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台湾台北市の現職の市長柯文哲氏が7月
31日、新党「台湾民衆党」の結成を準備し
ている事が関係者より明らかになった。新党
の設立大会は8月6日に開くとみられ、台北
市庁舎で8月1日、「国会進出は確かにわれ
われの一つの目標」と新党結成について説明
した。さらに、新党結成と総統選出馬の関
連性について、「私個人が総統選に出馬する
かしないかは重要ではない」としながら、「ど
うすれば台湾は良くなるか、台湾の人々がよ
りよい福祉を得られるのか、これこそがわれ
われが考えなければならない」と、国会進出

が優先であるとした。なお、世論は柯氏が
2020年1月の総統選へ「出馬するのではな
いか」と見ており、その是非を問われると「総
統選の出馬に必要な署名集め実施の登録締
切日は9月17日。それまでに届出しなけれ
ば不出馬ということ」と説明し、「9月上旬が
最終決定の時期になるだろう」と述べ、正式
表明は控えた。

柯氏を巡っては、国民党内の予備選で韓
氏に敗れた郭台銘（鴻海精密工業前会長）
とタッグを組むのではないかとの見方も出て
いる。「郭氏とはまだ会っていない」（柯氏）と

明かしたが、郭氏の経営能力は高く評価し
ており、さらに、資産家である事に対して「政
権運営が国外の利益に影響するかの懸念を
説明する必要がある」としている。

台湾台北市の柯文哲市長が8月6日、
新政党「台湾民衆党」の結党大会を台北
市内で開き、2020年1月の立法委員
選挙に「候補者を擁立する」と明らかに

した。なお、総統選に出馬するかは明言を
避けた。
「政治文化を変える責任を果たす」と、党

主席に就任した柯氏は力説。与党民進党と
最大野党の国民党の二大政党による現在の
権力争いが「外交や経済での苦境をもたらし
ている」と指摘して「政党ではなく、台湾の
利益を追求する」と訴えた。柯氏は外科医
師であり、政治については素人とする姿勢が
無党派層や若者の人気を集めた。加えて、
台湾政治の第三極の形成を目指しており、9
月上旬をメドに総統選に出馬するか明らかに
するとしている。しかし、世論は「新党結成
は出馬に向けた動き」との見方が多勢を極
め、さらに、鴻海精密工業の郭台銘前董事
長と連携するのではな
いか、とその動向を
注視している。

なお、鴻海の
郭氏が結党大会
に出席するかが注
目されていたが、
祝花贈呈のみ
で欠席した。
郭 氏 は
先

の国民党の総統選候補者を選ぶ予備選で
敗北。国民党を離党して無所属から出馬す
るとの見方も出ている。柯氏は勢力拡大へ
郭氏との連携を模索しているとされるが、先
行きは不透明。柯氏と郭氏ともに総統選に
出馬する意欲があり、連携すればどちらか
が支援に回らざるを得ないため、交渉が難
航しているとの見方も出ている。総統選は再

選を目指す民進党の蔡英文総統と、国
民党の韓国瑜高雄市長の一騎打

ちと見られていたが、柯氏と郭
氏の動向次第で三つ巴に変
動する可能性がある。

一方、この日柯氏は対
中政策についての言及は
なかった。しかし「両岸
一家親」（中国と台湾は
1つの家族）などの一連
の発言から中国に近いと
みられている。

柯文哲市長が新党の結党大会を開催
～郭氏は欠席

柯文哲市長（写真提供：自由時報）
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米国、 台湾に F16戦闘機売却へ  8500億円規模

　台湾政府はこのほど、8月16日に米ト
ランプ政権が台湾へのF16戦闘機売却を
承認し、議会に通知した事を受け、総統
府や国防部、外交部が同19日、それぞれ
感謝を表明した。関係筋によると、総額
は約80億米ドル（約8500億円）。米が
戦闘機を台湾に売却するのは1992年以来
27年ぶり。トランプ政権は今年7月にも
M1A2Tエイブラムス戦車や携帯式地対空
ミサイルなど約22億米ドル（約2300億
円）相当を台湾に提供する有償軍事援助
（FMS）案を承認しており、台湾との連
携を強めて中国をけん制する狙いがある
とみられる。

　これにより台湾総統府は、新型戦闘機
の獲得により台湾空軍の戦闘力が大幅に
強化されるとし、トランプ政権が台湾の
安全保障を重視している姿勢に感謝を表
した。また台湾国防部は、この売却案が
できるだけ早く米議会の同意を得られる
よう期待を寄せた。さらに台湾外交部
は、F16売却は台米の安全保障における
パートナー関係の緊密さとさらなる向上
を十分に表すものだとした。
　なお、台湾国務省の高官は8月20日、
売却決定について「台湾が十分な防衛力
を維持できるよう支援するものだ」と強
調した。さらに中国側が「主権侵害で

内政干渉だ」と反発しているのを念頭に
「『一つの中国』を尊重する米国の対中
政策に変わりはない」と述べた。

　中国政府はこのほど、米政権による台
湾への新型戦闘機「F16V」売却の承認に
反発した。これを受けて8月19日、台湾
の対中国政策を所管する大陸委員会が報
道資料を発表。「北京当局が台湾海峡の
緊張を高めている張本人」との認識を示
し、「台湾の自己防衛能力向上や平和維
持に対してとやかく言う権利はない」と
反論した。
　中国外交部の耿爽報道官は同19日の午
後、台湾への戦闘機売却を取りやめるよ
う米に要求。やめなければ自身の利益を
守るため、必要な措置を取るとした。中
国の対台湾政策を担当する国務院台湾事
務弁公室の馬暁光報道官は報道資料で、
蔡英文総統や民進党政権が｢米の手先とな
ることをいとわず、高いみかじめ料を米
に納めている｣と批判した。
　一方、台湾大陸委員会は、台湾が中華
人民共和国の一部であった過去はこれま
でにないとの立場を改めて示し、台湾は
中国の圧力に決して屈しないと強調。中
国側に対し、台湾海峡や地域の緊張を高
める行為をやめるよう訴えた。

▲F16戦闘機（写真提供：自由時報）

M1A2T エイブラムス戦車（写真提供：自由時報、歐新社）

▲結党大会の様子（写真提供：自由時報）

米からの台湾へ戦闘機売却で
中国政府が反発
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の李亜梅さんが「中国側のボイコットが2
～3年で終われば賞の公正性や地位に影
響はない」と分析。しかし「5～10年続く
ようであれば影響は必ず受ける」と話した。

金馬奨は台湾で1962年に創設された
映画賞で、今年で56回目を迎える。世界
中の中国語、華人映画を対象としており、
中華圏で最も名誉ある映画賞の一つに数
えられている。今年は10月1日にノミネー
ト作品が発表され、11月23日に授賞式
が行われる。

金馬奨への中国の映画や関係者の参加
見合わせを発表した渦中の8月15日、中
国の映画監督、チュウ・ユーのドキュメン
タリー映画「少年問道」が参加を取り止め
ない方針を表明したが、その後の同17日、
チュウ監督が短文投稿サイトのウェイボー

（微博）で同賞への応募を取り下げたこと
を明らかにした。当初は授賞式前に開か
れる映画祭期間中の訪台を期待し、台湾
の映画人や道教信徒と交流したいと考えて
いた。

なお、チュウ監督はウェイボーで「国家
電影局の規定に固く服従する」とし、「私と
私の作品は金馬映画祭への参加を取りや
め、不参加を取り下げることはない」と表
明。自身が有名人ではないため、「参加取
りやめの情報が人々の目につかなかった」
と弁明し、それにより「多くの人にデマを
拡散され、インターネット上に暴力があふ
れるなどし、身の安全が危険にさらされた」
と訴えていた。

鉄道の社長となった河合賢一氏は、就任
以来、運転本数や新駅を増やすなどの積
極経営を行い、沿線の通学生や病院に通
う高齢者などに大いに歓迎されている。ま
た線路の枕木のオーナーになってもらう「ま
くらぎオーナー制」や列車内のつり革の
オーナーになってもらう「つり革オーナー
制」の導入で、地域の人 と々つながりを深
めている。また今年3月より、ＪＲ九州の「七
つ星列車」の対抗策として、豪華列車を投
入して直方から行橋までの3時間半を食事
込み14800円で楽しんでもらう「ことこと列
車」を運行させ、乗車率90%という好業
績を上げている。

こうした基盤の上に、平渓線沿線で人
気の高いランタンフェスティバルを持ち込
み、国内はもとより、台湾からもさらに多く
のお客様に来ていただこうというのが今回
のアイディアだ。その１つの方法が、直行
航空便を利用してこの地を訪れる人に平成
筑豊鉄道のレールパスを発行でもある。逆
に、鉄道会社が割引航空券を発行すると
いう。

飛行機や鉄道の利用者に博物館や地元
のお店の優待券を提供し、歴史や文化を
説明するボランティアを募る。炭坑節まつ
りなどで一緒に踊る。そしてこの空に台湾
からも提供をお願いして数百個のランタン
を飛ばすなど、歴史と地域の特性を生かし
た顕在的・潜在的なリソースをパッケージ
化して新しいサービスを生み出すことが話
し合われ、それぞれがその実現に向かって
関係先と折衝の努力をすると約束した。

中華圏映画の祭典「第56回ゴールデン・
ホース・アワード」（金馬奨）に今年、中国の
映画関係者が参加しない見通しである事を8
月7日、中国の国家新聞出版広電総局の機
関紙が報じた。この理由について中国の対
台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室

台湾の近代化に大きく寄与した石炭のまち
田川市。道路やビルの建設に欠かせないセメ
ントを供給した香春町。「筑豊」と呼ばれるこ
れらの地域で平渓のランタンを飛ばせば、北
九州～桃園を結ぶ直行便や姉妹提携してい
る台鉄・平渓線と平成筑豊鉄道が提供して
いる相互サービスなどとの相乗効果で日台の
交流がさらに盛り上がると期待される。

陳忠正総領事 ( 台北駐福岡経済文化辦事
處處長 ) が8月15日に訪問した筑豊の町は
台湾と縁が深い。日本統治時代の1918年
には、三井鉱山と台湾の顔家が共同で基隆
炭鉱を創業し、田川炭鉱 ( 三井田川鉱業所 )
の技術者が大勢台湾へ渡った。終戦後日本
人が引き揚げた後も炭鉱を介した両地の交
流が続き、2016年には田川市の石炭歴史
博物館と新北市の新平渓煤鉱博物園区 ( 炭
鉱博物館 ) が友好館協定を結んでいる。こ
れに続いて2018年5月には、台鉄・平渓線
と平成筑豊鉄道が姉妹縁組を締結。同10
月からは北九州～桃園空港間にスターフライ
ヤー社が毎日一便の定期便を開設した。

これに日本の観光客にも人気のある平渓
線・十分の天燈 (ランタン ) 上げを組み合わ
せれば、「日台の一体感がさらに深まるのでは
ないか」とのアイディアが陳総領事の筑豊訪

の龍明彪副主任は、
「台湾の現在の政
治情勢などがさまざ
まな問題を引き起こ
す」とした。

これを受けて台湾
行政院の報道官は
同7日、 台 湾 への
制裁だとしたら誤っ
た行動だと中国を非
難。金馬奨不参加
によって「損失を被
るのはもちろん台湾
ではない」と話した。

なお、金馬奨へ
の参加の是非につい
て中国の映画関係
者は「業界内では長
く議論されていた」
と話し、来年1月の
台湾総統選挙にも
言及し、さらに昨年
起きた「舞台上で政
治的な発言」なども
懸念材料とし、台湾
人の反中感情が高
まることを憂慮して
いるとの見方を示し
た。また中国側の関
係者は、不参加によ

る影響拡大について「映画交流の中断を意味
するものではない。一時的な見送り」と回答
している。復帰の時期も「また話す」としてい
る。

一方、台湾側は中国の金馬奨不参加への
影響について、ベテラン映画プロデューサー

問を実現させた。
陳総領事が最初に訪問した田川市役所で

は、二場公人市長と佐々木允県会議員が市
と県の両方の立場から台湾との交流の現況
と将来への意気込みを語った。香春町の筒
井澄雄町長は、日台交流の夢とともに、セメ
ントの原料である石灰でコーティングした強
い紙や廃プラスチック問題に対処できる買い
物袋の生産工場の誘致構想などの新しい取
り組みを披露された。次に訪れた田川市石
炭歴史博物館では、森山沾一館長と福本寛
主任 ( 学芸員 ) から炭鉱を通した田川市と台
湾の深いつながりについての説明を受けると
ともに、山本作兵衛の炭鉱画を見学した。ま
た、そこに中国語の説明員が常駐している事
に感銘を受けていた。

最後に訪問した平成筑豊鉄道では2018
年5月に台鉄・平渓線との間で技術協力や
お互いの利用客へサービスを提供している。
台鉄平渓線は台湾屈指の炭田といわれた菁
桐坑開発のために敷設した専用鉄道が前身
であり､ 平成筑豊鉄道は田川炭鉱から八幡
製鉄所や若松港などへの石炭輸送のために
開設された。「石炭輸送」が両者誕生の共通
点だ。

民間のサラリーマンから公募で平成筑豊

二場公人田川市長 ( 上の中央 )、
筒井澄雄香春町長 ( 下の右から4人目 )

を訪問した陳総領事一行

▼湾外交部光華雑誌及び株式会社スターフライヤーの提供写真を合成

中 国 、 今 年 の 台 湾「 金 馬 奨 」
参 加 見 送 り

平 渓 の ラ ン タ ン を
「 筑 豊 」の 空 に 飛 ばした い

台湾行政院農業委員会の茶葉改良場は8
月6日、台湾在来種を利用した品種「台茶
24号」を会見で発表した。茶葉改良場の羅
士凱副研究員によると、台湾で栽培される茶
葉の多くは、中国大陸から導入した茶葉を利
用して育種したもの。しかし、この「台茶24
号」は19年の歳月を費やし、10人を超える
研究者らがリレー方式で携わり、台湾在来
種を使って育種に成功した。台湾南東部・
台東県延平郷泰平の山間部で台湾の在来茶
を調査し、マーキングの実施から始めた結果、
30種類以上の在来茶を発見した。そのうち
5種類を選び、さらに厳選して育種したのが

「台茶24号」だった。
茶葉の品種「台茶24号」と、この茶葉を

産出するチャノキ（茶の木）の品種「台東永康
１号」は、これまで発表された「台茶シリーズ」
の品種では唯一となる台湾在来種のヤマチャ

（山茶）の茶葉とチャノキの品種であり、こ
れにより、台湾在来種のヤマチャの歴史に新
たな１ページを刻む事となった。
「台茶24号」は、その外観が台湾西部に

生息するヤマチャと異なるほか、DNA の面
から見ても異なるグループに属する。台湾原
生ヤマチャの変種の一つとされ、氷河期時

代から生き残る植物に属すると見られている。
氷河期時代から生き残り、何らかの理由で
陸封され、現在では限られた場所でのみ生
息する台湾固有種のタイワンマスと似ているこ
とから、台湾茶葉界の「タイワンマス」と称さ
れる。

さらに、茶葉改良場によると「台茶24号」
は紅茶や緑茶への加工が可能で、特に紅茶
に関しては、600グラム当たり2,000～4,000
台湾元（約6,700～13,000日本円）の高値
で販売される日月潭産の紅茶にも劣らない品
質だという。日月潭産の紅茶がフローラル、
フルーティな香りがするのに対し、「台茶24
号」から加工した紅茶は、キノコやアーモンド、
コーヒーといった独特の香りがすることから、
地域の特色を打ち出した茶葉製品になると期
待されている。なお、「台茶24号」から加工
した緑茶は、さわやかなブンタンの香りが特
徴だという。

また、「台茶24号」に含まれるカフェインは、
茶葉100グラム当たりわずか2グラム。一般
の台湾茶のカフェイン含有量（100グラム当
たり2～4グラム）の中では、低含有量に属
するため、お茶を飲むと眠れなくなる人など
に適しているという。2年後の商品化も目指す。

▼台茶24号（写真提供：自由時報）

「 台 茶 2 4 号 」が
1 9 年 か け て 育 種 に 成 功

ポケットモンスターのゲーム及びカードゲー
ムの世界一を決める公式大会「ポケモンワー
ルドチャンピオンシップスが8月16日、米ワ
シントン D.C. で開催された。世界50カ国・
地域から選手が集まる中、中華民国の国旗
を羽織って決勝に臨んだ呉比くん（10歳）が
ビデオゲームのジュニア部門で優勝した。

ポケモンワールドチャンピオンシップスは

年に１度開催されるポケモンゲームの公式大
会。台湾から参加した呉比くんは、初戦から
順調に勝ち進み、ビデオゲームのジュニア部
門で優勝。台湾人としては初の同大会優勝
者となった。

ポケモンワールドチャンピオンシップスはビ
デオゲーム部門、カードゲーム部門、ポッ拳
部門の3部門があり、さらに年齢別にジュニ
ア、シニア、マスターの3部門が設けられてい
る。呉比くんは決勝でイギリスの選手 Teddy 
Frenchくんと対戦した。優勝した呉比くんに
は、ピカチューの優勝カップと賞金１万米ド
ルが贈られた。台湾人がこの大会で優勝す
るのは初で、台湾のネットユーザーやポケモ
ンゲームの愛好家たちは「台湾版サトシ（サト
シはアニメ『ポケットモンスター』に登場する
男の子）」と、その快挙を称えた。

呉比くんは台北市（台湾北部）の再興小学
（＝小学校）に通う3年生の児童。担任の
林栄君先生によると、呉比くんはゲームのた
めに学業をおろそかにすることなく、国際大
会に出場することを目標に、努力して英語を
学び、学校の成績も伸びている。「ゲームをす
るからといって、子どもが悪くなることはない」
と林栄君先生は話していた。

ポ ケ モン 大 会 で
台 湾 人 初 の 1 0 歳 男 児 が 優 勝
▼呉比くん

（写真提供：自由時報、呉比くんの家族）

唯一の中国の参加映画
が再度取り下げ

▼第56回金馬奨のポスター（写真提供：中央社、金馬奨執委会）
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現在、日本では空前の「タピオカ入りドリ
ンクブーム」が巻き起こっている。これを受け、
台湾のタピオカ製造業者らは日本向けに生産
を本格化する動きが出ている。

日本向けの輸出は今年に入って急増してお
り、台湾の業者は高値で売れる日本市場に
商機を見出している。

台湾行政院農業委員会の統計によると、
台湾の今年1～6月のタピオカ（でんぷんか
ら製造したフレーク状、粒状、真珠形、ふ
るいかす状その他これらに類する形状のタピ
オカ粉およびその代用品）の日本向け輸出量
は4552トンに上り、前年同期（587トン）の
約7.8倍となった。月別にみると、昨年5月

に100トンを超えて以降、ほぼ右肩上がりに
上昇し、今年5月には1000トン台に乗った。
今年7月の日本向け輸出量は米国を上回り、
国・地域別で最も多い2028トンに達した。

台湾のタピオカ製造業者によると、今年4
月以降、海外からの注文が激増しており、中
でも日本からの需要が最も大きいという。以
前は月1、2日を日本向けの生産に充ててい
たものの、需要の増大によって現在では週4、
5日分の生産能力を日本向けに割り当ててい
る。その反動で国内向けの生産は週1日にま
で減ったという。多くの業者が台湾国内の受
注をストップさせ、日本向けの供給に全力を
注いでいるという情報もある。

▼ 台湾の今年1～6月のタピオカの日本向け輸出量は前年同期の約7.8倍となった（写真提供：中央社）

日本向けの生産を重視させる背景には、
「価格の高さ」であると業者らは指摘する。
統計では、今年1～6月の日本向け輸出
額は1トン当たり3095米ドル（約33万円）
で、全体平均の1845ドル（約19万4000
円）より7割ほど高い。日本現地での製造
より人気があるのは台湾産だという。

なお、業界関係者によると、台湾メーカー
のタピオカ生産能力は年間9万トン。関
係者は、台湾にはタピオカミルクティーの
成熟したサプライチェーンが整っている上、
経済規模も大きいため、他の国が真似を
することは難しく、短期的には取って代わら
れることはないだろうとの見方を示している。

台湾行政院院会は8月22日、新たな国民
身分証として「数位身分識別証（New eID）」
の導入を決めた。2020年10月より導入す
る。周辺環境の整備次第で国民身分証に加
え、運転免許証や健康保険証の機能も搭載
する。ゆくゆくはスマートフォンに情報を取り
込み、カードの携帯を不要とする。
「数位身分識別証」は、従来の国民身分証

（＝ IC チープが搭載された ID カード）と自
然人憑証（＝政府機関のオンラインサービス
で使用する公的個人認証カード）」の2つの
機能を持ち合わせたものになる。当面は運転
免許証や健康保険証の機能は搭載しない。
カードの素材には、熱可塑性プラスチックの
一種であるポリカーボネート樹脂（PC）を使
用。多層構造により、剥がれ落ちたり色褪せ
たりすることがなく、カード表面の個人情報
はレーザー彫刻を施す。IC チップに個人情
報を保存し、偽造防止機能を強化したものと
なる。

なお、カード正面には所持者の顔写真、
氏名、統一編号（＝ ID ナンバー）、生年
月日が記載される。裏面には婚姻状態が記
載される。カードに記載する個人情報を最
小限に抑えることで、プライバシーを保護
する。また、カード上方には中華民国（台
湾）の国旗のロゴと、「中華民国国民身分証」

台湾労働部は8月14日に開いた「基本工
資審議委員会」で、2020年1月1日より最
低賃金を引き上げる方針を固め、同15日、
台湾行政院がこれを正式に決定した。月給
の最低賃金は現行の2万3,100台湾元（日
本円＝約7万7,000円）から2万3,800台
湾元（同約7万9,333円）となる（引き上げ
率は3.03％）。時間給の最低賃金は現行の
150台湾元（同約500円）から158台湾元（同
約527円）と引き上げられる（引き上げ率は
5.33％）。

台湾労働部は、月給の最低賃金引き上げ
により恩恵を受ける労働者は約183万2,600
人と推計。このうち本国人は136万7,100
人、外国人労働者が46万5,500人だとい
う。月給の最低賃金引き上げにより、労働
者、雇用者（使用者）、政府の年間負担額は
それぞれ約5億7,700万台湾元（同約19億
2,300万円）、91億9,300万台湾元（同約

と「REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN） 
IDENTITY CARD」の文字が入る。

一方、新たなカードに搭載されるIC チッ
プのデータは2段階に分けて保護される。１
層目は本籍地住所（村、里、鄰までの情報）
を読み取ることができ、2層目は氏名、統一
編号、生年月日、本籍地、役別（＝兵役義
務の終了有無等）の情報が登録される。これ
は、身分証番号の下6ケタを入力しなければ
読み取ることができない機能。3層目は配偶
者の氏名、両親の氏名、出生地、性別、写
真が登録され、カード所持者が設定した6
～8ケタの暗証番号を入力しなければ読み取
ることができない。4層目は「自然人憑証」機
能の部分で、カード所持者が設定した6～8
ケタの暗証番号を入力する必要がある。5層
目は国際民間航空機関（ICAO）標準の「旅
行証」機能の部分で、国内の税関で使用す
る。

新たなカードのサンプルは来年公開し、同
9月までにカード発行システムを完成させ、
10月より順次更新を受け付ける。必要経費
として48億台湾元（約162億日本円）を計上。
2023年3月までに全国2,359万人のカード
更新を終える予定。また、実際の更新状況
を見て、旧カードの失効日を公告する。

306億4,300万円）、5億1,800万台湾元（同
約17億2,600万円）の合計約102億8,800
万台湾元（同約342億9,300万円）増える
事になる。労働者の負担額は労働保険や健
康保険などとなる。

また、時間給の最低賃金引き上げにより恩
恵を受ける労働者は約48万3,300人。労
働者、雇用者、政府の年間負担額はそれぞ
れ約3億2,200万台湾元（同約10億7,300
万円）、60億3,600万台湾元（同約201億
2,000万円）、3億7,800万台湾元（同約
12億6,000万円）の合計約67億3,600万
台湾元（同約224億5,300万円）増える。

これにより、来年1月1日より労働者、雇
用者、政府の年間負担額はそれぞれ8億
9,900万台湾元（同約29億9,600万円）、
152億2,900万台湾元（同約507億6,300
万円）、8億9,600万台湾元（同約29億8,600
万円）増加する事となる。

▼新たな国民身分証の発表会（写真提供：自由時報）

夏休み最後の日曜日8月25日、陳忠正・
駐福岡台湾総領事 ( 台北駐福岡経済文化辦
事處處長 ) 一家四人がキャナルシティ劇場を
訪れ、上演中のディズニーミュージカル「ライ
オンキング」を観賞した。これには家族そろっ
てのお楽しみという意味もあったが、字幕の
出るメガネ ( スマートグラス) を体験する目的
も含まれていた。

外国映画は、声だけをその国の言葉に吹
き替えたり、翻訳したセリフの字幕を画面の
横か下に表示することで楽しむことができる
が、舞台ではそれが出来ない。しかし、日本
に訪れる外国人が昨年3,000万人を超え、
オリンピックが開催される2020年の訪日外
国人を4,000万人にする目標を掲げているい
ま、日本の舞台を楽しんでもらい、外国の人
にもっと日本の文化や芸術を知って欲しいと
考える人は多い。それに挑戦・実用化してい

るのが現在福岡で「ライオンキング」を上演中
の劇団四季だ。同社はエプソン販売、イヤ
ホンガイド、エヴィクサーなどの企業と提携し

「暗号化したデータを埋め込んだ特殊な音」
をキャッチしてスマートグラスにセリフを表示
する事に成功した。対応言語は、「英語」「中
国語（繁体字・簡体字）」「韓国語」「日本語」
で、このサービス導入により、観客は舞台か
ら目を離さず、ハンズフリーで観劇に熱中す
ることができる。

観劇後、みんなの口から真っ先に出てきた
言葉は「素晴らしい！」の一言で、舞台装置、
音楽、衣装、演出、化粧、演技など、全体
的にも個々にも、最高の感動を受けたという
ものだが、もしスマートグラスがなかったら、
感動の何分の１かは減っていただろうと言う。
外国人にとっては日本語自体が難しい上に、
スピーディな演技の展開や日常会話と違う言

い回しが出て来た時には意味が掴めない。
そのセリフが以降のストーリー展開上重要
なものである場合にはお手上げになってし
まう。もしそれが自国の言葉でリアルタイム
に入って来れば、楽しさや感動が何倍にも
なるというのだ。また、映画はどうしてもス
クリーン上のもので、観客と画面の間に隔
たりがある。しかし舞台は観客と一体であ
る。今回も象などの大型動物に扮した出演
者が舞台に登場するような演出には、映画
にはない迫力を感じるものであり、そこのセ
リフがすべてリアルタイムに理解できたこと
がとても良かったという。

この興奮と感動をぜひ日本にいる台湾人
や台湾からの観光客に伝えるとともに、観
劇を今後の九州観光の目玉にしてもらえる
ように働きかけたい。短期間の滞在の中で、
実際に遠方に足を運ぶ観光と、比較的短
時間で日本の最高レベルの演劇に触れるこ
とを立体的に組み合わせることを考えたい、
と話が弾んだ。

なお、「ライオンキング」は2020年1月
13日まで福岡で上演される。外国人の理
解を助けるだけでなく、日本人でも聴覚に
自信のない人には日本語のセリフが見える
スマートグラスが大いに役立つだろう。

劇団四季では、現在「ライオンキング」
福岡公演・東京公演、「リトルマーメイド」
札幌公演・大阪公演で多言語字幕サービ
スを行っている。( 有料・要予約。繁体字
ページは https://www.shiki.jp/zh-tw/ 
参照 )

タ ピ オ カ 人 気 で 台 湾 生 産 が
日 本 向 け に シ フト

観 劇を楽しんだ 陳 総 領 事 一 家
▼ 字幕の出るメガネ ( スマートグラス ) を着けて舞台を楽しむ

来 年 1 月 よ り
最 低 賃 金 引 き 上 げ

来年 10 月に
国民身分証リニューアル



2019年9月2日発行（毎月第1月曜日発行）No:2694　ダイジェスト

Digest News
— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります

AugustJ 2019

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

Aug.1
米動画配信サービス大手のネットフリッ

クスはこのほど、台北市内で開幕した漫画
とアニメの祭典「漫画博覧会」で台湾の制
作チームと共同でオリジナルアニメシリー
ズを制作すると発表した。作品は2020年
より配信される予定で、世界190の国・地
域で視聴が可能となる見込み。制作するの
は SF ファンタジーアニメ「エデン」。日本
のアニメ監督の入江泰浩氏を監督に迎え、

台湾の3DCG 制作会社「CGCG」（台湾西
基）と日本の同業「5」の台湾現地法人「五
号影像」が制作を担当する。CGCG の彭
喜浩監督は、「鋼の錬金術師 FULLMETAL 
ALCHEMIST」などの作品で知られる入
江監督と一緒に仕事をできることに期待し

「日本側が求めるレベルは高いものの、多
くのものが学べるのは嬉しい」と語った。

米ネットフリックス、台湾とタッグ

林佳龍交通部長は、台湾高速鉄道の東部・
宜蘭県への延伸計画を実行可能性評価の項
目に盛り込んだことを明らかにした。実現
すれば南港（台北市）―宜蘭間が15分で結
ばれるようになる。宜蘭県の林姿妙県長は
高鉄の宜蘭延伸に好意的な見方を示し、県
内の鉄道建設の整備に期待を寄せた。 西
部に高鉄、東部に快速鉄道を整備し、台湾
本島全体をつなぐ鉄道網を建設する構想を
掲げている交通部。高鉄の延伸を巡っては、
南端の左営（高雄市）から屏東県まで伸ば

す計画も持ち上がっている。現在、南港か
ら宜蘭までは台湾鉄路管理局（台鉄）の路
線が走っており、所要時間は最短で58分

（特急プユマ号、タロコ号乗車の場合）。南
港―宜蘭区間を直線で結ぶ「北宜直線鉄道」
の建設計画が10年以上前から検討されて
いたが、林部長は、高鉄延伸は直線鉄道に
比べて所要時間がより短縮され、建設費も
高くならないと説明した。宜蘭県政府の林
茂盛秘書長は、高鉄延伸計画を優先的に支
持する考えを示した。

Aug.15 台湾新幹線、東へ延伸で南港―宜蘭間が15分

米国側の対台湾窓口機関「米国在台協会」
（AIT）のブレント・クリステンセン台北事
務所所長は、台北市内で行われた航空・防
衛産業に関する展示会の開会式に出席し、
台湾は米国が自由で開かれたインド太平洋
構想を実現する上でのパートナーだと述べ
た。ク氏は、1979年に制定された米国の
国内法「台湾関係法」が台湾への武器供与
の法的根拠になっているとし、「武器供与
が米国と台湾の安全保障における連携関係
で重要な要素」と説明。台湾が自主国防産
業の発展にも尽力している事、国防予算を
年々引き上げている事に肯定的な考えも示

した。また、安全保障に関する米台関係に
ついて、「武器供与を連想する人が多い」と
した上で、「双方の連携関係が及ぶ範囲は実
際には武器供与よりはるかに広い」とした。
加えて、台湾はインド太平洋構想における
パートナーとしての認識で「双方の軍の交
流が頻繁で、関連機関が人道支援や災害救
助で協力している」と強調した。さらに、
米国と台湾の協力関係が人権、自由、民主
主義など双方が共有する価値観に基づいて
いることにも言及し、今後も「真の友人」
として連携していく姿勢を示した。

Aug.13 米国駐台代表「台湾はインド太平洋構想のパートナー」
台湾台北地方検察署は、台北市の中正紀

念堂内に設置されている蒋介石元総統の銅
像に赤い染料が入ったカラーボールを投げ
つけたとして、文化資産保存法違反の疑い
で逮捕された男性2人を嫌疑不十分で不起
訴とした。地検は赤いペンキは洗い落とす
ことができ、損壊には至っていないとして
いる。2人は昨年7月、通報を受けて駆け

付けた警察によって逮捕された。中正紀念
堂の外でも赤いペンキをまいたほか、抗議
のメッセージが書かれた横断幕を掲げるな
どした。警察の取り調べに対し2人は犯行
を認め、理由について「権威主義を取り除
き、台湾共和（国）を創建する」といった理
念を伝えたかったなどと話していた。

Aug.22 蒋介石像に赤いペンキ男性 2 人、不起訴に

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。

台湾中部南投県と東部花蓮県にまがた
る合歓山が、「星空保護区」のダークスカ
イ・パークに認定された。世界の天文学
者らでつくる非営利組織（NPO）「国際
ダークスカイ協会」（本部・米国）より贈
られた名誉で、台湾で初、しかも中華圏
としても初。認定取得を目指してきた南
投県政府は、不要な光による「光害」対策
の推進などに引き続き努めるとしている。
星空保護区は、光害の影響を受けていな
い美しい夜空を守るための取り組みをた
たえる認定制度で、同協会が2001年か
ら実施。屋外照明に関する厳格な基準の
クリアと地域で啓発活動に取り組む事な
どが求められる。合歓山は標高3000メー
トルを誇り、美しい星空が望める。今回
の認定は台湾省道台14線の支線、甲線沿

いにある鳶峰（標高2756メートル）から
小風口（同3002メートル）までのエリア。
南投県政府観光処の李孟珍処長は「認定
取得は新たなスタート。展望台や公共ト
イレの設置などの環境整備や観光促進に
力を入れていく」との方針だ。

Aug.4 合歓山、台湾初の「星空保護区」に

合歓山の景色
（写真提供：中央社、南投県政府）

台湾台中市谷関で、「まんが王国」を称す
る鳥取県とのコラボイベント「2019台中
好湯温泉季」が10日と11日の二日間開催
された。温泉と漫画のコラボレーションで、
名探偵コナンやゲゲゲの鬼太郎が登場する
舞台イベントやコスプレ撮影会などを通じ
て地元の温泉地の魅力を広く PR した。同
市観光旅遊局はこのイベントに、篠原ユキ
オ氏ら日台の漫画家による漫画教室やアニ
メ映画「名探偵コナン ゼロの執行人」「ゲゲ
ゲの鬼太郎 千年呪い歌」の上映会、台中の

温泉をテーマに描かれた4コマ漫画の作品
展なども催した。楊瓊瓔副市長は、市内で
1日に開かれた PR 記者会見で「特に若い
世代が好む要素が加味されている」と説明
し、谷関への若年層の誘致に意欲を示して
いた。台中市と鳥取県は2017年に観光交
流協定を結び、18年には市と県の友好交
流協定締結に発展。さらに、鳥取県の三朝
温泉旅館協同組合と台中市の温泉観光協会
が16年に温泉観光友好交流協定を締結し
ているなど親交が深い。

台中市で温泉と漫画のイベント 鳥取県とのコラボ

台北市政府は文化遺産に関する会議を開
き、新たに4軒の建築物を歴史建築として
登録する事を決定した。いずれも日本統治
時代に建設されたもので、登録後は「文化
資産保存法」により保存される。歴史建築
として登録されたのは▽闕家の屋敷「徳成
居」▽旧台湾土木建築協会▽金山南路の宿
舎群▽旧巴旅館浴場の4軒。徳成居は市南
東部の南港区の山地付近にあり、福建から
渡ってきた闕家が日本統治時代に建てた閩
南式の伝統家屋。闕家が進めた開拓の過程
から南港の発展史が分かることや当時の建
築様式が残されていることが登録の理由。
旧台湾土木建築協会は、日本統治時代に同
協会が使用。太平洋戦争末期の1945年の
空襲で一部損壊しつつも、現在まで残った

貴重性などが評価された。金山南路の宿舎
群は日本式建築。中庭を囲む廊下で各棟が
つながれた特殊な建築様式で、保存状態も
良好。旧巴旅館浴場は、日本統治時代に陽
明山に複数建てられた温泉旅館の中でも代
表的なもので、同地一帯の温泉文化の発展
に影響を与えた。

Aug.12 台北市の歴史建築、新たに4軒登録

徳成居（写真提供：自由時報）

台湾桃園地方検察署は、少女が15歳か
ら18歳までの3年にわたり監禁されてい
た事件で、少女の実母（37）と母親の再婚
相手の男（42）を「人を奴隷にした罪」で起
訴した。検察官によると、両被告は2015
年9月1日から2018年10月25日まで少
女を台湾北部の桃園市楊梅区の自宅2階に
監禁したとされる。義父は少女にスナック
菓子やインスタント麺、レンジ調理食品な
どを与え、少女は2階の自室で調理し、食
事をしていた。少女は窓の隙間から紐を
使って隣人の子供にスナック菓子を転売し

ており、2018年10月に隣人から中古の携
帯電話を購入。隣人から提供された Wi-Fi
のパスワードでインターネットに接続して
心境をつづり、それを見たネットユーザー
が警察に通報したことで事件が発覚した。
両被告は調べに対し、少女を長期にわたっ
て2階に閉じ込めていたことを認めている
という。人を奴隷にした罪には1年以上、
7年以下の懲役が科される。検察は、児童
や少年への虐待などを禁じる「児童及少年
福利・権益保障法」に基づいて量刑を重く
するよう裁判官に求めた。

Aug.19 少女を3 年監禁 母親と義父を起訴

日本のプロ野球楽天イーグルスは、昨年
の U18（18歳以下）台湾代表として活躍し
た王彦程投手（18）と育成選手契約を結ん
だと発表した。王選手は左投げ左打ちで、
プロ選手を数多く輩出している高校野球の
強豪、穀保家商（新北市）の出身。昨年の
U18アジア選手権では日本戦に先発し、2
安打2奪三振1失点で完投勝利を収め、吉
田輝星（現日本ハム）に投げ勝った。今年
は、今月末から韓国で開催される U18ワー
ルドカップ（W 杯）の代表候補に名を連ね
ている。海外行きを目指していたという王。
日本でプレーできることについては ｢今か
らワクワクします｣ とし、｢少しでも自分が

成長し、一日でも早く支配下契約できるよ
うに頑張ります｣ とコメントした。背番号
は017。なお、楽天には現在、台湾人選手、
宋家豪投手が所属している。

Aug.20 台湾の王彦程、楽天と育成契約

王彦程（写真提供：自由時報）

台湾東部台東県海岸部の東河郷の山中
で、日本統治時代に植えられたコーヒーの
木を記念する石碑の除幕式が行われた。木
はキーコーヒーの創業者、柴田文次氏が植
えたとみられており、日本からも同社3代
目社長である孫の柴田裕氏ら関係者が出席
した。裕氏によると、日本政府は1910年代、
台湾でのコーヒー栽培を奨励。東河郷には、
文次氏が台湾で経営していたコーヒー会社
の農園があったという。9歳で祖父と死に
別れた裕氏は、両親らの口を介して文次氏
の台湾での仕事ぶりを知り、3年前にルー
ツを求めて同地区を訪れ、コーヒーの木を
発見した。この事情を同郷公所（役所）に報
告したことが、記念碑設置につながったと
いう。木には「百年コーヒーの老木」とい
う看板もつけられた。同郷では現在、文旦

やオレンジの栽培が盛んで、コーヒーの栽
培は行われていない。葉啓伸郷長は、裕氏
を通じて初めて木の存在を知ったと語り、
これを機に観光推進や環境保全に力を入れ
るほか、案内員も育成してこの歴史を語り
続けていくと意欲を示した。

Aug.21 コーヒーの木、台東に今もなお

柴田裕氏とコーヒーの木
（写真提供：中央社）

台湾独立派として知られる実業家の辜
寛敏氏（92）が来年1月の総統選で再選を
目指す蔡英文総統を全力で支持する意向を
示した。台湾五大豪族の一つに数えられ
る「辜家」の出身で、独立志向を持つ与党・
民進党の重鎮。この日は自身が董事長を務
める台湾制憲基金会が行った世論調査の結
果発表記者会見に出席。調査によると蔡総
統の支持率は41.9％で、対中融和路線の
最大野党、国民党の対抗馬、韓国瑜（高雄
市長）や出馬が取り沙汰される柯文哲（台
北市長）をそれぞれ10ポイント以上上回っ
た。世論調査の結果について「良い数字が

出た」と満足感を示した。なお、これまで
は蔡総統に再選を諦めるような姿勢を示し
ていたが一転した。さらに辜氏は蔡総統と
頼氏が手を組むことに期待を寄せた。

独立派の重鎮辜寛敏氏が蔡総統を支持

辜寛敏氏（写真提供：中央社）

Aug.7

Aug.10

国家人権博物館（陳俊宏館長）はこのほ
ど、人権問題にスポットを当てた作品を集
めた「2019台湾国際人権映画祭」を9月に
台北と高雄で開催すると発表した。香港で
2014年にあった民主化デモ「雨傘運動」を
描いたドキュメンタリー映画「傘上：遍地
開花」など世界各地の作品11本を上映す
る。「傘上～」はオープニングを飾る。陳館
長は23日の記者会見で、香港は現在、多
くの未曽有の巨大な挑戦に直面していると
言及した。なお、今回の映画祭では「傘上
～」のほか、雨傘運動の学生リーダーだっ
たジョシュア・ウォン（黄之鋒）氏ら5人の
社会運動家の姿を追った「分域大道」、両岸

（台湾と中国）の複雑な関係を背景にした
「自由行」など、香港と両岸の政治環境に関
する作品が複数ラインアップされている。

さらに、作品を通じてこれらの問題につい
て考えてもらいたいとも語った。同映画祭
は台北市の光点華山電影館で9月6～8日、
高雄市の高雄市電影館で17～25日に開か
れる。入場無料。各上映回の20分前に入
場券が配布される。

Aug.23 人権映画祭、台湾で来月開催

「2019台湾国際人権映画祭」来月開催
（写真提供：中央社）

台湾の基準で軽度台風とされる台風11
号による農林水産業の被害額が、2547万
台湾元（日本円＝約8533万円）に達した

（25日午後5時まで）。台湾行政院農業委
員会が発表した。被害が特に深刻なのは花
蓮県、台東県（いずれも東部）と高雄市（南
部）の3県市。このうち、台東県の被害額
は1500万元（約5025万円）と最多で、全

体の59％を占めた。農産物では、バナナ
やバンレイシ、パパイヤ、スイカ、食用と
うもろこしなどに被害が出ており、被害面
積は合わせて791ヘクタールだった。なお
台湾中央気象局によると、台風11号は24
日午後1時頃南部の屏東県に上陸し、同午
後4時過ぎ、同じく南部の高雄市から台湾
海峡に抜けた。

Aug.25 台風 11 号の農業被害、8500 万円超

日本の大学生20人がこのほど、台湾に
ある日本と同名の駅32駅を巡る旅に出発
した。参加者は全員四国4県の大学に在籍
する学生。JR 四国「松山駅」と同名の、台
湾鉄路管理局（台鉄）松山駅（台北市）から
旅をスタートさせた。主催する台湾交通部
観光局によると、同イベントは今回で3度
目。同局は JR 四国と2019年7月、鉄道
観光の発展に向けた協力覚書に調印してお
り、今年初めて四国の大学生を対象に同イ
ベントへの参加者を集め。JR 四国松山駅
と台鉄松山駅が2013年に友好駅協定を結
んだのを皮切りに、「同名駅」をきっかけに

した交流が JR 四国との間で行われてきた
もの。参加者は4人一組の5チームに分か
れ、チームごとに決められたエリアの台日
同名駅や下町の駅、周辺の観光スポットな
どを巡る。写真撮影し、台湾観光協会大阪
事務所のフェイスブックページ「台湾見っ
け！」に投稿し台湾の観光をアピールする。
旅は同28日まで。観光局は、イベントを
通じて大学生たちに台湾の魅力を体験して
もらうとともに、台湾と日本の友好関係が
日本の若い世代に継承されることに期待を
寄せた。

Aug.26 駅巡る旅の大学生が台湾の「松山駅」を出発

台北市政府民政局は、サンリオの人気
キャラクター「ハローキティ」とコラボレー
ションした合同結婚式を10月に開催する
とした。ハローキティをテーマにした合同
結婚式は台湾初。当日はハローキティが特
別ゲストとして登場するほか、新郎新婦に
は記念版の結婚証書や限定のプレゼントが
贈られる。同局はハローキティとのコラボ
により、結婚式に可愛く活発な要素を加え
るほか、幸せでロマンチックな雰囲気を伝
えたいとしている。結婚式はハローキティ

のトレードマークである「リボン」をドレ
スコードに設定。台湾エバー航空が運航す
るハローキティジェットで沖縄に行く往復
航空券が当たる抽選会も実施する。合同結
婚式は10月26日に市内で開催。新郎新婦
のうち片方が台北市に戸籍を置くか、同市
に在学、在勤していれば誰でも申し込める。
申し込みはすでに開始されており、締め切
りは9月3日。100組の申し込みを受理す
る予定。

Aug.27 合同結婚式、ハローキティと初コラボ
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松田義人（deco／編集者・ライター）㊺
台 湾 に は 街 の 隅 々に 廟 が 沢 山！

こんなこと、台湾人の方なら当然知って
いることでしょうけど、我 日々本人旅行者が
意外と気付かないことがあります。それは
台湾には街の隅 に々大小様 な々廟が沢山あ
るということです。

これら廟は、一般的には道教に基づいた
ものですが、そこに様 な々宗教が混じり合
う場合もあれば、人間、動物、物が「神」
として祀られることもあります。この辺の「自
由さ」もまた台湾らしいですが、旅行者に
とっては、その廟や神 の々本質を完全に理
解することが難しい場合もあります。
「祀るのはわかるけど、なんでそんなに仏

像が大きいのか」「街中に突然小さな廟が
あるけど、あれはナンなのか」「一つの廟に、
神様と仏さまが一緒に祀られているけど、
良いのか」等、わからないことを挙げだした
らキリがありません。

僕は一時期より、こういった台湾の廟や
神さまの「わからないこと」を学ぶべく、博
客来（台湾版Amazonのような通販サイト。
商品によっては日本にも郵送可能）などで
色 と々資料を取り寄せ、難しい中文と戦い
ながら、少しずつ知識を深めるようになりま
した。

台湾から取り寄せた資料の中で、特に
興味深い1冊があります。2017年に刊行
された『寄生之廟』賴伯威著（野人文化）と
いう本です。

台湾中にある、地域に「寄生」するように
建てられた廟を紹介した大型本ですが、各
廟とも個性的な構造のものばかりが取り上
げられています。

電話ボックス型の廟、大木と合体した廟、
犬小屋のような廟、道路の中央分離帯にあ

る廟、横断歩道橋と合体した廟など……。
どの廟も自由な台湾らしい作りが興味深く

衝撃を受けました。僕は、この本で紹介され
ている廟の数々をどうしても生で観たくなり、
先日、台湾全土を巡りそのほとんどを見学し
て来ました。

『寄生之廟』に載っていた数 の々廟の中でも
特に台湾的でビックリしたのが、台北・士林
にある天徳宮という廟です。

有名な士林夜市の最寄り駅、MRT 剣潭
駅より東南に数百メートルほどいった基隆河
の三脚渡碼頭にある小さな廟ですが、建物
の四隅に、何やら鉄で出来たレールのような
ものが備えつけられています。

説明を受けなければ、四隅のレールは特に
気になりませんが、これは川の水位が上昇し
た際、廟の浸水を防ぐために、廟をそのまま
上へと上昇させるためのもののようでした。

なるほど！と膝を打ちました。主観ですが、
台湾人はそもそも「今あること、今あるもので
何が出来るか」という点において、斬新であり、
いつも日本人には絶対に考えが及ばないであ
ろう、アイディアや創意を展開するように思い
ます。

この廟も同じです。日本だったら「水害の恐
れがあるから、どこか別の場所に移転しよう」
という発想になると思いますが、台湾は「水
害の恐れもあるが、あの場所で存続だ。水害
の際を想定して、廟そのものを上に上げられ
るようにしよう」となります。

こういったところも台湾と日本の考え方の違
いであり、この違いもまた、我 日々本人にとっ
ては台湾の魅力に映るように思った次第です。

川の水位が上がると、
建物自体も上昇する廟

地域に「寄生」する廟とは！？

廟の四隅にレールが備え付けられた士林天徳宮

軍も次第に劣勢となり部隊が壊滅したり、
投降する部隊も続出する。新生中国でも

「元国民党兵士」ということで要注意の存
在だった彼らは、朝鮮戦争では義勇軍とし
て参戦させられた（北朝鮮軍の軍服を着せ
られた者もいた）。彼らは心の中では共産
中国を歓迎していなかった。
「反共義士の家」での取材は緊張した。

施設長は大食堂での昼食時間の時に私た
ちを紹介し取材に協力してほしいと紹介し
私も挨拶をした。200人以上はいた。挨
拶の後、何人かは私に向かって笑顔で手
を上げたがほとんどは何も聞かなかったよ
うに食事に戻った。

施設長は口早に通訳につぶやいた。「迷
惑だよ。二度とこないでほしいここの者は、
そっとしておいてほしい」。

私はこの家は２度目だった。一度目は私
の知人の親戚がこの中の職員で彼が案内
してくれたのだった。その時はペン取材で
ある。

施設の中の奥に別棟があった。彼は医
療の仕事を担当していたので、そこは特別
に入ることができた。そこは広い居室で部
屋の壁が１m５０cm ほどしかなく立つと
見渡しがつく。50人はいた。「糖尿病の病
棟だ」という。1人ひとりが分けられた空間
だが、読書したり横になったり、点滴を受
ける者、壊疽で両足を切断した者もいる。
食事も各自に運ばれてくる。

別の棟は「認知症の病棟」だったが「入
室は遠慮してほしい」といわれた。この2つ
の病棟は撮影時は断られた。

栄民１人ひとりに歴史があり、複雑な事
情があった。それらを理解し、一人ひとり
の思いをはせることが作品づくりの推進力
になっていく。

◎沖縄県立博物館・美術館〈台湾展〉
「心の故郷」9月13日 ( 金 )14時～
9月26日 ( 木 )14時～

「湾生いきものがたり」９月６日 ( 金 )
14時～9月14日 ( 土 )17時半～
◎第8回横浜中華街映画祭2019

「心の故郷」10月5日 ( 土 )15時半～
「湾生いきものがたり」10月6日 ( 日 )
15時半～
於、横浜中華街大通り
中華菜館同發新館ホール
◎キネカ大森（東京再映）
10月４日 ( 金 ) ～17日 ( 木 ) 
時間は劇場へ
03−3762−6000

中国大陸から来た国民党老兵
に私が関心を持ったのは西門町へ
行って女子高校生に交際を求める

という話がきっかけだった。台湾社会でも老
兵は異色の存在といえた。老兵の家族、親
族は一定区画にまとまって「眷村」と呼ばれる
場所で生活するグループと独居老人となり軍
の施設（「栄民の家」）で集団生活するグルー
プに大別される。私が取材対象としたのは「栄
民の家」の老兵だ。

台湾には、１８か所の「栄民の家」がある。
施設は壁に囲まれ出入口には守衛がいる。

台湾のメディアもほとんど取材が入らず台
湾社会でもタブーとされている家の中にカメラ
を入れる。国共内戦に敗れて台湾に移ってき
た外省人の中でも彼らは台湾社会に全くなじ
んでいない。日本が中国大陸に侵攻した時、
日本軍と戦い、戦後は共産軍と戦った中国
人兵士である。

取材には中華民国行政院国軍退役官兵
輔導委員会の許可がいる。許可を得て施設
の中に入ると２人1室の部屋、食堂、映画
館、カラオケ、麻雀などの娯楽室、講堂、

売 店、 理
髪 店 や 診
療 所 が 完
備されてい
て、いうなら

「栄民ワー
ルド」。 案
内人が同行
するが、原
則 的 に は
取材は自由
だった。個
人 情 報 も
提供してく
れ、取材す
る老兵たち
には私たち
が作成した
軍歴（入隊
時、戦歴、
除隊など）
のアンケー
トに記入し
てもらうこと
にした。施
設内ではア
ルコールは
自由で取材
中に酔った
老兵が「な

ぜ日本人がここにいるのか」といってきた。ま
わりの老兵がとりなしたことが何度もあった。

「彼は日本軍と激しく戦った」「家族を殺され
た」などそれぞれ事情があった。他のそうし
た老兵も私たちは取材した。特に支障はなく
取材は進んだ。
「栄民の家」の中でも特別な場所があった。

それは町から離れた台北市郊外の山あいに
あった。「台北栄民の家」で別名は「反共義士
の家」。

1950年に始まった朝鮮戦争で途中からア
メリカ軍を中心とする国連軍が韓国軍支援に
介入すると北朝鮮軍に中国が義勇軍を送りこ
んだ。（義勇軍と称したが実体は正規軍）。こ
の時、国連軍に捕虜となった中国軍兵は中
国に戻るか台湾へ行くかという選択に迫られ
た。台湾を選んだ兵は、反共義士と名づけ
られ、船で台湾に渡った。港では大々的な
歓迎行事が開かれた。捕虜収容所で「反共
抗俄」「反攻大陸」「解放同胞」「消滅朱毛」と
刺青を入れた。

実は、彼らの多くは国共内戦では国民党
軍の兵士だった。当初は優勢だった国民党

《本專欄內容由黑澤事務所提供》
日本法律停‧看‧聽

�文：林 雅行（映画監督）

　首先，委託出售不動產後，不動產公

司會在名為「REINS」的系統裡將房產

訊息進行登錄。「REINS」是刊載房產

訊息的網路平台，無論不動產公司的規

模大小及所在位置，皆可使其廣泛流

傳。另外，在民間的物件情報網站上將

販賣資訊公開的話，一般人也可以很輕

易地取得資訊。言下之意，不動產公司

的規模無須太過在意，重要的是案件負

責人執行業務時的態度及販賣手法。

　因為您出售的物件是您的寶貴資產，

因此在選擇房地產公司作為中間人時請

謹慎小心。

(本文作者：吉田浩之 黑澤事務所所長)

˙「知名業者」的店舖及員工很多，持

有的物件情報與客戶名單豐富，較容易

尋找買主。加上擔保等各項服務的制度

完善，對於出售不動產是非常有利的。

˙「中小型地方性業者」的物件情報及

客戶名單雖然沒有知名企業那麼多，但

因在地方紮根許久，故可能持有知名企

業所缺乏的當地物件或客戶情報。

˙「網路型業者」無須廣告費、人事

費、開店費用及營運費等成本，因此低

成本營運的情況下，較低手續費是相對

優勢。比起追求知名業者的「名氣」，

更重視物件「實況」的顧客而言，網路

型業者是非常適合的。

　出於搬遷、更換購屋、償還貸款和繼承等

理由出售房地產的情況下，根據各自環境及

背景的不同，對於不動產業者的選擇也會有

所不同。不管是公寓、獨立式住宅或是土地

等不動產出售時，一定都希望「賣得越快，

價格越高越好」。若希望能以較好的條件出

售不動產，情報的蒐集、縝密的事前準備以

及選擇值得信賴的不動產公司都是必要的。

　一定有許多讀者在選擇不動產業者時，對

於應該選擇知名業者、地方性業者或是網路

業者時感到迷惘。相較之下知名業者確實較

能信賴，而且企業本身擁有較多潛在客戶。

但今天還是為各位做個簡單的業者比較，讓

大家更加瞭解各種業者的優勢。

不動產公司「知名業者」、「中小型地方性業者」、「網路型
業者」的比較

出售不動產時不動產業者的選擇
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【台北／綜合報導】蔡英文總統於八月二十

日接見日本自民黨青年局局長佐佐木紀眾議

員一行，會中蔡總統強調台灣和日本一樣長

期堅持民主自由價值，也希望未來台日關係

能穩健發展，促成雙方在各層面更多合作，

也一同守護區域內的民主與和平。

　日本自民黨青年局每年都會組團赴台拜訪

總統府，今年由佐佐木局長親自率團，蔡總

統表示，很感謝青年局一直以來在深化台日

關係上的努力和貢獻，也很高興能與年輕有

為的國會議員、地方議員及幹部們碰面。

　蔡總統表示，台灣和日本的交流非常頻繁

和密切。八月台灣也才剛主辦完「亞太國會

議員聯合會」（APPU）年會，其中日本是

出席國家中，規模最大的代表團。而今年

APPU年會以「海洋民主及永續印太」為主

題，這是台灣和日本共享的理念，再加上明

年APPU年會將由日本主辦，期待台日之間

可以透過國會的交流，一起促進區域內更多

國家的永續發展。

　同時蔡總統也恭喜自民黨在7月參議院選

舉中，成功獲得好的結果，且在安倍首相領

導下，持續穩定執政。安倍首相長期穩定的

執政，對台日關係發展，以及對於區域和平

與繁榮，都是相當正面的

因素。她也希望透過自民

黨青年局優秀成員的影響

力，能讓台日關係穩健發

展，促成兩國在各個層面

更多的合作，也共同守住

區域內的民主與和平。

　蔡總統說，台灣曾經

走過艱辛的民主道路，

我們和日本一樣長期堅持

民主自由的價值，因此我

們非常關心香港情勢的發

展，也堅決守護台灣的民

主和自由，期盼「今天的

臺灣，可以是明天的香

港」。

　蔡總統提到，台灣也

期待能加入「跨太平洋

夥 伴 全 面 進 步 協 定 」

（CPTPP），在變動的國

際經濟局勢中，和以日本

為首的國家，一起創造多

贏局面。台灣有能力為日本及區域經濟做

出正面貢獻。

【台北／綜合報導】為了加速台灣與日本兩

地物聯網生態發展，西門子（Siemens）於

八月二十二日在台北國際自動化工業大展舉

辦MindSphere World「台灣日本開放式物聯

網協會」揭幕，另外西門子也與桃園合作都

會捷運系統及「虎頭山創新園區資安物聯網

中心」，期盼台灣未來結合更多創新科技，

提升台灣科技能量，接軌國際潮流。

　台灣西門子總裁暨執行長艾偉表示，西

門子已與食品飲料、製鞋業者接洽導入

MindSphere系統，未來更能擴大到與資策會

在桃園合作的虎頭山創新園區，接觸桃園境

內不同領域製造業。

　桃園市長鄭文燦也特別出席觀展，他表

示，政府推動「亞洲‧矽谷」，其中，虎

頭山創新園區與西門子、資策會合作，未來

會做為資安物聯網、自駕車的試驗場域。據

了解，目前約有100家廠商進駐園區。而創

新科技發展需要大手牽小手，西門子又是全

球工業4.0的領導者，可望協助台灣廠商。

　艾偉也提到，因為桃園內有許多製造業，

因此預計從九月起會先在虎頭山創新園區舉

【台北／綜合報導】在日本普及的「先享後

付」金流服務，現在起在台灣的網購族也能

體驗，日商恩沛於八月二十一日宣布與網購

平台PChome合作，提供所有商品可以先取

貨、後支付結帳服務，十月也將推出無卡分

期服務，提供更多元的支付方式。

日商恩沛在日本首先推出「無卡後支付」的

方式，讓在網路購物的消費者可以先收到商

品，確認內容無誤後再付款，並且為了保障

個資安全，只需要手機號碼認證就可以購

物，現在是日本市場中，僅次於信用卡的第

二大網購支付方式，年交易總額超過三千億

日圓。

　台灣市場是恩沛做為拓展海外版圖的第一

站，去年八月起就開始推動這項服務，並以

日系企業為中心進行測試，並與多家購物

車系統完成串接，台灣分公司總經理角元

友樹表示，像是購物網站Very buy導入後，

新規客群提升50%；男性保養品牌BULK 

HOMME導入後，支付的取貨率明顯高於貨

到付款，取貨率從87%增加為91%。

對民主的信心。

　他提到，最近臉書和推特發現香港「反送

中」活動中，北京透過網軍破壞，刪除了20

萬個幽靈帳號，如果這事發生在去年台灣九

合一選舉之前，或許選舉結果會有改變。而

香港持續大規模「反送中」抗議活動，也向

全球證明了中國的「一國兩制」是失敗的，

獨裁與民主無法共存，像是紐約時報就分析

指出，台灣最終要面對親美或親中路線的選

擇，這個結論是台灣人對2020年總統大選的

普遍認知。

　張瑞昌也提出三個觀察重點，分別為國民

黨「建制派」的消失，郭台銘可能成為建制

派的新出路；地方派系在去年九合一選舉死

灰復燃；柯文哲代表的第三勢力是否與郭台

銘、地方派系關係最緊密的王金平結合。

　小笠原則表示，台灣過去進行過6次總統

大選，明年總統大選最大的不同之處則有兩

點，包括中國對國際和台灣的壓力預估將是

【東京／採訪報導】日本每日新聞所屬的

「亞洲調查會」於八月二十二日在東京的

日本記者俱樂部舉辦「現代台灣的轉變」

研討會，會中眾人紛紛關注明年台灣的總

統大選，特別是這次面臨到中國和國際的

壓力是史上最大，也是美中對立下首次的

大選。

　這次研討會的來賓包括東京外國語大學

准教授小笠原欣幸、大東文化大學特任教

授野嶋剛、中央通訊社社長張瑞昌和每日

新聞社論說室專門編輯委員坂東賢治等4

人，日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也

到場關注。

　張瑞昌指出，台灣每天都在面對中共霸

權的文攻武嚇，北京除了運用龐大的科技

資源、網軍對台灣進行「超限戰」之外，

也藉由民主國家祟尚言論新聞自由的弱

點，透過各種形式的滲透分化，試圖挑撥

社會對立製造分裂，進一步瓦解台灣人民

辦推廣課程，培育數位企業物聯網人才，另

外西門子也正在和製鞋業、食品飲料業者互

動，導入智慧化物聯網相關系統，未來再透

過虎頭山園區可延伸接觸桃園境內不同製造

業者，將物聯網應用程式、解決方案和服務

範圍擴展到各行各業。

　台日兩地被視為工業4.0以及MindSphere

重要推廣區域，是西門子繼德國、義大利、

亞太區以及韓國後，全球第5個成立的開放

式物聯網協會。目前台灣日本開放式物聯網

協會已有友嘉集團、遠傳、精誠資訊等超過

20家台灣廠商入會。

　角元友樹提到，台灣網購市場以現金支付

為主，與過去的日本相似，但在台灣有分期

付款的高需求、高退貨率等問題點，因此

「AFTEE先取貨後支付」決定因地制宜，

今年十月為台灣市場量身打造，提供「無卡

分期服務」。

　不過這項服務對於台灣消費者仍是陌生的

付款方式，為此恩沛與大型平台合作，其中

與PChome合作導入先取貨後支付系統，作

為結帳服務之一。但在使用上還有條件限

制，初次使用額度兩千到一萬元等，額度會

依客人的使用狀況調整，最高上限為十萬

元，不過收到商品和簡訊後，要在14～30天

完成結帳，否則將收逾期滯納金兩成。

史上最大，這次大舉也是美中對立的國際情

勢下首次的大選，雖然1996年有台海危機，

但當時柯林頓政府與中國處於合作的狀況。

　小笠原指出，蔡英文總統在去年九合一選

舉大敗後，連任之路岌岌可危，但今年出現

兩大轉機，第一是年初習近平「一國兩制」

談話，接著是香港的「反送中」抗議活動，

根據TVBS和美麗島八月分別發表的兩項民

調顯示，蔡英文的支持度已領先韓國瑜。

　小笠原指出，美國政府的動向雖然謹慎，

但對台灣的的支持有明確的趨向，像是制定

台灣旅行法、出售F16戰機等舉動，對蔡英

文較為有利。但蔡總統也不一定具有絕對優

勢，可能會面臨立委選舉民進黨可能無法過

半、第三勢力的挑戰，小笠原也表示，美國

是否真的力挺台灣也會影響中間選民，若他

們感覺美國只是把台灣當做戰略棋子，就有

可能會把選票投給韓國瑜。

▲紀念合影

【東京／採訪報導】為了促進日本與台灣

觀光情報交流，觀光局於八月二十三日在

東京皇宮飯店舉行「2019台灣觀光說明會・

商談會及懇親會」，除了介紹觀光情報和交

流外，也以「台灣親子、家族旅」為主題進

行演講，還邀請「三個人3peoplemusic」演

出，以及原住民串珠、台灣花磚彩繪DIY等

表演。

　台灣觀光協會副秘書長羅瓊雅表示，

二十二日周局長與國表藝朱董事長在京急電

鐵羽田機場站一同揭幕台灣文化觀光廣告

牆，我們也知道文化是觀光很重要的一環，

所以選擇以北中南三個主要、非常棒的表演

藝術中心，作為在宣傳台灣觀光的廣告媒

介，希望能讓日本民眾知道．來台灣除了觀

光景點外，還有文化的饗宴能享受。

　羅副秘書長也說在今年的台日觀光高峰論

壇時，台日雙方共盼互訪人次繼續成長增

加，我們也希望日本訪台的旅客能夠越來越

成長茁壯，而我們很高興看到今年七月單月

的成長比起往年成長一成，這就要感謝各位

一起努力的成果，也相信有各位的努力，未

來台日之間的交流成長是指日可待。

　說明會也特別介紹台灣的觀光情報，包括

今年和明年的主題小鎮漫遊年、脊梁山脈旅

遊年等，另外還特別請到How to Taiwan的

田中伶以「台灣親子、家族旅」為主題演

講，田中伶以自己也身為媽媽的角度，仔細

觀察到台灣是極其適合親子旅遊的地方，

不僅有小孩子會喜歡吃的美食、可以玩耍

的地方、對小孩友善的空間，甚至是旅費

比去夏威夷便宜，而且不論從零歲到七歲

以上的孩子都能輕鬆安排行程等。

　說明會後則舉辦B2B的商談會，這次共

有24家政府單位和飯店、旅行業等觀光業

者一同參與，包括苗栗、台中市府、圓山

飯店、花蓮理想大地、金湖廣場、東南旅

行社等。晚上則舉辦懇親會讓台日雙方

業者更進一步交流，同時安排到「三個人

3peoplemusic」和凡徒表演藝術帶來精彩

的演出。

會場的樣子 ( 桃園市府提供 )
▼「三個人3peoplemusic」演出

觀 光 局 辦 B 2 B 交 流
盼 提 升 日 本 訪 台 人 數

現 代 台 灣 的 轉 變 研 討 會  關 注 明 年 總 統 大 選

蔡總統致詞 ( 相片提供：中央社 )

提 升 台 灣 科 技 能 量
西 門 子 發 展 台 日 物 連 網

日 商 恩 沛 與 P C h o m e 合 作
「 先 享 後 付 」支 付 上 路

支付流程

▼發表會紀念合影

▲台日開放式物聯網協會成立儀式 (桃園市府提供 )

▼日本每日新聞所屬的「亞洲調查會」舉辦「現代台灣的轉變」研討會

蔡 英 文 接 見 自 民 黨 青 年 局
盼 共 同 守 護 區 域 民 主 和 平
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【東京／綜合報導】桃園市長鄭文燦率團

於八月六日至十二日赴日進行姐妹市訪

問，以及出席紀念桃園市和千葉縣締結友

好城市三周年的活動，並於七日拜訪千葉

縣、成田市等地後，晚間在新宿全台連和

千葉台灣商會特別設宴歡迎鄭市長到來。

　歡迎餐會上包括駐日代表謝長廷、前駐

日代表許世楷、僑務委員黃俊銘、林裕

玲、日本台灣商會聯合總會會長河道台、

全台連會長趙中正等東京、千葉、橫濱、

埼玉地區的僑商會都出席共襄盛舉。

　市長鄭文燦表示，在他剛就任桃園市長

時，發現桃園都沒有和日本的城市締結姐

妹市或友好交流城市，讓他下定決心要與

日本交流，而考慮到千葉縣有成田機場，

桃園市有桃園機場，兩邊都是亞洲非常繁

【大阪／採訪報導】駐大阪辦事處領務組

組長黃水益八月三日凌晨不幸突發腦溢血

過世，享年五十九歲。消息傳來，僑界均

感震驚哀悼，八月六日在大阪舉行的告別

式有上百人參加，出席的關西僑領們紛紛

表示痛失一位優秀的日本外交人才。

　黃水益組長學經歷優秀，於1960年4月生

於高雄，1982年台灣大學政治系畢業後，

於1985年外交部第19期外交官試驗合格，

並前往東京大學綜合文化研究社會科大學

院進修。1999年至2004年服務於橫濱辦事

處、2008年至2014年服務於福岡辦事處，

並於2016年起服務於駐大阪辦事處。

　八月六日告別式在大阪佛光山寺以及慈

濟日本分會協助下舉行，外交部部長吳釗

燮指派臺灣日本關係協會謝柏輝副秘書長

到場致意並代讀吳部長弔詞；另駐日本代

表處張仁久副代表亦致詞表達哀悼之意。

現場有多位大阪、京都、神戶、四國的僑

領參加，也有遠從福岡和東京各地來的友

人，以及來自各界的追悼花籃，顯示出黃

水益組長生前的好人緣。

　駐大阪辦事處處長李世丙表示，黃組長

戮力從公，平日假日常主動加班，認真負

責，熱心助人，受到長官肯定及同仁敬

重，在日本各界均有豐富人脈。大阪辦事

【東京／採訪報導】高円寺阿波舞大會於

八月二十四日、二十五日登場，集結全日

本各地的阿波舞隊伍一同演出，其中去年

首度參加的第一個由外國人組成的「台灣

連」，今年也再度參加，並走完全程，沿

途吸引不少日本民眾目光，並為成員們打

氣加油。

　高円寺阿波舞擁有六十多年歷史，但過

去參與的隊伍都是以日本人為主，台灣連

繼去年參加獲得好評之後，連長尹世玲今

年也再度率眾參加，與關東．德島學生合

同連一同演出，駐日代表謝長廷今年也受

邀觀賞演出，並在觀眾區為台灣連聲援。

　有別於去年只走完一段路程就休息，今

【東京／採訪報導】慈濟日本分會於八月

二十五日在四谷區民會館放映鑑真物語，

希望讓民眾能透過欣賞鑑真和尚不畏辛

苦、堅持理念，遠渡重洋到日本宣揚佛法

的故事，並配合日本分會的手語演出，讓

不少前來的民眾紛紛表示對鑑真法師的精

神感動不已。

　鑑真和尚是日本佛教律宗的開山祖師，

廣覽群書、遍訪高僧，除佛經之外，在建

築、繪畫和醫學方面都有一定的造詣，也

是當時揚州的佛教領袖，而當時日本赴唐

朝的留學僧請求鑑真東渡日本，傳授「真

正的」佛教，為日本信徒授戒，鑑真和尚

也義不容辭答應，但在這過程中經過五次

的失敗，甚至是自己失明，才成功遠渡日

本，也奠定了日本佛法的基礎。

【千葉／採訪報導】提到日本的夏天除了

各地的祭典和煙火大會以外，很多日本人

也會喜歡享用BBQ，是夏天不可或缺的活

動之一，日本華商觀光產業協會於八月三

日特別在理監事會議後舉辦BBQ大會，讓

眾人在體驗烤肉的樂趣同時，互相聯誼感

情，共同度過充實的假日。

　這次的活動地點選在會長陳乃華位於千

葉的家中，與大自然非常親近，而活動一

早先舉行理監事會議，決議接下來日本華

商觀光產業協會的活動事項，目前規劃

十一月將與日本華商總會回台拜訪立法

院、僑委會及旅遊，十二月則舉辦卡拉Ｏ

Ｋ大會。

　會議結束後緊接著就是BBQ大會，橫濱

辦事處處長張淑玲、僑務委員林裕玲、日

本台灣商會總會長河道台等關東地區僑領

都專程出席，眾人在陳會長家前院生火烤

肉，雖然天氣炎熱，但仍不減眾人興致，

一同分享美食，並高唱卡拉ＯＫ炒熱氣

氛。

　為了歡迎張處長的到來，陳會長還特別

忙的機場，相似性很高，因此當初才決定

先和千葉縣締結友好協定。

　鄭市長也提到，八月九日剛好是桃園市

與千葉縣締結友好城市三週年，這次桃園

將有三十位議員要專程到千葉縣廳（千葉

縣府大樓）拜訪，並舉行締結友好城市三

週年紀念。

　鄭市長說，他後來看到享譽國際的瀨戶

內國際藝術節，於是與香川縣締結姐妹

市，由謝長廷做見證。也和宮崎縣締結友

好城市，因為剛好他得知宮崎縣得到和牛

大賞第一名。除此之外，桃園市也和幾個

日本小的觀光城市，像是成田市、加賀市

簽署為友好城市。

　駐日代表謝長廷致詞時則誇讚鄭文燦是

「台灣第一名」的市長，前陣子前行政院

處同仁接獲此一噩耗均感到悲痛與不捨，

深感痛失一位優秀外交菁英。

　黃水益為人謙和，熱心助人，在處理赴

日觀光客急難救助工作相當熱心盡責，不

少僑領均接過黃水益電話，請求僑界協助

大阪辦事處處理觀光客急難救助的緊急事

件。例如去年十一月在京都發生台灣觀光

客跌斷腿的意外，黃水益組長立刻協調京

都相思會的醫生前往協助，幫助受傷的旅

客就醫並順利登機回台。

　去年九月發生駐大阪辦事處前處長蘇啟

誠不幸輕生的事件，黃水益也曾臨危授

命，暫代副處長一職，協助從東京來的代

理處長張仁久處理善後，並且穩定大阪辦

事處軍心。關西僑領們紛紛表示不捨失去

如此優秀的外交人才。

年的台灣連順利走完全程，其堅持不懈的

精神也感動不少日本人，再加上高円寺阿

波舞，台灣連是第一個國外隊伍，沿路也

吸引日本民眾目光，並為眾人打氣和爭相

合影留念，另外也有不少來自台灣的觀光

客也為台灣連加油。

　連長尹世玲表示，之前在杉並區長田中

良邀請下，讓台灣連順利成立，大家也希

望台灣連能二、三十年後留下足跡，因此

願意做為先鋒隊開創道路，但礙於目前還

沒有樂隊能演奏，只能再次與其他連一起

走，不過目前已經有找到會樂器的成員，

她相信明年台灣連一定能獨立自己走。

　尹世玲也提到，今年台灣連也有屬於

　日本分會執行長許麗香說，鑑真和尚對

日本的貢獻非常大，不論是在建築藝術、

藥學，或是佛教本身的戒律，都值得讓我

們了解，特別是我們學佛得更有這個責任

知道他的精神，也希望讓更多人知道，所

以才舉辦鑑真物語的放映會，分會的志工

也能因此更深入了解佛法。

　在鑑真和尚電影結束後，日本分會也安

排了表演節目，包括重現出鑑真和尚無畏

大風大浪、勇往直前，遠渡日本的情景，

以及配合電影中的三首插曲，安排志工以

手語的方式演出，讓觀眾也能回憶起片中

的內容，並了解片中想傳達的意義。

　許麗香也提到，放映在六年前舉辦過一

次，獲得不少好評和詢問，也因此決定再

度演繹一次，為了要講究默契，展現出最

好的一面，從四月份就開始練習，雖然一

開始面臨人手不足等問題，但在大家同心

協力下順利解決，也因此凝聚志工們的感

情。而接下來日本分會會投入籌備歲末感

恩的活動，希望到時大家都能出席共襄盛

舉。

自己的衣服，接下來會一步一步加強，

明年也會分組演出，讓表演更加精采，

另外目前台灣連與天翔連是親子連，她

希望除了天翔連外，也能與其他隊伍交

流，學習更多的舞蹈技巧，不僅用運動

讓成員交流，也能用運動讓台日交流。

　今年還有由雄獅旅行社招募組成的體

驗團，共有三十位遊客專程從台灣組團

來參加高円寺阿波舞大會，並跟在台灣

連後面體驗了一段，另外還有不少旅居

日本的僑胞前來欣賞演出時，看到有台

灣連都驚呼連連，紛紛表示也想參加台

灣連，體驗阿波舞的樂趣。

安排瑜珈活動讓張處長體驗，張處長表

示，很謝謝陳會長的邀請，讓她有機會能

參加那麼棒的活動，與關東地區的僑領們

度過美好的周末，另外也很感謝日本華商

觀光產業協會平時對橫濱辦事處的幫忙，

並祝協會會務蒸蒸日上。

　會長陳乃華表示，很高興大家專程來參

加活動，BBQ是日本夏天重要的活動之

一，但也代表這個時期不論是觀光景點或

室內的BBQ要預約都非常困難，於是就決

定選在自家院子舉辦BBQ大會，也讓大

家有機會遠離都市，度過充滿大自然的一

天。

▼歡迎餐會紀念合影 ▼關西各界人士出席黃水益組長告別式

紀念合影

多位關東僑界人士都到場觀賞

賴清德、台北市長柯文哲訪日，僑界都

有設宴接待，但他都沒有參加，原因是

賴、柯都要選總統，這次他有事先探聽

過，確定鄭文燦沒有要參選總統，他才

安心出席今天的歡迎宴。

　謝代表提到，千葉電視台目前有介紹

台灣觀光的節目，而中國禁止自由行旅

客訪台，將來還要停團客，讓台灣業者

反彈、人民不滿，將生意差怪罪政府，

但若中國越是這樣，大家就要越努力拉

日本觀光客到台灣旅遊。

　謝長廷也說，他正努力聯合泰國、越

南駐日大使等一起拼觀光，如果中客不

到台灣，就拉東南亞客、日本客，之後

也計畫請日本25個地方電台介紹台灣各

縣市，鼓勵日本人到台灣觀光。

高 円 寺 阿 波 舞 大 會
台 灣 連 再 度 登 場 演 出

▼台灣連再度參加高円寺阿波舞大會

桃 市 長 鄭 文 燦 訪 日
關 東 僑 商 界 設 宴 歡 迎

日本華商觀光產業協會 BBQ 大會
接 近 自 然 體 驗 烤 肉 樂 趣

黃 水 益 告 別 式
僑 界 痛 失 優 秀 外 交 人 才

▼眾人一同體驗烤肉樂趣

黃水益組長為人謙和 熱心助人

日 本 慈 濟 鑑 真 物 語 放 映 會  弘 法 濟 世 精 神 感 動眾人
▼日本分會重現鑑真和尚渡海場景
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【東京／採訪報導】海外的僑胞即使身在異

地，但心繫的都是台灣，而目前僑胞們最關

心的國內大事莫過於明年一月登場的總統大

選，日前台灣新聞專訪到《政經關不了》主

持人彭文正，請他為僑胞分享總統大選之

事，彭文正指出，大家都關心著明年總統大

選，但需要關注的是立法院的選舉，對台灣

的影響是最大。

　被問到僑界關心明年總統大選，彭文正表

示，雖然現在大家關心的是總統選舉，但他

覺得如果從理智的角度來看台灣的政局，影

響台灣最大的是立法院，像是四年前的太陽

花事件，馬英九的意志是讓服貿強渡關山，

且立法院國民黨佔了絕大多數，表決就如他

願通過，後來是民眾走上街請願，逼著立法

院退回。

　彭文正說，所以有兩個力量不可以忽視，

一個是立法院的力量，如果那時候服貿時立

法院是綠營過半，總統

怎樣都無法讓這件事達

成，另外就是人民的力

量，無論如何我都認為

大家過度把焦點放在總

統上，若沒選上台灣會

怎樣，不如把眼光放在

綠營在立法院沒過半會

如何。

　彭文正指出，真正掌

握權力的不在總統府，

除非這個總統很獨裁，

包括親中法案、軍購、

核食進口、世界各地

外館正名，或是將來是

不是做凱子外交、台灣

正名制憲等，關鍵決策

都是在立法院，如果立

法院有足夠強勢的實力

時，總統是擋不住的，

所以大家其實有個錯誤

觀念，應該把重心放在

立法院。

　彭文正提到，現在台

灣必爭的就是認為總統

不投蔡英文就是支持韓

國瑜，可是他認為局勢

不一定是這樣，因為他

認為郭台銘一定會選，而柯文哲組台灣民眾

黨後，目的絕不會是三年後卸任推動黨務，

很明顯的他在這次選舉也不會寂寞，另外王

金平也說過這次的選舉公報上一定會有他的

名字。

　彭文正說，我認為到頭來這場選舉至少會

有四組人，綠營會不會出一組人其實都還在

努力，大家其實不管對蔡英文好惡，普遍看

法是蔡英文不會上，所以我們要考慮的是他

不會上成為事實的話，要怎麼做，也許有人

會提倡就算找另一個人也不會上，即便如此

也不要忘了立法院要強勢過半的事。

　彭文正認為，一個候選人縱使不一定會當

選，但他如果不能起到母雞帶小雞的作用，

會讓立法院選舉全軍覆沒，所以現在與其推

動一定會選上的人，不如去思考誰能帶動綠

營的士氣，幫住整個綠營去阻擋藍色勢力進

入立法院，就好比說是戰爭，若是空軍打不

個力量，這個力量過去有綠黨、社民黨等扮

演過，但是都被收編了，就像台聯黨和最近

的時代力量半數一樣。

　彭文正說，為什麼我說表態挺英是收編，

第一要考慮蔡英文會不會當選，能不能帶領

綠營、團結綠營，更重要的不是收買收編後

的結果，而是激發基層綠營選民的士氣，不

過，到現在為止全台灣候選人中，只有一個

想打知名度的人放跟蔡英文的合照，很顯然

是沒辦法幫綠營支持者找回熱情。

　他也說，海外很多鄉親不打算回去投票，

過去民進黨不論支持度只有二、三十時從沒

有發生這樣的事情，民進黨是在逆風中走出

的政黨，從黨外五虎將、立法院三席、五席

到現在的局面，席次的多少或是現況不是最

重要的，最重要的是士氣已經不在了。

　彭文正提到，現在有很多黨都往綠營的票

去吸票，可見作為泛綠的陣營，現在是分崩

離析，這樣的結果竟然是掌握過半的民進黨

當家的時候，就知道民怨多深，不論是東奧

正名蔡英文率先反對，還祭出黨紀等，民進

黨已經失去執政的核心價值，泛綠的選民怒

氣沒有地方出口，才會出現那麼多政黨想來

取代民進黨的核心價值。

　彭文正建議民進黨，剩下四個月該換候選

人，就像打棒球一樣，當投手已經投不進好

球帶，不管剩幾局，保護投手也好，都不要

讓球迷對這個球隊失去信心，即便救援投手

未必會贏，至少球迷還能看到好投，對於擁

護的球迷來講，他們熱情的心情才不會受

傷。

　彭文正說，泛綠的選民一定要支持有堅持

台灣價值的政黨，一定要在立院取得平衡席

次，所以他寄望在喜樂島聯盟，因為喜樂島

聯盟目前是把綠營價值、台灣價值說的最清

楚的，包括正名制憲、獨立公投、拒絕凱子

外交、加強美日關係、重新設計年改等喜樂

島聯盟都有清楚表態。

　他提到，他覺得民眾開始厭惡沒有性格的

政黨跟沒有個性的政治人物，包括民進黨

用某些選區不提名禮讓時力，是非常不恰

當的行為，因

為他們換取的

目的是支持蔡

英文，但他說

過蔡英文不會

上，以現在台

灣真實的民調

結果，蔡英文

至少落後十個

百分點以上，

所以選民更要

守住的是替立

法院守住台灣

價值，是他覺

得台灣選民要

著眼的部分。

　對於僑胞要成立小英後援會，彭文正說，

我想僑胞愛台灣的心不用懷疑，但他們成立

後援會的道理很簡單，因為他們不知道還有

什麼其他選擇，所以這樣做某種程度是人情

世故，甚至是很無奈的選擇，重點不是在於

成立幾個後援會，而是真正有沒有激發他們

返鄉投票跟大力助選的熱情。

　彭文正說，成立後援會不難，但離開成立

大會當天後就不再會關心台灣，不會回台灣

投票，因為沒有他們值得投跟值得尊敬的候

選人，在我們的節目當中跟社會當中也提

到，在光天化日之下，用不光明的手段沒收

賴清德的民調，也包括現在為止蔡英文的論

文都是說不清楚講不明白的現象，這些東西

都灼傷了選民當中的尊敬度，若是一個領導

人在道德上出現重大瑕疵會是國家的災難。

　他指說，從五月份到現在蔡英文沒有做出

什麼挽回大家信心，不論是做掉賴清德還是

論文，再加上走私私菸，連國安局都無法掌

握，還用了超買圓謊，並追殺黃國昌檢舉私

菸案的人，說是串通好陷害蔡英文，所以我

相信又經過這三個多月，發生那麼多丟選票

的事情，她就是不會上。

　他希望綠營支持者不要去當國王新衣的眾

大臣，說國王有穿衣服，卻責罵說實話的小

孩，他希望大家嚴肅看待，今天會成為民進

黨、台灣的歷史罪人的人，不是說實話反蔡

的人，而是蒙著眼支持蔡的人，讓總統大選

輸二十個百分點，立法院也被拖累大敗。

　他強調，這次總統大選蔡英文必敗，支持

蔡英文等於禮讓國民黨，也等於投降共產

黨，現在已經來不及了，就像你家大門鎖壞

了，看到小偷要進來，只能快退到第二個

門，第二個門就是立法院，只要對台有利，

像是抗中、軍購等都是立法院的層級都在立

法院，希望大家不要含著淚，是要含著笑把

支持台灣這票給立法院候選人跟政黨不分

區。

贏，就要去考慮如何掩護海陸軍，達到最大

的戰力。

　彭文正提出現在大家應該思考的問題是誰

能出來帶綠營贏，綠營不是只有民進黨，這

個候選人的出現不但能帶領民進黨，也不會

讓其他黨排斥，而綠營裡面有一股很強烈的

勢力是不管對小英三年的施政抱怨，還包括

黨內初選時她的操作，讓所有支持賴清德的

選民內心憤恨不平。

　彭文正說，我倒覺得韓國瑜跟郭台銘的選

民矛盾沒有蔡賴來得深，他們因為一場初選

埋下不解的心結，不論是支持賴、反蔡，或

是中間選民像是游盈隆，完全都不相信這次

的初選結果，因為從整個黨內初選抽樣過

程、架構不透明，以及出來的數字幾乎在正

負1之內，就像是在告訴我們說民調是做出

來的。

　彭文正也說，這是很不懂民調的人做出來

的選舉結果，除了民進黨內部策意的民調

外，後面陸陸續續的民調都以落後百分之十

做為基調，將蔡英文打回原形，只有在民進

黨黨內初選是贏百分之八，且從那天過後就

回到了百分之五、十的落後，不過綠營其實

還有五個月，要把選民招喚回來是很容易，

只要把民進黨當初創黨的價值高舉就好。

　不過彭文正提到，但是現在選民很聰明，

反共、台灣價值淪為口號或選舉策略，人民

不會再買單，特別是現在立法院過半三年

後，通過幾個對台灣有幫助的法案，像是軍

購是歷年總統最低，雖然民進黨會拿出很多

數據說增加，但是按GDP來講，這三年是有

史以來被忽略最多的。

　彭文正更直指，像是時代力量的外國勢力

干預案只有五票，其他都被藍綠杯葛的事

情，只要看到藍綠站在一起投票，就知道民

進黨其實違背了當初的價值，公投法也是一

樣，完全無法抵擋民國親三黨的聯手，被這

群人用政治考量把民進黨的初衷和台灣價值

出賣了。

　彭文正表示，立法院一定要有讓人民信

賴、絕對擁護台灣價值、反中抗中，而且不

會被收買的力量，他希望喜樂島聯盟扮演這

▼政經關不了主持人彭文正 (截自彭文正臉書 )

去年彭文正曾來日演講與僑胞分享

彭文正：民進黨已失去核心價值

立院要有讓人民信賴的力量

彭文正：別當國王新衣的眾大臣談 論 總 統 大 選
彭 文 正：重 點 應 放 在 立 法 院 選 舉
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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：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

（四國）瀨戶內國際藝術祭（台灣出展）

（東京）2019 年台湾生活用品及びパテント商
品商談会【東京会場】

場所：台湾文化センター
時間：7/5 ～ 9/13
主催：台湾文化センター

（横浜）「淬 ‧ 煉」台湾當代芸術展

場所：GOOD DESIGN Marunouchi（観光展示会）
             天狗湯（台南風銭湯体験）
時間：9/2（観光展示会）9/2 ～ 9/8（台南風銭湯体験）
主催：台南市政府観光旅遊局

（東京）台南遊 ~ 疲れを癒す週末台南旅

場所：マンダリンオリエンタル東京 3 階
時間：9/25
主催：経済部国際貿易局　台湾貿易センター

（東京）2019 台灣エクセレンス記者発表 &
セミナー商談会

場所：台湾文化センター
時間：9/20 ～ 11/24（台湾文化センター）
主催：台湾文化センター

場所：東京ビッグサイト
時間：9/25 ～ 9/29
主催：( 福 ) 全国社会福祉協議会
             ( 一財 ) 保健福祉広報協会

（大阪）台湾 ‧ 大阪日用工芸創作交流展

（東京）第 46 回国際福祉機器展 H.C.R. 2019
（台湾出展）

場所：国立京都国際会館
時間：9/6 ～ 11/14
主催：沖縄県立博物館・美術館

場所：パレスホテル東京　2F「葵の間」
時間：9/13
主催：経済部国際貿易局、台湾貿易センター

（沖縄）台湾展～黒潮でつながる隣（とぅない）ジマ～

場所：ホテルオークラ福岡　4F「平安の間」
時間：9/9
主催：経済部国際貿易局、台湾貿易センター

場所：スイスホテル南海大阪　8 Ｆ「浪華の間」
時間：9/11
主催：経済部国際貿易局、台湾貿易センター

（福岡）2019 年台湾生活用品及びパテント商品
商談会【福岡会場】

（大阪）2019 年台湾生活用品及びパテント商品
商談会【大阪会場】

地點：幕張メッセ
時間：9/12 ～ 9/15
主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会

（東京）東京ゲームショウ 2019（台湾出展）

場所：台湾文化センター
時間：9/13
主催：台湾文化センター

（東京）台湾カルチャーミーティング《橋の上の子ども》
場所：国立京都国際会館
時間：9/2
主催：ICOM 京都大会 2019 組織委員会

（京都）2019 ICOM 京都大会台灣主題展區開幕

場所：ホテルオークラ福岡
時間：10/2
主催：台湾貿易センター (TAITRA)

（福岡）台湾自動車産業・ボート産業及び見本
市セミナー【福岡会場】

場所：ホテル日航大阪
時間：9/30
主催：台湾貿易センター (TAITRA)

（大阪）台湾自動車産業・ボート産業及び
見本市セミナー【大阪会場】

場所：酒田中町モール
時間：9/22 ～ 9/23
主催：酒田台湾交流プロジェクト

場所：加賀市文化会館
時間：10/27
主催：北路中日新聞、石川テレビ放送、寒雲事務所

場所：東京タワー
時間：9/13 ～ 9/16
主催：台湾祭実行委員会

場所：パレスホテル大宮
時間：9/29
主催：埼玉台湾総会

場所：京王プラザホテル 43 階
時間：9/8
主催：台湾主権記念会実行委員会、
             日本台湾医師連合会

場所：野恩賜公園噴水広場前 
時間：9/28 ～ 9/29
主催：中華文化総会

場所：セシオン衫並
時間：9/7
主催：衫並区交流協会

場所：大宮駅前そごう百貨店
時間：9/25 ～ 9/30
主催：埼玉台湾総会

場所：東京ビッグサイト
時間：10/8 ～ 10/10
主催：リード エグジビション ジャパン株式会社

（山形）さかた台湾フェスタ （石川）台湾祭 IN 加賀市 2019

（東京）東京タワー台湾祭
（埼玉）埼玉台湾総会

2019 年双十国慶節パーティー交流会

（東京）台湾主権記念会講演会 （東京）Taiwan Plus 2019 台湾新感覚

（東京）まるごと台湾フェア 2019 （埼玉）埼玉台湾観光物産展

（東京）第 32 回国際メガネ展 
IOFT 2019（台湾出展）

場所：西鉄グランドホテル
時間：10/4
主催：台湾経済部国際貿易局、
             台湾貿易センター（TAITRA)

（福岡）タピオカミルクティー産業商談会

　第16回芥川賞の候補作「五つ数えれば三日月
が」が発刊された。著者の李琴峰さんは日中翻訳
家で2013年に来日し、17年に「独舞」で群像新
人文学賞優秀作を受賞しデビューした。
　本作は、日本で働く台湾人の私、台湾人と結婚
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過240個車站當中，有32座

車站名字與日本鐵道車站

相同，對日本民眾來說，

有著濃厚的熟悉感及親切

感，為了加強台日鐵道、

觀光交流合作力道，前於7

月18日與JR四國鐵道株式

會社簽署締結「推動台日

鐵道觀光合作備忘錄」及

合作發行「鐵道觀光集章

護照」。

　而今年「台日32同名車

站X青春・若旅2019」更

首次合作號召日本四國地

區青年大學生組團參加，

學生們均使出渾身解數來

爭取此次訪台機會，最後

由20位青春有活力的大學

生脫穎而出，26日起一連3

天，將分5組來台走訪、體

驗台灣鐵道與小鎮觀光魅力，屆時每天

也會將旅遊心得及畫面上傳至大阪辦事

處臉書「台湾見っけ！」與大家分享32

同名車站要怎麼玩的精采。

　這次在大阪的推廣活動，也特別邀請

去年參加活動的學長、姐們交流分享，

並為即將出發參與今年活動的學生們壯

行與加油打氣，除打響「台日32同名車

站」印象之外，也有助拓展「台灣x四國

鐵道觀光魅力」之整體宣傳效益，期能

自日本四國逐步拓展至日本市場，創造

多贏目標。

源傳達給更多日本民眾，黃勢芳組長於八

月二十四日）前往大阪，在人潮密集的大

阪車站5F時空廣場主持駐大阪辦事處辦

理的台灣觀光推廣活動，現場佈置知名鐵

道攝影師村上悠太所拍攝台灣鐵道32個與

日本相同站名的車站寫真作品外，更透過

32同名車站賓果遊戲與現場民眾互動，吸

引民眾駐足觀看及詢問台灣觀光資訊，留

下對台灣及32個同名車站的認識與深刻印

象。

　觀光局表示，鐵道在觀光旅遊扮演了相

當重要的角色，目前台灣鐵路系統總計超

【關西／綜合報導】為了宣傳台灣觀光，

擴大日本客源，不僅參加名古屋真中祭，

也於八月二十四日在大阪車站時空廣場舉

辦台灣觀光推廣活動，藉由32個與日本同

名的台灣車站的照片和賓果遊戲，加深日

本民眾對台灣印象，推動富山宣言2020年

雙方互訪達800萬人次的目標。

　今年由觀光局國際組黃勢芳組長代表率

「Time for Taiwan」台灣團隊參與名古屋真

中祭，並於八月二十三日與台中市政府拜

會愛知縣森岡仙大副知事及名古屋市長河

村隆之，雙方就如何透過祭典、教育、體

育與民眾等多方面交流進行意見交換並分

享經驗。

　觀光局未來為了與日本中部地區將持續

以地方祭典及大型體育活動為主軸擴大互

訪交流，更討論以包裝旅行商品方式，共

同創造地域性祭典及運動觀光效益，黃勢

芳組長表示，台灣觀光未來2年主軸訂定為

「2020脊梁山脈旅遊年」及「2021自行車

旅遊年」，盼透過多元化的觀光資源，促

進台日雙方交流，共同爭取更多的國際旅

客到訪。

　另外為了加強宣傳台灣鐵道觀光及小鎮

旅遊魅力，並將台灣各區域多樣化旅遊資

【千葉／綜合報導】桃園市與千葉縣友好交

流協定邁入三週年，為此市長鄭文燦於八月

九日率團拜會千葉縣政府，縣知事森田健作

親自接待，雙方也在這三年間進行包括體

育、教育、文化與觀光等多項交流，往來密

切，鄭市長也盼桃園各地區與千葉各城市間

相互交流，拉近台日兩國間的距離，建立更

多更好的友誼。

　鄭文燦指出，千葉縣的成田機場是世界進

入日本的第一站，也是他自己認識日本的第

一印象，而自從桃園升格後，成功與千葉縣

締結為友好交流城市，也讓成田機場與桃園

機場往來關係密切。

　鄭文燦也提到，在這次赴日進行友好城市

交流訪問當中，第一日即前往千葉縣銚子市

考察離岸風電發展，視察風電電廠設施，未

來桃園發展風力發電後，風車間可互相結盟

合作；此外，市府團隊也前往犬吠埼燈塔進

行考察，期望未來積極促成犬吠埼燈塔與

觀音白沙岬燈塔結盟姊妹燈塔的目標。

　鄭文燦表示，近年來千葉縣在台灣的知

名度不斷提高，未來市府希望推動千葉縣

旅遊，讓市民朋友多方面體驗日本文化，

再加上，台灣與日本是最友好的國家，今

年上半年由台灣赴日觀光約有250萬人，日

本來台觀光約有100萬人，相信未來兩國間

的國民感情會愈來愈好，也期盼台日關係

能保持友善、積極的發展方向。

　鄭文燦也說，感謝森田知事對台灣地震

與颱風的關心，也感謝駐日代表謝長廷致

力推動台日間交流，過去桃園與日本交流

較少，但在升格後分別與千葉縣、香川

縣、宮崎縣、千葉縣成田市、石川縣加賀

市等城市簽訂友好交流協定，交流成長幅

度大幅提高，顯見駐日代表謝長廷的努力

有目共睹。

　千葉縣知事森田健作則表示，友好交流

協定雖然剛滿3週年，他認為交流可永久

持續才有意義，願兩市友誼長存，未來更

進一步在觀光、農業、經濟等面向共同合

作，未來不只是桃園和千葉的友誼，更要

擴大成台灣和日本的友誼，讓彼此關係更

緊密。

▼紀念合影 (桃園市府提供 )

鄭市長與森田知事擁抱 (桃園市府提供 )

桃 園 市 與 千 葉 縣 友 好 交 流 協 定 三 週 年

鄭 文 燦 率 團 拜 訪

觀 光 局 開 拓 關 西 客 源
系 列 活 動

台灣隊伍大合照

▼台灣團隊在真中祭的前夜祭舞台演

接旗 左起香川縣知事濱田惠造

Vocal Asia 理事長陳鳳文、高雄市副市長

葉匡時 照片提供：Vocal Asia 人聲樂集

【青森／綜合報導】青森睡魔祭（ねぶた

祭）從八月二日至七日登場，交通部觀光局

今年特別借到屏東監獄製作之大型花燈作品

火焰戰豬-天蓬元帥「初陣」，參與這次的

遊行隊伍，展現台灣繽紛的花燈外，也藉此

宣傳台灣，成功吸引沿路民眾的目光，紛紛

發出「啊!是台灣ㄟ」驚呼聲，並表示喜歡

台灣，想去台灣。

　台灣「初陣」（日文中初次參加的意思）

的花燈—火焰戰豬，本體約70公斤、底座

47公斤、背景大火焰25公斤，組合後高3公

尺、寬2.4公尺、深1.4公尺，是由屏東監獄

製作，交通部觀光局借來後格外慎重包裝運

送，確認抵日後組合等事項，並派專人前往

日光東武世界廣場組裝後再運往青森。

　參加青森睡魔祭的起因是今年一月駐日代

表謝長廷向青森縣的蘋果知事三村申吾表達

參與祭典的意願，二月份和長榮航空日本支

社正式拜會知事，在青森縣廳的支持及協助

下成功參與遊行，再加上今年是豬年，日本

民眾對「豬八戒」有一定的認知，以及色彩

鮮豔亮眼的花燈吸睛力較強，才選擇屏東監

獄的花燈。

　觀光局東京事務所所長鄭憶萍也說，睡魔

祭日文發音ねぶた，「ぶた」和豬的發音一

樣，也是挑「豬」燈的原因之一，為了讓更

多民眾瞭解台灣並慶祝台灣花燈首次參與睡

魔祭典，東京事務所也結合青森當地販賣台

灣旅遊產品的HIS、Tourwave等旅行社，於8

睡魔祭期間到各合作的旅行社即可索取台灣

觀光手冊、豬年小提燈等小禮物。

【香川／綜合報導】Vocal Asia人聲樂集在

文化部支持下，與日本香川縣政府於八月九

日至十二日在瀨戶內國際藝術祭夏季展共

同主辦全亞洲最大規模的阿卡貝拉藝術節

─Vocal Asia Festival(VAF)，也是首次以節

中節方式辦理。

　首日亞洲盃阿卡貝拉比賽，參賽隊伍來自

印度、菲律賓、日本及中國與香港共7隻隊

伍，最後由唱出文化特色的菲律賓和印度拿

下第一、二名。開、閉幕式共有香川縣知事

濱田惠造、瀨戶內國際藝術祭總監北川富

朗、下一屆共同主辦單位高雄市政府葉副市

長匡時及大阪辦事處李處長世丙等貴賓到

場。

　本次台灣共有金曲獎得主桑布伊與歐開合

唱團到場獻唱，桑布伊於講座表示，他擔心

因為網路資訊發達，接收到世界各地音樂相

當容易，會不會反而忽略自己族群的音樂，

「每個族群代表一個圖騰，每個族群的音樂

是一種顏色，如果把這些圖騰跟音樂記憶的

更清楚，我相信這世界的『布』會相當美

麗，而不是只有單一色彩」。

　桑布伊也提到，自己雖然沒有受過專業的

訓練，但從小就在部落成長接觸部落的傳統

文化，耆老告訴他，一個會唱歌的人不是因

為歌聲好，而是能表達自己的情緒，用歌曲

傳達當下的心情與訊息。

　桑布伊以「大地之歌」具感染力的歌聲

為「給島嶼和世界的歌」演唱會揭開序

幕；日本Try-Tone、民謠歌手木島Yutaka、

Unlimited Tone和歐開合唱團接力獻唱，用

　三村知事也表示，七月青森桃園線開航

後，特地前往台灣進行業務訪問，在台期

間享用了好吃的小籠包、芒果、台灣啤酒

等，除了希望台灣人能來青森旅遊外，也

會和觀光局一起合作努力，透過廣告、護

照補貼、修學旅行等讓更多的青森民眾前

往台灣旅行，讓這條航線的搭乘率能像他

的身材一樣達到120%，並對十一月起該航

線將由每週二班增為五班的增班計畫充滿

信心和期待。

　鄭所長也提到，以前曾以遊客身份特地

來觀賞睡魔祭，當時就對睡魔祭的大型燈

籠的迫力及囃子的樂音留下極深的印象，

這次能再次親身體驗睡魔祭，充滿了期待

和興奮，也希望能透過這樣直接面對民眾

的推廣方式，提高台灣的知名度，進而促

進更多日本民眾赴台旅遊。

　除了參加青森睡魔祭推廣活動開拓地方

客源外，在實質送客推動赴台人數成長方

面，該局也與阪急、JTB等旅行社簽訂強化

送客協議，加強東京、名古屋等一線都會

城市販售台灣周遊、南台灣產品的力道，

透過業者開發產品的能力及強項，包裝不

同的台灣旅遊商品，爭取多元客層。

　根據觀光局統計，今年一到六月日本來

台旅客達97萬8,974人次，較去年同期成長

8.25%，該局表示，第四季一向是日本旅客

來台的旺季，據日本旅行業協會的調查，

2014-2018年台灣連續五年獲得日本年末年

始新年假期的海外旅遊人氣度第一名，對

於今年日本市場突破200萬人次深具信心。

音樂跨越國界與語言的隔閡，最後一曲桑

布伊「Verelruwan」台日歌手共同合唱，獲

全場觀眾喝采，畫下完美句點。

　配合瀨戶內藝術祭，VAF也前進瀨戶內小

豆島與豐島辦理Aca Day，特別將地點安排

在台灣藝術家王文志「小豆島之戀」和林

舜龍「跨越國境·波」作品前，台灣土地的

聲音響徹瀨戶內海，舞動出多元的音樂生

命力。

　這次瀨戶內國際藝術祭台灣藝術家王文

志、林舜龍與Vocal Asia人聲樂集獲文化

部補助參與，並由台灣文化中心促成，盼

作為藝術家在日本發展的後盾，讓藝術家

可以盡情將想像力和創造力，將台灣在地

豐沛的藝術創新能量輻射至日本與世界各

地，將在日本展覽時獲得的經驗轉化為創

作的養分，期待下一個更精采的作品。

瀨戶內國際藝術祭夏季展期將於8月25日結

束，秋季展期自9月28日至11月4日止，可在

展期內欣賞藝術家王文志與林舜龍作品。

▼台灣燈花燈參加睡魔祭遊行

台 灣 火 焰 豬 花 燈
日 本 青 森 睡 魔 祭「 初 陣 」

給 島 嶼 和 世 界 的 歌
V A F 台 日 歌 手 攜 手 獻 唱
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記者會紀念合影副秘書長張鐵志

查勞・巴西瓦里遠赴日本與阿部公二、漫才少爺一同演出

綜合　11

【青森／綜合報導】青森縣弘前市已登錄為

2020東京奧運中，接待中華隊選手的城市，

台灣文化中心於八月十日特別安排日本藝人

阿部公二與金曲獎原住民歌手查勞・巴西瓦

里一同在弘前市演出，希望促進弘前市與台

灣的交流，也讓當地居民更深入認識台灣。

　日本為迎接2020東京奧運大會的來臨，全

國各地有多個城市登錄接待城市，其中接待

台灣的城市總數已達24個，是全世界第一，

台灣文化中心為了讓接待城市更加瞭解台灣

文化，委請株式會社MCIP HOLDINGS並由

日本知名搞笑演藝公司吉本興業合作舉辦

「用歌聲與笑容和台灣相繫～接待城市文

化交流活動in弘前」活動。

　活動邀請金曲獎最佳原住民歌手的查

勞・巴西瓦里來日演出，以阿美族語為大

家演唱台灣原住民風情的歌曲，同時苦練

演唱當地民眾耳熟能詳的日文歌謠「蘋果

之歌」，以輕鬆的音樂風格用吉他彈唱，

獲得台下以蘋果出名的弘前市民眾熱烈回

響，成功以原住民音樂與日本民謠「蘋果

之歌」拉近台日文化距離。

　吉本興業藝人則是由青森朝日電視台節

目「HAPPY」的名主播阿部公二擔任主

持人，以幽默方式向當地民眾介紹弘前市

與台灣歷年的交流活動，介紹台日民眾都

愛吃的台灣芒果與弘前蘋果、還有今年夏

天始航的長榮航空「青森—桃園」直飛

班機，都讓當地民眾感受到相距遙遠的弘

前與台灣的距離其實愈來愈近。

　另外青森當地駐點的雙人組搞笑藝人

Cutie Bronze，與長年在台發展的搞笑雙

人組「漫才少爺」同台以台灣為題展開抬

槓說笑，將他們實際在台體驗到的文化差

異分享給現場觀眾。最後查勞也與民眾分

享了關於阿美族的特殊文化，加深弘前當

地民眾對台灣原住民文化的理解。同時藉

助為期三周在活動現場展出的台灣女子壘

球代表隊與弘前市學生過去交流活動的珍

貴照片，拉近台灣與弘前之間的文化距

離。

　演出剛好碰上日本三連休首日，成功吸

引不少出遊民眾注目，並接觸到台灣來的

異文化表演，而台灣文化中心為結合2020

東京奧運台灣選手接待城市共同促進台日

文化交流，除了在弘前市演出外，將繼續

於11月3日安排金曲歌手陳建年到福島縣

南相馬市交流演出，預為明年即將展開之

東奧大會加油打氣。

▼交流活動紀念合影

台 灣 文 化 中 心 以 笑 容、
歌 聲 和 奧 運 接 待 城 市 交 流

【東京／採訪報導】文化總會為了即將到來

的「Taiwan Plus 2019 台灣新感覺」，副秘

書長張鐵志率團於八月十九日在台灣文化中

心舉辦宣告記者會，今年將擴大台灣品牌參

與市集，也與日方合作串連雙方品牌和職

人，演出方面也請到參加各大日本音樂祭的

獨立樂團，希望能再次展現出台灣的軟實

力。

　文化總會於去年成功在上野公園舉辦

「Taiwan Plus 2018文化台灣」，並決定到

2020東京奧運舉辦為期三年的計畫，今年預

定於九月二十八日、二十九日重返上野公園

舉辦「Taiwan Plus 2019 台灣新感覺」，除

了設計、音樂、市集之外，更延伸加入前期

講座、串聯台日店家合作等元素，將台灣文

化最前線的人事物帶到東京，讓日本民眾能

體驗到台灣的活潑創意與文化內涵，再次重

新認識台灣一次。

　副秘書長張鐵志表示，去年是以台灣文化

為主，今年的則以台灣新感覺為主題，包括

觸覺、嗅覺、視覺、味覺，將介紹更年輕、

都會、具有當代潮流的文化給日本民眾，特

別是台灣在過去十年在出現美學革命，可以

看到在設計創意等更多在台灣社會生活中出

現改變。

　張鐵志也說，Taiwan Plus是整個國家希望
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再 度 串 連 台 日 文 化
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「Time for Taiwan」隊伍

將台灣文化帶到日本來，我們知到台灣跟

日本有很長久的歷史淵源，深受日本流行

文化影響，特別是從311東北大地震後，

日本對台灣的興趣和好感度大幅增加，很

多日本人來台旅遊，喜歡台灣文創產品，

以及風靡台灣的珍珠奶茶，而想在全世界

因東奧關住東京時，也讓全世界能關注台

灣，明年則會結合更多台灣文化一起來日

本展出。

　今年在音樂方面以「Taiwan Beats」為

演出主題，策展團隊相知音樂集結了今年

度參加日本各大音樂祭的獨立樂團，帶

來八組表演團體，像是深耕客語歌曲，

成員裡也包含日本樂手的「生祥樂隊」、

巧妙結合舞曲及放客風格的「宇宙人」、

以細膩手法融合電子音樂及台灣80年代金

曲「李英宏」及「9m88」、代表台灣原

住民音樂的金曲獎得主「巴賴」、象徵

台灣獨立音樂多樣化的「Tizzy Bac」、

「DSPS」與「雷擎」，預計兩天將輪番

上陣展現出不一樣的台灣音樂。

　市集則以「Taiwan Culture Market」為

主題，邀請到長期深耕台日文化交流的株

式會社朝寢坊屋策畫，除了邀請不同的台

灣品牌參與市集，更串聯了兩地創意品牌

及職人，透過聯名商品、獨家開發、駐店

工作坊以及Pop-up商店等不同方式，打造

台日文創合作新可能。

　這次Taiwan Plus也從四月開始舉辦講座

及串連活動，像是在代官山蔦屋書店舉辦

講座，暢談台灣出版、設計、旅行等相關

文化，並展售「新活水雜誌」等台灣出版

物，以最直接的方式傳達給日本民眾目前

台灣正在發生的新潮流，以及知名旅宿

「CITAN」與台灣啤酒合作推出以台灣本

地啤酒為主角的創意佐酒菜及餐點等。

　另外也於宣告記者會後，舉辦「台日音

樂產業交流」，邀請到台灣文化主任王淑

芳、吉本興業副社長清水英明、相知音樂

行銷總監江季剛、顏社音樂主理人迪拉等

分享台日音樂產業現況，迪拉也針對嘻

哈音樂在台灣及亞洲的發展做了簡單的概

述，清水副社長也希望將來能夠有更多機

會促成台日雙方的音樂交流合作。

【東京／綜合報導】高雄市副市長葉匡時於

八月四日起，率領團訪問日本東京，並出

席友好城市八王子市之盛大慶典「八王子

祭」，觀賞高雄五福國小扯鈴隊的演出。另

外市府團隊也接連拜會東京都廳、東京都教

育委員會、自民黨青年局及2020東京奧運組

織委員會等，積極強化雙邊教育和體育友好

關係、尋求合作新契機。

　高雄五福國小扯鈴隊於4日晚間以高雄市

表演團身分，在「八王子祭」遊行中熱情演

出，學生們配合音樂節奏輕巧地運鈴，以精

湛的炫技和默契十足的拋接，吸引群眾圍觀

並博得滿場熱烈掌聲。而該扯鈴隊也曾獲

「2018大阪國際扯鈴大賽」團體組冠軍。

　葉匡時指出，八王子是高雄最早結交的日

本友好城市，互派表演團於「高雄燈會」及

「八王子祭」演出則是雙方行之有年的傳

統，像是今年二月日本法政大學YOSAKOI

舞蹈社團「鳳遙戀」代表八王子市來到高雄

演出。兩市每年共同舉辦「台日友好城市聯

合畫展」與青少年體育交流等，是高雄感情

最深厚、往來最頻繁的友好城市之一。

　高雄與東京都於2016年締結教育交流備忘

錄，為此訪團五日前往拜會東京都教育委員

會藤田裕司教育長，就「2020奧運及帕運教

育推廣計畫」與「教育的多元聯結」進行討

論，藤田教育長也分享近兩年雙邊高中生之

國際交流互訪情形。

　葉匡時則表示，高雄積極推展英語與資訊

教育，以提升城市競爭力，而東京都也為東

【高知／綜合報導】駐大阪辦事處李世丙處

長於八月十日赴高知縣參加第六十六屆「夜

來祭」（よさこい祭り）及歡迎會，並與高

知縣知事尾崎正直共同為遠從新竹縣而來的

玉峰國小舞蹈隊表演加油，促進台灣與高知

縣的友好交流。

　新竹縣玉峰國小舞蹈隊領隊黃晴逸校長一

行二十人於10日上午赴高知縣廳拜會尾崎知

事，獲縣廳幹部熱烈歡迎，在高知車站前廣

場表演時，尾崎知事及駐大阪辦事處李處長

並到現場鼓勵加油。

　尾崎知事也拿起小學生表演使用的道具竹

槍和開山刀，再依學童的教導舞弄，和學童

們打成一片。尾崎表示，學童們真的很可

【台中／綜合報導】「2019第六屆東亞國際

城市足球邀請賽」於八月十八日起在台中太

原球場舉行，包括台中市代表隊、台體大、

南投縣代表隊，以及來自日本的琉球代表

隊、沖繩代表隊及澳門鄒北記共6支隊伍，

最後由首次訪台的鄒北記足球隊以全勝之姿

摘下冠軍。

　在這次的預賽中，鄒北記兩戰全勝，

二十一日最終日和另一組第一台體大對決，

鄒北記先丟1球後，在5名外援聯手下後連趕

4球，帶走第6屆金盃，賽會個人獎也都由鄒

北記球員包辦，堪稱今年賽事最大贏家。

　在季軍的決定賽中，由台中市代表隊對上

琉球代表隊，上半場台中代表隊率先進兩

球，但未能把握大好機會留下勝利，下半場

被留球代表隊踢成4:4平手，進入延長的PK

環節，但在PK中，琉球代表隊以踢進四球

贏過台中代表隊的兩球，拿下本屆季軍。

　對於台體大的表現，教頭趙榮瑞表示，就

愛，看到他們很努力練舞，內心很感謝，希

望台灣的孩童能與高知的孩童一起藉由夜來

祭慶典多多交流。

　本次第六十六屆「夜來祭」計有207團體

參加演出，吸引100萬人次到場觀賞，除了

新竹縣玉峰國小舞蹈隊外，還有弘光科技大

學學生表演團及漢神百貨店代表團等3團體

表演至為成功對促進台日文教及地方交流甚

有助益。

　夜來祭」源自於1950年代發祥於高知的一

種盆舞，主要是為了振興地方觀光經濟，以

及和四國德島的「阿波舞」較勁，逐漸發展

成日本各地，成為夏季的代表性祭典，今年

的夜來祭從八月九日到十二日共舉辦四天。

內容上看，上半場球員表現不錯，下半場讓

幾名新生上場磨練，進攻上好幾球都是臨門

一腳，不過仍算新賽季不錯的開始，而防守

也還不錯，整體不到滿意，但也有及格。他

也說，球員攻守兩端都看得見進步，但球員

經驗都要再累積，這也是辦這比賽的意義，

這場球對我們幫助就很大！

京奧運的舉辦及新時代國際人才之培育，推

動活用英語之國際教育交流，盼藉本次訪問

兩市攜手合作，運用新的教育方法深化台日

學生的學習力。

　另外訪團也於六日先後拜會東京都廳主管

國際事務之外務長山元毅與自民黨青年局佐

佐木紀局長。東京都近年與台灣城市在防災

與危機管理等交流趨於活絡，本市特別針對

雙方共通的問題，如災害預防與救助、城鄉

教育差異、老人長期照護及施工品質提升等

議題向東京都請益及討論，並希望開啟往後

長期、穩定的交流契機。

　為了明年即將到來的東京奧運，訪團也前

往興建中的奧運選手村及有明體操競技場，

以及拜會東京奧林匹克組織委員會，了解國

際運動賽會舉辦與都市再造、城市永續經營

的整合情形，為高雄未來城市發展取經。

葉匡時副市長（中央左）與自民黨青年局佐佐木
紀局長（中央右）、小林史明眾議員（右二）及武
藤啟參議員（右一）針對兩市國際交流合作進行

意見交換 (高雄市府提供 )

高 雄 市 副 市 長 葉 匡 時 率 團 赴 日 　

開 拓 新 契 機

東 亞 城 市 足 球 賽
台 體 大 勇 奪 亞 軍

台中和琉球進入 PK 賽

▼李處長、尾崎知事與小朋友們合照

泰 雅 學 童 赴 高 知 夜 來 祭
以 舞 蹈 促 進 台 日 交 流
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的合作讓西華和帝國飯店搭起友誼的橋樑，

也是向日本的客人介紹台灣文化的好機會，

不過上次不僅西華團隊來東京，帝國飯店團

隊也有到西華客座，他們來的時候就創造一

款調酒「おもてなし」，代表著盛情款待的

意思，也象徵著雙方一起把很想照顧客人的

理念傳達給大家，這次跟帝國飯店的合作，

他認為是促成台灣跟日本的友誼的合作。

　對於被記者問到即將到來的東京奧運有沒

有計畫，夏基恩說，我們其實有個蠻創新的

概念，就是2020年辦完奧運後，可能主辦完

奧運這個大活動之後，來台北放鬆的意象，

主推的產品可能就像這次的活動吃到的經典

菜一樣，利用這些台灣經典佳餚，做更進一

步的發揮與延展。

　而關於七月三十一日中國針對台灣發佈的

少來往的旅客駐足欣賞。

　觀光局局長周永暉表示，與京急電鐵的合

作是從2015年他擔任台鐵局長時開始，當時

是與日本女星長澤雅美一同以meet colors 台

灣為主題宣傳，2017年則做2.0版，以「客

家浪漫台三線」為主題，而今年的主題中，

兩廳院和藝術中心都跟鐵道有關係，台北兩

廳院跟台北車站的設計師是同一人，衛武營

國家藝術文化中心跟高雄新站是同一個人，

台中歌劇院也跟日本很有關係，是由伊東豐

雄設計，很高興今天很有文化氣息，感覺我

自己都很有FEEL，變成文化藝術人，讓鐵

路增加光彩。

獅啦啦隊在觀光局的喔熊組長陪襯下熱舞，

再加上台灣風格的音樂來炒熱現場氣氛。

　觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，台灣

日同樣與西武集團的台北華泰王子飯店和中

華航空、長榮航空合作，提供兩組四名台灣

三天兩夜機票加住宿的獎品，以及與西武旅

行社合作企劃「與西武選手台灣見」旅遊商

品，預定在本季球賽結束後，召募球迷年底

前一起去台灣旅遊，與西武選手在台灣相見

歡。

　在日本擁有型男主廚之稱的速水茂虎道是

首次擔任開球來賓，他特別上場前練投了很

自由行限制令，夏基恩回應，像是中國這

麼大的旅遊市場發生變動，多少都會造成

一些影響，但其實西華是在這樣的事件發

生之前，就有「不要把雞蛋放在同一個籃

子」的理念，鎖定的個客人不是以單一市

場為主，就像是這次特別來帝國飯店做活

動，展現出西華多元發揮自己的市場。

　夏基恩也說，西華飯店客人來源最多的

是北美，大概是百分之三十八，接著是東

京的百分之三十五，以及香港和新加坡

等，包含商務客人、休閒旅遊的客人。但

他也坦言，預計在短期之內可能會有百分

之十五的影響率，不過也相信在短期之內

就能復甦。

　夏基恩指出，因為商務客人大概是五人

以上成行就可以了，大家可能會花一點時

間，多找一些旅伴再出發，就不會被定義

成自由行，不過西華接觸來自中國的自由

行散客比率本來就沒有那麼高，所以受到

的影響相對小一點，但其他的飯店會受比

較大的影響，要看各自的客群而定。

　星野集團進軍台灣一事，夏基恩也很正

面看待，他提到，他覺得有更多的國際飯

店品牌進軍台灣，其實是提高台灣的能見

度，也更刺激大家來台灣的意願，不過因

為每個飯店自己品牌打的客群是不同的，

所以不會去擔心這點。

　他說，不要人云亦云，因為其實每個飯

店都有各自特色，有些是位置、地點很

好，有些是服務很強，但我們要自己內

化，找出自己的最強項，並一直強化，而

不要說別的飯店做什麼我們就跟著做，找

到自己的特點，然後就可以發展出自己一

個獨特市場，就不怕大環境去做很多的影

響跟互動。

　京急電鐵社長原田則表示，自己曾到台

灣看過燈節，也在旅遊途中欣賞到台灣美

景，就很想讓更多人看到，這次的新的廣

告牆是將原本的美麗風景轉換成新概念，

展現出台灣的新魅力，而且設在羽田機場

不僅能讓日本旅客看見，也能讓來自世界

各國的旅客看見，希望台日來往的人數能

持續絡繹不絕，發展觀光交流，加深雙方

的互動。

　國表藝董事長朱宗慶則說，三個廳是國

家的劇院，每年有兩千多場演出，有台灣

本地的、有世界的節目在那個地方，是一

個很重要的文化櫥窗，希望讓日本觀光客

和國際觀光客看到這個廣告以後，在台灣

旅遊的時候，也來我們這邊造訪一下，不

管從視覺的感覺，還是文化體驗的感覺都

是很值得推薦的。

　朱董事長也提到，國表藝與觀光局的合

作是如果有外國遊客來台灣旅遊時，在看

表演會有一些些的優惠，像是高鐵或是住

宿等，增加誘因，不過表演藝術這個地方

的確是很特別，所以國表藝的方案就是一

步一步落實，從這個廣告牆開始、跟政府

高鐵等合作，鼓勵大家多到這三個廳來看

表演。

　目前觀光局招募的觀光客有重點十國為

主，在這當中以日、韓、澳和東南亞穆斯

林國家為主，會增加宣傳活動和舉辦更多

推廣會，未來也將持續與各文化藝術場域

合作，多元呈現出台灣不同的特色，鼓勵

更多國際旅客台體驗生活和文化。

多球，但因此導致肩膀不舒服，無法順利

投中手套，他表示，雖然覺得很可惜，不

過能體驗到前所未有的緊張感，是非常珍

貴。

　他也提到，對台式飯糰很有印象，以及

在菜市場遇到了非常美味的釋迦，在家也

會做菜脯蛋、小魚干花生，希望能介紹日

本人不知道的台灣，下次他很想造訪古都

台南，也盼有機會再度擔任台灣美食宣傳

大使。駐日副代表蔡明耀也專程到場向速

水代言台灣美食表達謝意。

　一位穿著郭泰源簽名球衣的資深西武球

迷花見表示，他是看著郭泰源投球長大

的，球衣是統一球團部課長何信標「標

哥」送給他的，他很喜歡統一獅隊，經常

去台南看球，品嘗過台南的牛肉湯和担仔

麵，而且幾乎每年都來參加西武台灣日活

動。

【東京／採訪報導】台北西華飯店再度與日

本帝國飯店合作，從八月一日起至八月四日

止，互相在飯店內餐廳推出招牌菜，西華

飯店也計畫在2020東京奧運後，推出「辦完

大活動來台北放鬆」的意象，吸引更多日本

民眾到台灣品嘗美食，體驗觀光，另外九月

十八日至二十日，帝國飯店也將前往西華推

出招牌菜。

　今年西華飯店也是請曾擔任總統就職國宴

的主廚、怡園主廚高鋼輝率領廚師團隊，帶

來的料理包括大受歡迎的招牌「清燉涮牛肉

麵」、「三蔥脆雞球」、「脆皮燒肉」、

「避風塘香圓豆腐」、「金銀蛋時蔬」，以

及珍珠奶茶和壽桃，以自助餐的方式提供，

現場日本客人都紛紛排隊想一嚐台灣味。

　西華飯店總經理夏基恩表示，上次2016年

【東京／採訪報導】交通部觀光局與京急電

鐵再度合作，於八月二十二日起在京急電鐵

羽田國際機場站設置廣告牆面行銷，以台灣

國際級的表演藝術中心和兩廳院為主題，展

現出台灣的文化觀光，也與國家表演藝術中

心簽署合作備忘錄，提供優惠措施，吸引更

多外國客人來台體驗文化藝術。

　這次廣告的內容分別展現出台北兩廳院、

台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化

中心，在揭幕儀式由觀光局長周永暉、京急

電鐵社長原田一之、國表藝董事長朱宗慶共

同主持，並邀請台灣新生代表演藝術團隊

「三個人3peoplemusic」以演出，也吸引不

【埼玉／採訪報導】西武台灣日於八月十四

日在西武球場登場，今年邁入第五年，特別

邀請到擔任台灣美食展宣傳大使的男星速水

茂虎道開球，現場也有觀光局設攤，販賣台

灣香蕉，美食、觀光資訊、紀念品等，並提

供兩組四名的台灣機票加住宿當作抽獎獎

品。

　這次的台灣日觀光局配合五周年，製作紀

念特製吊牌一萬份及一千根香蕉免費大放

送，現場除了現場掛滿台灣燈籠，以及魯肉

飯、台式炒麵等美食，統一獅也特別派四位

美女啦啦隊和吉祥物萊恩前來助陣，與西武

【東京／採訪報導】第六十三屆書宗院展古

典臨書展於八月六日至八月十一日在東京都

美術館登場，今年不僅第一次有台灣人的作

品展出，在九日舉行的表彰式中，共有五名

獲獎，其中邱尉庭獲得無鑑查的肯定，他希

望能以這項殊榮做為開端，深化台日的書法

交流。

　書宗院每年都會舉辦展覽表揚內部的成

員，今年是首次開放讓台灣人參與，由邱尉

庭帶八位研究生和大學生參加，他們的書法

作品深獲書宗院喜愛，而除了四位學生獲得

特別出品賞外，邱尉庭自己的作品也拿到無

鑑查榮譽，而無鑑查就是其作品獲得所有評

審一致認同，特別挑選出來表揚。

　書宗院理事長高橋蒼石表示，這次台灣總

共有九件作品展出，值得注意的是台灣作品

水平都非常高，讓人大吃一驚，因此特別破

例新增特別出品賞表揚這些學生，也很高興

他們能來參加書宗院展，並希望他們能因此

與日本結下好的緣分，創作出更多好的作

品，以及與書宗院更進一步交流。

　邱尉庭表示，很感謝書宗院給他這次參與

的機會，特別是台日的書法風格不一樣，卻

還能獲得評審一致的認同。而自己雖然在台

灣也曾參賽，像是在大墩美展獲得第二名，

但都是以篆刻為主，在日本則是以書法為

主，除了書宗院展外，他的書法和篆刻作品

在日本的每日書道展中也都有入選。

　邱尉庭提到，台灣的書法是以民間為主

流，不像日本是有列入正規教育，但台灣人

的書法並不會輸給日本，只是相較之下，日

本寫書法的人數是遠超越台灣，一次展覽就

有可能有上千件的作品展出，但他認為不論

是哪種發展方式，彼此都可以互相學習。

　因此邱尉庭也提到，希望以這次的合作為

契機，開始與書宗院有更進一步的互動，自

己本身也在清華大學和長庚大學擔任社團指

導老師，希望以後能帶更多台灣的書法家來

【東京／採訪報導】台灣觀光局於八月

二十四日、二十五日在池袋車站舉辦「2019

台灣觀光Roadshow in池袋」，現場設有提

供台灣情報的攤位、音樂及舞蹈演出，以及

DIY的手作體驗，希望透過與日本民眾直接

的互動，加深他們對台灣的印象，進而提高

赴台旅遊的意願。

　為了讓日本民眾更了解台灣，觀光局每

年都會在日本重要交通樞紐舉辦台灣觀光

Roadshow，今年結合小鎮漫遊年和脊樑山

脈旅遊年，並以文化體驗為主題，安排了台

灣觀光猜謎、「三個人3peoplemusic」和凡

徒表演藝術的演出，以及具有相當許多意義

的原住民串珠、能展現出自家特色的台灣花

磚彩繪、小提燈的DIY體驗。

　台灣觀光協會副秘書長羅瓊雅表示，活動

前一日在有針對日本業者舉辦一場B2B的說

明推廣會，這次的活動是透別針對日本民

眾，因為日本大東京地區一定不僅有首遊

族，也有重遊客，我們希望能同時吸引這兩

個族群的目光，因此除了提供業者宣傳產品

與日本進行書法技術的交流，例如明年不僅

帶自己的學生，也想到更多已經出社會的書

法家一同參展交流。

　獲得特別出品優秀賞的余侑恩表示，自己

因為興趣才從大學開始接觸書法，他覺得得

獎只是其次，重要的是書法不能只侷限在台

灣，而是要多更外界交流，特別是日本已經

將書法發展成自己的文化，透過交流可以互

相學習不一樣的地方，不論是書法的表現方

式、教學、展覽的呈現方法等。

　書宗院於1938年由知名書法家桑原翠邦創

立，書宗是其師父比田井天來贈送給他的名

稱，並於1957年舉辦第一屆的書宗院展，而

比田井天來過去也曾遊歷台灣，曾收陳丁

奇、陳雲程為門徒，這兩人對台灣的書法界

有很大的影響，像是知名書法家前台藝大副

校長林進忠啟蒙於陳丁奇。

資訊外，活動也增加更多台灣特色的表演和

體驗。

　羅副秘書長也提到，不管是任何體驗，再

加上現在主推的四十個小鎮文化，這些都是

以觀光、文化、美食做結合，讓日本民眾能

覺得在離開台北後，對遊程的選擇上有更多

元，另外明年是脊樑山脈年，許多原住民的

部落都在台灣美麗的高山上，我們希望也能

結合出來，凸顯出台灣具有豐富的特色，以

及行程的多元性，也讓日本民眾知道這些都

是現有的，並且能馬上體驗到的特色。

台 灣 首 度 參 加 書 宗 院 展  
邱 尉 庭 大 放 異 彩

邱尉庭獲無鑑查肯定

邱尉庭與其他得獎的日本人合影

民眾體驗手工串珠統一獅的 Uni-girls 與西武啦啦隊一起熱舞

▼以文化觀光為主題的廣告牆

▼各式各樣的台式料理讓日本民眾都想品嚐

西 華 與 帝 國 攜 手
互 推 拿 手 招 牌 菜 迎 客

▼今年西武台灣日由速水茂虎道擔任開球嘉賓

西 武 台 灣 日 邁 入 第 五 年
日 男 星 速 水 茂 虎 道 開 球

▼邱尉庭和得獎的學生

觀 光 局 與 京 急 電 鐵 合 作
宣 傳 台 灣 藝 術 文 化 觀 光

台灣觀光 Roadshow 池袋登場

最 道 地 的 文 化 體 驗

▼觀光局舉辦台灣觀光 Roadshow


