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業委員会の林聰賢
主任委員もＳＡに訪
れ、子どもたちにナ
ツメを配るなど、台
湾産ナツメのＰＲを
自ら行った。子ども
たちも沢山おかわり
をするなど、ナツメ
は大好評だった。
陳市長は
「２０１２
年より、日本の検疫
職員や国 会 議員の
方々と日本への輸出
に向けて相互に努力
してきました。今回
その成果として、こ
んなに大規模なＳＡ
で試食として配布で
きて嬉しい」と過去
約５年間の想いを述
懐したほか、ナツメは
「安心」
、
「安全」の
優良農産品である事
を主張した。
一 方、 現 場を訪
高雄市の陳菊市長（右 1）と農業委員会の林聰賢主任委員（右 2）は子供たちに対し自らナツメの試食提供を行った れていた海老名市の
台 湾 高 雄 産の 内野優市長は、
「食品の輸入には、その食品
ナツメがこのほど が『安全』であるかどうかが一番重要。台湾
日本に輸入され３ と日本には親善関係があるので、そこは信頼
月５日、 海 老 名 している」
と話した。
サービスエリア上り
ナツメは果実や果菜類に甚大な被害を与
（ 以 下：ＳＡ）で える重要な害虫「ミカンコミバエ種群」の寄生
試食提供された。 果実であり、台湾には同害虫が生息している
台湾産ナツメ（以 事から、日本ではこれまで輸入の規制がか
下： ナツメ）は、 かっていた。監督省庁である日本の農林水
２０１６年１２月に 産省は、台湾側が提出した殺虫試験データ
日本 への輸 出が や、実際に検疫職員を台湾に派遣して低温
解 禁されており、 殺虫実験などを実施した上で、低温処理に
今 回の輸出は解 よるミカンコミバエ種群の確実な殺虫が可能
禁後初めて。
と判断。ナツメの輸入を解禁しても、同害虫
当日は、 高 雄 が日本に侵入する可能性は低いとの結論から
市の陳菊市長及 ２０１６年１２月２８日に輸入を緩和した。し
多数の日本人来場客に試食提供、反応良好 び台湾行政院農 かし、２０１６年は台風が多く発生した年で、

台湾ナツメ、解禁後初輸出！

ＦＯＯＤＥＸに過去最高１３２社、
１２５ブースが出展！
幕張メッセで開催されたＦＯＯＤＥＸ ＪＡ
ＰＡＮ ２０１８（以下：ＦＯＯＤＥＸ、会期：
３月６〜同９日）に、恒例の台湾パビリオン
が今年も出展した。４３回を迎えた今年は
桃園市、雲林県、嘉義市、台南市、高雄
市、屏東県の６大都市から台湾食品メーカー
１３２社、１２５ブースの出展が叶い、パビリ
オンの総面積、ブース数ともに過去最高。ま
た面積においては、ほかの海外パビリオンの
なかで４番目の大きさを誇った。
なかでも今年初めての参加となった桃園市
からは、老舗食品メーカーや農会など１７社
が出展して日本市場参入への第一歩を踏み
出した。主に手土産の商品を扱っているメー
カーが多く見られ、チョコレートと組み合わ
せたパイナップルケーキや干し豆腐など、他
社にはない商品を出展するなど差別化を図っ
ていた。桃園市の游建華副市長は「桃園は

でオープニングセレ
モニーが開かれ、台
湾貿易センター（以
下：ＴＡＩＴＲＡ）の
台 湾 食 品の 黄志芳董事長、行政院農業委員会（以下：
工 業 におけ 農委会）の林聰賢主任、経済部国際貿易局
る 大 都 市。 （以下：国貿局）の倪克浩主任秘書、台北
出展しているブースも多種多様で、どのメー 駐日経済文化代表処の謝長廷代表、さらに
カーも特色あるものばかりだ」と述べ、来場 高雄市の陳菊市長、屏東県の潘孟安県長、
者らに桃園ブースに足を運ぶよう呼びかけて 桃園市の游副市長、台南市の張政源副市
いた。
長、雲林県の丁彦哲副県長、嘉義市の張
このほか、他都市のブースにおいても、今 恵博副市長６大都市の地方自治体らが出席
年初めて出展した企業も少なくなかった。主 した。
な目的は日本の販売代理店を探す事と見ら
台湾パビリオンを主催したＴＡＩＴＲＡの
れ、業者らによると「世界三大食品展と言わ 黄董事長は挨拶で「ＦＯＯＤＥＸは台湾食品
れるＦＯＯＤＥＸに出展し、自社商品を知っ 産業の海外市場開拓における重要な催し」
てもらう事が前提にある」という。なお、同展 とし、台湾を代表する優れた多元性ある農
ではＢｔｏＢ（企業間取引）を展示の主力とし 産品が展示される事に期待していた。一方、
ていたが、各ブースでは並行して味を認知さ 昨年台湾から日本への輸出は７．
８２億米ド
せる狙いも兼ねて、来場者向けの試食品の ルにも達し、前年比１０．
６％増の成長を遂
提供も行うなど自社商品をＰＲしていた。
げた事にも言及。主に冷凍食品、青果、蘭
の輸出が大部分を占めるなど、増加の項目
特産品を PR
数が限られていた理由から、同展の出展を通
台湾からの輸出 15% 増へ
じ、日本へ輸出できる項目の拡大を掲げるな
ＦＯＯＤＥＸ開催初日に台湾パビリオン内 ど「今年は昨年比１５％成長」との目標を強
調した。なお、各地方の市長県
長らも、独自の特産品をアピール
し、台湾食品は「安心」
「安全」
である事を主張した。

前日には記者会見
陽岱鋼が応援大使に

今年は桃園市から初出展！

ＦＯＯＤＥＸ開催に先立つ同５
日、出展する台湾地方自治体に
よる「台湾食品産業合同記者会
見２０１８」がシャングリ・ラホテ
ル（東京都千代田区）で行われ、
台湾・食の応援大使として 今回台湾・食の応援大使として
食レポをする陽岱鋼選手 起用された台湾出身の日本プロ

その影響で生産量が大幅に減少した。この
ためしばらく輸出が困難な状況となっていた
が、今年に入り、日本への輸出がようやく実
現した。

TOPIC
日本語版
●光良、
初の東京公演で日本のファンに向け熱唱
●王子と喬喬にインタビュー

ＦＯＯＤＥＸにも出品
日本人の反応良好
ナツメはＳＡでの試食に加え、同６日〜９
日まで幕張メッセで開催された「ＦＯＯＤＥＸ
ＪＡＰＡＮ ２０１８」台湾パビリオン内の高雄
市と屏東県の一部ブースでも出品された。
ナツメを卸している業者は、
「マンゴーはキ
レイな色をしているがナツメは緑色のため日
本人に受け入れられるか心配」と不安視して
いたが、ナツメを試食した日本人来場者の反
応がとても良く
「安心した」
という。
なお、同業者によると、ナツメの旬の時期
は３月で終わっ
てしまうため、
今後の予定と
して、今年の
１１月をめどに
再度日本のスー
パーマーケット
などの店頭に並ぶ
見込みだという。
▲台湾産ナツメ

5面

6面

中国語版
●橫濱台灣餐飲聯誼會新年會

３０年收穫豐碩

2面

●日本雅虎募款１億４０００萬 謝代表感謝台日善的循環 3 面

●「ECHIGO-TSUMARI 2018」新潟縣越後妻有 大地藝術祭 7 面

WEBでも二ユ一ス記事が読めます
http://blog.taiwannews.jp/

日台コラボ商品も限 定 販売

ナツメ試食
提 供 日に 合
わせ、同ＳＡ
の一部店舗では台湾食材とのコラボレーション商品を限定販売した。
「いでぼく」の店舗では、オリジナルの生乳で作った生クリームと台湾のバナナを使用
したクレープ「バナナボート」を、
「らーめんたいざん」の店舗では、台湾の桜えびと鯛を
使用した「台湾海老麺鯛飯御膳セット」を販売。バナナボートは2017 年に開催された
第 6 回スイーツコンテスト出品のために開発されたレシピで、好評を得た事から今回限
定メニューとして提供した。一方、台湾海老麺鯛飯御膳セットは、今回の
ために開発された新商品で、台湾海老麺に
は隠し味として台湾パイナップルが使用さ
れているほか、鯛飯は沖縄奄美大島の郷
土料理「鶏麺」を参考に開発したそうだ。
二店舗ともに、消費者の反応をみなが
ら通常メニュー化も検討するとしている。

野 球 選 手・ 陽
岱鋼選手（東京
読売ジャイアン
ツ）も同記者会
見に登場した。
記 者 会 見で
は高 雄 市の陳
市 長、 屏 東 県
の 潘 県 長、 桃
園 市の游 副 市
長、 台 南 市 の
張 副 市 長、 雲
林 県の丁 副 県
長、 嘉 義 市 の
張 副 市 長に加
え、ＴＡＩＴＲ
Ａの黄董事長、農委会の林主
任、国貿局の倪主任秘書が出
席し、台湾の農産品をＰＲした。
陽選手は、
「１５歳から台湾
を離れて、台湾は中学校の時
のイメージしかなかったのです
が、少しでも貢献できるように
頑張ります」と食の応援大使と
しての意気込みを話した。また、
主催側の黄董事長、林主任、
倪主任秘書３人と行ったトーク
ショーの途中で陽選手は、３
種のタピオカミルクティーと台
湾ナツメを実食レポートしたほ
か、各市長・県長とクロストー
クも行い、各地方の有名なグ
ルメや場所を挙げるなど台湾を
アピールした。
なお、会場外には台湾ナツ
メ、タピオカミルクティーのほ
か、各地方の特産品も展示さ
れており、来場者へのＰＲにも
余念がなかった。

台湾パビリオンが出展！面積ブース数において過去最高！
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ＢＥＳＶ新作発表会に女優・のんが登壇 医療・介護産業で日台連携に期待

「 台 北 で もＢＥＳＶで 走 りた い！」

左からＢＥＳＶ ＪＡＰＡＮ取締役副会長・増田宗禄氏、達方電子股份有限公司・蘇開建董事長、
のんさん、ＢＥＳＶ ＪＡＰＡＮの代表取締役社長・澤山俊明氏

台湾のＩＴ系企業ダーフォン・イノベーショ
ン社（達方電子股份有限公司、蘇開建董事
長）が設計、開発を行う電動アシスト自転車
のプレミアムｅ－Ｂｉｋｅを販売するＢＥＳＶ Ｊ
ＡＰＡＮ（澤山俊明社長本社＝東京都渋谷
区、以下：BJ 社）は３月１３日、代官山Ｔ－
ＳＩＴＥ ＧＡＲＤＥＮ ＧＡＬＬＥＲＹでＢＥＳ
Ｖ（ベスビー）最新モデル「ＴＲＳ１（マウンテ
ンバイク型）
」
、
「ＪＲ１
（ロードバイク型）
」の新
モデル発売記念イベントを行った。同イベン
トには昨年に続きＢＥＳＶアンバサダーに就任
した女優・のんさんも登壇。新モデルをＰＲ
した。
のんさんはトークセッションの際、周囲から
もＢＥＳＶについて好評の声を良く聞いている
事や、自身のファンもＢＥＳＶの自転車に乗っ
て駆けつけてくれたり、ＢＥＳＶに乗った写真
をＳＮＳにあげてくれるというエピソードを披
露。また、
「
『この世界の片隅に』で台北映画
祭（台北電影節）に出席するため台北に行っ
たのですが、めちゃくちゃ素敵なところだった
ので是非もう一度行ってＢＥＳＶで走ってみた

いですね」と台湾でのサイクリングへの興味を
語った。
また、来日した蘇董事長はのんさんについ
て、
「美しく、聡明でフレンドリーなのんさんは
ＢＥＳＶのイメージにぴったりだ。のんさんを
通じてＢＥＳＶをより身近に感じ、理解して頂
き、
日本での展開をさらに広げたい」
と話した。

販売台数３０００台を目指し
新モデル投入
ＢＪ社は２０１７年４月の設立以降、現在
のディーラー数は１１０店舗を超えている。
澤山社長は
「今年は２００から３００店舗程度
にショップ数を増やし、販売台数も３０００台
を目指したい」と意気込む。新モデル二機種
と機能増強した既存モデルの投入で目標達
成を目指す構えだ。
今回発表した新モデルは、その目標達成
に向け、従来の商品構成以上に幅広い年齢
層にマッチできる機能が装備されている。日
本初ＳＨＩＭＡＮＯ ＳＴＥＰＳモーターを搭載
し、さらにカーボンフレームを採用して軽量

自由交流の「梅友会」で
ビジネスチャンス拡大を！

モラホールディングスの
梅野義信氏

日本、台湾、中国などのアジア地域を商
業圏にしている不動産業関係者の親睦会「梅
友会」が３月５日、六本木のＣＯＣＯＮＯＭ
Ａ Ｓｅａｓｏｎ Ｄｉｎｉｎｇで開催された。同
会の開催は
今回で６回
目。年に一
度、業者間
の親睦を深
める事を目
的に行われ
ている同会
は、モラホー
ルディングス
の梅野義信
氏の音頭に
より設 立さ
れた。
当初、約
１５人 程 度
の会員数

化を図ったｅ－マウンテンバイクの「ＴＲＳ
１」は、最長で１４０ｋｍのロングライドが
可能になるなど、本格的なマウンテンバイ
クユーザーのニーズにも対応可能としたモ
デルだ。一方のディスプレイに国内初のフ
ルカラー液晶ディスプレイを採用したスピー
ドモデルの「ＪＲ１」は、重さ１６ｋｇで見た
目のデザイン性にも優れ、走行中でもアシ
ストモードの切り替えが可能で、街乗りに
最適なモデルとして投入した。
さらに、昨年５月の発売以降高いデザイ
ン性で女性を中心に好評を得ているシティ
タイプサイクルの「ＣＦ１ ＬＥＮＡ」は、低
速時のアシスト出力を向上させた事により、
登坂能力の増強や漕ぎ出し時の快適性を
実現させた。さらにアシストモードを４つに
増加させる事で利便性も向上させた。通
勤通学のみならず、チャイルドシートの取り
付けも可能のため、子持ちママのニーズに
もマッチさせている。
蘇董事長は「種類を増やす事で選択肢
が広がり、皆さんのニーズに合った商品を
ご提供できる。日本はまだ自転車に対して
保守的な部分もある。私の願いは皆さんに
自転車に乗ってハッピーで健康になって欲
しいという事。ウォーキングと車の中間で、
健康であり生活
の質を上げて
くれるのが自
転 車だ。日
本 に向 けて
もＰＲしてい
きたい」と意欲
を語った。

だったが、その後年々会員が増え続け、現
在では８０人を超える会員が集まる会へと成
長。自由に交流する事で、国境等の垣根なく
ビジネスチャンスを生み出してきたという。
同会に出席した加藤紀夫さんも、
「梅友会
では同じ不動産業でも、分野の違う方々と交
流ができ、ビジネスに繋がる」
と利点を話して
いた。
梅野氏は本紙のインタビューに対して
「これ
までも『同会のおかげ様で契約できました』と
いうお礼のお電話を何度も頂いている」と成
果を話したほか、
「今後は同会を継続して開催
していきたい、いずれは台湾でも行っていけ
れば」
と目標も掲げた。
なお、出席した不動産関係者らからは台
湾とのビジネスを希望する声が多くあり、不
動産業界からの台湾市場に対する注目度の
高さも伺えた。

活気ある交流が行なわれた

台北でも BESV で走りたい
と目を輝かせるのんさん

台 湾メディカル
バイオテクノロジー
産業協会の洪盛隆
理 事 長は３月１５
日、東京ビックサイ
トの商談室で行わ
れた「台湾医療機
器＆ヘルスケアセミ
ナー」に出席し、日
台貿易開拓戦略の
方針について「今後
の台湾医療機器産
業の手助けとなって
ほしい」
と主張した。
セミナーの様子、李宜静課長は見本市に出展及び来場を誘致
現在台湾の医療
産業の輸出入双方において２番目の日本は、
医療産業レベルが高い事に加え、２００５年
より高齢化社会が加速している事から、介護
産業においても成熟段階に達しており、今後
は日本と技術や人材、情報などの相互交流
をしていきたい旨を述べた。
しかし現状は、日本との共同技術開発な
どにおける交流が未だ発展していないという。
このため、６月に台北で行われる高齢者向
けヘルスケア専門見本市「ＳｅｎＣＡＲＥ」及
び医療産業に特化した見本市「ＭＥＤＩＣＡ
ＲＥ」に日本医療機器メーカーが出展又は来
場し、日台連携のビジネスチャンス構築のた
めのプラットフォームになっていく事に期待し
た。
台湾メディカルバイオテクノロジー

台湾医療機器産業の現況について言及
一方、洪理事長は、台湾医療機器産業
の動向と潜在性にも触れた。台湾の医療産
業は台湾政府が積極的に支援している事か
ら、新規事業が次々に立ち上がり、現在で
は医療機器産業が１０７３社まで増加。さら
に、台湾北部には医療電子機器が、南部に
は金属が特色としてあり、中部には医療機器
振興多領域統合プラットフォームがあるなど
産業クラスターがすでに形成され、各地域の
特色化が進んでいると主張した。
また、台湾医療産業は、豊富なＯＥＭ生
産経験と管理能力を有し、迅速な組み立て
とフレキシブルな対応が可能であるほか、Ｉ
ＣＴ産業技術が発展し整った環境にあるとい
う強みがある。その一方で高レベル医療機
器の安全性と機能性付与技術が不足してい
るため、今後はキーテクノロジー機能性付与
技術を使った医療機器を発展させ、キーテク
ノロジーに携わる人材を育成して研究開発に

産業協会の洪盛隆理事長

投入するなど、産業発展のチャンスを作って
いく見込みである、とした。

出展及び来場を誘 致
同セミナーには、主催側の台湾貿易セン
ター展覧業務処第５課の李宜静課長も出席
しており、
「ＳｅｎＣＡＲＥ」及び「ＭＥＤＩＣＡ
ＲＥ」への出展と来場を呼びかけた。今年は
ユニークな展示が登場する見込みで、初め
て設置されるスマート医療及びＩｏＴゾーン
では、ＩＣＴが応用できる介護クラウドやデジ
タル診療サービス、さらにはウエアラブル商
品が展示される予定。また、台湾３Ｄ医療
機材デモンストレーションを行い、３Ｄプリン
ターを使用した技術をより早く商品化できる
メリットをこの展示会で再現される模様だ。
両見本市は６月２１日〜２４日に台北世界
貿易センターホールで開催予定。条件を満
たすバイヤーに対しては航空券や宿泊が優待
される。

「大甲の聖人」志賀哲太郎が結ぶ台中と熊本の縁
きとして「人権尊重」
「公平無私」の態度
烏 山 頭 ダ 展示など、活発な活動を繰り広げている。
ムと１６０００
そして今年の２月２４日と２５日には、志賀 で献身的に初等教育に取り組んだ事。そ
ｋｍにわたる 哲太郎の出身地である熊本県益城町で志賀 の結果、２６年間で１０００人余りの台湾
水 路（ 嘉 南 哲太郎を讃え、その功績を広く知ってもらう 学生を教え、台湾各界に多大な貢献を残
大圳）を完成 ための講演と日台友好交流会が開催された。 した事などを高く評価した大甲区役所が
２０１１年１２月、志賀哲太郎を「文昌廟
させ 嘉 南 平
台北駐福岡経済文化辦事処の
（学問の神様）
」が祀られている場所に入
野 一 帯を大
戎処長が講演
れる事を決めた事などを伝えた。
穀 倉 地に変
えた「八田與
「日本精神から見た志賀哲太郎と台湾」を
一 」を始め、 題材に、４００人の聴衆を前に２月２５日、
近 年、 日 本 益城町文化会館ホールで講演した台北駐福
統 治 下の台 岡経済文化辦事処の戎義俊処長は、夏目漱
湾 に お ける 石の「夫レ教育ハ建国ノ基礎ニシテ、師弟ノ
業 績 が 讃え 和熟ハ育英ノ大本タリ」
という言葉と
「十年樹
ら れ た日 本 木、百年樹人（樹木を育てるには１０年、人
」という台湾の諺を
教員として生涯を捧げた 人 が 次 々と を育てるには百年かかる）
挙げられるよ
紹介した。
志賀哲太郎
（提供：志賀哲太郎顕彰会） う に な っ た
講演する戎処長
そのなかで国づくりの根幹である教育につ
が、台中市北西部の街・大甲で小学校の代 いて、志賀哲
用教員として生涯をささげた「志賀哲太郎」は 太 郎 が 知 識
ご存知だろうか。
の伝授だけで
志賀哲太郎の名前を初めて全国区で取り なく “ 礼 儀 ”
上げたのは、熊本県選出の衆議院議員・木 や “ 時間の観
原稔氏。同氏が在野時代の２０１２年５月に 念 ” など自ら
台湾を訪問したとき、
台中市大甲区にある
「文 が身をもって
昌廟」に「聖人（神様）
」として祀られている日 範を示した事。
本人がいる事を聞いて駆け付けたところ、奇 「勇気」
「忠誠」
しくもそれが熊本県益城町出身の志賀哲太 「 勤 勉 」
「奉
郎だとわかったという。
公」
「自己犠牲」
帰国後は、これについて木原氏自身のホー 「責任感」
「遵
ムページに掲載した事で地元の人々が広く知 法」
「清潔」と
るところとなり、教育関係者の呼びかけで熊 いった日本精
本県、益城町など行政も応援した「志賀哲 神をもって住
太郎顕彰会」が２０１５年９月に組織された。 民と暮らした
今では顧問を含む会員数が５０人を超え、毎 事。日本人も
月の定例会、年間１～２回の研修会（１００ 台湾人もお互
人規模）
、年間１０回程度のミニ研修会（１０ いに尊敬し友
～５０人規模）を通じて、会誌発行、パネル 情を深めるべ
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「アリガト謝謝」作者・木下氏

東 日
本大震
災発生
の 際、
台湾か
ら 多 く
の義援
さらに木下氏は、義援金を寄付した台湾 湾」について執筆し、その約７割がノンフィ
金 が 送 人のいくつかのメッセージを紹介。ある台湾 クションの構成である。２０１３年秋、木
ら れ た 人は大震災に対し
「同胞受難的感覺（他人事 下氏はある人より「被災地が台湾の事を知
過 程を、 とは思えない事が自分自身に降り掛かってき りたがっている」と言われた言葉に反応し、
現 地 目 た）
」
と話していた事、老舗パン屋が行った「３ 自分は３０年台湾在住だから台湾について
線 で 描 日間の売上を全て寄付」とのチャリティーイベ 知り得ている方であり、また自分が物書き
写 し た ント中、常連客が「錢不用找（おつりはいら である事から、
「自分でも何かできるかもし
「 アリガ ない）
」と店員に言った事など、当時の取材 れない」
との想いから執筆に至ったという。
ト謝 謝 」 ノートをもとに、寄付した背景にも触れなが
「被災地の子供たちが１０年後２０年後、
「アリガト謝謝」の作者・木下諄一氏 の作者・ ら、来場者に伝えていた。
この本を手にして読んで、当時の台湾人の
木下諄一氏は３月１１日、文京区民センター
一方、題名中の「アリガト」の部分につい 想いを知ってもらえたら良い。長期スパン
で行った自身の講演会で、
「大震災の際、な ての裏エピソードも話した。
「アリガト」は元々 でこの本を捉えてほしい」
（木下氏）
。
ぜ台湾人は２００億円もの義援金を寄付した 「アリアト（台湾人が『有難う』と発
のか」についての見解を述べた。木下氏によ 音する時この発音になるため）
」
という
ると、
「台湾人のやさしさ」
「お金に関する観念」 題名だったが、原稿締め切りの前日
「日本人が好き」の要素が組み合わさった事 会議で急遽、
「アリガト」に変更する事
が、多額の義援金に繋がったのではないか、 となったそうだ。木下氏は「その日は
との持論で、
「この３つの要素は乾燥した枯れ 徹夜で直した。次の日無事に入稿で
草のようなもの。
『日本のために何かしたい』と きましたよ」と話し、来場者の笑いを
の想いがこの要素に火を付けたらすごい勢い 誘う場面もあった。
で燃え広がった」と、当時の台湾人のパワー
同書は、各所で行われた募金活
や情熱がどれだけ大きいものなのかを伝え 動の背景及び日本人女性が成し遂げ
木下氏の講演を聞きに沢山の来場者が駆け付けた
た。
た軌跡の感謝広告「ありがとう、台

義 援 金 の 背 景に言 及

日台スカラシップ授賞式に受賞学生ら出席
出席し、表彰状が授与された。
大賞受賞者は、スピーチ部門で布袋戲
など台湾伝統芸能の保存について中国語
でスピーチした小向加奈さん
（宇都宮大学
４年）だった。小向さんは授賞式の代表
者挨拶で「名誉ある賞を頂く事ができて大
変に光栄に思う」
と話したほか、
「なぜ台湾
が好きなのか。なぜ台湾を知りたいのか。
スピーチ内容を考える際に、台湾と自分と
の繋がりをもう一度考えるきっかけとなっ
た」と、日台スカラシップ参加に対する
想いについても触れた。
なお、出席していた日台スカラシップ
大賞を受賞した小向加奈さん（左）・郭副代表 共催の台北駐日経済文化代表処の郭
日本工業新聞社（フジサンケイビジネスア 仲熈副代表は受賞者に対し「将来日台交
イ）と産経新聞社が主催する「第１５回日台 流のレインボーブリッジになってほしい」と
文化交流青少年スカラシップ（以下：日台ス 激励した。
カラシップ）
」の表彰式が３月２０日、サンケイ
日台スカラシップは日本と台湾の若い世
プラザ（東京都千代田区）で行われた。受賞 代の相互理解と交流を目的とし、今年で
した学生は１６人で、うち１４人が授賞式に １５回目を迎えた。今年も昨年同様、作

今年は６作品がノミネート

文とスピーチの２部門で応募者を募り、
４２０人の応募のなかから１６人が選ばれ
た。
なお、受賞した学生らは同日より５泊６
日の台湾研修旅行に出発。現地では陳建
仁副総統、教育部国際及両岸教育司の陳
立穎科長、台湾日本関係協会の張淑玲秘
書長ら政府機関を表敬訪問したほか、国
立故宮博物院や烏山頭ダムなどの観光地
も訪れ、台湾に対する見識を深めた。

故宮博物院で記念撮影

ルな日々」
「
、私を月に連れてって」
の６作品。
セレモニーには「血観音」からヤン・ヤー
チェ（楊雅喆）監督、
「川流の島」からプロ
デューサーのグオ・シーハン（郭斯恆）氏、
「傷心わんこ」からチャン・イー（張毅）監
督とプロデューサーのロレッタ・ヤン（楊惠
姍）
氏、
同じくプロデューサーのペギー・チャ
オ（焦雄屏）氏、
「パープルな日々」からは
主演の斉川蘭子氏、
「私を月に連れてって」
今年で１３回目を数える、話題のアジア映 ブル梅田など大阪市内５箇所で開催された。 からシェ・チュンイー（謝駿毅）監督の７人
画を紹介する
「大阪アジアン映画祭」が３月９
同映画祭では台湾文化部および台北駐日 が登壇し、それぞれ作品の見所や思いを
日から１８日まで、梅田ブルク７、シネ・リー 経済文化代表処台湾文化センターの協賛 語った。
による「台湾：電影ルネッサンス
セレモニーの冒頭では、台北駐日経済
２０１８」という台湾映画の特集 文化代表処顧問兼台湾文化センターの朱
企画が組まれており、３月１４日 文清センター長が開会の挨拶で「近年台
には大阪市北区のＡＢＣホール 湾映画のテーマは実に多様化し、台湾の
で製作関係者によるオープニング テイストがますます濃厚になっている。ア
セレモニーと作品上映がセットに ニメーションも近年充実してきており、先
なった「ＴＡＩＷＡＮ ＮＩＧＨＴ」 日の東京アニメアワードフェスティバルで
が行われ、満席の会場が熱気に は『オン ハピネス ロード』がグランプリを
包まれた。
獲得した。今年の大阪アジアン映画祭には
今年ノミネートされた台湾映画 （台湾作品が）６作品出品されており、映
は「血観音」
、
「川流の島」
、
「傷心 画を通して台湾社会の自由と多元化を感じ
ＴＡＩＷＡＮ ＮＩＧＨＴに参加した7 人の監督が登壇 わんこ」
、
「亮亮と噴子」
、
「パープ ていただけると思う」
とコメントした。

第１３回大阪アジアン映画祭
《ＴＡＩＷＡＮ ＮＩＧＨＴ》開催

続けて読むから「台湾」が解る台湾のとれたて情報を每月お届け。

日台交流
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巨人が台湾東部花蓮大地震
の被災地に義援金寄贈
台 湾 出身の陽 岱 鋼 選
手が所属する東京読売巨
人軍は３月２０日、東京
ドームで行った日本ハム
とのオープン戦で、２月７
日未明に台湾東部・花蓮
で発生した大地震の被災
地に向け義援金を寄贈し
た。義援金は球団及び選
手会から各１００万円の計
２００万円。
試合前に行われた贈呈
式には、台湾を代表して
台北駐日経済文化代表処
の謝長廷代表が出席し、
義援金の目録を受け取っ
たほか、謝代表から石井
左から石井一夫球団社長と謝長廷代表、菅野智之選手会長
一夫球団社長と菅野智之選手会長にそれぞ
れ感謝状を贈呈した。
謝代表は「現在、台湾は官民一体となって
復興作業を進めています。本日頂いた義援金
は早速花蓮政府へ送付し、必ず被災者の方
の力になると思います」
と感謝の意を述べた。
また、試合に先立つ始球式は謝代表が務
めた。巨人からプレゼントされたユニフォーム
と帽子、そしてグローブを着用して挑んだ謝
始球式をする謝代表
代表は、
「初めての始球式なので緊張しまし
た」と率直な感想を述べたほか、始球式の出 初めてだという。
来栄えには「６０点」と自身を評価した。代表
なお、謝代表は同時に、現在までに代表
処によると、巨人の本拠地東京ドームで始球 処から台湾に送った日本各界からの寄付金
式を行ったのは謝代表が歴代代表のなかで の総額について「約２億円」
と発表した。

福岡市長が辦事処を訪問
義援金を贈呈
福岡市の高島宗一郎市長は３月５日、台湾 り、今回も日本政府がいち早く専門家チーム
花蓮地震で被災者向けに寄付として集まった を派遣し、生命探査装置なども投入しての人
福岡市民などからの義援金４１０万７，
３１８ 命救助に感謝する」
と答えた。
円を台北駐福岡経済文化辦事処の戎義俊処
また、高島市長は「福岡市と台北市とはス
長に手渡した。義援金は地震発生翌日の２月 タートアップ企業の支援事業 “ グロースネクス
８日から２８日までの間に福岡市役所本庁舎 ト ” プロジェクトで提携協定しており、西鉄と
をはじめとする１１ヵ所に設置した募金箱及び Ｇｏｌｆａｃｅ社の共同事業もスタートした。ま
金融機関への振込みなど、広く市民より寄せ た若い人同士で「顔の見える関係」が構築さ
られた。義援金は近く同辦事処を通じて花蓮 れはじめているが、これには戎処長のバック
県に届けられる。
アップが大きい。今後もこの関係をさらに発
贈呈に際し高島市長は「今回の地震で台 展させていきたい」
と述べた。
湾の方々が大きい被害を受けたことに心から
これに対し戎処長は「高島市長が進める若
お見舞い申し上げるとともに、被害者の生活 い企業家育成の “ グロースネクスト” プロジェ
が一日も早く復旧・復興することを祈り、福 クトは素晴らしい。またここを舞台にした高島
岡市民を代表して義援金をお贈りしたい」
と述 市長と柯文哲市長の協力関係はすでに成果
べた。
が出始めている。どちらもパワフルなお二人
贈 呈 式 後 の 懇 談 では、 高 島 市 長より が福岡・台北両市の絆を一層強くするだけで
２００５年に起きた福岡県西方沖地震に対し なく、今後の日台関係をさらなる発展に期待
て台湾から送られた２００万円の義援金や７ したい」
と述べた。
年前の東日本大震災時の台湾
の人々の素早く温かい支援に触
れ「地震など自然災害が多い両
国民の間にはお互いを気遣う
気持ちが出来ている」と強調し
た。また「台湾で何かあったら
他人ごとではいられない。ぜひ
何か役に立つことをしたいとす
る市民が大勢いる」
とも述べた。
一方の戎処長は
「困った時の
友こそ真の友であり、今回の福
岡市民の気持ちには政府を代
表してお礼を申し上げたい。ま
た、両国は防災、減災、救助
福岡市の高島宗一郎市長（左）は義援金を
台北駐福岡経済文化辦事処の戎義俊処長に手渡した
における運命共同体の関係にあ
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エンタメ／イベント／日台交流

Information
「台日ベジフェスティバル in 池袋」今年も開催

タイヤル族「ヤワイ・モーリン」初ライブ！ 「 台 湾 巨 匠 傑 作 選 2018」開 催 「台湾コンテンポラリージュエリー展」開催

第７回「台
台湾原住民タ
日文 化 交 流
イヤル 族の新 世
および東日本
代歌手「Ｙａｗａ
大震災復興
ｉ Ｍａｗｌｉｎ－
支 援・ 熊 本
ヤワイ・モーリン
震災復興支
－ 」の東 京 公 演
援 ～ 台日ベ
が４月９日、青山
ジフェスティ
月見ル君想フ（港
バルｉｎ池袋
区 南 青 山 ）で開
～」のイベン
催される（開場時
トが４月７日
間：１９：００ ／
と８ 日 の 両
開演時間：１９：
日、 台 日 文
３０）
。
化交流実行
ヤワイ・モーリ
委員会（ＮＰ
タイヤル族のヤワイ・モーリン
ンは、 台 湾 原 住
Ｏ法人国際ブ
民文化の魅力を伝える歌手として台湾で３月３０日にデ
リアー）の主
ビューしたばかりの新人歌手だ。タイヤル族の斯瓦細格
催により、豊
ベジフェス今年も開催！ （スワシカ）地域で育ち、都市での生活において多くの
島区の池袋西口公園で開催される。同イベントは、こ
文化風俗に触れてきた。
れまでさまざまな支援や交流を行ってきているＮＰＯ法
また、ヤワイ・モーリンの音楽は伝統的な楽器に縛
人国際ブリアーによる東日本大震災及び熊本地震の復
られず、ポップスの編曲手法を多用し、誰でも口ずさめ
興支援を目的とするもの。
る様な軽快なリズムの歌が特徴的。言語の壁を越えて、
会場には、台湾の精進料理の軽食を中心に、台湾
タイヤル語の歌でも、聴く人を軽やかに台湾原住民族
の食材、グッズ販売や台湾観光の紹介などのブースが
の特色ある文化を育んだ斯瓦細格へと誘う。なお、同
並ぶほか、舞台では台湾および日本それぞれの舞踊、 ライブには比屋定篤子ｗｉｔｈ笹子重治もゲスト出演す
演芸、カンフー、歌謡ショーなど様々なパフォーマンス
る。
が披露される予定。
チケットは青山月見ル君想フ公式ＨＰからネット予約
及び電話で予約受付中（前売券：３０００円、当日券：
３５００円、別途 1ドリンク代 ６００円要）
。ネット予約
は４月７日まで。開場３０分前の１８：３０より整列開始。
問い合わせ↓
問い合わせ↓
ＴＥＬ：０３－５９６６－９０３７
（台日文化交流実行委員会） ＴＥＬ：０３－５４７４－８１１５
（月見ル君想フ）

台湾
映画の
す べ て
がわか
る好 評
企画第
三弾「台
湾巨匠
傑作選
２０１８」
が ４月
「スーパーシチズン 超級大国民」は
２８日か
デジタルリマスター版を上映
ら６月１５日までの期間で開催され、台湾映画２８作品
が上映される
（上映場所：新宿Ｋ＇ｓ ｃｉｎｅｍａ）
。
１９８０年代、台湾映画界に新しい潮流をもたらし、
世界の映画史にその名を刻んだ「台湾ニューシネマ」
。
今回の傑作選では、デジタル化の波をうけ見直される
台湾ニューシネマの系譜を今一度見つめなおす。
なお、２８作品のうち１９９５年制作の「スーパーシ
チズン 超級大国民」
、２００２年制作の「藍色夏恋」
、
１９８７年制作の「ナイルの娘」の３作品は、今回デジ
タルリマスター版による初公開の作品となる。デジタル
はフィルムの解像度を上回る事ができるのかが注目だ。
さらに、
「スーパーシチズン 超級大国民（４月２８日上
映）
」の上映後には映画評論家の佐藤忠男さんが、
「侠
女（５月４日上映）
」の上映後には映画評論家の宇田川
幸洋さんが、
「悲情城市（５月９日上映）
」の上映後には
翻訳家の田村志津枝さんがゲストとして招かれ、トーク
ショーを開催する予定。
問い合わせ↓
ＴＥＬ：０３－３３５２－２４７１
（新宿Ｋ ’ｓ ｃｉｎｅｍａ）

伊丹
市立工
芸セン
タ ー、
国立台
湾工芸
研究発
展セン
タ ー、
台湾文
化セン
易佑安氏の作品・Heart
ター共同主催の
「跨界。美學 台湾コンテンポラリージュ
エリー展」が４月１４日～６月３日までの期間、伊丹市
立工芸センター（兵庫県伊丹市）で開催される（月曜休
館［祝日の場合翌日］
）
。
同展では、国際コンテストの受賞歴を有し、それぞ
れ特別な素材や技術を駆使して作品制作をされる作家
の方々を招いたほか、出品作品は、多様な素材で作ら
れた、オリジナリティに富む、イマジネーションを縛ら
ないものが多く展示される。
ジュエリーであり、それぞれの作家のパーソナリティ
をアピールするだけでなく、身につける人自身の風格を
示すような展示となっている。それらの作品は、伝統的
なジュエリーのフロンティアを越えた、いわば芸術品と
言っても良いだろう。入場無料。開催時間は１０：００
〜１８：００
（入館は１７：３０まで）
。
なお、同展は７月７日～９月９日に台湾の工芸研究
発展センターでも開催予定。
問い合わせ↓
ＴＥＬ：０７２－７７２－５５５７
（伊丹市立工芸センター）
ＴＥＬ：０３－６２０６－６１８０
（台湾文化センター）

江翠國小と有鹿小生徒が文化交流

るなど、市をあげて
同事業に注目してい
る様子が見受けら
れた。
同交流は、
「日本で北管を披露する機会が
欲しい」という呉校長の想いのもと、横浜地
区の在日台湾人華僑の翁照美さんがアテンド
し、台北駐日経済文化代表処横浜分処の陳
桎宏処長の学校紹介により実現したもの。
当日は、北管の演奏を有鹿小学校の生徒
に披露したほか、折り鶴製作や昼食などを通
じて日本と台湾の小学生同士が熱心に異文
化交流をした。なかには、この日のために覚
えて来たと見受けられる日本語や中国語を慣
れないながらも話してみるなど、一生懸命に
コミュニケーションを図る生徒もいた。

の一つ。中国大陸から伝わった北方系の演
劇及びその伴奏音楽の事を指し、台湾では
今でも「工尺譜」という独持の音符を使用し
ている。江翠國小では、呉校長が赴任した
台湾の新北市江翠
後、同校の近隣に居住し、映画「海角七号」
國民小学（以下：江翠
に出演していた戲曲楽師の「茂伯
國小）の呉昌期校長率
（本名：林宗仁）
」さんにお願い
いる北管クラブの教師
し、北管クラブが設立されたとい
及び生徒ら約１９人は
う。今のクラブは小学３年生から
３月２２日、リコー テ
６年生の有志で結成されており、
クノロジーセンターで
放課後の時間を使って練習に励
海老名市有鹿小学校
んでいるという。今回は、初めて
の５年生生徒ら３９人
同校の北管演奏を日本で披露す
と交流事業を行った。
るという事で、茂伯さん夫人及び、
同事業の実施はこれが
北管クラブの教師を務める茂伯さ
初めて。海老名市の内
んの親戚らも同行していた。なお、
野優市長も自ら駆けつ
来日に伴い５泊６日の日程で一行
けたほか、海 老 名 市 伝 統 芸 能・ 北 管 を 守 る 江 翠 國 小 は静岡県南伊豆町立南伊豆東小
教育委員会の伊藤文
学校との交流や、企業訪問、観
北管は、台湾に古くから伝わる古典芸能 光なども行った。
台湾の生徒に優しくひらがなの書き方を教える日本の生徒達 康教育長も交流を見守

台湾文科省、淡江大学

共同企画

中国語

気軽に楽しく学べる中国語レッスン！

すぐ使えるらくらく実用的なフレーズ！

１ヶ月

経験豊富な台湾出身のネイティブ教師による授業！

速成会話
講座

ビジネス
中国語

速成会話講座
学員募集中

初級・
中級
中国語

子供向・
親子クラス

個人
レッス
ン

呉校長は、
「今回は皆さんに北管の演奏
を聞いて頂けて、本当に嬉しかった。今後
も演奏の機会を増やし、子供達に伝統芸
能の素晴らしさを伝えていきたい」と期待を
述べた。

海老名市の内野優市長（左）と呉校長（右）

西口

只今一週目
無料体験実施中！

講師
派遣

お問合せ

主催： 新富中国語教室 後援： 日本千葉台湾商会
※企業並び団体の要求に合わせて、オリジナルレッスンに
アレンジすることも可能です。お気軽くにお問合せください。
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March 2018
— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります

Mar.1 台北１０１とスカイツリーの友好関係５周年イベント
「台北１０１」と「東京スカイツ
リー」の友好関係締結５周年を記念
したイベントが台北自由廣場で開催
され、台北１０１マスコットキャラ
クター・ダンパーベイビーとスカイ
ツリー公式キャラクター・ソラカラ
ちゃんが台湾の旧正月を一緒に祝っ
（提供：自由時報社）
た。ダンパーベイビーのほか、交通 大勢のキャラクターも集結！
部観光局ＰＲキャラクター・喔熊や台湾各 カイツリーの酒見重範社長は、５月１７日
地のマスコットキャラクターなど約２０体 から２０日まで東京スカイツリータウンで
も集結し、着物を着用したソラカラちゃん 「台湾観光フェア」を開催すると発表した。
は、皆と記念撮影するなど、交流を図った。 フェアを通じて、今後多くの日本人が台湾
一方、同イベントに出席した東武タワース へ訪問するよう期待した。

Mar.3 陳副総統、東アジア国会議員より表敬訪問を受ける
陳建仁副総統は「東アジア平和フォーラ
ム（Ｅａｓｔ Ａｓｉａ Ｐｅａｃｅ Ｆｏｒ
ｕｍ、３/ ３〜３/ ４）
」に出席した韓国、
日本、スイス、米国などの国会議員、学者、
専門家から成る一行による表敬訪問を受
けた。陳副総統は、
「東アジア地域の平和、
安定、繁栄を維持する事は、皆さんにとっ
て共通の目標だ」と指摘した上で、今回
のフォーラムで行われた議論により、東

アジアの人々が共に享受する自由、民主、
人権といった価値観が、この目標達成に
必要不可欠かつ重要な条件である事が改
めて証明されたと強調した。同フォーラ
ムは、現実的な問題を討議し、民間レベ
ルの相互理解とコミュニケーションを促
し、東アジアの平和を維持するという共
通認識に達する事を趣旨としている。

Mar.6 漁船追跡、台湾側激しく抗議
行政院農業委員会漁業署は、台湾が主
張する暫定執法線の東側を航行していた台
湾の漁船が３、４日の２日連続で水産庁の
漁業取締船から追跡・放水を受けていたと
発表した。外交部の吳釗燮部長は６日、台
湾報道陣に対し、日本側に行き過ぎた言動
があった場合、
強く抗議する方針を示した。
追跡されたのは、宜蘭県蘇澳籍の漁船「東
半球２８号」
。２月２８日、特定漁業船と
して蘇澳を出港し、３月３日午前、台日漁

Mar.7 ６２歳女性が出産、台湾最高年齢
台北市内の病院・台北長庚記念医院で
２月末、６２歳の女性が無痛分娩で男児
を出産していた事が分かった。経膣分娩
としては台湾最高齢だという。同院は記
者会見を開き、出産の一連について説明。
同院産婦人科の蕭勝文主任によると、女
性は３６年前に女児を出産。その後は仕
事を熱心に取り組んでいたが、仕事を退
職し、時間ができた事から、夫と話し合っ
た上で人工授精を決意。昨年無事に妊娠

Mar.7 小便小僧が客家の子どもへ変身
ベルギーの首都、ブリュッセルにある
世界的に有名な銅像「小便小僧」が、客家
の衣装を身にまとった「客家の子ども」へ
と変身した。きっかけとなったのは昨年、
一般の台湾人から台湾外交部に届いた一
通の手紙だった。その手紙の中身は、
「
『小
便小僧』は異なる国の衣装をよく着ている
ので、台湾の特色を持った衣装を着せる
事はできないか」と提案したもので、今回
ようやく実現に至ったという。小便小僧
が客家の衣装を着たのは１日限りで、着
用後は専用のワードローブに収められた。

ブリュッセル市
によれば、寄贈者
は自国の建国記
念日、並びに特別
なスポーツ大会、
文化イベントな
どを行う際、
「小
便小僧」にその衣
装を再度着用し
てもらえるよう
申請する事が可
能だという。

Mar.6 台湾新薬メーカーのエイズ治療薬、ＦＤＡから承認
台湾のバイオ新薬メーカー、中裕新薬 ＴＭＢ－３５５とは、モノクローナル抗体
が研究開発を手がけたエイズ治療薬、
「Ｔ 医薬品で、初めてのＨＩＶ長期作用型医薬
ＭＢ－３５５（静脈注射型）
」
（商品名、Ｔ 品。数年前に多剤耐性菌（多くの抗生剤が
ｒｏｇａｒｚｏ）が、米食品医薬品局（Ｆ きかなくなった細菌）に対する治療薬とし
ＤＡ）より、市販に向けた生物製剤承認申 て使用されるＦＤＡの希少疾病用医薬品
請（ＢＬＡ）の承認を受けた。ＨＩＶ（ヒト （必要性は高いが患者数が少ないので採算
や画期的治療薬、
免疫不全ウイルス）の治療分野でＢＬＡの が取れない処方箋医薬品）
承認を受けた商品はこれが初めて。まずは 優先審査品目にも指定されている。
米国市場での発売開始に向け進めている。

台湾観光局は、日本及び韓国からの観
光客に対し、台湾携帯会社・中華電信と
共同で開発した新サービス「台灣樂遊通」
を販売すると発表した。同サービスは、
５日間のインターネット（４Ｇ）使い放題
のＳＩＭカードが付属されているほか、
翻訳サービスとして、緊急事態発生に加
え、観光地や美味しいグルメの紹介など、

客家の衣装を身に
まとった小便小僧
（提供：中央社）

るが、期限失効前１０日以内に再度購入
すれば、自動的に有効期限が延長する仕
組みとなっている。使用開始は４月１６
日だが、３月１３日から４月１５日まで
予約販売を行っている。各駅の窓口及び
悠遊カードチャージ機で販売している。
高齢者や学生など特殊な割引に対しては
適用外。

Mar.16 トランプ大統領、台湾旅行法に署名

Mar.6 ミシュラン、ビブグルマン獲得の３６軒発表

米国のトランプ大統領は「台湾旅行法
（Ｈ．Ｒ．５３５）
」
に署名した。この法案は、
米連邦議会の上院と下院でそれぞれ今年
飲食店の格付け本「ミシュランガイド」 店が選ばれた。夜市のほか、牛肉麺や台湾
１月と２月に可決されたもの。米国と台
を手掛ける仏タイヤメーカー・ミシュラン 料理店の名店も選ばれている。同ガイドの
は、ミシュランガイドに導入された高品質 国際ディレクター、マイケル・エリス氏は、 湾の政府高官の交流促進を奨励し、台米
関係のさらなるレベルアップにつながる。
の料理を低価格で提供する店に与えられる 調査員は台北のグルメの多種多様な風貌と
外交部は１７日に発表したニュースリ
評価指標「ビブグルマン」を獲得した台北 味わいを深く掘り下げたと紹介。牛肉麺や
リースで、米連邦議会の台湾に対する善
の飲食店３６軒を発表した。そのうち１０ 豚足、イカ団子などを例に挙げ、全て安く
意と米国トランプ政権の友好的な対応を
軒はＢ級グルメが集中する夜市に出店する て美味しいメニューだと称賛した。
高く評価したほか、今後も米国と緊密な
名店。臭豆腐や薬膳スープなどを販売する

光良が日本初コンサート

謝の言葉を述べる場面も。その中村
氏も、
「実は公演は初めて観させても
らった。
（童話を）十数年越しに聴けて
よかった」とコメント。公演後はバック
ステージで十数年ぶりの再会を果たし
ていた。

また日本で公演を！

光良は今回の公演について、
「初め
ての日本公演という事で、日本のコン
サートの習慣がわからないので最初は
少し心配していた。
でも終った今となっ
ては、終ってしまうのが寂しいという
気持ちです。もし機会があれば是非ま
た日本で公演をしたいと思う」と再度
の日本公演に期待していた。
また、一昨年に突然「今まで長い間応援してくれた日
本のファンのために日本で公演を試してみようかな」
という
気 持ちになり、
様 々な 縁 が 相
まってこの度の
公 演 が 実 現し
た、と話すファ
ン想いの光良。
インタビュー後
には 会 場 の 外
で光良を待って
いた “ 光良 国
際後援会 ” のも
とへと出 向き、
一 緒に写 真 撮
影をするなど、
ファンと一体と
なった東 京 公
演の成功を祝し
「童話」の編曲を担当した
中村タイチ氏（左）と光良
ていた。

光良、初の東京公演で
日本のファンに向け熱唱

自身の携帯を使ってチャットまたはビデ
オ通話で担当者へ気軽に質問できるサー
ビスが受けられる。サービス適応時間は
午前９時から午後９時までの間。なお、
４月より桃園国際空港での販売を予定し
ており、まずは日本のゴールデンウィー
ク期間中の日本人観光客に備えるという。
価格は未定。

Mar.15 台北市が交通定期券を販売
台北市政府及びバス業者、ＹｏｕＢｉ
ｋｅ（レンタサイクル）運営会社は３社共
同で定期券制度を導入する。台湾ではこ
れまで日本で月間で販売されているよう
な定期券がなかった。同定期券導入によ
り、一律１２８０元で３０日間、台北Ｍ
ＲＴ及び台北公共バスが乗り放題になる
ほか、ＹｏｕＢｉｋｅが３０分無料とな
る。なお、３０日間を過ぎると失効され

台北アリーナで開催された日本のロック
バンド「ＧＬＡＹ」のライブに、台湾国民的
人気バンド「Ｍａｙｄａｙ（五月天）
」がゲ
スト出演した。両バンドのコラボレーショ
ン楽曲「Ｄａｎｃｉｎ＇ Ｄａｎｃｉｎ＇」
をライブで初披露するなど、会場を盛り上
げた。また、ライブの最中、今年５月に日
本武道館で公演を予定しているＭａｙｄａ
ｙに対し、ＴＥＲＵは「俺も出してくれま
Mayday がゲスト出演、記念撮影
せんか」と直談判。阿信が「もちろん」と答
（提供：中央社）
える一幕もあった。両バンドは１０年余り
にわたって親交があり、ライブで共演する 公演の収益の一部を先月に花蓮で発生した
のは２００１年のＭａｙｄａｙの台北公演 地震の被災地復興のために寄付すると発表
以来だった。一方、ＧＬＡＹは同ライブで、 した。

Mar.19 不法移民３１人発見、うちベトナム国籍２人死亡

Mar.13 観光客向け新サービス「台灣樂遊通」販売開始

業取り決めの適用水域外約１０カイリ（約
１８．
５キロ）で日本の水産庁の取締船に
追跡されたという。一方３月２２日、台北
駐日経済文化代表処の謝長廷代表は、立法
院外交及び国防委員会で、台湾の漁船が操
業を行っていた様子を捉えた写真が日本側
から証拠として提出されていたと明らかに
した。台湾政府は、双方の立場が食い違っ
ているとし、時間をかけて話し合う必要が
あるとした（３月２８日現在）
。

台湾を中心に全アジアの地域から絶大な人気を誇る
中華系マレーシア人シンガーソングライターの光良は３月
１８日、Ｚｅｐｐ Ｔｏｋｙｏで初来日公演「光良 第一次
東京演唱會～Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｏｎｇ １ｓｔ ｃｏｎｃｅｒｔ
ｉｎ Ｔｏｋｙｏ～」を開催した。
以前より日本のファンから「日本でコンサートをしてほし
い！」と熱望されていた光良。ファン待望の日本初公演と
なった同公演では、約２時間のステージで、
「掌心」
、
「是
你變了嗎」
、
「傷心地鐵」など全２２曲を披露した。また、
人気曲の「如果你還愛我」は東京公演に合わせボサノバ
風にアレンジしたほか、
「天堂」と「勇氣」はキーボードを
自ら奏で、弾き語りでファンを魅了した。さらにアンコー
ルでは、光良の代表曲とも言える「童話」と「第一次」を
披露し、会場はこの日一番の拍手で包まれた。
日本人のファンから、
「１５年以上ファンです。やっと東
京で光良の公演を見る事が出来て、感動で一曲目から泣
きっぱなしでした。また来て欲しい」
と感極まっていた。
なお、客席には当時「童話」の編曲を担当した中村タ
イチ氏の姿もあり、光良はステージ上から、
「中村さんの
アレンジがなければ今の僕はなかったかも知れない」と感

した。２９週後に妊娠高血圧症候群や妊
娠糖尿病を発症したほか、低置胎盤やＢ
群連鎖球菌の陽性反応もあったものの、
３８週に最後の検診を行った結果、胎盤
が子宮の出口にかかっていない事が確認
されたため、経膣分娩を決めたという。
なお、同会見には出産を終えた女性も男
児と一緒に出席。女性は記者らに対し、
「出
産に年齢は関係ない」と話した。

Mar.17 ＧＬＡＹのライブにＭａｙｄａｙがゲスト出演

意思疎通を心掛け、各分野、各レベルで
双方の協力とパートナーシップを強化し、
共に地域の平和と安定を促進していく考
えを示した。台湾と米国は１９７９年に
断交して以来、台湾の総統、副総統、行
政院長、外交部長、国防部長はワシント
ンを訪問できない状況が続いていた。今
回の署名により米台官僚の交流が解禁さ
れる。

台東の海岸一帯でベトナムや中国大陸
籍の不法移民３１人が見つかり、うちベ
トナム人２人が死亡した。大規模な密入
国が行われたとみられる。海岸巡防署に
よると、同日午前２時ごろ、台東南田海
岸沖１４．５カイリ（約２７キロ）の海域
でベトナム国籍の不法移民１６人と船員
６人を乗せた漁船を発見。身柄を拘束し、

高雄市にある高雄港に移送した。同日午
前４時ごろには、同海岸や隣接する南田
村でベトナム人１４人と中国大陸籍者１
人が新たに見つかった。うちベトナム人
２人が溺死で死亡していたという。同署
はこれらの不法移民は中国大陸から乗船
したとみており、警備体制をさらに強化
する方針を示している。

Mar.20 三井アウトレットパークで上棟式
日本三井不動産グループが２５億元を
出資し開業する「三井アウトレットパーク
台湾台中港店（仮称）
」の上棟式が同所で行
われた。式典に出席した台中市の林佳龍市
長は、１１月に開幕する「台中フローラ世
界博覧会」と合わせて地域経済の促進に加
え、より多くの連鎖的な効果も生み出し、
企業誘致の成功モデルにできればと期待を
寄せた。さらに、アウトレットパークは同

エリアで初めての外国企業による大型投資
である事から、市政府は開業に対し全面協
力をしている事にも触れた。台中市はアウ
トレットパークの建設予定地を所有する台
湾港務とともに三井不動産に対して積極的
に投資誘致を行い、２０１６年９月に台湾
港務と三井不動産グループで借地契約が締
結された。完成は年末を予定している。

Mar.20 ＴＯＰＯＳ台湾で訓練、災害救助経験を共有
台湾外交部は、世界的に有名なメキシ
コ民間救助隊「ＴＯＰＯＳ（Ｒｅｓｃａｔ
ｅ Ｉｎｔｅｒｎａｃｉｏｎａｌ ＴＯＰＯ
Ｓ）
」を台湾に招いた。都市部での災害救
助能力の強化を目的としている。一行は国
家災害防救科技中心で行われた訓練開始式
に出席した後、消防署の南投訓練センター
で１週間、内政部消防署が開設する「城市

救援訓練専班（都市における救助訓練に
関する専門課程）
」に参加し、台湾と災害
救助の経験を共有した。
「ＴＯＰＯＳ」は
１９８５年のメキシコ大地震をきっかけに
結成。過去には２００１年９月１１日の米
同時多発テロ事件や、ハイチ、ネパール、
フィリピンなどにおける重大災害で救助活
動を行っている。

Mar.21 春限定「春緑ビール」販売
台湾国民的ビール・台灣啤酒が春限定
で「春緑ビール」の販売を始めた。同商品
は、四季の始まりであり「緑」が生い茂る
というイメージから、春の要素として「緑
茶」をビールにプラスしたもの。販売担当
者は、
「さっぱりしたお茶と麦の香りがマッ
チし、お酒を飲みながらお茶を飲んでいる
ような感覚を楽しむ事ができる」
と話した。
なお、パッケージは全３種類。白地をベー

スに金色や水色を合わせ「春」の文字を反
転させるなど特殊なデザインとなってい
る。昨年９月に発売した秋限定商品「秋の
柚子ビール」の販売が好調だったため、今
年から春夏秋冬限定のシリーズ商品「ほろ
酔い四季ビール」を発売する事となり、今
回の「春緑ビール」はシリーズ化後初めて
の販売だった。同商品は台湾のコンビニま
たはスーパーで販売されている。
( 元 = ニュー台湾ドル )

一青窈１５周年記念コンサートに

クラウド・ルーがゲスト出演
と演奏してとても楽しかったです。短い時間
にたくさんの内容が盛り込まれた素敵なイベ
ントでした！」とコメント。また、日本での今
後の活動については、
「今度は、ワンマンＬＩ
ＶＥも頑張ります！」と、今年１１月１６日に
マイナビＢＬＩＴＺ赤坂で開催予定のライブ
へ意気込みを語った。
このほどのクラウド・ルーのゲスト出演に
ついては、２０１４年に日本のＴＶ番組での
共演をきっかけに、その後、一青窈作曲の
楽曲「勝負！」をクラウド・ルーに提供して
以来交流が深まった。そして昨年、日本で
一青窈 × クラウド・ルー（写真：森崎純子） のアルバムリリースでクラウド・ルーが来日
台湾人の父と日本人の母の間に生まれ、幼少期を した際に、一青窈とクラウド・ルーの対談取材を実施。
台北で過ごした日本の人気歌手・一青窈は３月２１日、 今回のイベントのオファーへと繋がった。
東京国際フォーラムホールＣで音楽祭「一青窈謝音会
同音楽祭はこのほか、岸谷香、ゴスペラーズ、さかい
～アリガ十五～」を開催。同音楽祭は、昨年デビュー ゆう、社長＆タブゾンビ（ＳＯＩＬ＆＂ＰＩＭＰ＂ＳＥＳＳＩ
１５周年を迎えた一青窈がファンや親しいアーティスト ＯＮＳ）
、鈴華ゆう子＆町屋（和楽器バンド）
、谷川俊太
への感謝を込めて行われたもので、一青窈と親交の深 郎（詩人）
、水野良樹（いきものがかり）ら豪華メンバーも
い台湾のクラウド・ルー（盧廣仲）もゲスト出演し、一 出演。さかいゆうもクラウド・ルーについて、
「最高ですね。
青窈とコラボレーションするなどして１５周年を祝った。 歌も良いし、
ギターも良い。
ドラムが聞こえてくるギターだっ
クラウド・ルーは、
序盤のステージで
「早安，
晨之美！」 た」と絶
と「藍寶（ＲＡＩＮＢＯＷ）
」の２曲を披露。一青窈も一 賛してい
緒に中国語で歌い、２人の声のハーモニーに観客約 た。なお、
１５００人が聴き入った。また、後半では再びステー 同 音 楽
ジに登場し、クラウド・ルーが一青窈に楽曲提供をし 祭は、５
た
「勝負！！！」を２人で熱唱。会場も手拍子するなど盛 月２０日
り上がりをみせた。
にＷＯＷ
クラウド・ルーは「最初はとても緊張しました。日本 ＯＷライ
でのイベントでのゲスト出演というのは初めてだったの ブ で 放
「一青窈謝音会〜アリガ十五〜｣
集合写真（写真：森崎純子）
で。しかし、日本のミュージシャンやゲストアーティスト 送予定。
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「アテンションＬＯＶＥ」
トークイベント開催！
台湾大人気ドラマ「アテンションＬＯＶＥ」のＤＶＤ発売記念
イベントが３月９日、ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡインスト
アイベントで開催され、主演の邱勝翊（王子）
と曾之喬（喬喬）
が来日記者会見トークイベントを行った。
同イベントは、同ドラマＤＶＤ購入者を対象に行われた。
喬喬演じるサバサバ女子「鍾少曦」と、王子演じるクールツン
デレ男子「顏力正」がドラマでのエピソードをトークするなど、
内容盛り沢山のイベントとなった。
王子と喬喬はプライベートでも親友である事から、二人は
「一緒に共演できて嬉しい」と話しており、撮影期間中はずっ
とおしゃべりをするなど、楽しく撮影ができたそうだ。イベント
中もお互いを「親友」と呼び合うなど、二人の仲良しぶりが見
れた一面もあり、ファンは大満足の様子だった。
記者から「もし現実に、王子演じる顏力正と、ドラマに出て
くる別の男性・王晉禮が同時に現れたらどちらを選択するか」
との質問に対し喬喬は、
「年齢によるかも。若かったら顏力正
を追いかけてずっと好きでいるのも良いかもしれないけど、今
の私の年齢なら、自分の事を色々考えてくれる王晉禮を選ぶ」
ときっぱり答え、会場の笑いを誘った。一方王子は、ドラマ
のなかでのキュンキュンするシーンについて「後半はたくさんキ
スシーンがある。あとお風呂上がりのシーンもね」
と話し、ファ
ンを喜ばせていた。
なお、同ドラマの設定は「同居系青春ピュアラブコメディ」で
あるが、結婚前の同居について二人は「反対」との考えがある
そうだ。会った時のドキドキ・ワクワク感を味わいたい事や、
今はまだ一人のプライベートの時間が大切との事。
なお、二人が演じる同ドラマ「アテンションＬＯＶＥ」の日本
語版ＤＶＤは、４月３日（ＤＶＤ－ＢＯＸ１）と５月２日（ＤＶＤ
－ＢＯＸ２）に発売予定だ。

6月にホームドラマチャンネルにて一挙放送！

監督

Q：ドラマについて教えて下さい。
王子：辛い物語ですね。お互い好きなのに恋というも
のがどういうものかわからない。大親友の女友達に告
白する事で、何かを失ってしまうかもしれない。そんな
辛い部分が描かれています。
喬喬：私は逆に主人公の二人が羨ましいな。私は、
小さい時から芸能界に入って仕事をしていた事もあり、
キャンパスのなかで恋愛をした事がなかったので、ドラ
マのなかでは一緒に住んで、高校から大学まで一緒に
学校に行けるなんて、本当に羨ましいです。
Q：ドラマで注目してほしい部分は？
王子：全部ですね。ほとんどの人が今まで恋愛を経験
してきているはず。このドラマは17 歳の物語で、大人
が見るのであれば、共感を覚える部分があるだろうし、
同じ17 歳だったら、一緒に体験してほしい。そして、
もしまだ17 歳になっていなかったら、恋愛をしている
17 歳に憧れて良いと思う。
喬喬：大人の方にも好きになって欲しいですね。私は
すでに17 歳を超えていますが、
この役を演じるのがちょ
うど良い年齢だったんじゃないかな。大人だからこそ、
恋の辛い部分と甘い部分、両方経験してきたのでよく
わかる。でも、当時はわからなかった。何故恋をする
のが怖いのか、何故恋に憧れていたのか。ドラマでは
恋に対して細かく描かれているので、大人の方にも見
てほしいです！
Q：二人は 4 年ぶりの共演だが、お互い成長した部
分はあったか？
王子：以前共演はしたけど、一緒のシーンが少なくて、
しかも喬喬の役は男の子っぽい役だったので、その時
あまり喬喬の事を理解していなかった（笑）
。でも最近
喬喬は台湾で沢山のドラマに出演していて、大人で知
的な女性になったなと思う。僕としては一緒に成長して、
一緒に大人になれた感じがします。
喬喬：今回一緒に共演してみて、王子は大人になった
なと思います。まあ幼い部分もまだありますけど（笑）
。
役に対しても、足りない部分に対し、たくさん勉強や
研究していて、“ 男の子 ” から “ 大人の男性 ” に成
長したと思う。今回のキャストは新人が多かったので、
王子は自分が今まで培ったノウハウを後輩に伝えたり、
お世話していました。
Q：プライベートでのお互いの性格は？
王子：普段の喬喬はかっこ良くて、明るくて、何でもはっ
きり言うタイプ！ユーモアもあるし、可愛い仕草もよくし
てるよ
（笑）
。
喬喬：王子は実は温かい人。笑うのが大好きで、可
愛い。王子は可愛いって言われるのあまり好きじゃな
いみたいだけどね（笑）
。男性にも女性にも好かれるタ
イプ。でも役を演じる時は真剣で、スターとしての王子
とプライベートではギャップがあります。

王子

喬喬

邱勝翊

大人しくてツンデレな
「顏
力正」役を演じました。
少し 潔 癖 なところが
あったり恋に対し
て拗ねてい
たり、 僕
自 身と
は真逆
な性格
の役で
す。

曾 之喬

おおざっぱで男っぽい性格の
「鍾少曦」役を演じました。
何に対してもやる気がな
く、 夢もないような女の
子だったけど、 顏力
正に出会って、一
目惚れして、
「恋
を手に入れた
い」と恋に対
する憧れを
持つように
なります。

王 子 と 喬 喬 にインタビュー
Q：日本の好きなものは？
王子：日本の音楽とドラマは自分への影響が大きかっ
た。僕のライブでは SMAP の曲を歌ったりした事もあ
ります。ドラマは「プロポーズ大作戦」が好きでした。
喬喬：私は「カンナさーん！」が好き！渡辺直美さんの
ダンスも歌も凄くて感心しました。あと、日本に来て思
う事は、日本人女性のオシャレの仕方。台湾人女性
は自分の髪の毛をどうアレンジしたら良いかわからない
人が多いから、本当に凄いと思います。
Q：今まで自分の人生を変えた人や出来事はあった
か？
王子：喬喬に出会った事かな。今回、大親友である
喬喬と共演する事ができて本当に嬉しい。そして、こ
の脚本は自分でも大好きです。撮影期間中もスタッフ
や制作チームで一緒に過ごし、楽しい思い出となりま
した。十数年俳優の仕事をしてきましたが、僕が出演
するドラマのなかで、このドラマは１番２番を争い、日
本で放送されるドラマでもあるので、嬉しい。
喬喬：10 年前、
「仕事で成功したい」との気持ちが強
すぎて、一時期憂鬱になり、寝れない日が続いて、ど
ん底を味わった事がありました。でもそのどん底がきっ
かけで、
「人生は大きいんだ」と反省する事ができまし
た。それ以来、小さい事にこだわらず広い視野を持っ
てたくさんの事を見るようになりました。

Q：男女の友情は築けると思う？
王子：絶対築けます。喬喬との関係がそうだからね。
喬喬以外にも、中学の時に女友達はいました。お互い
悩み事をシェアしたり、何か困っていたらお互い手助け
します。
喬喬：女の友達ほど多くはないけど、何でも話せる男
の子の友達も結構います。でも男の子と仲良くする時
はちょっと気をつけなきゃいけない部分もあります。ファ
ンは私達二人に対して、
「付き合っちゃいなよ」とか「早
く結婚して」と言うのですが、私は毎回「彼は友達。彼
氏ではない」と否定しています。なので、男の子とはそ
のラインをはっきりさせるべきだと思います。
Q：ファンに向けて一言。
王子：日本人視聴者の反応が良くて非常に嬉しいです。
応援してくれているファンの皆さん本当に有難うござい
ます。今後はさらに良い作品が見せられるよう頑張りま
す。そして、今年の11月23日にこのドラマのファンミー
ティングが東京都内でありますので、たくさんの人に観
に来てほしいです。
喬喬：自分自身このドラマが大好きで、役に対して熱
心に取り組みました。家族愛、愛情、友情が描かれて
いるドラマであり、仕事以外の時間を使って脚本を何
度も読んで研究しました。日本人がこのドラマを見て感
動してくれたら嬉しいです。そして、もし日本人の反応
が良く、日本でのオファーが来たらもちろん嬉しい！

「台湾より愛をこめて」三原監督にインタビュー
なので、強い気持ちはもちろんあります。強
い気持ちがあるからこそ、夢を追う事が簡単
ではない事を知っています。でも、映画で「夢
は追わなきゃいけないもの」と、人に押し付
けたい訳ではありません。夢を追う大変さを
感じているからこそ夢に
対して悩んで諦める人も
います。でも、夢を諦
めるという事も、夢に対
して真面目に向き合っ
た結果。そういう自分
の大事な部分にちゃん
と向き合ってる人をこ
の映画で撮りたかっ
たです。

三原慧悟

と 大 学
時代に映
画監督
を志し
ていた
事 と、
台 湾
の魅力を伝えたいと思っていた事もあったの
で、チャレンジする良い機会だと思って映画
撮影に至りました。映画と同様、僕がお笑い
を目指していた時、相方がいたのですが、喧
嘩した訳でもなく、言い争いをした訳でもな
いけど、一緒に何かをできないという事にぶ
つかった時がありました。その悔しさもあり、
この映画を制作するに当たって、僕ら二人の
友情を自分のなかで肯定したくて、
「こういう
男の友情もあるんだ」という事を落とし込みた
いという気持ちで撮りました。

Ｑ：台湾でも公開と
聞いたが。
Ａ：そうなんです。最初
は日本だけのはずだったのですが、嬉しい事
に台湾で先に公開されました。字幕は僕も
チェックしてばっちりでした。でも、台湾人の
反応が怖いですね。台湾人はどちらかという
と良い意味で空気を読まないのですが、主
役の二人は、友達なくせにお互い空気読ん
で、絶対直接的には言わないので、すごい
日本人的なんですよ。その部分が台湾人に
伝わると良いのですが。

完 成 報 告 会を開 催

映画「台湾より
愛をこめて」の完
成 報 告 会 が 3月
12日、台湾文化センターで行われ、三原慧悟監督のほか、大野拓朗と落合モトキ、岡
本夏美の3 人のキャストが登壇した。4 人は集まった大勢の観客を前に、撮影にまつわ
る秘話や思い出などをトークした。主役である大野と落合は、撮影期間が 3日間という
短い時間だったにもかかわらず、親友と台湾旅行に行ったような気分で、楽しく撮影が
でき、良い思い出となったそうだ。
さらに大野は「次の旅行どこいこうかなと思った時に、
『台湾』と最初に思い出してもら
えるような作品になれたら
良い」と同作品への想いも
語ったほか、来場した観客
に対し、同作の「宣伝隊長」
になるよう呼びかけた。ま
た、三原監督は映画につ
いて、
「台湾を旅している感
じが一番伝えたい部分です。
「僕が初めて台湾に行った
時の魅力」
と
「普段生活して
いて感じている魅力」をカメ
ラに収めたので、皆さんと
完成報告会、それぞれ同作品を漢字一言で表した
共有したいと話した。

台湾でアイドルになるという
プロジェクトを実施するため、
活動拠点を台湾へ移し、
「三
原（SANYUAN）
」の愛 称で
台湾人から親しまれている三
Ｑ：シーンの中で、一番注目してほしい部
原 慧 悟 氏。 現 在 YouTube
分は？
のオフィシャルチャンネルには約 50 万人もの
Ａ：台湾の魅力を大事にしようと思っていた
フォロワーがいる程の人気者。
「日台架け橋」
のですが、台湾では「人」が台湾一番の景色
のユーチューバーとして日台両国で活躍中
と言われるくらい人が温かいんでよ。なので、
だ。その三原氏がこのほど、
「台湾より愛をこ
Ｑ：映画志望と日台の架け橋という部分が 役者でもない一般の方とのコミニュケーショ
めて」と題する映画のメガホンを取った。商
マッチングしたタイミングだったのでは？
ンを映したいと思い、お店に入った時や、バ
業映画としては初監督作品となる。この映画
Ａ：やっぱり日本と台湾ほぼ同時公開という スの移動中のシーンなど常にハンディカメラを
は台湾を舞台に、夢を追う男 2 人の珍道中
のは嬉しいですね！自分がユーチューバーに 回していました。その部分に関しては偽りも演
をドキュメンタリータッチで描いた青春ロード
なったきっかけは、人と同じ事しかしていない 出もないそのままの部分なので、注目して頂
ムービー。3月16日に台湾で、3月24日に
自分が、動画クリエーターとして人と違った きたいです。
日本で公開を開始している。今回、三原監
作品を作れる自信がないと悩んだ結果、新し
督来日に合わせ、本紙が単独インタビューし
い道に踏み出そうと思った事だったので、こ Ｑ：三原監督にとってこの映画は？
た。
ういう形で、自分の撮った映画が、日本と台 Ａ：僕自身が、会社をやめてアイドルになる
Ｑ：夢を追う物語だが、三原監督も夢を追 湾両国で公開される事になって、撮った甲斐 と言った時、多くの人が僕から離れていった
Ｑ：映画を撮るきっかけは？
Ａ：プロデューサーより、
「台湾に関する旅物 う事に強い気持ちがあるのか？
があったなと嬉しく思います。
のですが、唯一僕の相方だけが「またわけ分
の映画を一本撮れないか」と言われ、もとも Ａ：僕も会社をやめて、夢を追っている最中
からない事言ってるよ」と言いながらも付いて

きてくれました。自分はそういう人がいなきゃ
何もできないんだなと思っている部分もあり、
この映画では「感謝を伝えたい」という自分の
中での裏テーマがあります。もちろん映画の
なかでは触れられていないけど、この映画を
制作する事自体が、相方への感謝だと思って
います。でも、恥ずかしいから相方には言っ
てません（笑）
。
Ｑ：映画で伝えたい事は？
Ａ：まず日本の皆さんには映画を通して主人
公 2 人と一緒に旅をしてもらい、台湾の魅力
を知ってもらいたいです。また台湾の皆さん
には、主人公 2 人からの台湾への愛が伝わっ
たら嬉しいです。そして何より一番は、情け
無くて仕方ない男二人の、人間としての可愛
らしさが伝わったら嬉しいです！
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松田義人
（deco ／編集者・ライター）
㉘
蘇澳冷泉のリニューアルの旗ふり役——蘇澳鎮鎮長・陳金麟さん
文：林 雅行（映画監督） 原住民装飾の知られざる意味を知るために

第四十回

「心の故郷〜ある湾生の歩んできた道」が
やっと完成し東京で３回の試写会を経ていよ
いよ５月１９日（土）から渋谷のユーロスペー
スで上映が始まる。舞台となる蘇澳には、８
回通った。
日本時代に開発された冷泉は戦後整備さ
れたが、大幅にリニューアルされるという事
で、施設は解体され更地にする工事が始まっ
ていた。施設の撮影はもう一足遅れれば、
冷泉なしの蘇澳の作品になってしまったかも
しれないと思うと笑うに笑えない。
蘇澳鎮長の陳金麟さんは忙しい公務の間
をぬっていつも笑顔で対応してくれた。
冷泉は日本時代に日本人によって発見され
た。その前は、炭酸が湧きだすあたりは、魚
や蛇が死んでいて地元の人は「毒水」とよん
でいた。その日本人が調査したところそれは
良質な炭酸水であることがわかった。水温は
２２度。はじめは冷たく感じるが入っていると
体がポカポカしてくる。また、道路建設など
で動員された人々が（当時、台湾人の労働者
は裸足で、傷や腫れ物ができた）毎日冷泉に
足をつけておくと治ったという。
郡役所は住民のために冷泉浴場を作った。
炭酸泉を発見した日本人は、炭酸を利用
してラムネ、サイダーを製造した。蘇澳にあ
る七星山の麗に炭酸の源泉があったので「七
星サイダー」と名づけられた。
（このラムネ・サ
イダー作りには、日本の「三ツ矢サイダー」が
技術協力したという）
。この発見者の孫であ
る竹中信子さんは、５月１９日から公開され
るドキュメンタリー映画「心の故郷」の主人公

め

の１人である。竹中さんは、毎年、４月に蘭
陽高女の同窓会、７月に、冷泉節（冷泉祭）
には必ず出かけて行く。その時に鎮公所を訪
れ、陳鎮長を表敬する。竹中さんは「冷泉の
発見者の孫」として歓待される。蘇澳鎮公所
は取材やロケの時にも手続きなどを手配して
くれた。ある時、竹中さんが戦後の思い出を
語るなかで「蘇澳湾の中にあった小さな小島
は今どうなっているのか」と尋ねた。蘇澳湾
は埋め立てられて、大きな商業港になってい
て貨物船が横づけになっていて、トラックの
行き来がはげしい。勿論ゲートで許可証がな
いと入れない。その話が出た時は、
昼ごろだっ
た。鎮長「昼の時間なら車も少ない。今から
行きましょう」
。鎮公所の車でかつての湾の
小島に向かったのである。７０年以上前の少
女時代の思い出の場所に立つ竹中さんをずっ
と見守っていた。台湾人の鎮長に
「竹中さんっ
て日本の母親ですね」と話しかけたら、満面
の笑顔で応えたのである。
さて、冷泉は更地になっていた事を書いた
が、今、冷泉は新たにリニューアル中である。
「冷泉は地下６００メートル。その下を掘り
１０００メートルには温泉がある。夏は冷泉、
冬は温泉で国際観光地にしていきたい」と抱
負を語る。
（新しい冷泉＆温泉は２０１８年冬
に完成予定）
。
このプランを実行するために宜蘭に隣接す
る礁渓温泉の整備、開発をした人を副鎮長
として招き入れた。
「政府から財政援助も受け
ているので必ず成功させる」という並々ならぬ
意気込みなのだ。蘇澳の土産といえば、や

陳鎮長 ( 左 )

はり鳳鳴羊羹である。鎮長から手渡されたの
はこれ。もう１つはラムネ。だがこれは日本
時代のラムネではない。戦後、
「七星サイダー」
と銘打ったラムネが売り出された時期があっ
たが、蘇澳の炭酸とは関係なく他の地の台
湾人業者が製造販売したものである。また、
鎮長からのラムネも台南の業者が作ったもの
で蘇澳の土産物店で販売している。
（彈珠流
水。蘇澳冷泉の文字が入っている）
。鎮公所
の職員に「日本時代のラムネ・サイダーを継
ぐ人はいない？」
と尋ねると首を横にふる。
「起
業する人は？」
「いない」—————「コンビ
ニに行けば、いろんな飲物が手に入る。ビン
だと持ち運びが不便ですし」
。たしかに。
別の時、鎮長がこう語った。
「冷泉の中に
は、発見者の記念碑があります。孫の竹中さ
んには、蘇澳の観光大使になってもらいたい
と考えています」
。
とすれば冷泉＆温泉のリニューアルオープ
ンの日が観光大使の就任式になるのでしょう
ね。

も

記事には書けない取材の裏側

コレが本当の日台交流だ！

政府機関へ
の表敬訪問、
日本 統 治 時
最近よく「若い世代の日台交流が大事」 代の方との食事会、台湾の学生宅へホー
という言葉を耳にしますが、今回身を持っ ムステイなど、現地の方と触れる事の多い
て体験する出来事がありました。日台スカ 研修日程でした。
ラシップです（Ｐ３参照）
。今回ご縁があり、
ほとんどの学生が「ホームステイが一番
日台スカラシップの受賞学生５泊６日の台 楽しかった」と話しており、短い時間だった
湾研修旅行の密着取材に行ってきました。 のにもかかわらず、次の日の朝にはすっか
研修した学生は、下は中学生から上 りホストファミリーと仲良しになっていて、こ
は大学生までと、とにかく若く、しかも、 れには若者の力を感じましたね（笑）
。
４００人以上の応募のなかから選ばれた学
そんなまだまだ若い学生達だけど、研修
生なので、とても優秀です。台湾現地では、 旅行での目的について一人一人しっかり自
分の考えを持っていました。台湾の素食
文化や伝統芸能だったり、自分の感心の
あるテーマを明確にし、現地で見たり聞
いたり触れたり、自分のテーマに対して
熱心に取り組んでいました。
いままで私は日台交流のイベントなどの
取材に行く事がありましたが、学生達は、
「日台交流」が最終目的でなく、日台交
流を通じて今後の日台関係に、どのよう
ホームステイ先の学生と交流！湯圓を作りました に次につなげていくべきなのか、自分は

文 / パクチー

何をすべきなのかについて、自分の中で明
確にしており、今回「これこそが本当の若い
世代の日台交流なのか！」と感じる事がで
き、私自身が刺激となった研修旅行でした。
今回の研修旅行で、台湾を色々な側面
から見る事ができ、また、学生からの刺激
も受け、日台関係について、どういう立場
であるべきなのか、私自身も考えさせられ
ました。
学生のなかには、これから台湾の４年生
大学進学に向けて頑張る人や日本で就職
する人などそれぞれでしたが、全員にとっ
て充実した研修旅行となったようで、その
経験を今後活かしたいと意気込んでいまし
た。
日台スカラシップはそういった意味でも、
台湾とのつながりが深い人にとっても、違
う視点から台湾を見る機会を与えてくれる
素晴らしいプログラムです！来年もおそらく
実施されるかと思います。もしこれを読んで
興味を持った学生がいましたら、
来年日台スカラシップに応募して
みるのも良いかもしれません！

「 台湾レトロ建 築 案内」

著／編集：辛永勝、楊朝景
刊：エクスナレッジ
本体価格：1600 円（税別）
判型：A5 版
頁：192 ページ
発売日：2018/1/26

台湾各地には現在でも日本統治時代に建てら 店、かつての鉄道倉庫や病院を利用したブックカ
れた建物が多く残っている。近年、それらをリノ フェなど、著者の二人が丹念に集めた貴重な資
ベーションして店舗や施設として甦らせる動きが 料や建物にまつわるストーリーとともに、台湾各
盛んに行われており、若い世代には「レトロでお 地に残るノスタルジックな書店やカフェなどを３つ
しゃれ」
、年配の世代には「どこか懐かしい」とい のエリアに分け、２４ 件の建物を全頁カラーで紹
う感覚を与え、世代を問わず注目を集めている。 介している。
本 書 は、 そん なレトロ 建 築 に 魅 了さ れ、 また、本書の序盤で紹介されている鉄製の飾
２０１３ 年から台湾各地に足を運んで各年代の り格子「鉄窓花」
、色とりどりのモザイクタイル、
レトロ建築を訪ね歩き、レトロ建築のファンクラ 重厚な赤レンガや素朴な装飾ブロックなどは、レ
ブ「老屋顔」を設立した辛永勝さんと楊朝景さん トロで可愛い台湾ならではのデザインが多く、建
が２０１５年に台湾で出版した書籍を日本用に翻 築に今まで興味がなかった人でも不思議と興味
訳・編集した一冊。
を惹いてしまう。実際に足を運ぶ事が出来る場所
台北でもっとも美しい日本建築と言われる紀州 が多いため、次回の台湾旅行を違う視点で楽し
庵、近年のリニューアルで話題をよんだ林百貨 むためのガイドブックとしても活用できるだろう。

読者プレゼント企画

台湾新聞252号 読者プレゼント

平洋の美しい景色と、綺麗な山、心地良い
温泉にも辿り付ける貴重な場所ではあります
が、旅行者にとっては難易度は高いと言わざ
今回は原住民の刺繍のお話です。原住 るを得ません。
民の織物や刺繍、トンボ玉などのアクセサ
太麻里はそういう場所ですので、工芸家の
リーはどれもビビッドでかわいらしいものが 方のアトリエには事前に「◯◯日にうかがいた
多いですよね。日本の家族へのお土産や、 いのですが、やっていますか」とメールでお
あるいは知人のファッション業界の方への 問い合わせをしていました。
「大丈夫。その日
プレゼントにすると喜ばれることが多かった は阿嬷（おばあちゃん）がいるので、気をつけ
とのお返事をいただきました。
ですが、原住民の意匠はやはり誰にとって て来てください」
いざ太麻里に着き、住所を頼りに近隣をグ
も美しく、暖かく感じるものが多いようです。
ただし、僕は、正直を言うとこれら原住 ルグルと回りましたが、台湾の町にあるような、
民装飾に裏付けされたルーツ、意味は後 各家についている住所の記載がありません。
追いで、見た目のかわいさだけで買ったり、 アトリエらしき建物を探しても、やはり見つか
「これ
手にする事ばかりでした。おそらく原住民 りません。しばらくグルグルと巡った後、
装飾には、必ず何がしかの意味や思いが は無理だ」と思い、近くを歩いていた地元の
込められているはずです。こういった意味 人につたない中文でダメ元で問い合わせると
を知る事が出来れば、より楽しく原住民装 「あぁ。それならそこの角を曲がって……」と
「謝謝（ありがと
飾に触れることが出来るんだけどなぁと考 丁寧に教えてくださいました。
」と言うと「不會（いいえ）
」と笑顔で返して
えていましたが、現地の言葉を喋る事が出 う）
来ず、まして奥深い原住民の世界です。こ くれました。いつも思いますが、僕は中文の
うした原住民装飾に対して、質問をしよう この慣用句が大人っぽくオシャレだなぁと思
にもなかなか出来ません。また、日本での います。
果たしてたどり着いたアトリエ。長年わから
原住民に関する書物も結構読んでいました
が、この織物や刺繍に関する言及はあまり なかった原住民装飾のルーツ、そして、きっ
に少ない。どうしたらわかるのでしょうか、 とこの太麻里とパイワン族に根付いた、ここ
でしか手に入れられない原住民装飾の数々
うーん、困りました。
そう思っていたところ、とあるガイドブッ と出会える！と思って、アトリエの中に入ると
クで台東の太麻里に、日本語を話される ……誰もいません。日本語が通じると聞いて
「すみませーん！」と奥のほうに向
パイワン族の工芸家の方のアトリエがある いたので、
事を知りました。日本語を話されるわけで かって叫んでみましたが、相変わらず誰も出
すから、ここではきっと詳しい話を聞けると てきません。
思い、僕はさっそく台北からはるか遠い、 しかし、カギは開いていたので、もしかした
ら近所に何か買い物か何か行かれていて、す
台東の太麻里へと向かったのでした。
ぐに帰ってくるかもしれません。しばらく勝手
に原住民装飾、刺繍、アクセサリーの数々を
台北から最も遠く感じる太麻里
見学したり、表でタバコを吸ったり、犬と遊
台湾全土の地理をご存知の方ならわか んだりしていましたが、２時間待っても一向
ると思いますが、台東から南下した太麻里 に帰ってきません。
うーん……困りました。このまま日が暮れ
という村は、
（離島を覗いて）台北から最も
遠く感じる場所です。台北から台東まで出 ていく太麻里で待ち続けるのもナンです。欲
るのも大変。さらにバスか電車で太麻里に しいもの、興味があるものだらけのアトリエで
出るのも大変です。僕はこの界隈にはいつ したが、買うと言っても勝手にお金を置いて
もクルマ（レンタカー）で行くのですが、ク 持っていくわけにもいかないし、僕はただ一
ルマにしても高速道路はなく、東回りか西 人で見学を終えテーブルに名刺とお手紙を置
回 り か いて、アトリエを後にしました。
後日、僕の置き手紙を読んだアトリエの方
で長い
道のりを から「忘れてて外出しており、すみませんでし
走ってよ た。今日なら大丈夫。すぐ来てください！」と
うやくた メールをいただきました。残念なことに、その
どり着け 日はすでに台北に戻っており、さらに言えば、
うーん……残念です。
でも、
る 場 所 もう日本に帰る頃。
です。行 これから先も何度も行くであろう台湾。そして
きにくい 台東・太麻里。原住民装飾のルーツ解明の
勝手に見学した無人のアトリエ 分、 太 旅は、また今度にする事にしました。

見た目だけで買っていた
原住民グッズ

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で3 名様に本書「台湾レトロ建築案内」
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（4月中に発送予定）。
締切り：4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

第十六回

台湾在住 20 年写真家

熊谷俊之

新城天主堂

花蓮

太魯閣峡谷へ行く際の一番
の最寄り駅、新城（太魯閣）
駅から徒歩１５分くらいで行け
るところにあります。日本時代
は神社、戦後はカトリック教
会になっているとても珍しい場
所で、近くにある佳興冰果室
（フルーツ屋）でレモンジュー
ス、映画のロケ地になったレトロ感あふれる新城照相館（写真館）前で記念写真と回る
のがおすすめです。撮影日時：２０12年7月
※写真で台湾を伝えるコーナー「Photo de TAIWAN」では、台湾在住２０年の日本人写真家・
熊谷さんの写真を通じて、まだ知らない台湾をお届けします！

台湾では中国語の他に、台湾語も広く使用され
ています。台湾特有の言葉を覚えて台湾への理
解を深めましょう！
～海の生き物編〜
台湾語：ハイディア

台湾語：ハイアン

日本語：イルカ
中国語：ハイトゥン（海豚）

日本語：クジラ
中国語：ジンユー（鯨魚）

台湾語：サンゴ

台湾語：ハイテー

日本語：サンゴ
中国語：シャンフー（珊瑚）

日本語：クラゲ
中国語：シュイムー（水母）

※台湾語は地域により様々な言い回しがあります。
同コーナーでは一般的に良く使われる台湾語をカタカナで紹介しております。
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四國華僑總會
周年

謝代表親往祝賀並勉勵上島彩會長
【香川／採訪報導】中華民國留
日四國華僑總會為慶祝成立７０
周年，３月１７日晚間在香川縣
高松市花樹海飯店舉辦祝賀晚會，
上百位嘉賓雲集場面盛大。台北
駐日經濟文化代表處代表謝長廷
及駐大阪辦事處處長陳訓養、香
川縣知事浜田惠造、德島縣副知
事後藤田博、愛媛縣經濟勞動部
長菅豐正、高知縣參事栗山典久、
四國各縣市日華親善團體、政經
人士多數到場。日本中華聯合總
會總會長新垣旬子、熊本縣台灣
蓬萊會會長紀伊進、日本台灣商
會聯合總會會長濱田裕子等僑團
僑領亦不遠千里到場共襄盛舉。

四國華僑總會會長上島彩在致
詞時表示，四國華僑總會成立於
１９４７年，當時會員僅４７人，
戰後經歷日台斷交風雨飄搖，去
年從黃益名譽會長手中接下重任，
感謝各界不吝給予支持與指導；
今後在會務推動上，除了扮演聯
繫僑民情誼的角色、成為旅日台
灣遊客的緊急後盾、也將積極宣
傳台灣，增加台灣的能見度，進
而吸引更多四國地區的僑胞加入，
共同為日本四國與台灣搭造友好
交流的橋樑。
謝長廷代表感佩上島彩會長復
會後一路走來的辛苦，也表示四
國地區香川、德島、愛媛、高知

四縣一向積極與台灣交
流，去年統計台灣人口５
人中就有１人前來日本旅
遊，台日兩國關係友好可
以稱為世界模範，今後希
望關係更提升到國與國之
間的安全戰略層級。
香川縣知事濱田惠造表
示香川縣連續四年參與台灣燈節
推廣讚岐烏龍麵產業，今年還有
瀬戸大橋開通３０週年及三年一
度的瀬戸內國際藝術祭等各種活
動，希望台灣旅客到香川共襄盛
舉。四國地區德島與台灣教育旅
行互動頻繁，愛媛縣的自行車旅
遊在台灣非常知名，高知為坂本

上島會長（右）與謝代表伉儷

龍馬的故鄉，以歷史文物吸引觀
光客，特別是２０１７年在四國
舉行的日台觀光高峰論壇，加深
了四國地區跟台灣的交流。
僑務委員會委員長吳新興因公
務不克前來，特別錄影表達祝賀
之意，並承諾將贈三太子人偶做
為賀禮。上島彩會長由神戶華僑

總會商借的三尊電音三太子以熱
舞為晚會掀起高潮，也讓到場日
本來賓了解三太子吉祥的寓意，
感受台灣文化與熱情。上島會長
表示，今後除全力推廣僑務，還
將連結四國各地方政府團體跟台
灣的互動，讓有７０年歷史的總
會再度傳承活躍。

台南市張政源副市長參訪白井市了解梨產業
香川縣知事濱田惠造致詞

謝代表與三太子共舞

【千葉／採訪報導】２０１８年東 雄市和屏東縣等六大縣市政府組成 千葉白井市拜會，張副市長表示， 依產季結出三種類的梨，夏季水果
京國際食品展，外貿協會與桃園 了一個龐大的參展團，並邀請了台 此行一方面行銷台南的農特產品， 的梨在１１月都還可以吃到。在品
市、雲林縣、嘉義市、台南市、高 日兩地擁有高知名度的台灣旅日棒 一方面也了解白井市在梨子的種植 嚐過秋谷先生的梨之後，前往白井
球選手陽岱 及自動選別的產銷系統，作為台南 中央梨選果場，工作人員為台南市
鋼為台灣食 農業改良的參考。
一行解釋梨的選果包裝過程，以滾
品代言人，
白井市長伊澤史夫率領市役所的 輪軌道輸送，紅外線偵測器選別，
其中台灣蜜 相關人員向台南市一行介紹白井市 到全自動紙箱封裝，張副市長也特
棗是在日本 概要及農產，其中在日本梨產量最 別詢問選果場
首次亮相， 多的千葉縣，白井市是縣內梨栽培 機材維持跟營
備受矚目。 排名第一，伊澤史夫表示，白井梨 運經費，了解
台南市張 ２０１７年前進泰國跟蒙古行銷， 跟台灣農會不
政源副市長 獲得很好的回響，未來也希望跟台 同之處。
在參加完東 南市的農產業有更多交流。
此行白井市
京國際食品
張政源副市長一行接下來前往梨 議員和田健一
展的開幕之 園農家拜訪，農園主人秋谷公臣目 郎全程陪同，
後，３月６ 前也是白井市議員，他為大家解釋 通曉中文的和
張政源（右）致贈白井市長伊澤史夫台南名產烏魚子 日下午前往 梨的嫁接跟疏果技術，一棵樹可以 田議員積極促

會後團體照

進白井市跟台灣地方政府及千葉地
區台灣僑團的交流，張副市長感謝
議員的協助，並表示現在台南正在
舉辦２０１８台灣國際蘭展，接下
來還有夏天的芒果節，希望日本友
人多來參與交流，未來兩地的產業
互動能更加密切。

白井市吉祥物市府同仁與台南市參訪團合照

2 華僑動態

橫 濱 中 華 學 院 東京中華學校畢業典禮
2018 年 4 月 2 日發行（毎月第 1 月曜日發行 No:252)

期許畢業生「謙卑的心」

本屆畢業
生全力參與
籌畫橫濱中
華學院去年
創校１２０
週年，特別
全體畢業生跟來賓師長合照 獲得從台灣
【橫濱／採訪報導】橫濱中華學 前來與會的僑務委員會委員長吳
院在３月２０日上午在橫濱開港 新興的讚揚，是值得以引為傲紀
紀念會館舉行畢業典禮，包括高 念的一屆。高三畢業生曾晨芳說
中部１５名，中學部２２名，小 從保育園一直念到高中畢業，與
學部４１名學生及家長、老師、 學弟妹感情深厚，加上橫濱中華
在校生、僑界來賓等齊聚，歡送 學院透過傳統的舞獅，民族舞蹈
畢業同學。馮彥國校長以「三人
行，必有我師」、「謙卑的心」
勉勵同學，虛心學習別人長處，
提升自我，成為母校引以為傲的
畢業生。駐橫濱辦事處陳桎宏處
長以三創、三度期勉畢業生，面
對激烈競爭社會，以創新、創意、
創造；態度、風度、角度，讓人
生有不同視野。
陳桎宏處長以三度三創勉勵畢業生

社團，國慶遊行等，與日本其他
高中不同的特色，凝聚學生向心
力，有非常重大的貢獻，歷屆的
學長也因此有深厚情誼。
本屆高三畢業生１５名全員考
取日本慶應，筑波及海外等知名
大學，升學成績卓著，畢業生感
激師長教導與同學互相砥礪，在
驪歌聲中許多人流下感傷的淚水，
見證在橫濱中華學院度過的青春
歲月。畢業班學生在與老師家長
大合照之後，還紛紛留下與同學
合影，為珍貴的友情留下紀念。

馮彥國校長（左）頒發畢業證書

琉球華僑總會２０１８年會員大會
張本光輝連任會長

琉球華僑總會會長張本光輝在活動中致詞

【琉球／綜合報導】日本琉球華
僑總會（會長：張本光輝）於３
月１１日在那霸市內太平洋飯店
舉辦２０１８年會員大會，並進
行幹部改選，由張本光輝順利連
任會長。
這次大會計有會員５０餘人出
席，僑務委員新垣旬子、駐那霸

辦事處蘇啟誠處長偕同仁應邀與
會。張本會長致詞時感謝３年來
會員熱心協助，讓會務得以順利
推動，經由參與在地各項活動，
提升僑會地位及知名度，盼能續
為僑民服務。
蘇處長致詞感謝張本會長與駐處
密切合作，尤其２０１７年３月

全體出席人員合影

底國人來沖繩旅遊早產，發動募
款，讓母子平安返國；２０１８
本年２月花蓮地震發生後，募款
供災區重建及支援災民生活，令
人感佩。僑會需要僑民踴躍參與，
盼年輕世代積極支持、協助，讓
僑會永續經營。

駐大阪辦事處陳訓養處長接見
世華日本關西分會俞秀霞會長一行

陳訓養處長（前排右４）接受俞秀霞會長（前排左４）一行花蓮賑災款

【大阪／綜合報導】台北駐大阪
經濟文化辦事處陳訓養處長於３
月７日接見赴阪處捐贈花蓮地震
賑災款之世界華人婦女工商企管
協會日本關西分會俞秀霞會長（日
本關西台商協會會長）暨幹部及

日本關西台商協會青商部等一行
１２人。
陳處長表示誠摯歡迎並感謝大
家不忘故鄉災害，捐款支援花蓮
震災的復原工作。在蔡英文總統
與行政院院長賴清德的領導下，

政府各相關部門精誠合作展現高
效率，已迅速執行復原工作。目
前半傾倒的雲門翠緹大樓已經處
理完畢，政府也擬定在原地綠化
作為公園。
俞秀霞會長表示家鄉有災害，
我等旅居海外之同胞亦感到不捨，
應當發揮人飢己飢、人溺己溺的
心情來協助受災同胞儘快恢復家
園。
此次賑災款是由世華關西分會
及台商會青商部理監事及會員們
所捐贈。值得特別一提的是台商
會青商部這些年輕人在經濟上尚
未有足夠基礎條件下，仍能慷慨
解囊義捐，令人感佩不已。辦事
處表示政府將會有效運用僑胞捐
贈之賑災款，也將於僑界捐款告
一段落後儘速報請僑務委員會敘
獎鼓勵。

充滿離別之情

赴校貴賓與學校老師及畢業生合照

【東京／採訪報導】東京中華學
校於３月１７日在校內舉行畢業
典禮，歡送高中部５９屆、中學
部６９屆、小學部７１屆共７６
位畢業生。在禮堂裡，全校師生
齊聚，畢業生的家長也都親自參
加見證自己小孩的畢業典禮，並
且準備好相機及攝影機要為孩子
們留下珍貴的紀念。
台北駐日經濟文化代表處副代
表郭仲熙、顧問梁毅鵬、留日華
僑總會會長林學名、留日台灣同
鄉會會長張春美、東京崇正公會
會長劉得寬、東京中華學校評議
員賴俊宏、日本中華聯合總會常
任副會長馮明輝、校友會會長陳
櫻芳皆以貴賓身分應邀出席。
典禮開始時首先由東京中華學
校校長劉劍城致詞勉勵畢業生，
「失敗是人生最大的經驗」所以
不要害怕失敗，希望各位同學們
要保有抗壓性，相信將來能夠面
對各式各樣的挑戰，同時也期許

各位畢業生能夠立足日本、活躍
國際。
郭仲熙副代表對學校良好的教
育環境以及為傳承中華文化所做
的努力表達感謝與敬意。致詞中
說到光陰有限、學海無涯，期許
畢業生今後踏上新的旅途能夠展
翅高飛。另外特別提到人才是一
切的根本，感謝東京中華學校重
視英才、培養國家人才，希望畢
業生未來能夠在台日之間搭起友
誼橋梁，促進雙方交流，在社會
上對整個世界的和平與繁榮做出
貢獻。
來賓致詞結束隨後進行畢業生
贈送母校紀念品、在校生致歡送
詞、畢業生致答詞、頒發表現優
良獎，最後全體師生一同齊唱校
歌、畢業歌、驪歌，在稚嫩的歌
聲中，畢業生留下了不捨的淚水，
學校老師與家長都寄予他們無限
的祝福。

橫濱台灣餐飲聯誼會新年會
３０年收穫豐碩
【橫濱／採訪報導】橫
濱台灣餐飲聯誼會第
３０屆新年會，３月３
日晚間６時，在橫濱中
華街大珍樓餐廳舉行，
包括橫濱地區民意代
表，僑領，聯誼會會員
等１００多名出席。橫
濱台灣餐飲聯誼會會長
張志銘表示，３０年前
創立此會，不僅只是台灣餐飲業
者的聯誼，更有提攜新生代創業
者的任務，建立拓展人脈，至今
小有成果，為慶祝女兒節，張會
長邀請當天出席來賓的千金上台，
頒贈禮品。
橫濱市議會松本研議員表示，
橫濱跟台灣不只政府交流，希望
民間交流更進一步。中華街的店
家跟喜歡中華街的大家一起讓交
流更加興盛。橫濱市議會福島直
子議員首先對花蓮地震表示哀悼，
並表示台灣日本都是地震頻繁的
國家，大家要注意住宅的安全防

橫濱台灣餐飲聯議會張志銘會長

震性。
新年會在乾杯儀式後正式展開，
張會長的千金現在一邊在學一邊
從事音樂工作，她跟樂團同伴在
現場演唱自己的創作曲，大家跟
著節奏一起打拍子，現場反應熱
烈。之後進行抽獎餘興，一般抽
選之外，更進行猜拳贏機票的競
賽，經過幾輪競賽，幸運者獲得
機票大獎。
最後橫濱台灣餐飲聯誼會的幹
部也一起上台跟在場嘉賓舉杯致
敬，感謝大家的參與，同時也祝
大家２０１８年狗年一路暢旺。

與會者大合照

3 綜合

日本雅虎募款１億４千萬 駐大阪辦事處陳訓養處長
謝 代 表 感 謝 台 日 善 的 循 環 出席富山縣台灣總會成立大會
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全體人員合影留念

謝長廷（左２）代表頒贈感謝狀給雅虎基金

【東京／採訪報導】日本雅虎為花蓮地震
開設的捐款專頁，募集到１億４千萬日圓，
３月１３日下午２時半，雅虎基金理事西
田修一一行４人前往台北駐日經濟文化代
表處，致捐募款，由謝長廷代表接受。謝
代表感謝日本各界的善心，西田修一也說，
這次捐款人數超過１６萬人，但實際上看
到雅虎網站，關心台灣花蓮震災的人數遠
超過這個數字。
謝長廷代表在致詞時表示，會把各界的
善款，在震災復興上發揮最大最好的效果。
台日在災難時的互助，是彼此友好「善的
循環」的最高表現。震後的民調顯示，超
過７５％的台灣人覺得日本對台灣最關心。
這證明台灣日本人民間堅定的友誼。
西田修一致詞說，台灣在１９９９年、

２０１６年及２０１８都發生地震；在日
本也發生東日本大地震、熊本大地震。台
灣跟日本都是地震頻繁的地域，人民必須
克服對地震的恐懼心，與地震共存。受災
的痛苦跟傷心，雙方都能了解。
另外日本７－ＥＬＥＶＥＮ，超過２‧
１萬家門市，從２月９日起，在日本進行為
期１４天的募款，共募得超過６千５百萬日
幣。目前代表處收到日本各界震災捐款約
２億日圓，據花蓮縣政府統計，現在募得善
款約２０台幣，將規劃運用在災民，災區生
活重建。另外觀光局長周永暉表示，今年觀
光局推動的「海灣旅遊年」、「台灣樂園節」
將特地於花蓮舉辦，屆時５月底將配合花蓮
縣政府一起舉辦大型活動，並將花蓮地方活
動納入觀光年曆，加強宣傳。

【富山／綜合報導】台北駐大阪經濟文化
辦事處陳訓養處長於３月４日應邀出席「富
山縣台灣總會」在富山第一飯店舉行的成
立大會暨懇親會。台北駐日經濟文化代表
處謝長廷代表因另有要公不克出席，由代
表處僑務組王東生組長代理謝代表特別前
往祝賀。
在會中陳處長致詞表示蔡英文總統就任
以來，非常重視提升台日各項友好交流關
係，亦取得良好成效，在這次花蓮震災，
日本首相安倍晉三及日本外務大臣河野太
郎均分別致電給蔡總統表示關懷並願提供
物資及技術援助。蔡總統認為海外僑胞是
國家的重要資產，政府亦會作為台灣與僑
居國間的友誼橋樑。陳處長在致詞最後特
別提到蔡總統對於兩岸政策以「維持現
狀」，誠意尋求兩岸之對話和解，但中國
在外交上全面打壓、軍事上繞台施壓，無
助於兩岸關係的改善，呼籲在場人士支持
政府在兩岸尋求和平對話之政策。

「富山縣台灣總會」共田吉孝會長也致
詞表示該會將積極扮演雙方橋樑角色，介
紹台灣及富山之美給雙方民眾，增進兩國
交流。
出席此次成立大會的貴賓有富山縣知事、
眾議員、縣內相關市長、副市長、富山縣
議會台日友好議員聯盟會長及議員等當地
政要人士及旅居富山縣、石川縣之僑胞共
約１２０餘人出席。

駐大阪辦事處陳訓養處長在富山縣台灣總會
成立大會致詞

黃 石 城 來 日 演 講 江口克彥召集日本各大企業舉行
座談會駐日代表謝長廷應邀出席
「治國之道」
領導者應超越黨派

【東京／採訪
報導】財團法
人傳統基金會
董事長黃石
財團法人傳統基金會
城，應日本時
董事長黃石城
局心話會之邀，３月２６日下午在眾議院
第一議員會館舉行演講，講題為「治國之
道」，現場包括時局心話會員及其他企業
相關人士等四十餘人出席，現場並提問到
對現在各國領袖的評價，黃石城認為，大
部分政治人物缺乏對國家長遠規劃，只求
下一次選舉的勝利，人民必須覺醒，對自
己選票負責。
黃石城今年８３歲，曾任彰化縣第９屆、
第１０屆縣長、行政院政務委員、總統府
國策顧問、中央選舉委員會主委。他在演
講中提到他在彰化縣長任內，堅持公平正
義，透明化，直接面對民眾，面對議會，

實在的政績讓他在連任選舉獲得９０％的
選票。黃石城強調他一生無黨無派，所以
認為領導者最重要第一條件是無私，接下
來是道德、智慧、誠信、能力、責任、典範；
這也是政治家跟政客的不同。
對台灣目前的藍綠惡鬥，黃石城也表示，
領導者應該當全民總統，政府也應該超黨
派跟中立，尤其是軍隊、警察、司法跟稅
務，不能成為黨派惡鬥的工具；政治酬庸
的職位也應全面撤銷。黃石城特別推崇北
歐丹麥、芬蘭、瑞典、挪威跟新加坡在清
廉度跟國家競爭力都名列世界前茅，原因
就在於重視道德。
時局心話會是原本是企業經營者情報交
換為目的的組織，在１９９５年並曾邀李
登輝前總統來日舉行研討會，目前定期針
對時局邀請學者專家舉行演講，並每週發
表時局評論，傳達最新政治經濟動向。

摩訶般若波羅蜜多心經

惹波 羅 蜜 多 時。 照 見 五 蘊
觀 自 在 菩 薩。 行 深 波 若

皆 空。 度 一 切 苦 厄。 舍 利 子。 色 不 異 空。 空 不

異 色。 色 即 是 空。 空 即 是 色。 受 想 行 識。 亦 復

如 是。 舍 利 子。 是 諸 法 空 相。 不 生 不 滅。 不 垢

不淨。 不 增不 減。 是故 空中 無色。 無受 想行 識。

無 眼 耳 鼻 舌 身 意。 無 色 身 香 味 觸 法。 無 眼 界。

乃 至 無 意 識 界。 無 無 明。 亦 無 無 明 盡。 乃 至 無

老 死。 亦 無老 死 盡。 無 苦 集滅 道。無智 亦無 得。

惹羅 蜜 多
以 無 所 得 得 故。 菩 提 薩 埵。 依 般 若 波

故。 心 無 罣 礙。 無 罣 礙 故。 無 有 恐 怖。 遠 離 顛

惹。 依 波 若 波 羅 蜜
倒 夢 想。 究 竟 涅 槃。 三 世 諸 佛

多 故。 得 阿 藐 多 羅 三 藐 三 菩 提。惹故 知 般 若 波 羅

蜜 多。 是 大 神 咒。 是 大 明 咒。 是 無 上 咒。 是 無

等 等 咒。 能 除 一 切 苦。 真 實 不 虛。 惹
故說波若波

羅 蜜 多 咒。 即 說 咒 曰。 揭 諦 揭 諦。 波 羅 揭 諦。

波 羅僧 揭 諦。 菩 提 薩 婆訶。

大阪經濟文化辦事處陳訓養
處長前來座談交流。
謝代表以《台日交流的現狀
及對未來的展望》為題作專題
演講，並指出台日交流現在空
前頻繁，在２０１７年雙方往
來人口已高達６５０多萬人，
而且彼此善意互動，雙方人民
對彼此的好感度都超過８５％
以上，堪稱世界鄰國間交流的
楷模，台灣已經成為日本高校
松下政經塾創辦人江口克彥（左１）
邀請台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷 ( 右１）參加座談會 畢業旅行的首選地，然而仍有
【名古屋／綜合報導】創立並執掌「松下 美中不足之處，期待日本朋友們共同努力。
政經塾」及「ＰＨＰ綜合研究所」經年的 台日的交流仍然侷限於民間層次，希望提升
江口克彥，在日本政界、經界、財界均有 到官方間的互動；由於台日雙方往來人數的
舉足輕重的地位。江口克彥一向對台灣極 提升，該如何確保雙方人民安全的交流，其
為友善，曾於２月１８日蒙獲僑務委員會 相關法律的制定刻不容緩；為了輕減對中國
吳新興委員長頒贈之「華僑之友勳章」。
經貿的依存關係，台灣提出新南向政策並誠
為了因應日本、加拿大及澳洲等１１國 心希望能加入由日本主導的ＣＰＴＰＰ，希
於３月８日智利簽署的《跨太平洋夥伴全 望在座日本企業界的精英們，發揮影響力助
面進展協定》（ＣＰＴＰＰ），江口克 台灣一臂之力。
彥於３月９日召集日本各大企業社長近
專題演講後謝代表與現場來賓作答問式
１５０人在名古屋舉行座談會並邀請台北 的交流，會場發言踴躍，氣氛熱絡，幽默
駐日經濟文化代表處謝長廷代表及台北駐 風趣的問答，使得賓主盡歡。

與會人士全體合影

4 綜合

台灣動畫
【東京／採訪報導】為了推動台灣
動畫的發展台灣未來影像發展協
會林瑋倫會長特別邀請三位在「東
京國際動畫節」表現傑出的台灣
動畫導演參加３月１１日於「Ｓ
ｈｉａｐｐａ Ｓｈｉａｐｐａ」
所舉辦的「２０１８台灣動畫盃
交流派對ＩＮ ＴＯＫＹＯ」，
另外還有其他喜愛動畫及動畫業
界的相關人士參加此次活動。
活動在放映王尉修導演的《七點
半的太空人》、詹凱勛導演的《Ｓ
ＷＩＭ ＹＯＵＲ ＷＡＹ》、
張世楷導演的《試煉》等在「東
京國際動畫節」入選的作品中揭
開序幕，在觀賞後參加者們和導
演們討論心得，三位導演分別在
活動中分享創作時的一些經驗與
想法。
王尉修導演表示，持續創作新
的作品，對自己的作品要求一次
要比一次更好，是一種動力。另
外特別提到對台灣動畫界的看法，
整個產業結構因為在９０年代台
灣產業轉型的關係有斷層，使得
剛進入這個行業的人要花更多心
力及時間來發展。雖然現在科技
進步、軟體技術發達使得進入動
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導演受邀參加 － 台 灣 小 吃 講 座 －
東 京 交 流 會 台灣古早味油飯飄香日本

三位台灣動畫導演由左起為詹凱勛導演、王尉修導演、張世楷導演

畫業界的門檻變低，目前面臨到
的問題是動畫人才變多但沒有相
應的市場，所以如何提供更多發
展機會來維持平衡是一個很重要
的課題。
詹凱勛導演分享提到，製作動畫
不像製作電影一樣能夠剪接，所
以在角色設定、分鏡、故事內容
等盡量在製作前就決定好，製作
過程中再修改反而會花更多時間。
角色是整個作品的軸心，所以在
角色的定位上常遇到選角的抉擇，
該如何把角色放在適當的位置上，

需要花一些時間分析，例如角色
的外型、特性等選出最符合要求
的，相信自己的選擇，這也算與
角色間的一種緣份。
張世楷導演則談到因為自己本
身喜歡日本的動畫，所以會研究
日本動畫的製作方法，應用到作
品之中。未來有機會的話，想要
到日本學習更多動畫相關技術。
分享結束緊接著開始派對，大
家一邊享用著台灣美食一邊聊天
交流意見，活動在歡樂的氣氛下
圓滿結束。

台灣藝術家許家維與日本搞笑
藝人跨界合作「黑與白—熊貓」
【東京／綜合報導】台北駐日經濟文化代
表處台灣文化中心與日本藝術公社及駐日
德國歌德學院、法國文化中心及荷蘭大使
館等駐日文化機構合作，以東京共同劇場
的概念，在都市中創造新的劇場模式，今
年由台灣藝術家許家維創作「黑與白─熊
貓」，與日本搞笑藝人ＰＥＡＣＨ合作，
以可愛的熊貓為主角，透過喜劇手法，解
說二戰前 ‧ 後運用熊貓做外交的政策與
成果，３月９日晚間首演，近百位觀眾湧
入東京台灣文化中
心，觀賞許家維最
新創作。
日本台灣文化中
心並於３月１０日
下午播映許家維過
去的錄像作品「和
平島故事」、「高
砂」、「飛行器、
霜 毛 蝠、 逝 者 證
言」及「廢墟情報
局」。許家維表示

因為知道日本的傳統能劇中有狂言的喜劇
表現手法，因此，決定以「漫才」的方式，
呈現這段動物外交的；另外也想從動物的
角色來詮釋歷史的演變。
台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心
主任朱文清表示，許家維與日本搞笑藝人
合作的表演方式，不同的藝術詮釋手法，
令人印象深刻，台灣文化中心未來將持續
引介台灣藝術家來日本，藉由表演藝術增
進台日相互理解。

「黑與白─熊貓」演出片段

【東京／採訪報導】Ｈａｐｐｙ 林學明會長則分享提到，透過推
夢工房料理教室創始人竜川媛於 廣台灣傳統飲食，是讓人們了解
３月２５日在東京池袋舉辦台灣 台灣文化內涵最直接的方式，也
小吃講座，介紹台灣豆花的製作 期盼更多年輕世代能參與此類活
方法，台日協賛會蔡美銀會長也 動，使傳統能延續下去。
特別受邀擔任料理講師，傳授製
蔡美銀會長將準備好的糯米及
作台灣古早味油飯的秘訣。此次 配料分配至各組並逐步帶領學員
料理講座包括留日東京華僑總會 們完成料理。依台灣傳統料理手
林學明會長，還有喜歡台灣小吃 法，一邊蒸糯米、一邊炒配料，
的日本人也踴躍報名，共３５名 將拌炒好的炒肉絲、香菇、蝦米、
參加。
油蔥酥等加入蒸好的糯米，最後
來自台灣的料理講師竜川媛表 再加入台灣特有的黑芝麻油提味，
示許多旅日僑胞長期居住在日 現場充滿麻油的香氣。在經過２
本，很少有機會吃到台灣的傳統 個半小時的課程後，學員們各自
料理，希望透過這次舉辦的料理 享用著自己所做的台灣古早味油
講座，讓各位僑胞能品嚐到自己 飯及豆花一邊交流心得，現場氣
親手製作的油飯來解鄉愁。另外 氛和樂。
特別提到為了迎
來２０１８年７
月２８至２９日
於北海道及９月
２２至２３日於
上野舉辦的台灣
祭，將會有台灣
料理店參與，希
望能藉此推廣台
灣料理，讓日本
左起為Ｈａｐｐｙ夢工房料理教室創始人竜川媛、台日協賛會
人更認識台灣。
蔡美銀會長、郭惠儷女士

日本法律停 ‧ 看 ‧ 聽

《本專欄內容由黑澤事務所提供》

關於居住海外的外國人在購買日本不動產時所需手續
即使是外國人也同日本人一樣可以購買
日本的不動產，並也同樣可以有土地以及
建築物的所有權。所以，即使是外國人即
可以在日本擁有自己的房產，也可以在日
本投資經營不動產。最近，除了居住在日
本的外國人，居住海外的外國人以投資目
的購買不動產的也有所增加。這次就介紹
一下外國人，特別是居住在海外的外國
人在購買日本不動產時需要的幾項特別手
續。
•根據匯率法，有申請義務
居住海外的外國人購買日本不動產，屬
於匯率法上的資本交易．必須要在取得不
動產後２０天以內，通過日本銀行向法務
大臣提交報告書，報告不動產所有人姓名
及交易價格等。
但以下場合不需報告：
１. 非居住者本人或該非居住者的親屬
或員工等以居住為目的購買不動產。
２. 在日本進行非營利業務時，為進行
該業務購買不動產。
３. 非居住者本人以自用事務所為目的

購 買不動產。
４. 從其他的非居住者購買不動產。
•指定納稅管理人
購買不動產後，有義務繳納不動產取得
稅，固定資產稅等，但由於納稅人居住海
外無法聯絡。所以有必要指定居住在日本
的人所為納稅管理人，代辦繳稅等事務手
續。如果沒有指定納稅管理人不能及時繳
稅，購買的不動產很有可能被扣押。
•確定申告
在日本以投資為目的購買不動產，由於
有租金收入所以必須要做確定申告。確定
申告可以由納稅管理人代為辦理，也可以
委託稅理士。
居住在日本國內的外國人在購買不動產
時基本上與日本人沒有甚麼不同。但居住
海外的外國人則還需要以上這些特別的手
續，如您有在日本購買不動產的打算，以
上幾項也要提前做好準備。
（本文作者：吉田浩之 黑澤事務所所長）
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剛好電視節目在介紹拜訪別人家的禮儀
當中提到遞伴手禮的時候要說什麼句子比較適合？

遞伴手禮時 說哪 句最適合？
跟課本教的不太一樣喔！（請
展開解答）
1 つまらないものですが。
2 ほんの気持ちです。
3 こちらは地元のお菓子○○
でございます。よろしければ、
ご家族の皆様で召し上がって
下さい。
．．．．．．．．．．．．．．．．．
答：3
※ 不一定要講這麼長，但重點
是要講「正面的」。
本來作為謙遜講法的這兩句
1 つまらないものですが。
（字面上的意思：無聊的東西）
②ほんの気持ちです。
（字面上的意思：一點小意思）
根據專家的說法，這兩句可能
因人理解不同，反而聽起來很
失禮。
※ 如「你故意選無聊的東西給
我啊？」的感覺。

所以現在比較
推薦「正面的」
講 法， 讓 對 方
有「 誠 心 地 為
我帶來」的感
覺。
其他說法還有：
•評判のお菓子と聞きました
ので。
（我聽說這是廣受好評的點
心。）
•季節限定なので、ぜひ〇〇
さんに召し上がっていただ
きたくて選びました。
（這是季節限定的，一定要請
ＯＯ ( 您 ) 嚐嚐而選的。）
•「地元の〇〇を使用したお
菓子で、美味しいと評判な
のです」。
（這是當地用ＯＯ做的點心，
非常好吃而受到歡迎。）
另外遞禮物時要注意：
１. 東西要從紙袋或布巾中拿出
來，紙袋和布巾自己帶回去
２. 要雙手遞出
３. 最好在房間（客廳）和主人
打過招呼後拿出來

区分収益マンション

2
買 賣 ． 出 租 ． 管 理
大三元在日本國內與海外都有強大的投資管道。
配合顧客的要求，提供打造全程的服務。

不會日語沒關係!
中文一條龍服務‧皆可中文答覆
投資不落人後‧第一手消息立刻掌握
公平公正公開交易方式‧信用有保障
在地最可靠‧資深宅建士提供專業諮詢
投資零時差‧一通訊息Ｌｉｎｅ即時回覆
擁有長期配合的中文司法書士及稅理士
承接物件管理服務‧海外也可安心收租

都営大江戸線

DK

◆火災保險相關業務

株式會社大三元 東京都知事（１）第97719號
地址：日本東京都豐島區西池袋4-19-4
網址：http://dsg140613.com/
E-mail: info@dsg140613.com 電話：+81 03-5917-0727

所屬組織
‧社團法人 全國日本不動產協會 ‧東京台灣商工會 ‧東京商工會
‧一般社團法人 在日台灣不動產協會
‧公益社團法人 全日本不動產協會

‧日本台灣商會連合總會
‧世界華人商工婦女企管協會

ＹＦハウス

４分

JR 山手線

表面利回り 6.54％
＜販売価格＞

1,600

税込み

万円

＜販売価格＞

池袋駅

12,980

税込み

万円

徒歩

6

分

想定利回り
5.78％

・住
所 東京都豊島区池袋 2-26-11
・想定賃料 626,000 円 / 月
・年間想定賃料収入 7,512,000 円
・現
況 全室賃貸中
駐車場 1 台賃貸中
・建物構造 RC 造 地上 3 階建て
・築 年 月 昭和 54 年 10 月
・総 戸 数 8 戸 駐車場 2 台
・延床面積 185.93 ㎡（56.24 坪）
・土地権利 所有権
・土地面積 165.30 ㎡ セットバック 16m2 を含む
・第一種中高層住居専用地域 準防火地域
・第三種高度地区 日影規制 4h－2.5h（4m）
・接道 北東側私道 3.1m、南東側私道 2.9m
・引 渡 日 相談
・備
考 公営水道 東京電力
東京ガス 公共下水
・取引態様 仲介

区分収益マンション

中銀ベル築地マンシオン 201 号室

＜販売価格＞

◆不動產出租的綜合管理業務

◆內部裝修工程

徒歩

区分収益オフィス

築地駅

表面利回り 7.61％

【服務項目】
◆不動產經營顧問

新江古田駅

・住
所 東京都中野区江原 1-46-12
・専有面積 42.27 ㎡（12.78 坪）
・所 在 階 2 階
・建物構造 SRC 造 地上 9 階建て
・総 戸 数 30 戸
・築 年 月 昭和 47 年 10 月
・募集月額賃料 90,000 円 / 月
・管 理 費 9,500 円 / 月
・修繕積立費 7,400 円 / 月
・管理形態 全部委託
・土地権利 所有権
・間 取 り 2DK
・現
況 空室
・年間想定賃料収入
1,080,000 円
・備
考
平成 28 年 11 月
大規模修繕工事
実施済
・引 渡 日 相談
・取引態様 仲介

東京メトロ日比谷線

◆不動產買賣和出租仲介

一棟収益マンション

江原ジュールカースル 204 号室

9,450

税込み

万円

・住
所 東京都中央区築地 7-11-5
・現行賃料 600,000 円 / 月
・年間現行賃料収入 7,200,000 円
・現
況 賃貸中
・建物構造 RC 造 地上 10 階建て
・築 年 月 昭和 58 年 11 月
・総 戸 数 49 戸
・所 在 階 2 階
・専有面積 152.53 ㎡（46.14 坪）
・管 理 費 41,200 円 / 月
・修繕積立費 45,650 円 / 月
・土地権利 所有権
・管理形態 全部委託
・備
考 タイルカーペット・クロス新
品、エアコン、OA フロア
・引 渡 日 相談
・取引態様 仲介

徒歩

２分

1

城見マンション 701 号室
西武新宿線

DK

下落合駅

表面利回り 7.03％
＜販売価格＞

1,280

税込み

万円

・住
所 東京都新宿区中落合 1-1-16
・現行賃料 75,000 円 / 月
・年間想定賃料収入 900,000 円
・現
況 賃貸中
・建物構造 RC 造 地上 7 階建て
・築 年 月 昭和 49 年 7 月
・総 戸 数 27 戸
・所 在 階 7 階
・専有面積 24.88 ㎡（7.52 坪）
・間 取 り 1DK
・管 理 費 7,490 円 / 月
・修繕積立費 1,690 円 / 月
・土地権利 所有権
・管理形態 自主管理
・備
考 ガスコンロ 室内洗濯機置場
・引 渡 日 相談
・取引態様 仲介

徒歩

３分
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台灣綠能產業積極參展

台灣廠商攤位

環保再生能源社區模型

能源週展場

爾夫球車使用，也突破水素電池運
送不易，設計出堅固包裝，以便利
店及加油站為換電池據點，提升水
素電池機車市場的佔有率。
台灣智慧電網產業協會副所長陳
彥豪目前在台北市負責規劃微電網
的建設，包括學校、公共設施、公
宅，藉由各處太陽光發電統整，公
宅的尖峰用電可以減少一成。
同樣在進行微電網開發的大同公
司，戰略業務發展處處長林之寅表示

台灣在山間、離島建立避難用微電
網已有成效，在屏東林邊的智慧能
源園區包括太陽、風力及儲能達成
１００％利用再生能源有相當成效。
大同希望與日企達成新技術及新系
統的引進，將微電網規畫更完善。
這次參展的廠商最多是在太陽能
發電板及支撐發電板的建材，要防
風、雪、以最小空間產生最多電力，
所以很多廠商強調支架堅固，台灣
上陽推出可追光系統，以感應器控

【東京／採訪
報導】位於日
本本州西側的
「山陰山陽」，
以中國地區的
中國山脈為中
心，北邊稱為
山陰，南邊為
山陽，包括鳥
取 縣、 島 根

縣、岡山縣、廣島縣與山口縣。
２０１８年３月８日在「公益財團
法人日本外國特派員協會」舉辦
「Ｒｅｂｏｒｎ山陰山陽」，將山
陰山陽特有的傳統技藝以新型態方
式呈現。
主辦單位當天特別邀請曾在ＮＨ
Ｋ紅白歌唱大賽出場，也曾經在台
灣、美國、法過等地演出過的「Ｚ
ＯＯＭＡＤＡＮＫＥ」表演結合音
樂及日本傳統劍玉的舞蹈表演，大
受好評。接著以岡山縣的御前酒藏
元辻本店生產的御前酒乾杯。在品
嚐山陰山陽地區的「鯖壽司」、「出
雲蕎麥麵」、「長州燒鳥」、「比
婆牛」以及濃厚美味的布丁等在地
美味料理的同時，岡山縣新庄村傳
統的「四人搗麻糬」登場，在其他
地方很少看到四人一組，需要極佳

默契才能完成，現場可直接品嚐搗
好的麻糬，口感絕佳。
現場還有各縣傳統工藝的攤位，
如島根縣松江市知名匠師「伊丹二
夫」現場製作的和菓子，各個巧奪
天工。同樣是島根縣的飯南町是為
知名「出雲大社」製作注連繩的地
方，現場可體驗製作，親自感受製
作出雲大社注連繩的難度。而廣島
縣則利用日本傳統「石臼」重新設
計成為可可豆專用的石臼，除了可
製作出美味巧克力，還可變化出多
種甜點。同樣來自廣島縣，利用老
店的傳統技藝製作出貓咪專用的梳
子，據說幾乎每隻貓咪都會舒服的
發出呼嚕聲。此外尚有許多傳統技
藝的攤位以及島根縣生產的美味葡
萄酒等，在在傳達了山陰山陽地區
的獨特魅力。

日本傳統的開酒儀式

以稻草編成的注連繩

巧奪天工的和菓子

改良傳統石臼成為可可豆專用的石臼

恭祝 呂仙祖

現場可品嚐山陰山陽的道地美食

媽祖聖誕 暨

東日本大震災追悼慰靈祭
謹訂於平成３０年５月４日、５日、６日啓建金真
禮斗消災植福陰陽兩利三天大法會·灌佛七星科儀
敬邀十方善信大德參加安奉禮斗、超拔祖先、嬰靈、解冤釋結、普施等科儀、
共霑法喜、同沐神恩、增添元神光彩、萬事吉祥如意。

無量壽佛

宗教法人 日本大道院純陽宮
董事長

玄駿

興建会長

玄胡明信

〒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

台灣新能源講座 座無虛席

制鋼索微調角度，可耐１４級風，
支架有兩方向馬達，太陽能板能
３６０度旋轉，不易積雪跟風砂，
發電率提高２０％。
台灣貿易中心東京事務所吳俊澤
所長表示台灣、日本在綠能、再生
能源等的電力系統開開發上有共同
目標，這次參展除了跟日本行銷台
灣新產品、技術外，也希望加深台
日能源產業交流互助，提升發電的
效率，創造經濟、環保的能源系統。

「Ｒｅｂｏｒｎ
山陰山陽 」

紹台灣新能源發展跟商機時，表示
為了達成蔡英文總統２０２５年非
核家園的目標，台灣必須建設大型
的儲電系統，這方面可以考慮與日
本合作。同時在台南沙崙也建設一
個再生能源示範區，整合太陽、風
力、儲電系統，示範尖峰時間的電
力分散措施。
亞太燃料電池的專案經理林淳蓉
是介紹台灣水素電池市場的經濟現
況，目前包括一般起重機設備，高

展現傳統文化的新形態

【東京／採訪報導】東京國際展示
場在２月２８日到３月２日舉行
「智慧能源週２０１８」，展出包
括太陽能、風力、生物發電及各種
新型態節能設備、電池等。台灣廠
商在中華民國對外貿易發展協會組
織下，共有１８家廠商參展，台灣
貿易中心東京事務所特別在３月１
日上午１０點，在展場舉行講座，
介紹台灣新能源產業。
台灣電池協會理事長李桐進在介

台灣貿易中心東京事務所吳俊澤所長

追求極致的廣島縣劍玉
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大地藝術祭

「ＥＣＨＩＧＯ－ＴＳＵＭＡＲＩ ２０１８」
新潟縣越後妻有

▲藤井芳則將在地長者的臉孔照片製作成面板，積雪成為雪白的頭髮

【新潟／採訪報導】位於新潟縣，
三年一度的越後妻有大地藝術祭始
於２０００ 年。發揮在地特色，
以農田為舞台，利用藝術連結人與
自然，並傳承在地文化。「大地藝
術祭」希望透過藝術的力量、當地
居民以及社區資源，共同振興當地
農村。其理念為「投入自然的懷
抱」，以新潟縣十日町、津南町為
舞台，由藝術家、在地居民以及來
自各地的義工們，共同打造出自
然、藝術與人結合的大地藝術祭。

作品在靄靄白雪上特別突出，鏡面
的設計則可與朋友互動，拍攝人與
作品的趣味合照。而松代山ぞり隊
「やまぞり祭り」（松代山橇隊「Ｙ
ＡＭＡＺＯＲＩ祭」），可以身穿
雪地蓑衣、跨上巨木，由當地居民
協力拉著巨木奔跑，坐在巨木上體
驗乘坐雪中轎子，速度與高低差十
分刺激。
在車程約１５分鐘的山間，石松
丈佳的作品「セルフ婿投げ」，其
靈感是來自當地的一項傳統。小正
月時前一年出嫁的女兒與女婿會回
娘家，而當地居民會將女婿從高約
▼ＳＮＯＷＡＲＴ
５公尺的懸崖上拋下。而這項作
雪地裡的藝術
品，大家可體驗坐在自製雪橇上，
迎來夏日的大地藝術祭之前，這 爬上以雪製作的樓梯及溜滑梯，從
次先體驗了每年冬季總是積雪達數 最高點滑下來，重力加速度最後衝
公尺高的越後妻有地區的冬季藝術 進塑膠球池，刺激萬分。
作品。在奴奈川Ｃａｍｐｕｓ欣賞
藤井芳則「いい顔になったれ！」
▼室內展
將在地長者的臉孔照片製作成面 享受在美術館內泡溫泉
板，而冬季的積雪則成為雪白的頭
髮。堀川紀夫的「Ｇｌａｓｓｅｓ
在松代鄉土資料館中，除了展示
Ｐｒｏｊｅｃｔ」，眼鏡造型的 當地傳統建築以及生活用具，藉以

▲民眾體驗機會難得的「やまぞり祭り」（「ＹＡＭＡＺＯＲＩ祭」）

了解越後妻有地區的生活形態與文
化。並展示了２０１５年田中望的
作品，燈具上繪出了當地的傳說故
事，富有傳承意味。而越後妻有
現代美術館「キナーレ」（ＫＩＮ
Ａ－ＲＥ），自２０１８年１月
２０日至３月１１日，企劃了「雪
あそび博覧会」（玩雪博覽會），
展示一系列以雪及冬天為主題的體
驗型作品。最特別的是，這裡也是
唯一設有溫泉的美術館。欣賞完作
品後跟著當地居民的腳步一起泡
湯，放鬆平時緊繃的身軀，也體驗
當地的生活。而「光之館」則結合
美術作品與住宿，利用屋頂的開與
關，將戶外的藍天與陽光引進屋
內，室內與室外融合為一體的特殊
感受，是一項難得的體驗。

在冬天澄澈的夜空中看煙火綻放，
感覺每一瞬煙花都更加清晰。而光
之花田則利用ＬＥＤ燈，將雪白的
場地變得多彩繽紛，當天色漸暗，
光之花田彷若僅在夜間綻放的夢幻
花卉，奇幻景色令人陶醉。此外，
場地周邊尚有眾多在地美食區，是
品嚐在地特產與料理的絕佳機會。

▼三省Ｈｏｕｓｅ
與雪見御膳
在地人的款待之心

三省Ｈｏｕｓｅ是利用廢校建
築，再利用作為住宿空間。位在梯
田中心的山間，晚間抵達時抬頭
望見滿天星斗，讓我們這些從都市
來的人們都忍不住驚
嘆！保留了當時的體
育 館、 走 廊 與 教 室，
▼雪花火與光之花田 彷彿可以想像學生們
在走廊奔跑談笑的歡
夜間的藝術饗宴
聲。在這裡也可以品
冬季的重頭戲之一，是今年第五 嚐以松之山梯田所種
次舉辦的「雪花火」。一般人對煙 植的稻米以及村落
火的印象總來自夏季祭典，頭一次 媽媽們用心製作的

▲利用ＬＥＤ燈將雪白的場地變得多彩繽紛的光之花田

家庭料理，樸素簡單，卻能看出在
面臨嚴冬，當地人們對食材的珍惜
之心。此外，更是推薦到村落內，
與熱情村民們互動，品嚐雪見御
膳。同樣利用春夏之際，把蔬菜醃
漬起來留待冬天款待客人之用。每
道料理都發揮了食材本身的原味。
一邊享受當地釀的酒，或與旅人或
與村民交流談笑，都讓旅行的記憶
更加溫暖深刻。
２０１８年夏天越後妻有大地
藝術祭本會期，從２０１８年７
月２９日至９月１１日，既存的
２００件以上的藝術作品與今年的
新作品共同展出。
▼雪見御膳

▲品嚐雪見御膳前與當地居民互動
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