方こそ都会では味
わえない静養やバカンスに最適」という。しかも、その地
方を紹介する情報が少ないところに着眼し、
「多く出回って
いる台北の情報を思い切って省いた」とする。しかも「地
方へのアクセスは容易ではない」
としながらも、
「その苦労を
もってしても、台湾の本当の魅力を知ることができる」と力
説する。本書の真骨頂はまさにここにある。貴重なスポッ
トである
「地方巡り」を是非体験してほしいとも。
なお、本書は約二年前から企画したという。きれいな
写真にわかりやすいレイアウト。この本片手に台湾の地方
をぐるりと一周したくなる、そんな一冊には、
「多くの人の協
力者のもとに仕上がった」
と、著者は感謝を表している。

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で1 名様に本書「台北以
外の台湾ガイド」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（7
月中に発送予定）。締切り：7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
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日

地點：台湾文化センター
時間：7/20 ～ 7/21
主催：台湾文化センター

（大阪）台湾 ‧ 大阪日用工芸創作交流展

活動資訊・廣告

全

（東京）赤道上のメイド・イン・タイワン：
蔡明亮・現代台湾馬華映像及び芸術

（福岡）台湾ライフスタイル商品商談会
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（群馬）2019 台湾フェア in 群馬
地點：群馬県庁内県民ホール
時間：7/5 〜 7/6
主催：群馬県台湾総会

（横浜）横浜華僑総会第三十七屆理監事就職披露宴
地點：横浜中華街 同發別館
時間：7/11
主催：横浜華僑総会

（東京）日本中華聯合總會第三十七届第三次会員代表大会、
第三十八届会長選挙、第一次会員代表大会並びに同懇親会
地點：ウェスティンホテル東京
時間：7/13
主催：日本中華聯合總會

（東京）横浜台湾餐飲聯誼会第 12 回納涼会
地點：横浜中華街四五六菜館別館
時間：7/13
主催：横浜台湾餐飲聯誼会

（東京）日本＆台湾ビジネス交流会
地點：表參道ビジネスフォーラム
時間：7/26
主催：日台商務促進会

（東京）台湾フェスタ 2019

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

（愛知）台湾夜市 in 太田川 2019
地點：名鉄太田川駅西 大屋根広場
時間：8/2 〜 8/3
主催：一般社団法人知多娘地域活性プロジェクト
内、台北夜市ｉｎ太田川実行委員会

（東京）東京タワー台湾祭
地點：東京タワー
時間：9/13 〜 9/16
主催：台湾祭実行委員会
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周東寬推動老人健康

▼日本李登輝之友會推出「日台交流基本法」

長輩唱歌跳舞學太極

李友會呼籲台日美加強三方合作
【東京／綜合報導】日本李登輝之友會於五
月二十九日在東京舉辦「日美台安全保障合
作的方向性」國際研討會，並於會中公佈草
擬的「日台交流基本法」草案，內容著重於
維護兩國人民生命財產事項，日本國會議員
石破茂、長島昭久和中西哲均皆樂觀其成。
「日美台安全保障合作的方向性」國際研
討會是由「日美台關係研究所」主辦，成員
以李友會會長、拓殖大學前校長渡邊利夫為
首的友台日本專家學者，這次的參加者包括
岡崎研究所理事金田秀昭、平成國際大學教
授淺野和生等十多名日本學者，美方有國防
部亞太安全事務前助理部長葛瑞森、前美國

國防部日本事務主管詹姆斯奧爾等美國亞
洲事務專家及智庫學者數人參加，台灣則
有台灣智庫副執行長賴怡忠、國防安全研
究院研究員林彥宏與會。
研討會中，多數學者對於最近中國持續
對台灣施加壓力，還以假消息操弄台灣政
情表示憂心，因此在會議結束前，發表共
同聲明呼籲在日美台三方合作，以防備台
灣發生事情的時候。
該聲明中提出六項建言，包括邀請台灣
參加日美共同舉辦的人道性地區海洋安全
保障訓練、日台舉行官方「安全保障對
話」、而在台日安保對話前，先開始日美

台三方的官方安保對話、日本制定「日台
交流基本法」、台灣對日、對美間的協定
或備忘錄法制化、應對中國的對台間諜活
動。
淺野和生也代表李友會在研討會上公布
該會草擬的「日台交流基本法」，共有七
條條文，包括法律上保障台灣人在日本依
法取得、將來取得的權力，賦予日台兩協
會處理雙方交流事項各種協議的法律基
礎，賦予台灣駐日機構法人資格，以及駐
日職員準外交官身分和豁免權，在情報共
享上，授權日本政府在有必要時可對台灣
政府提供必要情報。

台南市烹飪商業同 業公會 訪日

盼 發 掘 商 機 交 流

▼台南市烹飪商業同業公會一行拜訪新發田市市長二階堂馨

台南市烹飪商業同業公會理事長李日東

【新潟／綜合報導】台南市烹飪商業同業
公會在理事長李日東、常務理事王勇添、
以及多位會員朋友、近三十家業者的參與
下，一行於五月二十七日起，前往新潟進
行六天的友好交流拜訪考察。
此次規劃了相當豐富的行程，包括拜訪
新潟知事、興發田市市長的官方行程，也
安排參訪了如：菊水酒造、日東企業、栗
山米果、佐藤食品以及此次積極協調安排

豐富行程的Hard off等當地多家知名企業。
發田市二階堂市長積極推廣興發田農產
品，２０１８年在烹飪公會理事長李日東
以及總部位於該市的Hard off 二手商品連鎖
集團社長山本善政聯手引薦下來到府城台
南進行友好交流及農產品推廣，也因此結
下了深厚情誼。
身為台南烹飪公會、同時也是台灣連鎖
加盟促進協會理事長的李日東，長期致力

推動台日民間友好交流活動，此次帶領
近三十家會員企業到新潟考察，亦是希
望雙方的互動連結能更進一步。
拜訪過程中，台南市烹飪商業同業公
會一行感受到日本企業在行程安排及接
待等等的細節上都非常的謹慎用心，烹
飪商業同業公會表示，此行目的就是為
了讓來訪的團員們都能賓至如歸，這
也是民間外交互動交流最難能可貴的地
方，期待藉由這次的行程，能夠促成更
多的商機交流，農產品的持續推廣、台
南直飛新潟的航班等，這些都是非常有
可能的商機，未來更會持續努力。

台灣 荔枝 再 銷日本
業 績 可 望 達七 千公斤
【東京／採訪報導】去年成功將荔枝送往
日本的上銀科技今年再次與中興大學合
作，於六月二十四日在東京半島飯店舉辦
推介會，經過保色、防失水技術的「台灣
頂級生鮮荔枝」再度呈現在日本媒體和業
者，雖僅在線上訂購系統銷售，但仍預估
今年業績有望上看七千公斤。
會促成台灣荔枝銷售日本，全歸功於台
灣的工具機大廠上銀科技，之所以會跨行
賣荔枝，上銀科技董事長卓永財表示，他
時常到日本出差，但是在日本吃到的荔枝
都是黑色外殼或果肉脫水的，跟台灣的荔
枝不一樣，因此希望能將台灣荔枝銷往日
本，目前的技術已經將保鮮期延長到三十
天，未來可望達到四十天的保鮮期，對外
銷會有很大的幫助。
上銀贊助中興大學教授謝慶昌和林慧玲
帶領的團隊，經過三年的時間研發出「保
色、防失水技術」，讓本來保鮮不易的荔
枝經過蒸熱殺菌和冷藏後，外殼還可以維

持鮮紅的色澤，如此一來即便身在日本也
能享用到鮮美的荔枝。
卓永財也提到，這樣的做法也是拋磚引
玉，希望能有更多台灣農業結合高科技
術，不讓工業專美於前，他也願意用荔枝
銷日做為示範，並透過產官學合作，把台
灣農業打造成高質化的區塊，才能有效的
提高年輕人返鄉務農的意願。
不過今年台灣荔枝面臨到冬季低溫不
足、乾燥，開花率極低，以及受到椿象的
影響，產量與去年相較減少了七成，但看

今年台灣荔枝銷日可望達七千斤

準去年日本反應熱烈，銷售超過兩千公
斤，因此上銀仍持續到日本行銷，預估
今年可望達到七千公斤。
貿協東京事務所主任陳英顯表示，
台日貿易交流最重要的功能不僅是買
賣東西，而是一種品味美好生活的「提
案」，希望藉此讓日本民眾了解台灣有
那麼好吃的東西，並進一步吸引他們直
接到台灣品嚐，而為了讓荔枝在日本有
更好的通路，有規劃邀日本大型通路商
到台灣的產地考察、試吃、洽談。
陳英顯也提到，台灣農產食品在日本
大受歡迎，去年銷日成長１６％，今年
到五月為止又成長了１６％，除了芒果
之外，他也希望香蕉、鳳梨和荔枝等能
再加強，特別是明年東京奧運期間，有
幾千萬外國旅客聚集東京，要趁機那段
期間行銷台灣的農產食品、加工食品和
製造業，提升台灣的形象。

【埼玉／採訪報導】為了促進老人們的健
康，以及鼓勵他們與人群互動，健康之友會
「ふれあい」於五月三十一日舉辦第十八屆
健康祭，安排許多歌唱演出及講座，其中特
別請到駐日代表謝長廷教導自創的《流體太
極》，民眾直呼看似簡單的動作，實際上卻
很難做到。
健康祭固定一年舉辦兩次，今年已經邁入
第九年，活動從一早開始就有歌唱活動、吟
詩、氣功等，包含多位專業歌手代來歌的饗
宴，下午則是從歌舞表演開始，帶動所友人
一同跳舞，接著由駐日代表謝長廷進行演
講，以及教導自創的《流體太極》，最後則
是由田中旨夫醫師與周東寬醫師以健康相關
的主題進行演講，現場吸引不少長輩參與，
氣氛非常熱絡。
謝長廷代表提到，流體太極跟一般的太極
不一樣，一般的太極是功夫，流體太極是從
套路拳架解放，隨興自然，依身體狀況而
動，如行雲流水，但當中還有圓行運轉、循
環、陰陽互根，以及欲左先右，所以以太極

為名。過去謝代表曾在臉書上示範，這次雖
然有現場示範教學，但讓民眾直呼看起來很
簡單，做起來很困難。
周東寬醫師表示，健康祭的目的主要是要
讓長輩們可以出來活動，讓他們的生活有目
標，也想趁這次機會傳達給長輩們知道，真
正的健康就是要活動身體，而且也能透過活
動交朋友，讓長輩們不會感到寂寞，甚至是
擔心發生問題時孤單一人，大家都可以互相
幫忙。

周東寬醫生高歌一曲

台灣喔熊與阪神虎將合體
為甲子園台灣日加油
【神戶／綜合報導】台灣虎航與台灣觀光協
會大阪事務所、阪神甲子園球場合作，於六
月十九日、二十日在甲子園球場舉辦「台
灣日(台湾デー)」活動，今年已經邁入第四
年，活動邀請到台灣歌手，以及台灣虎航網
紅「虎將」、台灣觀光大使「喔熊」為球賽
應援。
活動兩天由台灣觀光協會大阪事務所所長
陳冠竹及台灣虎航董事長張鴻鐘接續進行開
球儀式，更邀請到台灣當紅人氣樂團宇宙人
主唱小玉、台灣創作才女黃小玫共襄盛舉，
一同參與見證這台日熱絡交流的時刻。而台
灣虎航網紅「虎將」也首度在甲子園登台
亮相，與好夥伴「Kuroro」、台灣觀光大使
「喔熊」一起來為球賽應援！
「台灣日(台湾デー)」以台日交流為出發
點，再加上今年是大阪事務所設立二十週年
慶，為感謝所有球迷對台灣一直以來的支
持，今年球場周邊攤位活動格外豐富，六月
十九日有宇宙人的講座見面會，分享音樂創
作及私推的台灣景點，還有來自中華職棒四
隊的甜美啦啦隊員與當地球迷互動拍照。
活動中在台灣虎航攤位拍照打卡上傳個人
ＳＮＳ，即贈送精美小禮，其他攤位則可品
嘗到蔥抓餅、炸雞排、乾拌麵及珍珠奶茶冰

等充滿台灣味的美食。值得一提的是，神戶
市六甲山觀光設施更特別運來三噸的人造
雪，宣傳其「真夏之雪祭」活動，冰涼的白
雪景象也為炎熱的夏日帶走不少暑氣。
除了以設攤形式宣揚台灣旅遊特色外，台
灣虎航今年更邀請所有球迷來進行賽事預
測，若完全猜對六月二十日的贏球隊伍、雙
方比分差距及阪神虎隊的全壘打支數，就有
機會獲得大阪關西或岡山出發的來回機票，
共計送出十張；而兩天也大方送出高達一百
張大阪關西出發的來回機票給到球場觀賽的
球迷，期望延續台灣日的美好氛圍，歡迎更
多當地民眾搭乘台灣虎航來親自感受台灣濃
厚的人情味並品嘗在地美食。

台灣虎航董事長張鴻鐘 ( 左一 )、大阪辦事處
處長李世丙 ( 中 )、大阪事務所所長陳冠竹
( 右二 ) 造訪台灣日 ( 台灣虎航提供 )

京 都 台 灣 話 教 室
促 進 日 台 文 化 交 流
【京都／採訪報導】一個周六的午後，在京
都世界遺產稻荷神社附近的一座公寓樓中，
意外地傳出朗朗台語聲，原來這裡有個面向
社區開放的台灣話教室，在ㄧ群熱心的京都
華僑的支持下，默默耕耘了十多年，為宣揚
台語文化及促進日台交流作出許多貢獻。
現任校長是律師暨僑務委員張雅孝，講師
是李惠卿老師。該教室成立於２００３年四
月，創辦人是台灣醫師陳世澤，曾任相思會
會長，陳醫師在行醫的過程中，發現來看病
的台僑第二代，幾乎都不會講台灣話，覺得
有需要傳承和發揚台灣文化，因此邀請了幾
個友人，包括王輝生醫師、高輝陽教授、華
山拓明醫師和張雅孝等人，一起開辦台灣話
教室，由陳世澤醫師擔任第一任校長，高輝
陽教授擔任第一任講師。前幾年陳醫師身體
不適，由華山拓明醫師擔任第二任校長，現
任的張雅孝是第三任校長。
目前學生有二十多位，學員以日本人居
多，還有幾位台灣留學生。講師李惠卿老師
講課十分輕鬆風趣，其日本夫婿久保耕治是
退休高中教師，相當熱愛台灣文化，出版過
台灣文化的研究論文，夫妻都對發揚台語文
化十分熱心。
日本學員的學習態度相當認真，提問踴
躍，只見大家跟著老師學習有趣的台灣俗
語，例如「鴨仔聽雷」，意指「聽無」；還
有「墓仔埔放炮」， 意指「驚死人」，課
程中笑聲不斷。 李惠卿表示，學員個個都

很優秀，還有學員找出早期日人出版的日台
語辭典，作成光碟送給校長和老師，讓她十
分感動。
京都華僑們十多年來，一步一腳印，默默
為宣揚台灣文化貢獻心力。張雅孝表示，他
們的目標是在三年後，在京都建立一個台灣
文化中心，透過學習台灣話，恢復並保存失
落的母語，讓更多日本人和僑胞，有機會學
習台灣文化，增強日台間的文化交流。

台灣話教室上課風景

台灣話教室學員們與張校長和李老師合影
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▼ 日本大道院純陽宮舉行祈天賜福三日大法會

日本大道院純陽宮年度大法會

信 徒祈天賜福保平安

日總參訪本栖寺

【山梨／綜合報導】日本台灣商會聯合總會
於六月十五日、十六日在山梨石和VIEW飯
店舉行第七屆第二次理監事聯席會議，日本
六大商會成員齊聚一堂，探討會務發展，第
二天則造訪佛光山本栖寺等點，眾人對於河
道台總會長和團隊的安排非常滿意，也一同
期盼會務能蒸蒸日上。
這次的議程中，除了會務和財務報告外，
為了即將到來的亞總理監事會，眾人針對過
去一直沒有明立的亞總和世總理事提報資格
規定討論，為了避免浪費名額，也會要求理
事全勤出席，同時日總執行團隊也允諾會爭
取更多名額，讓更多日本的台商參加，幫助
日總發揚光大。
另外會中有也討論第七屆理事會榮譽職、
諮詢委員及資深理事聘任案，以及日總會長

交接應徹底執行，包括交接遵循事項、移
交款項金額等事宜，前一任監事長要負責
監交。會議結束後，日總團隊也安排了懇
親會，慰勞長時間開會的理監事們，眾人
載歌載舞、把酒言歡，讓現場氣氛變得熱
鬧滾滾。
第二天在日總團隊的安排下，前往佛光
山本栖寺禮佛，監院如愷法師特別親自接
待，並與大家分享能透過三好做為行佛的
準則方針，以及提倡素食，常住也以大
師所著的《貧僧有話要說》、《迷悟之
間》、《獻給旅行者的３６５日》和三好
四給繪馬作為智慧伴手禮，希望大家在日
生活平安喜樂，為僑民服務。
河道台總會長也感謝大家這次踴躍參與
第二次理監事會，並提供許多寶貴的建言

觀光局盼在「 東 北 絆 祭 」期 間 加 強 日 本 民眾 對 台 印 象

▲

觀光局深入日本東北有成
來 往 人 數 航 班 創 新 高
【仙台／綜合報導】日本仙台從今年四月
二十五日、七月十六日起，與台灣的航班
中，樂桃、長榮增班為每日飛航，下半年仙
台每週將有十九個航班往來台灣，遠東航空
飛秋田、福島兩地也從三月三十日、四月四
日起改為長期包機，屆時日本東北地區運能
增加，讓台日交通變成更加便利。
仙台是東北第一大城，所在的宮城縣每年
約有三萬人前往台灣，為開拓東北客源，觀
光局已連續多年在仙台七夕祭期間，前往仙
台車站辦理推廣活動。
今年五月三十一日除了在仙台車站舉辦
Roadshow活動外，也同時在仙台機場舉辦
台灣特色的祥獅祥龍獻瑞、電音三太子、鑼
鼓等傳統民俗表演，傳達台灣文化魅力，現
場還進行有獎徵答及台灣觀光資訊分享等活

動，拉近與民眾的距離。
交通部觀光局東京事務所鄭憶萍主任表
示，本次另一個重點推廣活動是將首次參加
六月一日至二日的「東北絆祭」祭典踩街遊
行，台灣代表團將擔任先行隊伍，以三太
子、舞龍舞獅的「龍神之舞」祈求福島等東
北六縣安泰幸福民安，如福島之名「福到」
一樣，幸福到來。
而「東北絆祭」原名為「東北六魂祭」是
東北地區為重振311震災，特將東北地區知
名祭典如盛岡三颯祭、山形花笠祭、福島草
鞋祭、仙台七夕祭、青森睡魔祭、秋田竿燈
等六大祭典齊聚一堂，是合力振興當地觀光
的重要新興慶典。
鄭主任也提到，該祭典於2011年起每年輪
流於東北六縣舉辦，今年再次回到福島縣福

讓日總能走向更健全和團結、和諧，也感
謝鄭玉蘭會長安排住宿活動，讓大家有賓
至如歸的感覺，並全程陪同。

監院如愷法師特別親自接待

島市舉辦，預估將再吸引30萬以上的民眾
到場欣賞。台灣是第一個參與的外國隊
伍，不僅將成為本次參加團體中的亮點，
更可一口氣增加在東北六縣的曝光宣傳機
會，可說是推廣觀光、招攬旅客的絕佳機
會。
鄭主任說，觀光是平台、是載具，本次
活動首次與日前在農委會見證下，與旗山
果菜運銷合作社簽署合作契約的日本通路
商合作，要在仙台、福島二地三場活動的
台灣觀光局攤位發送3,000根香蕉，推觀
光的同時兼負台灣農特產品的推銷，要將
台灣最好的觀光景點及優質農特產品讓更
多東北的民眾知道。
曾參與晴空塔台灣觀光fair、世大運開
幕的「台北慶和館醒獅團」於五月三十日
至六月三日前往日本東北的仙台、福島地
區進行推廣活動。在台日間交流日趨熱
絡的氛圍下，觀光局希望能帶給日本民眾
深刻的印象，再加上台灣相較其他國家
有「親近感、安心安全、距離短、交通便
利、美食美景」等旅遊優勢，長期以來都
是日本民眾出國旅遊的首選目的地之一，
讓下半年的旅客成長，再次突破來台人
次。
觀光局也提到，去年訪台的日本旅客約
197萬人次，創下史上最高紀錄，更一舉
拿下黃金周、暑假、新年假期人氣度第一
名的三冠王寶座。今年四月日本黃金週10
連休，單月訪台日客人數達16萬6,364人
次，成長30.85%，為今年赴台目標注入一
劑強心針。

▲

「Time for T a i w a n 」隊 伍

舞團在札幌的街道上踩街

觀光局率團赴札幌

推

廣

小

【札幌／綜合報導】日本一直以來都是赴台
旅遊的主力市場，為了擴大客源，交通部觀
光局周廷彰副局長於六月六日至十日，帶領
台南應用科技大學舞蹈系學生赴北海道札
幌參加「第二十八屆YOSAKOI ソーラン祭
り」。在宣傳台灣小鎮文化特色和魅力的同
時，也推動台日青年的交流。
觀光局為了參加日本地方知名祭典宣傳
台灣觀光，以及推動台日青年交流的角度
切入，因此鼓勵台灣優秀表演團體組成

鎮

魅

力

「Time for Taiwan」隊伍，共同赴日參加擁
有二十八年歷史之北海道夏季重要大型觀光
活動—「YOSAKOI ソーラン祭り」，結合
傳統宗教活動中的「娘傘」、「舞龍」、
「跳鼓」及「老背少」等，以活力、熱情舞
出台灣傳統藝陣之美，在北海道街頭重現臺
灣小鎮文化特色與魅力。
「Time for Taiwan」隊伍配合交通部觀光
局「２０１９小鎮漫遊年」及日本市場宣傳
主軸—「Meet colors!台灣」，團員們身著色

彩繽紛的服裝，在台灣傳統音樂旋律下，
揮舞龍頭、團扇及客家花布元素的大旗、
油紙傘等道具，體現「文藝台灣」、「多
彩台灣」、「活力台灣」。
這次的演出，台灣表演團隊在大會舞台
定點表演及於札幌市區人潮聚集處如大
通公園、JR札幌車站南口等地遊行踩街
外，同時也前往當地老人院進行慈善義演
人文關懷。
札幌是北海道道廳的所在地，也是日本
人口第五大都市，目前已有華航、長榮等
多家航空來往北高。透過來自南台灣舞蹈
系學生們的台灣傳統藝陣演繹，與其他
近300支參演團隊互相切磋交流，促進年
輕世代相互認識學習，並運用台灣「年輕
力」讓參加祭典的隊伍及近200萬名的日
本國內外旅客留下深刻印象，吸引更多日
本旅客來台體驗多樣小鎮魅力。（資料照
片提供：觀光局）

【千葉／採訪報導】宗教法人日本大道院純
陽宮於六月一日至六月三日舉行祈天賜福三
日大法會，今年台灣的中華玄門總會也特別
率領一百多位信徒志工一同參與，希望透過
法會讓民眾能替家人消災、招福，再加上日
本過去一年多災多難，盼能祈求今年國泰民
安。
法會從第一天開始進行接神祝壽儀式、開
斗火、七星科儀等，包括僑務諮詢委員黃宗
敏，東京媽祖廟董事長詹德薰，世華日本分
會會長林裕玲，台灣新聞社社主錢妙玲等多
位僑領、信徒都從專程從東京、千葉等地前
來參拜，香取當地的首長、民代等也都會固
定參加。
文宣會長林茂博表示，純陽宮每個農曆月
的初一，十五日堆會舉行團拜，新年和這次
活動是每年都會固定舉行兩大法會，目的希
望讓信徒們可以祈求平安，也替家人消災、
招福，以及幫忙信徒浄車，淨身等，同時也
準備了供品超渡無形眾生，讓他們能早升極
樂，往生淨土。

玄證會長表示，法會也會準備素食供信徒享
用，一方面是幫助信徒不要與眾生結怨，一
方面是讓信徒有機會品嘗到素食，因此餐點
上都會特別花費心思，不僅是準備各式各樣
的台灣素食料理，也希望能讓信徒在品嘗完
後，能發自內心的喜歡上素食。而今年的法
會時間剛好時逢端午節前夕，除了一般常見
的壽桃、粿之外，也特別準備粽子讓信徒帶
回家。

七星科儀

時逢端午節，廟方也準備粽子讓信徒帶回家

祝壽儀式

不少僑領信徒皆前來參拜

12

綜合

2019 年 7 月 1 日発行（毎月第 1 月曜日発行）No:267

▼「GUABAO 刈包」是由一群二十多歲的年輕人一同創立

▼走進館內能感受到聲光與時空結合成的藝術

東京數位藝術博物館滿周年

吸 引 ２３０ 萬 人 造 訪

一解鄉愁
道地台灣刈包飄香池袋
【東京／採訪報導】對遠赴國外打拼的遊子
來說，要能吃到家鄉味非常困難，在池袋就
有間專門販售刈包的「GUABAO 刈包」，
是由多位二十幾歲的年輕人創立，不僅是實
現他們的開店的夢想，也是將台灣的經典美
食刈包重現在日本，讓台灣人能一解思鄉
愁，也讓日本人發現台灣不一樣的美食。
走進位於池袋的「GUABAO 刈包」，就
能聞到陣陣的滷肉香，店內在主打刈包的同
時，也販售茶葉蛋、香腸、古早味紅茶的。
而「GUABAO 刈包」的刈包除了肥嫩不柴
的五花肉外，台灣最經典的香菜、酸菜、花
生粉都加在其中，鹹甜融合的滋味完整的重
現台灣的刈包。
副店長王音筑表示，會選擇主打刈包，是
因為他們在留學時，從跟朋友聊天中發現大
家都有在日本開小吃店的夢想，再加上台灣
美食有很多種，討論要從哪一個方向開始著
手，而且還要能讓日本人接受的口味，才知
道彼此都喜歡台灣滷肉，因此最後決定選擇
刈包。

店長鄭觀泰提到，刈包在台灣叫做「虎咬
豬」，諧音有「福咬住」留住福氣的意思，
而早期的台灣人都會在節慶的時候將肉夾到
刈包，並加入許多小菜，變得像金元寶一
樣，然後再分送給親朋好友，象徵著將福氣
分享給其他人，這剛好跟他們開店的理念一
樣，希望將福氣分給在日本的異鄉遊子，也
將好味道分享給日本人。
王音筑說，日式滷肉和台式滷肉差異很
大，日本多以柴魚片、味醂為主，台灣則是
重視中藥材，因此花了不少時間找尋日本人
能接受的中藥材。鄭觀泰也說，在這部份遇
到蠻多挫折，拜訪過好幾間中藥材店，才找
到日本和台灣人都可以接受的，而酸菜也都
是從台灣進口自己來調味，再加上日本很難
吃到的花生粉，剛好是日本人會喜歡的鹹甜
口味。
為了呈現台灣最簡單、最道地的味道，
「GUABAO 刈包」店內的香腸機、飲料都
是從台灣搬過來，古早味紅茶也是使用台灣
的茶葉，鄭觀泰表示，台灣的茶葉喝完的餘
韻會有咖啡的味道，考慮到營養成分，店內
也是用蔗糖而不是使用糖精，是希望提供給
民眾更健康、安心的餐點。
在日本創業面臨最大的困難往往都是資
金，「GUABAO 刈包」多虧一群志同道合
的夥伴一同出資，才克服這項問題，但大家
之前都是學生，缺乏實作經驗，身邊也沒有
資源，鄭觀泰說，過去放假回台灣時，都會
到北中南的刈包店拜訪，觀察他們的操作和
滷肉的調味，過去這期間為了調味就試了上
美味的刈包飄香池袋 百斤的滷肉。

台 灣 留 學 展 開 跑
日本學生詢問不斷
日本學生數逐年都在成長，
且成長速度快，目前共有
九千一百九十六名學生在台
灣讀大學，就讀的科目領域
相當廣泛，從文科、理科、
國際關係等都有，到台灣學
華語的學生也很多，是現在
市場的重要趨勢之一，希望
每年都能到日本舉辦留學說
明會，跟日本多一點實質的
交流，互相學習、觀摩，特
別是台灣的大學都非常優
質，大多都以人為本的教育
台灣的大學專程赴日為學生介紹留學相關事項 環境，能讓日本學生感受到
【東京／採訪報導】台日近年來關係良好， 舒服、溫馨、友善的環境，進而引領到台灣
讓不少日本學生都想赴台攻讀大學，為此日 留學的風潮。
本台灣教育中心從六月二十日起舉辦四場台
東京中華學校副校長劉秋美表示，今年東
灣留學展，其中第二場於二十二日在東京中 京中華學校的二十四位畢業生中，就有十位
華學校舉辦，除了中華學校的學生外，不少 回台就讀大學，每年回台的人數都有在成
日本當地的高中生在家長的陪同下前來詢 長，很感謝陳執行長帶領各校教授老師來日
問，希望能一圓台灣留學夢。
宣傳，不僅本校學生會參加，東京附近的學
留台的日本學生畢業後不僅能具備中、 生都會前來。而東京中華學校身為地主，擁
日、英三種語言能力，回到日本也都能找到 有地利之便，希望學生能在這次的留學展中
知名集團的工作，因此讓台灣留學在日本逐 了解台灣各大學，對他們的升學都很大的幫
漸開始流行起來，今年的留學展出展學校包 助。
括台灣大學、成功大學、高雄餐旅大學、淡
淡江大學在很早期就開始招收國外學生，
江大學、世新大學、長榮大學等十九所學 經過很長一段時間努力，目前已有來自
校，主辦單位也開放中華學校以外的學生參 七十六國、兩千名外籍生，其中日本學生有
與，吸引不少人前來。
五、六十位，每年人數也逐漸成長中，而到
日本台灣教育中心執行長陳小雀表示， 淡江的日本學生大多都會就讀日文、國企、

鄭觀泰也說，開店前拜訪了很多日本和
台灣前輩，也下了很多功課，但是在食材
取得和食物上的操作真的很不容易，多虧
有友盛貿易的鄭尊仁社長提供食材管道相
關的資源，以及寶貴的意見，才讓他們能
順利開店，真的很感謝鄭社長。
鄭觀泰提到，在異鄉的遊子要吃到價錢
實惠的家鄉味蠻困難，也沒有什麼時間能
自己煮，因此提供刈包時，不僅只當成商
品，而是提供真正的台灣味，當他看到前
來購買的台灣人感激他們提供家鄉味時，
讓他相當感動。而提供給日本人時，每項
餐點都代表著台灣，因此都要很用心製
作，不會希望店做得多大，只希望能做到
最好。
王音筑也說，大家都不是專業，不論是
攝影師還是美編都是第一次嘗試製作跟飲
食相關的，但「GUABAO 刈包」就是年
輕人的平台，提供交流的機會，節合自己
的專長，互相依靠，一起努力打拼的感
覺，就像一家人一樣。

【東京／採訪報導】位於東京台場的森大
廈、藝術團隊「teamLab」聯手打造的數位
藝術博物館於六月二十一日屆滿開幕一周
年，一年來吸引高達兩百三十萬的遊客參
訪，特別是五月美日第一夫人造訪後，外籍
遊客更是上升不少，室長杉山央也特別對台
灣媒體表示，歡迎台灣朋友一起欣賞聲光與
時空結合成的藝術。
數位藝術博物館企畫營運室長杉山央表
示，這一年來已吸引來自一百六十國、兩
百三十萬名遊客前來觀賞，與東京國立博物
館、石川縣金澤二十一世紀美術館等日本知
名場館進場人數相當，算是日本的頂級紀
錄，遊客半數都是外國人，美國占２７％、
澳洲占１０％。而面對即將來臨的２０２０
東奧，杉山希望吸引更多遊客來體驗以「無
界」為概念的數位藝術博物館。
數位藝術博物館內各展區都有非常特色，
沒有特別規劃參觀路線，讓遊客自由體驗藝
術，像是「燈之森林」展區有類似台灣平溪
施放天燈的美景，而只要遊客站到燈旁邊，
燈光就會逐漸變亮，進而傳達到兩旁的燈，

呈現出共振的感覺。另一座茶屋「EN TEA
HOUSE-幻花亭」，可付費品茶體驗滿滿的
禪意，茶杯端上桌時，杯中會因為燈光的照
射，浮現出花朵，並無限盛開，讓遊客把
「無界」的世界喝入腹中。
而館內的作品依季節更換，像是「地形的
記憶」展區，展現出日本里山地景，水田景
觀會隨著季節變換，像是綠油油一片的夏
季，或是紅葉和金黃稻穗搭配的秋天，另外
也展示日本古典文化、浮世繪、漢字等意象
的作品。像是江戶時代中期的知名畫家伊藤
若沖的畫作「鳥獸花木圖屏風」、「樹花鳥
獸圖屏風」意象的數位藝術。
「teamLab 」是一群東京大學和東京工業
大學的學生於２００１年創立，包含藝術
家、工程師、CG動畫師、數學家、建築師
與網頁設計師等專業人士，利用電腦和投影
機以聲光製造出如夢似幻數位裝置藝術，打
造全新型態的數位藝術，並強調藝術「無
界」，作品和作品、作品和鑑賞者、自己與
他人之間均無邊界。teamLab也在台灣、美
國、歐洲、東南亞舉辦過巡迴展。

館內也有類似平溪天燈的美景

官方希望讓遊客體驗無界的藝術

台 灣 夜 市ＩＮ 赤 羽 首 登 場
現場還有販售台灣傳統飲料

外交領域國際關係等科系，在日文系中不
僅成為華語教師，也能從了解日文語法與
中文的差異中，培養自己的翻譯能力，在
國企系則有全英文的教育，讓學生可以同
時兼具中日英三種語言能力。
成大國際學生事務組副組長梁蘊真表
示，成大今年是第五次參加，很感謝台灣
教育中心，提供機會給台灣各大學，讓大
家能到日本宣傳，打開台灣的大學在日本
知名度，而在成大各國外籍生都有自己的
學生會，會輔佐國際學生事務組照顧學
生，也會安排接待義工，協助外籍生解決
剛到台灣可能會面臨的生活問題，讓他們
能專心在課業上。
梁副組長也提到，日本學生對台灣的大
學的印象大多集中在北部，不過近年來也
越來越多日本高校組團到成大參訪，也希
望能藉此讓日本學生認識南部學校，進而
提高來南部讀書的意願。
長榮大學入學服務處綜合業務組組長歐
薇蘋表示，長榮近年來在東南亞國家的招
生情況相當穩定，為了讓東北亞的學生有
機會到台灣就讀，因此參加留學展，比起
去年第一次參加，今年的詢問次數增加不
少，而為了銜接日本的教育制度，學生畢
業後到台灣開學之前，長榮有推出華語教
室供學生提前學習中文，以便他們能適應
開學後的生活。
就讀日本當地高中的學生小野田彩乃目
前已計畫前往長榮大學就讀，一、二志願
分別為航管系和翻譯系，她表示，因為過
去媽媽曾經在台灣生活，所以曾到台灣待
過一陣子，當時留下非常好的印象，得知
可以到台灣就讀大學後就很想在台灣完成
學業，後來看到長榮的介紹時，就非常在
意這間學校，在考慮將來的工作時，就覺
得要有幫助就一定要讀長榮了，才下定決
心選擇長榮。

盼 推 廣 夜 市 文 化

現場吸引不少民眾到場

【東京／採訪報導】日本首次的台灣夜市於
六月一日至二日在赤羽舉行，集結各式各樣
的台灣美食，包括雞排、小籠包在內，看起
來與一般的台灣祭大同小異，但日台夜市委
員會會長李昌宏不僅對食物的口味非常要
求，同時也想推廣台灣的夜市文化，以及報
答北區的幫忙之恩。
過去的台灣祭大多以東京鐵塔、上野、代
代木等地聞名，這次在西赤羽商店街連合會
主辦，日台夜市委員會承辦，首次以台灣夜
市為名的活動於赤羽舉行，時間也配合夜市
的名稱，一路到晚上九點才結束，除了常見
的炸雞排、小籠包，現場還販賣鐵板麵、雞
肉飯，以及日台夜市限定台灣茶啤酒，活動
中還安排了各式各樣的表演、講座，以及台
灣電影的放映等。
日台夜市委員會會長李昌宏表示，會想舉
辦這樣的活動純粹是因為自己喜歡吃雞排配
珍珠奶茶，並想將這些美食分享給更多朋友
一起享用，再加上日本沒有夜市文化，日本
的夜生活都是居酒屋等大人的世界，所以很
希望將夜市文化引進到日本，因為在台灣夜
市是老少咸宜的場所。

不過一般台灣祭都是為了努力宣傳台灣，
促進台日交流，但在台灣夜市卻還有另一層
面的意義，李昌宏提到，當初五年前來到北
區創業時卻四處碰壁，但好在有區公所等協
助，讓他能順利創業，因此才決定在赤羽舉
辦台灣夜市，回饋當初獲得的恩惠給北區的
民眾。
李昌宏也提到，這次活動從零到有得到了
許多人幫忙，像是東京商工會議所北支部越
野會長、日台文化交流基金錢妙玲會長、北
區的各大商店街等人的幫忙，才能讓他推廣
台灣夜市的夢想跨出第一步，也希望未來有
朝一日能看到夜市在日本盛行。

炸雞排

