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台湾日本関係協会元会長・廖了以氏らが

日本 政 府 が 4月29
日付で発表した「平成
30年春の外国人叙勲」
で、亜東関係協会（現・
台湾日本関係協会）元会長の廖了以氏及び
台北駐日経済文化代表処の元代表・馮寄台
氏が旭日重光章を、台北市私立薇閣小・中
学校の李伝洪董事長が旭日中綬章をそれぞ
れ受章した。3 人は5月8日に皇居で行われ
た勲章伝達式に出席した。
なお、今回の外国人叙勲の受章者は140
人。外国人叙勲とは、春秋叙勲として毎年２
回、外務大臣からの推薦に基づいて行われ、
我が国との友好の増進等について顕著な功
労のあった外国人に対して実施する叙勲。

在日華僑代表ら、馮寄台氏を祝福
馮氏の旭日重光章受章を祝う歡迎パー
ティーが 5月11日、都内レストランで行われ、
日本中華連合総会の詹徳薫名誉会長及び新
垣旬子会長、日本台湾交流協会の谷崎泰明
理事長、衆議院の岸信夫議員など馮氏と関
わりがある多数が駆け付け、馮氏を祝福した。
馮氏は挨拶で「国としては光栄。私個人と
しては特別な受章」とし、
「今回の受章は外交

生涯最高である」
と述べた。
さらに馮氏は、
「私
が日本の小学校に在学中、その小学校付近
のテニスコートで現在の天皇皇后両陛下が
テニスをいそしまれているお姿をよく見に行き
ました。二人のご成婚式典の様子を白黒テレ
ビで見た事も今でも覚えています。今回、小
さい頃から知っている天皇陛下より叙勲を受
章する事ができ、本当に感動でした」と自身
にとって特別な受章である胸中を語った。
一方、同パーティーを企画した詹名誉会
長は挨拶で「代表在任中の時より在日華僑だ
けではなく日本の政界、財界など全ての方に
対して優しさ、素
晴らしさがあった。
今 回 受 章された
事、皆が喜んでい
ます」と話したほ
か、同パーティー
出席を呼びかける
と、1日で満席に
なったエピソード
も明かした。

外 国 人 勲 章を受 章

馮氏は駐日代表在任中、日台間航空協
定や日台投資協定締結、さらには東日本
大震災からの復興支援・観光交流の促進
等に関する日台「
『絆』イニシアティブ」の実
施、そして、震災後には世界に先駆けて日
本渡航の解禁を打ち出すなど、日本と台湾
の協力関係の強化に努め、数々の功績を
残している。

ドミニカ共和国が中国大陸と国交樹立したと伝
える呉釗燮部長（写真提供 ： 自由時報社）

アフリカ諸国のドミニカ共和国とブルキナ
ファソの２カ国はこのほど５月に台湾との国交
を断絶した。ドミニカ共和国はすでに中国大
陸と国交を樹立し、ブルキナファソも近いうち
に樹立する見通しだ。台湾が１カ月以内に２
カ国と断交するのは李登輝政権時代の９８年
１月以来。
中国大陸は現在、アフリカ諸国に対して台
湾との断交に圧力を強めている模様だ。今回
２カ国との断交により、アフリカ諸国で台湾
との外交関係が続いているのはスワジランド
のみとなった。
なお、台湾の蔡英文政権発足後、ドミニ
カ共和国とブルキナファソは西アフリカ島国サ

民視ケーブルテレビの放送

まで２０年間、一世帯当たり約２元
の契約金を民視に支払っていたとい
う。しかし、ＴＢＣは再契約の際、
「今
「彭文正氏が語る民視事件」は 後は契約金を支払わない。放送を続
ける場合、ｓｌｏｔｔｉｎｇａｌｌｏｗａ
▶▶▶
ｎｃｅ（商品陳列場所特設料金）をＴ
ＢＣに支払うように」と内容変更した
この件で、電信、通信、放送事業を監 契約書を民視に提示。これにより、再契
督する独立行政機構である国家通訊伝播 約に関しては膠着状態が続いていた。ＴＢ
委員会は、視聴者に対する迷惑行為があっ Ｃは正式な契約を交わしていなかったが、
たとし、ＴＢＣに３３０万元、民視に２０万 今年１月１日以降も民視の放送を続けてい
元の罰金を支払うよう命じるなど事件化し たとしている。
た。
放送を突如中断させた事についてＴＢＣ
台湾メディアによると、民視とＴＢＣの契 側は「我々の経済的理由で再契約を交わし
約は昨年１２月３１日に終了。ＴＢＣはこれ ていなかったため、民視の番組を放送す

突 如 中 断

台湾の地上波テレビ放送局・民間全民
電視公司（以下：民視）の一部のケーブル
テレビの電波を保有する台灣寬頻通訊（以
下：ＴＢＣ）は５月４日以降、民視ケーブ
ルテレビの放送を突如として中断させた。
この影響により、ＴＢＣの管轄する地域約
７５万人の視聴者が映像を見られないなど
の被害や影響を受けた。
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元駐日代表・馮寄台氏（左）と夫人

と強調。一方、ド
ミニカ共和国政府
は３０日以内に台
湾とドミニカ共和
国 の 両 大 使 館を
閉鎖するとともに、
湯繼仁駐ドミニカ
大使を１週間以内
に台湾へ帰任させ
ると言明した。
これに対し台湾
外 交 部の呉 釗 燮
部長は同日、記者
団に
「ドミニカ共和
国は長年の協力関
係と台湾が提供し
てきた開発援助を
無視し、中国大陸
による投資と支援
という偽りの約束
を受け入れた」と
非難。また、台湾
メディアの情報に
よると外交部は同
１７日、 湯 駐ドミ
ントメ・プリンシペ、中米パナマに次ぐ３、４ ニカ大使はすでに帰任しているとし、同３１日
カ国目の断交。台湾と外交関係を有する国 までに大使館を閉鎖する旨を示したという。
は過去最少のわずか１８カ国となった。
この一連の出来事について、２００３年よ
り３年間ドミニカ共和国特命全権大使を努
ドミニカ断交
めていた馮寄台駐日元代表は本紙の取材に、
外交部は中国大陸を強く非難
「非常に残念だ。しかし、
（ドミニカ共和国は）
中国大陸の王毅外相兼国務委員とドミニ 我々台湾にとって重要な国ではない。これま
カ共和国のバルガス外相は５月１日、北京市 で文化、観光、貿易においての交流が一切
内で行われた式典で、国交樹立に関する共 ない。唯一の関係は外交関係のみだった」と
同コミュニケに署名した。王毅外相は「台湾 公言した。
は中国大陸の領土の不可分の一部だ。これ
台湾とドミニカ共和国は１９４１年以来、
に基づき外交関係を結んだ」と説明し、中国 ７７年間の外交関係があった。台湾外交部
大陸との国交樹立がドミニカ共和国の発展に によると、ドミニカ共和国は蔡政権発足後の
おいて「前例のない絶大な可能性をもたらす」 ２０１６年末から、中国大陸と国交樹立に向

外 交 諸 国１８カ 国 に
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馮氏の歓迎パーティーで記念撮影

アフリカ諸国２カ国が台湾と断交
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けた交渉を進めてきた。同外交部はドミニカ
共和国を「関係が不安定な国交締結国」と
位置付け、外交部長や国防部長を相次いで
派遣したほか、昨年１０月には３５００万米ド
ル（約３８億円）の軍事援助提供を決め、関
係維持を図っている。

緊急会見に出席していた呉部長は、外交部
長としての責任を取り、辞任する意向を蔡総
統にすでに告げていた事を発表した。総統
府秘書長から外交部長に抜擢され就任してよ
りわずか３ヶ月あまりだった。
しかし記者会見から一夜明けた同２５日、
呉部長は現職に留まる方針を示した。蔡総
２３日後にはブルキナファソと断交 統より「辞任の必要なし」との慰留をされたた
め、
「引き続き外交のために奮闘する」
と述べた
台湾外交部は５月２４日夜に緊急会見を開 （5月30日現在）
。
き、ブルキナファソと断交したと
発表した。ブルキナファソ外務省
の声明では、中国大陸に関する
直接の言及を避けながらも、
「世
界情勢の変化と、わが国および
地域における社会・経済面の課
題を踏まえ、わが国の立場を再
検討せざるを得なくなった」と説
明している事から、台湾外交部
は、今後ブルキナファソと中国大
陸が国交樹立する可能性を示唆
しているものとみられる。
蔡総統は会見で、
「中国大陸
の圧力は、台湾と国際社会の関
係をより強めるだけであり、我々
がこれによって萎縮する事は決し
てありえない」と強調。
「台湾は、
中国大陸が行う『金銭外交』に
は関与しない」と強く抗議し、米
国などとの関係を引き続き強化
する考えを示した。
ブルキナファソは１９７３年に
も台湾と断交し中国大陸と国交
緊急会見の様子、蔡英文総統（中央）
「我々は決して萎縮しない」
（写真提供：自由時報社）
を樹立。１９９４年に台湾と復交
した経緯がある。

辞任を表明した呉部長
現職に留まる
今回２カ国の断交を受け、同

る権利がなかった。民視より放
送の授権書を受け取ったら直ち
に放送を開始する」
と説明。
一方、民視は同１４日の午後
４時に声明文を発表。放送に関
する臨時の授権書をすでにＴＢＣ
側に提出した事を伝えた。
しかし、
正式な授権書に関してはＴＢＣ側
が１月から５月までの５ヶ月分の
契約金を支払ってから発行する
と、強く抗議している。
なお、中断されていた番組の
放送は同日午後７時半より１１日
ぶりに再開された（５月３０日現
在、元＝ニュー台湾ドル）
。
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彭文正氏、民視事件を語る
台灣寬頻通訊（以下：ＴＢＣ）管轄地域の
民視ケーブルテレビが突如として１１日間の
放送を打ち切られてしまった事件。本紙は真
相を確かめるため、民視のうちの一つの番組
で、台湾の政治について語り合う「政經看民
視」の司会者である彭文正氏にインタビュー
した。
「政經看民視」は、反中国の考えが強く、
台湾独立の意識が高い番組として名が知ら
れる。その司会を勤める彭氏は、この一連の
出来事について、
「中国の圧力ではないか」と
の持論を述べた。
彭氏によると、ＴＢＣは２０１７年２月、中
国に製造子会社のフォックスコンを有する台
湾企業の鴻海精密工業グループの董事長・
郭台銘氏及び同グループの副総裁で、郭氏
の右腕としてサポートしている呂芳銘氏（大手
通信会社の亞太電視・董事長）がシンガポー
ルで共同設立した会社「Ｄｙｎａｍｉ控股公
司」によって管理権が取得されたという。二
人は共同で出資し、アジア地域のケーブルテ
レビ基金・亞洲付費電視信託基金（以下：
ＡＰＴＴ）の管理権を取得している会社・麥
格理ＡＰＴＴ管理を１４億元で買収。これに
より、ＡＰＴＴが１００％の株を所有していた
ＴＢＣの管理権も同時に取得した。
フォックスコンの本社は台北であるが、生
産拠点は主に中国。彭氏の調べによると、中
国では、株式の発行会社が証券取引所に上
場申請し上場の承認を得るには３０ヶ月以上
かかるのが一般的なのに対し、この事件発

本紙のインタビューに応じた彭文正氏

一門
三傑

生直後に申請してより３０日ほどでフォックス
コンが中国で上場した事実が判明。彭氏は、
今回の事件と事件発生後直ぐの上場は、
「何
かしらの関係があるのではないか」との懐疑
的な見解を示している。
さらに彭氏は、ＡＰＴＴの管理権を取得す
る１４億元の買収金や今回の事件に対する
３００万元の罰金など、郭氏と呂氏には十分
の支払い能力があるのに対し、一世帯当たり
２元の契約金を支払えないという事などあり
得ず、
「経済的理由で契約できない」というＴ
ＢＣ側の主張には、疑義を感じるという。
以上の点から彭氏は、表向きの理由は契
約の問題や経済的理由となっているが、今回
の事件の真相は「今後、中国を忖度（そんた
く）
しなければ、
中国を後ろ盾に持つＴＢＣは、
放送をすぐに中断する事ができる」との中国
からの威嚇ではないかと主張した。

今後、海外の会社介入について
一方、彭氏は今後同様の事件が発生した
際の対策について
「予防は難しい」
としている。
今回はシンガポールの会社の介入だったた
め、金銭の取引きが不透明だったのが欠点
だったと指摘した。
今後、台湾メディアに外国メディアが介入
する事について彭氏は、
「メディアをグローバ
ル化にできるという利点はあるが、その外国
の勢力により、台湾のメディアの自由に介入
されないよう気をつけるべきだ」
と主張。もし、
外国メディアが介入する場合、株の所有比率
を法律などで定め、外国メディアに翻弄され
ないようにすべきであると持論を展開した。
突如として放送を中断されてしまったこの
事件、真相は未だ明らかになっていないが、
台湾の国民は果たしてどのように感じている
のだろうか？
（５月３０日現在、元＝ニュー台湾ドル）

放送中断されたテレビ画面。
「この番組は
放送満期終了」と説明（写真提供：自由時報）

ＷＨＡ現 地 入りで台 湾 訪 問 団 が

参加国首脳に計６０回の会談
めて伝 達し、
「 今 晩 から
行動を開始し
ます」と力強
く話してくれ
たという。
一 方、 キ
リスト教カト
リックの修道
会「マルタ騎
士団」は本会
議 で 台 湾と
の医 療 連 携
計画について
も言及したと
いう。
ＷＨＡは年
に１回開催さ
れるＷＨＯの
最高意思決
定 機 関。 今
衛生福利部の陳時中部長（左）は 年は同２１日
アレックス・アザー保健福祉長官との会談に成功 から２６日ま
台湾の衛生福利部の陳時中部長率い で開催した。台湾は２００９年から２０１６年
る台湾訪問団は５月２０日、世界保健機関 まで８年連続オブザーバーとしてＷＨＡへの
（ＷＨＯ）が同２１日にスイス・ジュネーブ 出席が認められていたが、中国大陸の圧力に
で開催した今年の総会（ＷＨＡ）の前日に より昨年から招請を受けておらず、出席を見
現地入りした。台湾は昨年度に続き今年 送らざるを得なかった。
もＷＨＡに招請されておらず、当日もＷＨ
Ａの本会議への参加は叶わなかった。し 各国が台湾ＷＨＡ参加支持を表明
かし陳部長は、訪問団とともに日本や米国
などＷＨＡに参加した複数国・複数の団
一方、
ＷＨＡを前に台湾は、
多国間から
「台
体など計６０回の会談に成功した。
湾支持」の表明を受けていた。
ＷＨＡの本会議では、日本を含め１６ヶ 日本外務省の安藤俊英副報
国が総会で「台湾支持」を表明した。なか 道官は同１６日、ＷＨＡへの
でも、米国のアレックス・アザー（Ａｌｅｘ 台湾のオブザーバー参加を一
Ａｚａｒ）保健福祉長官は、
台湾がオブサー 貫して支持する日本政府の姿
バーとしての招請を受けていない事に対し 勢を台湾メディアに表明した。
「非常に失望」と強調。人口２３００万人 また、米国連邦議会下院外
の台湾を排除しては、国境を超えた感染 交委員会のエド・ロイス（Ｅｄ
病の解決は非常に困難であるとし、
「初心 Ｒｏｙｃｅ）委員長及び民主党
を忘れるべからず」とＷＨＯに訴えた。な のエリオット・エンゲル（Ｅｌｉ
お、台湾メディアによると、アレックス保健 ｏｔＥｎｇｅｌ）議員も同日、署
福祉長官は同２４日、わずかな時間では 名入りの連名文をＷＨＯ事務
あったが陳部長との会談に応じた。アレッ 局のテドロス・アダノム（Ｔｅｄ
クス保健福祉長官は台湾支持する旨を改 ｒｏｓＡｄｈａｎｏｍ）局長宛

家族一丸で世界トップレベルの
品質デザインを追い求めて

一方、陳部長は現地入り（ジュネーブ）に
先立つ１９日、ＷＨＯと協力関係にある国際
的な非政府組織、世界公衆衛生連盟（以下：
ＷＦＰＨＡ）が開いた式典に出席し、ＷＦＰＨ
Ａより世界の公衆衛生改善に貢献している専
門家などに贈られる「Ｄｉｐｌｏｍａｔｏｆｔｈｅ
ＧｌｏｂａｌＣｈａｒｔｅｒ（公衆衛生世界憲章
大使）
」の名誉称号が与えられた。陳部長の
卓越したヘルス・ガバナンスが健康格差の解
消やヘルスケアシステムのサステナビリティ推
進に貢献している事が評価されたものとみら
れる。
陳部長は、
「台湾が中国大陸から圧力を受
けているなかでこのような栄誉を与えられ、と
ても光栄」と喜びを示したほか、今後も引き
続き各国と協力し、公衆衛生分野における
課題の克服に取り組み、国連の持続可能な
開発目標（ＳＤＧｓ）の第３の目標である「あ
らゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を
確保し、福祉を推進する」の実現を目指した
いと述べた。

陳部長は本会議前日には歓迎晩餐会を開催し、
台湾と外交関係を有する国の衛生相と交流

廣川啓智氏来歴
台北市生まれ。台湾芸術大
学を卒業後、大阪芸術大学へ
留学。卒業後に、日本で起業
し、デザインを中心に様々な
事業を展開し、成功をおさめ
る。現在、日台商工交流会会
長も務められ、日台間での企
業交流を推し進めている。ま
た、発展途上国に住む人々や
日本及び台湾の貧困家庭、孤
児院に日本製毛布を贈る活動
も毎年行なっておられ、社会
への奉仕も大事な仕事の一つ
とされている。

㈱ユニオンアートジャパンコーポレーション

代表取締役社長

当。大手メーカーが開発したミルクプロテイ
ンを配合した特殊素材のミレーを使用したベ
ビー用最高級ミルキー綿毛布は、国内の赤
ちゃん本舗にて販売された。その他、最先
端の機能性繊維を使用したベビー毛布は海
外へも輸出されている。また、
こうした商品は、
製品自体の開発のみならず、パッケージデザ
インから広告に至るまであらゆるマーケティン
グを理佳氏が担当し、管理しているという。
家族で夢を追いかけて
今年２０１８年からは廣川氏親子３人で、
廣川氏の家族は、奥様と御子息、御息女 これまで以上に力を合わせて躍進していくと
の４人。長男の淳志氏は、大阪芸術大学を の事。特に、タイルについては、新たなデザ
卒業後にテレビ番組制作会社に１０年間勤 インの商品や、１２００× ３３００ｍｍの大判
務。その後、独立しデザイン会社を設立。Ｃ タイルも投入して商品ラインナップを拡大させ、
Ｍやテレビ番組のＣＧ映像制作をはじめ、近 「親子で共通の夢を追いかけて行きたいと考
年では公共施設のデジタルサイネージやプロ えています」
と廣川氏は話す。
ジェクションマッピング制作を手がけるなど、
台湾からの来日より半世紀近くの廣川氏の
多岐に渡って活躍している。今後は、同社に 人生は毎日新しいデザイン、素材、技術との
も加わり、次世代のリーダーになるよう準備 闘いであり、決して楽な仕事ではなかったと
を進めているとの事だ。
いう。
「日本の大手企業の品質要求は世界トッ
また、長女の理佳氏も大阪芸術大学を卒 プクラスで非常に厳しく、製品の価値を決め
業後に大手子供服メーカーに就職し、デザ るデザイン・クオリティ・プライスの三拍子が
イナーとして７年間勤務。その後、同社に入 揃うには並の努力では達成出来ません。これ
社。ベビーブランド
「Ｐｏｋｅｔｔｏ Ｊａｐａｎ」 までに様々な困難に立ち向かい、乗り越えて
を立ち上げ、ベビー毛布の図案デザインを担 来られたのも、中国、ベトナム、マレーシア

廣川淳志氏

廣川啓智氏

長女

木造戸建て注文住宅であるシャーウッドで採
用されているタイルは、廣川氏が長年のデザ
インの経験を活かして開発した商品が使用さ
れている。外庭やエントランス、エレベーター
ホールで使用されるタイルで同社のタイルが
使用されているのだ。廣川氏曰く「国内取引
先の品質要求は非常に厳しく、困難な問題
も多い」との事だが、２０年以上に渡ってこう
した取引先からの品質要求を守ってきたから
こそ、評価されているのではないだろうか。
「現在販売されているタイルは、日本以外
でもアメリカで非常に反応が良く、販売も好
調です。更に台湾企業とタイアップして、最
新のイタリア製インクジェットプリンター、大
型プレス等の設 備を導 入し、最 大サイズ
１２００× ３３００× ４．
５ｍｍの世界最新の
大判薄型タイルを市場に投入しています。こ
の商品は、日本国内はもとより、中国、アメ
リカ等の大手デパート、高級ホテルに採用さ
れており、東京・大阪の地下鉄構内でも今
後採用の予定です」
（廣川氏）
。

陳部長、公衆衛生世界憲章大使に任命

長男

い評価を得た。
その過程で廣川氏は建材に着目するに至
り、自らもタイルを生産するように。タイルを
生産するにあたって、１９９５年から５年間、
廣川氏は他のデザイナー等を引き連れて毎年
イタリアのボローニャに渡り、最新のタイルデ
ザインや設備・技術について学んだ。廣川
氏によると、この時に得た知識が後の事業展
開に非常に役に立ったという。また、台湾か
ら日本へ渡った廣川氏は、
「日本人とは異なる
目線で物事を見つめ、発展させる事ができる
という点が、台湾出身である私のメリットだと
思います」
と自身を振り返る。
タイルは、日本に於いては玄関等の最初に
人の目が触れる場所で使用される重要な建
材であるが、同社では日本の各種建築に合
致したサイズを展開し、日本国内の大手住宅
メーカー各社に採用されている。同社がタイ
ルを供給し、国内にある積水化学の工場で
このタイルとユニット部のプラスチックとを結
合させる事でユニットタイルの「クレガーレ」
が生産されている。このユニットタイルは、ユ
ニット部には雨が降っても水切りが可能な設
計がされており、大手住宅メーカー各社のバ
ルコニーやベランダで使用されているという。
タイル部分の生産については、デザインを廣
川氏が担当し、中国で工場を展開している台
湾企業と手を組んで、一日あたり２コンテナ、
年間約６００～７００コンテナのペースで輸入
をしている。最初は少量での生産からスター
トし、今では国内大手ハウスメーカー１０社
に採用される程の商品にまで成長、という成
果を残している。同商品は発売以来、一貫し
て高品質を維持しており、良品率は９９．
５％
以上の数値を記録しているという。
「これまで
培ったノウハウと、工場の最新技術が合わさ
る事で、他社の追随を許さない高品質なタイ
（廣川氏）
。
▲アメリカでも高く評価された ルとなっているのです」
石目調のインクジェット床タイル
また、積水ハウス社の最先端・最高級の

自身で会 社
を設 立し、 現
在 に至るまで
数十年に渡って建材タイルをデザイン、開発
してきた㈱ユニオンアートジャパンコーポレー
ション、代表取締役社長の廣川啓智氏。親
子二代、三人が大阪芸術大学卒業の芸術
畑の一家だ。現在同社の最新製品は、環境
保護という観点に着目して開発された石目調
のインクジェット床タイル。建材タイルを中心
に、会社のこれまでの経緯、現在の事業内
容と今後の展望について取材した。
廣川氏は昭和４７年に台湾芸術大学を卒
業後、大阪芸術大学にて留学。卒業後に起
業して、油絵、額縁、掛け軸、色紙、墨汁
の販売及び輸出を営んで来たが、後にデザ
インの本業に回帰し、ＪＣＤ（日本商環境デ
ザイン協会）の一員として、壁紙やカーペット、
タイルを巧みに利用した空間デザインを行な
い、日本を始め、台湾、韓国、香港の三越、
高島屋等の日系デパートのデザインを担当。
約２０年前、中国大陸は目覚ましい経済発
展の最中に有り、この時に当時中国最
大のデパートであった北京阜城
門萬通商城をＪＣＤのデザ
イナー３０人の手で
１年を掛けて
デザインし、
中国建築業
界にて高

に送付し、今年の台湾のＷＨＡオブザーバー
参加と今後の年次総会、技術会議への無条
件での出席を認めるよう働き掛けた。なお、
署名した米議会下院の与野党議員は１７２人
に上った。米議会が台湾のＷＨＡ参加を求
めてＷＨＯに直接書簡を送るのは今年が初め
てだったという。この米国の動きに対し台湾
の外交部は同１７日、感謝の意を表明した。

廣川理佳氏

等に工場を構える台湾大手企業と共に歩ん
で来られたからだと思います」と廣川氏。そ
れに加えて、台湾企業の知恵、勤勉さ、資
本とイタリア、アメリカ等の最先端の設備とが
融合する事で、最高の製品が生まれるのだろ
う。
これまでの経験・ノウハウを活かし、果敢
にチャレンジする廣川氏。最後に、
「これから
も自分にしかできないことを見つけ出し、大
企業相手でも自信を持って突き進んでいく」
と
力強く語ってくれた。
廣川氏のような日本社会で活躍する台湾
人経営者が居てこそ、現在まで日台間での
経済交流が盛んに行なわれてきたのだろう。
日本で輝く台湾人経営者が今後増えていく事
にも期待したい。
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亜東親善協会・衛藤新会長

日台の FTA 締結を懇願

新会長就任の挨拶する衛藤征士郎氏

衆議院議員の衛藤征士郎氏がこのほど
亜東親善協会の新たな会長に就任した。
５月９日にルポール麹町（東京都千代田
区）で行われた同会の第六回通常総会に
て決議され、
「日本と台湾が自由貿易協定
（以下：ＦＴＡ）の締結を一刻も早く締結
するよう」懇願した。
衛藤氏は本紙の取材に対し、今後のさ

らなる日台関係構築には「ＦＴＡ締結こそが か日台関係を担う地方の国会議員や市議会
今後の重要課題である」
と指摘。
「この締結が 議員ら多数が出席した。謝代表は挨拶で「同
成功すれば、
（日台関係の）道が一気に広が 協会の皆とともに、より一層レベルアップし、
と支持した。
る。日本政府は真剣に考える必要がある」と 日台関係を強化していく」
同協会はアジアの平和と繁栄を希求し友愛
の自身の見解を述べた。現在ではＦＴＡ締結
実現に向け、外務省や財務省、農林水産省 と信義を基調とした国際関係の樹立を目的に
１９４９年に発足。２０１３年より、これまで
など行政機関に働きかけているという。
これまで衆議院議員の副議長や防衛庁長 の社団法人から一般社団法人に移行され、
官など政治界においても重要なポストを歴任 その第一回通常総会で選出された大江康弘
してきた衛藤氏。東日本大震災の被災者支 氏が５年間会長を務めていた。
援に尽力した台湾に対し感謝の
意を示すため、副議長就任時の
２０１１年５月に台湾を訪問した
際は、
「衆参両院の正副議長の台
湾訪問は１９７２年に日本と台湾
が断交して以来初」として、注目
を浴びた。また、日台関係強化
を目的とした議員連盟・日華議員
懇談会の副会長としても、日台関
係発展に長年貢献している。
総会には台北駐日経済文化代
来賓らと記念撮影、左から衛藤征士郎氏、
表処の謝長廷代表、各部署の幹
謝長廷代表、日本台湾交流協会の柿澤未知総務部長、
日本中華聯合総会の新垣旬子会長
部らが来賓として招かれ、このほ

ス カ イ ツリ ー で 台 湾 観 光 フェア 開 催

「 台 湾 に恩 返し」

◀日本初上陸の拉亞漢堡（ラーヤ―ハンバーガー）

東武タワースカイツリー（本社：東京都墨
田区、酒見重範社長、以下：東京スカイツ
リー）及び台湾観光局／台湾観光協会東京
事務所（東京都港区、鄭憶萍所長、以下：
台湾観光協会）が共同で取り組んできた日台
観光友好交流が今年で５周年を迎えた。こ
れを記念したイベント「東京スカイツリー ®・
日台観光友好交流５周年台湾観光フェア」が
５月１７日～２０日まで、東京スカイツリータ
ウン４階のスカイアリー
ナで開催された。
このイベントは、東京
スカイツリーおよび東武
タウンソラマチ（本社：
東京都墨田区、狩野伸
明社長）が運営する東
京スカイツリータウンの
開業６周年のメーンイベ
ントとして位置づけられ
催されたもの。
初日１７日に行われた
オープニングセレモニー
で酒見社長は「台湾か
ら日本へお越しいただい
ている観光客の人数は

年間４００万人近くに達しています。しかし日
本からの訪台観光客数はその半分程度。台
湾への恩返しの気持ちも込めで同イベントを
開催した。訪れた日本や海外の観光客の方々
に台湾の良さを知っていただき、台湾観光の
きっかけになれば」
と開催の趣旨を話した。
また酒見社長によると、東京スカイツリー
を訪れる観光客は中国大陸、アメリカに次い
で台湾の順という。今後の台湾フェア開催に
ついては未定だが「これからも様々な形態で
台湾と交流を深めて行きたい」と、台湾との
交流に積極的な考えを示した。
なお、同セレモニーには狩野社長、鄭所
長のほか、台北駐日経済文化代表処の謝長
廷代表、台北１０１タワー運営長の邱健吾
氏が列席し、このほか東京スカイツリー公式
キャラクターのソラカラちゃん、台湾観光局
公式キャラクターの喔熊（Ｏｈ！Ｂｅａｒ）
、台
北１０１公式キャラクターのダンパーベイビー
も登場して会場を盛り上げていた。
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台湾在日福岡留学生会が
新 入 生 歓 迎 会 を 開 催
台湾在日福岡留学生会（会長：九州大学
徐維宏氏）は５月１３日、ＧＵＲＡＮＡＤＡ Ｓ
ＵＩＴＥ ＦＵＫＵＯＫＡにて平成３０年度の新
入生歓迎会を開催した。同会には、九州・
山口の大学や専門学校の在学生５４人と、
在日台湾人先輩や台湾に関心を持ち応援し
ようとする５８人が集い、交流の輪を広げた。
留学生会の役員紹介かたがた挨拶した徐
会長は、多忙な時間を割いて、政治、行政、
産業界等から大勢の人々が参加してくれた事
に感謝するとともに、今後の留学生会の活動
並びに新入生に対して、各界から的確な指導
と暖かい支援を頂きたいと述べた。また、台
北駐福岡経済文化辦事處の戎義俊處長は、
最初に自身が７月で退官する事に触れ、福
岡辦事處勤務の５年間に九州の人々から受
けた心温まる支援を若い留学生にも向けて頂
きたいと述べた。また今年２月に起きた花蓮
地震に際して安倍首相を始め日本全国から
寄せられた励ましと支援に感謝し、
「まさかの
友は真の
友」という
蔡英文総
統の言葉
を紹介し、
いま台 湾
と日 本 が
一番良好
な関 係に
あるな か
で、 留 学
生 には日

ブースが出展した。日本初上陸となったの
は、台湾で約５００店舗展開する代表的
な台湾朝食店「拉亞漢堡（ラーヤ―ハン
バーガー）
」と台北にある新しいお店の「虎
噗食多（ホープストア）
」
、そして台湾茶の
お店で史跡としても登録されている「紫藤
廬（ズートンルー）
」など。拉亞漢堡は台
湾の朝食では定番とされている蛋餅（卵ク
レープ）を販売。また、虎噗食多は余計
な脂を吸収しないために低温で調理した肉
類と自家製フルーツソースで仕上げたハン
バーガーを販売した。
また、すでに日本で店舗展開し好評を
得ているかき氷店の「アイスモンスター」
、
フルーツティーが有名な「一芳（イーファ
ン）
」
、台湾豆コーヒーを販売する「ＤＯＭ
Ｏカフェ」も出展するなど、来場者の注目
を集めていた。ＤＯＭＯカフェブースでは、
まだ店舗で未発売の魯肉飯と麵線がフー
ドメニューとして初お披露目された。オー
ナーの李奇嶽さんによると、今回の反応次
日本初上陸の台湾グルメなど
第で、今 後 店 舗の
人気店舗も
定番メニューになる
同イベント会場には、日本初上陸の台湾 可能性もあるとして
グルメや雑貨店など、選りすぐりの台湾関連 いた。
日本台湾教育センター主催の「台湾留学フェア」が開催されます。この説

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

本の真心を学んで欲しいとした。
一方の山口県日台交流協会の重富剛克会
長は、今年は日本の近代化のスタートとなっ
た明治維新１５０年にあたるが、明治維新は
皆さんと同じ年代の山口県人が大きい役割を
果たした事もあり、ぜひ山口にも来てもらいた
いと述べた。さらに、日本でいる間に小さい
事でも良い習慣を身に付け、悪い習慣は止め
て祖国へ帰って欲しいと諭した。福岡県留学
生サポートセンター長の福島明彦氏は、福
岡県は東京、大阪に次いで全国で三番目に
留学生が多いところであり、台湾から日本に
来ている８３３０人の留学生のうち１６７人が
福岡県に居る事を紹介し、勉学からアルバイ
トや生活まで、何でもサポートセンターに相
談して欲しいと挨拶した。
歓迎会では談笑や抽選会などのアトラク
ションが行われたほか、台湾人留学生会が
中心になって歌う「愛拼才會贏～努力なくし
て成功なし～」
も披露された。

参会者全員で記念撮影

台湾留学フェアを開催します！
（茨城、横浜、東京）
明会には台湾の各大学の先生方が来日し、日本の皆さまに大学の特色、入学
方法、奨学金等について説明を行います。
（入場無料、入退場は自由です）対
象は、中国語や台湾に興味のある方、留学・語学研修に関心のある方です。
また、台湾の各大学と交流や協定締結等を考えている日本の大学等、教育機
関の教職員の皆さまの参加も大歓迎です。ふるってご参加ください。

【参加大学・教育機関（予定）】
中山医学大学、中原大学、中国文化大学、文藻外語大学、世新大学、長栄大
学、建国科技大学、逢甲大学、国立成功大学、国立東華大学、国立高雄大
学、国立清華大学、国立台湾大学、国立台湾師範大学、輔仁大学、実践大
学、静宜大学、淡江大学

≪日本台湾教育センター≫
台湾教育部と財團法人高等教育國際合作基金會が日本と台湾の学術文化交
流を深めるために設立された組織です。
「日本台湾教育センター」の業務の運営を、台湾の淡江大学が委託されて
います。同大学と、学術一般協定及び学生交換協定を締結している法政大学
の市ケ谷キャンパス内に、2012年、同センター日本事務所が設置されて業

オープニングセレモニー

務を行っています。

1.茨城会場 ＜２０１８年６月２０日（水）
＞
時間：１０：１０～１２：２０ 場所：東洋大学附属牛久高等学校

2.横浜会場 ＜２０１８年６月２１日（木）
＞
時間：１５：３０～１７：００ 場所：横浜中華学院

3.東京会場 ＜２０１８年６月２３日（土）
＞
時間：１３：００～１６：００ 場所：東京中華学校体育館
【お問い合わせ：日本台湾教育センター日本事務所】

℡03-3264-9362 Mobile 080-4872-6089
担当：郭

艷娜（Ms. KUO, Yen-Na）

E-mail : 190134@staff.tku.edu.tw
Facebook https://ja-jp.facebook.com/tecjapan
法政大学市ケ谷キャンパス富士見坂校舎 1 階
（〒102-8160 東京都千代田区富士見 2-17-1）
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エンタメ／イベント／日台交流

Information

日台吹奏楽演奏ステージ！群馬で台湾フェア開催

グローバル人材支援イベント開催 「台湾フェスティバル™ＴＯＫＹＯ２０１８」今年も開催
台湾貿易セン
ター（ＴＡＩＴＲ
Ａ）は７月３日、
グローバル人材
支援活動イベント
「台湾企業を知
る２０１８」を開
催する。当日来
場した学生や求
職者は、台湾の
優良企業約２０
社の人事担当者
やその社員と直
接交流が可能
だ。
同イベントは、
実際に働いてい
台湾グルメを堪能しながら就活
る社員から話を聞けるなどの出会いの場を提供する事
を目的としている。そのため、各社による企業説明会形
式、特別講演のほかカフェスペースも確保しており、自
由に交流ができる内容となっている。なお、当日は気に
なった企業に履歴書の提出も可能なため、その場で自
分をアピールする機会となるだろう。
一方、当日来場した人にはタピオカミルクティとパイ
ナップルケーキが時間帯別に提供される予定で、台湾
グルメを満喫しながら、楽しく就職活動ができる。
対象者は、台湾企業に興味がある日本人、台湾の
留学生、大学生、など。入場無料（学生証または身分
証持参）
。１２時半までから１７時半まで出入り自由と
なっている。
お問い合わせ↓
ＴＥＬ：０３－３５１４－４７００
（ＴＡＩＴＲＡ：田中）
Ｅメール：ｔｏｋｙｏ＠ｔａｉｔｒａ．ｇｒ．ｊｐ

ジャーナリストで元朝日
群馬県台湾
台 湾 を愛
新聞台北支局長の野嶋剛
総会が主催する
す る 会（ 岡
氏の著書「タイワニーズ故
「台湾フェアｉｎ
田誠代表理
郷喪失者の物語」が６月６
群 馬２０１８—
事）が主催す
日に刊行されるのを記念
思い立ったら台
る「台湾フェ
し、６月１６日に本屋Ｂ＆Ｂ
湾日和—」
が７月
ス ティ バ ル
（所在地：世田谷区下北
６日〜８日まで、
™ ＴＯＫＹＯ
沢）
で発刊記念イベント
「誰
群馬県庁１階県
２０１８」が６
にも語られた事がなかった
民ホールで開催
月２１日から
日本と台湾と文学の話」を
される。
２４日の４日
開催する。
同イベントで
間、 上 野 恩
今回のイベントで迎え
は、小籠包や魯
賜公園噴水
野嶋さんの著書「タイワ
るゲ ストは、
「 台 湾 海 峡 ニーズ 故郷喪失者の物語」
肉飯など台湾グ
広 場で開 催
一九四九」
「歩道橋の魔術師」など数々の台湾書籍の
ルメはもとより、
さ れ る。 今
話題作を飜訳する天野健太郎氏。野嶋氏とともに、日
舞踏、郷土芸能
年で開催５回
本の文学ならびにカルチャーは台湾にどのような影響を
などのステージ
目となった同
与えているのか、または、台湾の出版事情や日本でブ
や台湾式習字体
フェスティバ
日台吹奏楽演奏ステージが
目玉の台湾フェア
レイク必須の台湾人作家など多岐にわたるテーマを語
ルでは、心か 「台湾フェスティバル ™TOKYO2018」 験、烏龍茶入れ
今年も登場
り尽くしてもらう。すでに台湾文学に恋している方、ま
体験、台湾式全身つぼ体験などといった文化体験もで
らの癒しと活
たはこれから台湾文学を知りたい方にとっても深く、濃
きる内容となっている。
力を与えてくれる台湾と日本の関係を今まで以上に深め
い一夜になる事間違いなし。
主催の群馬県台湾総会担当者によると、今年のイベ
るため、毎年台湾の食文化をテーマにイベントを行う。
開催時間は１９：００～２１：００（１８：３０開場）
。
ントの一番の目玉は、６日と８日に開催する日台学生に
今年の目玉の一つである「台湾の朝ごはん企画」で
チケットは前売り１５００円（１ドリンク要）
、当日店頭
は台湾現地人が食べる朝ごはん文化を紹介するため、 よる吹奏楽の共演ステージだそうだ。同総会は、日台
２０００円（１ドリンク要）
。事前予約はイベントホーム
学生の演奏交流で未来を創りたいとの想いから、高雄
２４日の朝９時から限定１５０食で鹹豆漿（おぼろ豆乳
女子高級中学の吹奏楽部を招き、群馬県内の高校、 ページより予約。
スープ）や蘿蔔糕（大根餅）などが入った台湾フェスティ
同書は、日本で活躍する在日台湾人や日本と縁の深
中学校４校の吹奏楽部との共演を叶え、総勢２００人
バル朝ごはんセットを販売する予定。なお、購入者に
い台湾出身者ら１１人の肖像に迫ったノンフィクション。
が演奏を行うとしている。なお、台湾学生は１日目の夜
は台湾製「台湾フェスティバル ™ ＴＯＫＹＯ特製オリジ
に日本学生の家に行きホームステイ体験を行う予定で、 日本と台湾、時に中国大陸や米国まで巻き込み貴重
ナルドリンクホルダー」もプレゼントされる。一方、毎年
な役割を演じたタイワニーズたち。なかでもベストセラー
恒例の「台湾ライチ種とばし大会」も開催する。総合優 「このイベントが日台交流の一つのプラットフォームに
「流」の著者である東山彰良氏や、エッセイや純文学
なってほしい」
との事。
勝者には往復台湾航空券が贈られる予定だ。入場無
の世界で昨今、脚光を浴びる温又柔さんなど日本と台
イベント中には、茨城—台湾往復航空券が当たる豪
料、開催時間は１０時～２１時（最終日１９時まで）
。
湾を繋ぐ文学者に光をあてている。
華抽選会も行われる予定。入場無料。
お問い合わせ↓
お問い合わせ↓
お問い合わせ→ＴＥＬ：０５０－３５８０－６６９４
ＴＥＬ：０３－６４５０－８２７２
（本屋Ｂ＆Ｂ）
ＴＥＬ：０２７０－２１－８２８７
（群馬県台湾総会）
（一般社団法人台湾を愛する会）

タイガーエア商務長ら

長谷川ホテルオープン式に出席
台湾文科省、淡江大学

共同企画

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

売マンション

ビジネス
中国語

江戸川橋

長谷川ホテル＆リゾート（阿
部 夏 樹 社 長、本 社 所 在 地：
東京都豊島区）が運営するカ
プセル型のキャビンホテルと通
常のホテルを融合させたホテル
「ワイズキャビン＆ホテル那覇
国際通り」がこのほど５月２５
日にオープンした。５月１７日
には同ホテル内でオープン式が
行われ、昨年より業務提携な
ど縁のある航空会社・タイガー
エアの黃世惠商務長、インター
ン制度提携大学・台北城市科
技大學の鄭博元副社長及び台
南長栄大学の李泳龍校長らが
台湾より来賓として出席し、式
典を祝した。
長谷川ホテル＆リゾートは、

三年前より同社顧問の錢妙玲（臺灣新聞社 安心感を提供している。また、２４時間利
社主、前東京台湾商工会会長）協力の下、 用できる大浴場も完備。阿部社長は「沖縄
台湾大学生のインターン制度を導入するな はアジアのインバウンドの拠点。観光客の
ど、台湾との関わりが深い。現在では約５０ ニーズに合った新たなホテルとして貢献した
人の学生が同社運営のホテルでインターンと い」
と意気込みを示した。
して従事している。
同ホテルは地上７階
建て。カプセル形式の
キャビンの部屋１７２
室と和室が１１室、洋
室５室の全１８８室を
持つなど最大２１３人
収容可能だ。キャビン
形式の部屋は木目や
落ち着いた雰囲気の内
装が施され、従来のカ
プセルホテルのイメー
左から阿部夏樹社長、台北城市科技大學の鄭博元副社長、
南長栄大学の李泳龍校長、タイガーエアの黃世惠商務長
ジを一新し、清潔感、

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！

野 嶋 氏 ╳ 天 野 氏 トークイベント

速成会話講座
学員募集中

初級・
中級
中国語

売マンション

子供向・
親子クラス

個人
レッス
ン

神楽坂

売マンション

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。

虎ノ門タワーレジデンス

売マンション

江戸川橋

価格：８，
５8０万円

価格：６，
１８０万円

価格：２３，
０００万円

価格：４，
９８０万円

所在地：東京都新宿区山吹町
交通：東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩４分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩７分
土地：所有権 共有特分 6820/752734
専有部分：68,20㎡（約20,63坪）
建物：RC造地上13階建5階部分
間取り：3LDK
建築年：2017年10月
現状：空室
備考： ペット飼育可

所在地：東京都新宿区矢来町
交通：東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩3分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分
都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂」駅 徒歩10分
土地：所有権 共有持分 5378/394396
専有部分：53,78㎡（約16,26坪）
建物：RC造地上13階地下1階
建7階部分
間取り：2LDK
建築年：2011年2月
現状：居住中
引渡時期：相談

所在地：東京都港区虎ノ門
交通：東京メトロ「神谷町」駅 徒歩6分
東京メトロ銀座線「溜池山王」駅 徒歩8分
東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 徒歩9分
土地：所有権 共有持分 11,360/2,498,944
専有部分：113,60㎡（約34,36坪）
建物：RC造地上41階地下2階
建9階部分
間取り：3LDK
建築年：2006年7月
現状：空室

所在地：東京都文京区水道
交通：東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩5分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩10分
東京メトロ丸の内線「茗荷谷」駅 徒歩13分
土地：所有権 共有持分 4266/684695
専有部分：42,66㎡（約12,90坪）
建物：鉄筋コンクリート造
地上9階地下1階建1階部分
間取り：1LDK
建築年：2016年2月
現状：居住中
引渡時期：相談

販売仲介先

T E L：0 3 - 5 9 1 7 - 0 7 2 7 F A X：0 3 - 5 9 1 7 -0 0 4 7

F A F 不 動 産コンサルタント T E L：090-4748-8335
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May 2018
— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります

May.4 世界一深い海底ポスト、供用開始
台東県政府と中華郵政が共同で緑島（同
県南東）の海底に設置した郵便ポストがこ
のほど供用開始された。ポストは水深約
１１メートルで、世界一深い海底ポスト
としてギネス世界記録に認定されている
和歌山県すさみ町のポストの水深約１０
メートルを上回った。同社によると、現
時点で「世界一深い海底ポスト」だという。

供用開始後、一番乗りではがきを投函し
た黄健庭県長は、
「これは全世界宛て」と述
べ、緑島の美しさを世界にアピールする
事に意欲を見せた。なお、ポストの専用
はがきは島内の学校の教員、生徒らが共
同制作したもので、指定の店舗で購入で
きる。収益は環境教育の経費に充てられ
るという。

May.5 中国大陸、航空会社への台湾の国表記で米が抗議
中国大陸の民用航空局が各国の航空会
社に対し、台湾を「国」として表記しない
よう求めた問題で、米ホワイトハウスは
声明を発表し、
「米国企業や米国民に自国
の政治的立場を押し付ける近年顕著な傾
向」と中国大陸政府に強く抗議。米政府と
して容認しない姿勢を鮮明にした。声明
文によると、同局は４月２５日付で、世
界３６の航空会社に書簡を送付。そのな
かで、台湾や香港、マカオが中国の一部
である事を明確にするよう、ウェブサイ

日本の三井化学グループ傘下の台灣東 グループが将来的により多くの最新技術と
喜璐機能膜は、半導体製造工程用テープ 製品を高雄にもたらし、高雄の半導体クラ
「イクロステープ」の製造工場の起工式を スターの発展が促進される事を願う」と期
高雄市の南部サイエンスパーク高雄パーク 待した。一方、親会社である三井化学東セ
で行った。同工場の投資額は１７億元（約 ロの貝出健代表取締役社長も日本から起工
６２億円）で、来年９月の営業運転開始を 式に出席。台湾政府の現在の政策である
目指すとしている。同グループがイクロス 「５＋２」産業イノベーション計画に触れ、
テープの生産拠点を海外に設置するのは初 「台湾は全体的に投資環境及び半導体産業
「台湾の半導
めて。同市の史哲副市長によると、市政府 が優れている」と話したほか、
は昨年初頭に同グループが工場開設用地を 体メーカーが積極的にイクロステープの製
探していると知り、候補地の視察に同行し 造過程に参加する事は、今後半導体産業の
とした。
たという。
起工式に出席した史副市長は
「同 ニーズと発展をもたらすであろう」

May.8 台湾の通信プラン騒動「４９９の乱」
開き謝
罪した。
鄭董事
長は
「こ
れほど
大 き な 「499の乱」店舗には外まで行
反 響 が 列が（写真提供：自由時報社）
あるとは思ってもみなかった」と本音をも
らした場面もあったが、申し込み希望者を
長時間待たせた事や深夜まで対応に当たっ
た従業員に謝罪すると同時に、同社への支
持に感謝を示した。一方、これに追随する
形で台湾大哥大、遠伝電信の通信会社２社
も同額プランの提供を発表している。

May.10 台米国防産業フォーラム開催
台米国防産業フォーラムが高雄で開か
れた。毎秋、米国で開かれてきたが、台湾
での開催は初めて。台米双方の軍需産業の
関係者などが造船や情報セキュリティー、
航空宇宙について意見交換し、交流を深め
る事を目的としている。なお、フォーラム
には台湾から台湾国防産業発展協会の韓碧
祥理事長、元国防部長の楊念祖氏らが、米
国からは在日米陸軍の司令官だったフラン

中華民国総合格闘協会と総合格闘技（以
下：ＭＭＡ）の発展を目指す武界体育は、
日本の総合格闘技団体「パンクラス」と提
携すると発表した。これにより、７月７日
に台北市内で開かれる大会「ＲＦＣ猛龍過
江」にはパンクラスから日本人選手３人、
グアム出身選手１人が参戦する事となっ
た。パンクラスの酒井正和代表は台湾の大

会への選手派遣について、
「パンクラスの
選手が台湾でスポーツＭＭＡとして闘う事
はとても意義がある」と語った。一方同協
会は、２０２８年のロサンゼルス五輪でＭ
ＭＡが競技として採用される事を目指して
おり、近年海外の団体との提携を進めてい
る。なお、今年の２月には韓国の総合格闘
技団体ＴＦＣと提携している。

May.11 台湾プロ野球球場で日本フェスタ開催

台湾プロ野球・ラミゴモンキーズは、 が飛ば
ト上などの表記を変更するよう求め、
「５
本拠地の桃園国際野球場で、日本フェスタ される
月２５日までに改善されなければ行政処
分を科す」と警告したという。台湾メディ 「ＹＯＫＯＳＯ桃猿」を開催した（同１１日 な ど、
〜１３日）
。球場には、日本プロ野球・日 日本の
アによると２５日現在、少なくとも外国
本ハムファイターズのチアリーダー「ファ 球場を
の航空会社８社が自社のウェブサイト上
イターズガール」の４人と、３球団のマス 意識し
に台湾は中国大陸とは別の国として記載
コットキャラクター
「フレップ
（ファイター た企画 3球団のマスコットキャラクター
している事が明らかになった。その中に
」
「
、クラッチ
（イーグルス）
」
「
、謎の魚
（マ が盛り
（写真提供：自由時報社）
は米ユナイテッド航空、アメリカン航空、 ズ）
リーンズ）
」
が駆けつけ、
会場を盛り上げた。 込まれた。また、場外でも石垣島の美崎牛
香港のキャセイパシフィック航空、全日
さらに、１２日には「謎の魚」が始球式に をはじめ、お好み焼きやラーメン、いちご
空、などが含まれる。その一方、１８社
臨んだという。なお、期間中の試合は日本 カキ氷などの日本グルメが販売され、球場
が改善作業を終えたと発表した。
語でのアナウンスや７回にはジェット風船 全体が日本色に包まれた。

May.8 イクロステープ、初の海外工場起工

通信会社・中華電信が発表した携帯電
話使用料金月額４９９元で４Ｇ使い放題の
キャンペーンで、申込者が店舗に殺到し、
契約が当日にできなかった申込者が腹いせ
に営業妨害をするなど、各地で騒動が起き
た。同キャンペーンは母の日のお得プラン
として発表され、同８日から１５日までに
契約完了ユーザーは、
使い放題のほか、
キャ
リア内通話無料、月毎に１００元の通話料
が贈呈されるなどのサービスが含まれてい
る激安プラン。期間内は連日申し込み者が
殺到し、待つ人数が最大５００人に達する
店舗もあったという。これを受け中華電信
は同１１日、鄭優董事長らが記者会見を

May.10 武界体育、日本の総合格闘技団体「パンクラス」と提携

シス・ワーシンスキー氏のほか、ロッキー
ド・マーチンやレイセオンなど軍需大手企
業の代表者らが参加した。台米間の軍需産
業関連の動きを巡り、トランプ米政権は昨
年６月末、台湾に１４億２０００万米ドル
相当の武器を売却すると議会に通知。今年
４月上旬には、蔡英文政権が進める潜水艦
の国産化計画に米企業の参加を認めた事が
明らかになった。

May.11 媽祖をテーマにした現代アート展開催
日本統治時代に建てられた雲林県虎尾
にある招待所「涌翠閣」で、道教の神・媽
祖をテーマにした現代アート展「粉紅媽
祖少女心」が開催された。同展では、台
湾の若手アーティストが２０１３年、東
日本大震災の被災地で行われた交流イベ
ントに参加した際の絵画「春天的約定」な
どの作品が展示されるほか、氷砂糖で作
られた神像や媽祖が乗る神輿に用いる魔
除け飾りをモチーフにした空間アートな

ども楽しめる。涌翠閣は１９３９年、当
時の台南州虎尾郡役所が貴賓や要人を
もてなすために建設した書院造の建物。
２０１０年に雲林県の古跡に登録され、
同協会が昨年から「美術展示と教育の場」
として運営されている。同展主催者は、
歴史建築と現代美術の融合を楽しみ、アー
トとして表現された媽祖の一味違った美
しさを見てほしいと、来場を呼び掛けて
いる。開催は８月５日まで。

May.14 自閉症の子ども８人が念願の日本旅

May.20 蔡英文総統、就任２周年
蔡英文総統就任から２年。蔡総統はラ
イブ配信を行っている会社・沃草の林祖
儀執行長と総統府で対談。インターネッ
トを通じたライブ配信方式で、総統就任
から２年の心境を語った。蔡総統は過去
２年を振り返り、政府は台湾が向き合う
多様で構造的な問題の解決方法を提示す
ると共にその実施に取り組んだ結果、す
でに一部の成果が見られたと主張した。

しかし、改革初期には計画の立案、新た
な法律や改正案の作成、立法院での立法
手続きなどがあったため時間を費やして
しまった、とその難しさを指摘。会談の
なかでは少子化や労働時間など現在問題
となっている議題に対し具体的な政策に
ついて触れながら「準備作業に２年間費や
した。次の２年間は執行を加速する事に
なる」と説明した。

May.23 古坑郷産コーヒー、アジアトップレベルに
」が８７．
５８点という
雲林県古坑郷で生産されたコーヒー豆 ゲイシャの当て字）
がこのほど米国コーヒー品質協会
（ＣＱＩ） 高得点の認証を受けたという。なお、この
の審査において、スペシャルティコーヒー 得点はアジアとしてはトップ、世界として
として認められ、アジアトップとなった。 は１６位だった。同園代表の郭章盛氏は、
古坑郷は台湾におけるコーヒー豆の数少な 「最終目標は世界１０位以内に入る事。台
い重要な栽培地。古坑郷のコーヒー豆業者 湾コーヒーが全世界の人に台湾を伝えられ
はこのほど、高品質の古坑コーヒーを世界 る一つの手段となれば良い」と話した。な
的に知られる米国コーヒー品質協会の審査 お、雲林県の李進勇県長は２３日、古坑郷
に送ったところ、古坑郷内にある嵩岳咖啡 のコーヒー生産業者に対して雲林県の誇り
莊園で栽培された「瑰夏（日本語の芸者＝ であるとその栄誉を称えた。

May.23 台湾国民、台湾電力不足に懸念
台北市内で同８日〜２２日の１５日間に
７回電源が落ち、松山空港や病院などでも
影響や被害が拡大している事件で、国民か
ら「夏季シーズンの電力が不足するのでは
ないか」との懸念の声が上がっている。台
湾電力は同２３日、台湾全土の電力消費量
が３６００万キロワット余りに達し、今年
最高と５月の過去最高を更新したと発表。
電力供給のひっ迫度が５段階で２番目に高
い「電力使用制限警戒」レベル目前にまで

迫ったとしている。台湾メディアの報道に
よると、台湾電力の広報担当者は、今年の
気温は予想よりはるかに高く、電力消費を
押し上げたと分析しているとの事。しかし、
経済部の曽文生政務次長は同日、７回電源
が落ちた件については「電気の使用量では
なく電路の問題」と電力不足を否定。夏季
シーズンの電力不足については「昨年の夏
季の電力と比較すると、現在の電力使用量
においては十分に供給可能だ」と主張した。

May.24 「ＭＵＪＩ」台湾を国表記したとして９４万元罰金

中国大陸の上海市工商局は、良品計画が
海外で展開する「ＭＵＪＩ」が商品包装で台
「東京ディズニーランドに行きたい」と 要だったため、実現不可能との懸念の声も
湾を「国」として表記したとして、９４万元
夢見る台東県在住の自閉症の子供８人が、 あった。そこで、自閉症児の支援団体「台
半年かけて１万６０００袋のお米を販売し 湾自閉児家庭関懐協会」の孫中光理事長は （日本円約３４０万円）の罰金を科した。現
との考え
地メディアの調べによるとＭＵＪＩは昨年、
て旅費を貯め、ついに日本へと旅立った。 「自分の力で夢をかなえてほしい」
日本から衣料ハンガー１１９点を輸入。こ
心身障害児を持つ日本人家庭と交流を行う の下、多くの人から寄せられた寄付の申し
の外装に、原産国として「原産国台湾」と印
ためだったという。台東県には知的障害や 出を全て断り、米どころとして知られる東
刷されていたため、同局は「国家の尊厳や
自閉症の子供を持つ経済力の弱い家庭が少 部・台東県池上の農家の協力を得て、お米
なくなく、問題視されていた。今回縁があ の販売を開始。子どもたちは包装を手伝っ
り、自閉症の子どもたちはフェイスブック た。１袋当たりの利益は１５元だったが、
May.29
を通じて知り合った同家庭と交流する事と インターネットで広く購入を呼び掛け、約
なった。しかし、実現には約２４万元が必 半年でようやく目標額に到達したという。
台湾大学の学長人事をめぐる混乱のな
か、教育部の呉茂昆部長が辞任した。呉部
長はわずか１カ月余りの辞任で、在任期間
May.19
が最も短い教育部長となった。今回の呉部
長の辞任も、前教育部長の潘文忠氏の辞任
日本の大人気歌手・安室奈美恵が１９ で「ＴＷ
理由と同様、野党・国民党からの政治的圧
日と２０日、ファイナルツアーの台北公演 ハートＮ
（台
力からとみられる。同大の学長選考委員会
を台北アリーナで行った。日本からも多く Ａ 」
は潘氏が就任中の今年１月、馬英九前政権
のファンが駆け付け、安室のファイナル 湾は安室
下で閣僚を務めた管中閔氏を次期学長とし
ツアーを惜しんだ。最終日にはファン約 を愛して
て選出。２月に就任する予定だったが、管
１万１０００人が見守るなか、安室は２時 いる）な
氏が同委員会メンバーの１人と同じ企業の
間４０分のステージで計３０曲を歌い上げ どの文字 ファイナルツアー台北公演で
役員だった事が発覚し、選出過程の不透明
た。曲目が全て終了し、ステージに一人 が浮かび 会場を盛り上げる安室奈美恵
（写真提供：自由時報社） さが指摘されたほか、論文の盗用疑惑や中
残った安室は「最後にこの場所でコンサー 上がった
国大陸の大学での兼職疑惑なども相次いで
トができた事、心から感謝しています」と ほか、安室の最後のあいさつが終わった瞬
浮上し、教育部から学長就任の承認が下り
目をうるませながら、今まで応援してくれ 間には、色とりどりの紙テープが飛ばされ
ない状態が続いていた。潘氏は、疑惑調査
たファンに謝意を表した。一方、公演中に るなど、台湾のファンから安室へのサプラ
はスタンド２階の客席に赤と白のボード イズもあった。

利益を傷つけた」と非難した。一方、良品計
画の広報は現地メディアの取材に対し、
「罰
金が科された事を確認したうえで必要な法
令を順守するように徹底していく」とコメン
トしており、すでに外装の表記を修正済み
だという。なお、処罰の通知は今年の３月
２２日に行っていたが、現地メディアが報
道したのは５月に入ってからだった。

教育部長がまた辞任、就任後１ヶ月余り

安室奈美恵、ファイナルツアー台北公演で熱唱

の過程にお
い て、同 部
を攻撃する
政治的な操
作が業務執
行上の圧力
となってい
ると述べ辞
任していた。
今回呉部長
最も短い就任となった
の 辞 任 も、
呉茂昆部長
国民党より （写真提供：自由時報社）
屈辱を受け、自身を標的にした「事実に反
する指摘」が同部の業務上の負担となって
いたとし、辞任によって不要な干渉を取り
除ければとの考えを示した。
( 元 = ニュー台湾ドル )
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台湾出身フラワーアーティスト・佐谷静玲さん

黄綬 褒章 受章記念インタビュー

いていきたい」
佐谷さんは１９８３年に日本の大学に留
と話した。
一人のチャレンジャーとして
学するため来日。大学院卒業後は労働者
しかし、受
派遣事業を営む傍ら、フラワー装飾を本
章までの道の
フラワーアーティストとして活躍している
格的に学び、１９６７年に同フラワースクー
りは決して容 佐谷さんだが、その傍ら大学の講師として
ルを開講した。人と違ったオリジ
易ではなかっ の一面も持ち合わせる。佐谷さんは、３年
ナリティに富む作品を次々と生み
た。佐谷さん 前より明治大学で「台湾の歴史」の教鞭を
出す佐谷さんは国内外で認め
はこれまで嫉 執る。自ら幼少期に体験した台湾の政治
られ、これまで数々の功績
妬心からのイ 的要素を含んだ歴史など、実際に起きた
を残してきた。２０１２年に
ジメや台湾人 ありのままの真実を講座で伝えるなど、教
は「卓越した技能者」とし
という事でい 科書に載っていないリアリティとオリジナリ
て厚生労働省より表彰さ
われのない差 ティ溢れる内容だ。
れた実績も持つ。
佐谷静玲 さん
別を受け、何
同大学の講座は、定員割れとなればそ
度も挫折しそ の授業が開講できないとの規則があるが、
労働者派遣会社・イーピーシージャパン うになった。そんな時、ご主人や周りの人に 佐谷さんの講座は毎回満員になるほど大
の取締役として会社経営する傍ら、セイレイ 助けられながらここまで来れたと佐谷さんは 人気だ。
「生徒が来てくれるから私の講座
ファッションフラワースクールを主宰する在 振り返る。
「支えてくれた周りの人には本当に は続けられるの。生徒には本当に感謝して
日台湾人の佐谷静玲さんがこのほど黄綬褒 感謝している」と話し、どんな時も常に感謝 いる」と、ここでも感謝を忘れない佐谷さ
章（褒章の一種。多年にわたり仕事に励み、 の気持ちを忘れないようにしているという。
ん。生徒に応えるため、毎回授業で使用
人々の模範たるべき人に対して天皇陛下より
佐谷さんはフラワーアレンジメントに加えリ するレジュメは時間をかけて一から作成す
授与される栄典）を受章した。本紙は世界で ボンフラワー、模造品など様々なアートの分 るなど努力を惜しまない。
フラワーアーティストとしても活躍する佐谷さ 野の技法も習得している。そんな佐谷さんに
フラワーアーティスト、そして大学講師。
んにインタビューし、受章の感想と佐谷さん とってアーティストとしての真骨頂は「信頼関 一見異業種的な分野にも思えるが、オリジ
の人生について聞いた。
係」
という。
ナリティや感謝を大事にする佐谷さんの持
リボン製作会社の東京リボンは、佐谷さん つ信念は同じだった。本紙はそんな多方
実力が認められた
を信頼し、毎回リボンを提供してくれるそうだ。 面で努力を続ける佐谷さんの益々の活躍を
「この日が一番幸せな日」
佐谷さんは「材料を頂いたからには私も応え 期待したい。
佐谷さんがフラワーアレンジメントに興味を たい」という気持ちから、提供されたリボンは
「私は何事にも諦めない。一人のチャレ
持ち始めたのは十代の頃。その当時台湾で 必ずアレジメントして作品を作り、サンプルに ンジャーとして、どんな事も一生懸命学び
はリボンフラワーが流行しており、佐谷さんも 替えてその会社にお返しするなど、お互いの たいと思っている。今後も時間がある限り
独学で始めたという。
その後は生花なども習っ 信頼関係を
色々な事にチャレンジしていきたい」
たが、来日後は一度花の世界から離れ、学 築いている。
（佐谷さん）
。
業に専念する日々が続いた。そして、４０年
一方、最
前にフラワーアレジメントを本格的に始めて 近では築い
以降、努力を重ね続け今回の黄綬褒章の受 た 信 頼 関
章に至った。
係 から、ブ
佐谷さんは受章について
「これまでフラワー ライダル の
アーティストとして人生を懸け、国内外で実 コ ー デ ィ
績を積み、結果も出してきた。今回の受章は ネートを頼
その実力が認められたのだと思う。頑張って まれる機 会
きて本当に良かった」と話し、天皇陛下より も増 え、フ
直々に章が手渡された日は感動で涙したそう ラワーコー
だ。佐谷さんは「家族としても『この日が一番 デ ィ ネ ー
幸せ』
と喜んだ」
という。佐谷さんは続けて、
「こ ターとしても
の章の看板を背負っていく以上、中途半端 活 躍してい
佐谷さんのフラワー
ベルギー展の作品
スクール内にある作品
（写真提供：佐谷静玲）
な事はできない。もっともっと勉強して腕を磨 るという。

台湾原住民「タイヤル族」
出身の歌手・アムイ、

金曲奨女性歌手部門に入選
台湾を代表する音楽賞である「第２９回
ゴールデン・メロディ・アワード（金曲奨）
」
のノミネートリストが５月１６日に発表され、
昨年５年ぶりにマネジメント事業を再開し
たエイベックス台湾より第一弾のＣ－ＰＯ
Ｐアーティストとしてデビューした台湾原住
民「タイヤル族」出身の歌手、アムイ（中国
語名：呂薔 Ａｍｕｙｉ エイベックス所属）
が金曲奨女性歌手部門に入選した。
中華圏のスーパースターのアーメイ（張
恵妹）
、ジュリア・パン（彭佳慧）
、ララ・
スー（徐佳莹）らと並び、“ 今年最も輝い
た５人の女性歌手 ” のうちの一人として選
ばれ、新人としては異例の入選となった。
台湾メディアによると、審査
委員長の陳子鴻氏はア

ムイの歌唱力を絶賛し、
「アムイの得票数は
とても高く、みんなが彼女の歌を『声がと
ても特別だ』と気に入っていた」と高く評価
していたという。最優秀女性歌手賞は、同
５人の中から６月２３日に選ばれる。

ワンマンツアーも決定！
また、６月６日にはアムイ初となる、中国
大陸５都市ワンマンツアー「２０１８ 你好．
路人甲」の実施も決定している。現在アジ
アに力を入れているエイベックスのプッシュ
アーティストとして中華圏のみならずアジア
全域で活動の幅を広げていく予定だ。

/ アムイ /
中国語名：呂薔Ａｍｕｙｉ

エイベックス所属

１９９４年生まれ、２３歳。台
湾の原住民「タイヤル族」出身の
歌手。昨年大学を卒業し、原住
民のコンテストで３位を勝ち取る。
２０１２年１７歳の時にインディー
ズでアルバム「Ｗｅ Ｄｏｎ ’ｔ Ｔ
ａｌｋ」でデビュー、そのアルバム
が２０１３年に「金曲獎最佳新人
獎」
に選曲された。家家、
艾怡良、
葛仲珊、白安、桑布伊、歐開合
唱団等の現在活躍しているＣ－Ｐ
ＯＰ歌手たちと金曲獎（２４回目
台湾版グラミー賞）の最優秀新
人賞を競った。当時アムイはまだ
大学生で、昨年大学卒業と同時
にエイベックス台湾に所属。歌手
としての活動を本格始動した。

金曲奨女性歌手部門に入選したアムイ
（提供：エイベックス台湾）

台湾における「ＬＧＢＴ」の 現 状
〜同 性婚は果たして認められるのか 〜
「ＬＧＢＴ」は現在世界中で注目されている
同性愛及び性同一性障害など性的少数者を
限定的に指す略称である。近年では、性別
にとらわれないあり方が見直され、諸国にお
いて同性間の結婚や同様の権利を認める動
きが活発化している。
台湾は、ＬＧＢＴの権利擁護においてアジ
アのなかで最も進んでいる国と言われている。
２０１７年５月２４日、台湾の司法最高機関
である司法院大法官会議が「同性同士での
結婚を認めない民法は憲法に反する」という
判断を下した。この施行以降司法院大法官
会議は、２年以内に現在の民法を改正する
か新法を制定するよう立法院に求めている。

読者プレゼント企画

台東県成功鎮で育てられた
「海ブドウ」を使用した「Ｓｕ
ｉシリーズ」を
２名様にプレゼント！

▲Ｓｕｉ美容液

―応募方法―
ハガキに応募券の切り抜きを貼り付け、お名前、ご住所、お
台湾新聞254号 読者プレゼント
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（６月中に発送予定）
。
締切り：6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

◀Ｓｕｉ化粧水＆乳液

台湾産海ブドウの優れた天然成分を使
用した「Ｓｕｉシリーズ」から、
「Ｓｕｉ美容
液」
、
「Ｓｕｉ化粧水＆乳液」
、
「Ｓｕｉ洗顔
ソープ（ネット付き）
」を抽選で２名様にプ
レゼントします。
伊勢海老の仲買と、海ブドウの養殖を
行う辰升水産生物科技有限公司の陳さ
ん。通常海ブドウの養殖は、添加物の入っ
た養分を与え育てますが、陳さんは成功
鎮の綺麗な海水で自然のままというこだわ
りを持って育てています。もともとは食用と
して販売していましたが、海ブドウには色々
な美容と健康に良い成分が含まれている
事に注目し、約９年間研究を重ね、こだわ
りの海ブドウをたっぷり使った化粧水や乳
液、洗顔石鹸など販売開始しました。
海ブドウからとれるヒアルロン酸の高い
保湿力や、血流を良くするビタミンＫ、紫
外線によるダメージを回復するカウレルパラ
セモサエキスなど、美肌への効果が期待で
きます！

▶Ｓｕｉ洗顔ソープ
（ネット付き）

し、国民
投票自体
を阻止す
る旨を主
張してい
る。なお、
同団体の
許秀雯理
事 長 は、
同性婚を
認めない
民法は憲
法に反す
るとの 判
台湾では同性婚の権利を求める運動が活発化
断 が 下
同性婚の是非を問う
された際の裁判で主任弁護士を務めるなど、 は、台湾の現状に「正直驚いている。日本
国民投票事項が公布
婚姻平等実現運動の中心的人物として知ら で応援していく」と述べたほか、５人の議
アジア初の同性婚認可に向けて大きな一 れる。
員全員が同団体を支持していく姿勢を示し
歩を踏み出した歴史的瞬間となった日から約
た。
日本のＬＧＢＴ議員連盟
１年。台湾政府は一向に具体的な動きを見
一方、許理事長は記者会見後、
「今回
と合同記者会見
せていない。それどころか反対派団体による
の交流で、日本の議員も台湾の状況に感
反発運動が激しさを増し、台湾政府も擁護
この状況下、同団体のメンバーら６人はこ 心を持ってくれている事に感動した」とし、
する姿勢を見せている。
のほど来日し５月２日、日本のＬＧＢＴ議員連 さらに、台湾では権利擁護において進んで
台湾政府は今年４月１８日、反対派団体 盟と合同記者会見を開催し、台湾政府に対 いるが、日本では自身がＬＧＢＴである事
によって提出された「民法の婚姻規定が一男 して国民投票の不実施を求めた。同団体の をカミングアウトしている議員が多々いるの
一女の結合に限定されるべきである事に同意 邱亮士監事は、国民投票について「明らかに に対し、台湾には未だ誰もカミングアウトし
するか」など同性婚の是非を問う３つの国民 違憲。憲法秩序を防御している」と主張。ま ていない状況に触れ、
「両国違う状況のな
投票事項を公布した。この交付日より起算し た、台湾が完全な平等を達成する事は日本 かでそれぞれの発展がある。今後は互い
て今後６ヶ月以内に有権者の１．
５％の署名 にも多大な影響を与えるとの見解も示した。 に見習い合っていくべきだ」
と話した。
が集まれば、国民投票の実施が確定となる。
な お、 記 者 会 見 の
実施された場合、反対派の勢力などにより同 なかでは、同連盟を発
性婚許可への道が閉ざされてしまう公算が強 足させたＬＧＢＴである
まるものとみられる。
５人の地方議員と意見
同性婚合法化の運命が左右されるなか、 交換など相互交流も行
この台湾政府の動きを阻止しようと、ＬＧＢ われた。トランスジェン
Ｔ人権の擁護団体「台湾伴侶権益推動連盟」 ダーとして世界初の議員
が立ち上がった。同団体は、この国民投票 となった埼玉県入間市
台湾伴侶権益推動連盟と日本のＬＧＢＴ議員連盟が記者会見
実施に反対する署名活動や行政訴訟を起こ の細田智也市議会議員
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松田義人
（deco ／編集者・ライター）
㉚
金門島の使命感に燃える写真家―蔡顕國さん
文：林 雅行（映画監督） 素 敵 す ぎ る 金 門 の 閩 南 様 式 民 宿

第四十二回

日本の四国が痩せたような形をした島（と （この撃ち合いが中止されるのは米中国交回
言ったら怒られるだろうか？）
。台湾の金門島。 復する１９７９年であった）
。これらの歴史的、
東西２０キロ、真ん中の南北の狭い所はわ 政治的背景はここでは触れないが、８２３砲
ずか５キロ。島の右半分の長い所でも１６キ 戦から１９７８年まで延べ１００万発の砲弾が
ロ。そして中国大陸の厦門から１０キロ。大 金門島に撃ち込まれた。
陸にへばりついているような小さな島である。 ８２３砲戦の後、金門島を脱出する島民が
私がこの島に関心を持ちドキュメンタリー映画 続出する。島は要塞化され１０万の軍隊が配
（
「呉さんの包丁―――戦場からの贈り物」
） 置される。地下坑道が掘られる。台湾本島
を製作したのは２０１３年のことだった。取材 からは兵士相手の女性もやってくる。だが、
の時、手にした一冊のモノクロの写真集がす 全ての島民が脱出したわけではなく軍相手の
ごく気に入っている。
『島郷顯影―――金文 商売人や、例え危険でも先祖の土地を離れた
人文影像』という蔡顕國さんという金門の写 くない人いた。
「もともと我々は大陸から渡って
真家の作品集である。
来た。厦門に墓があり親類がいる者も多い。
１８９５年、日清戦争に勝利した日本は清 台湾本島にはいない」
という島民もいる。
国から台湾（膨湖島を含む）を割譲された。
写真家の蔡顕國さんが金門島に生まれた
それから５０年間、台湾は日本の領土となっ のは８２３砲戦の２年後、１９６０年だった。
た。それまで、大陸の王朝からは「化外の地」「多くの島の人が台湾へ希望を求めて避難し
と言われていた台湾は、日本時代に近代化さ た。だけど私の祖父母、父母、その兄弟も
れ、日本語教育が行われた。その時、教育 金門を出ようとしませんでした。この島で生ま
を受けた日本語世代は親日的である。ところ れ育ったからです」
。
が金門島（または馬祖島）は日本に割譲され
戦争中に生まれた蔡さんは親と一緒に残る
ず清国の下にあった。戦後日本は大陸からも しかない。しかし物心がつき成長するにつれ
台湾からも撤退するが、大陸では国共内戦 島の異常さに疑問を持つ。夜間の灯火管制、
が始まる。内戦は共産党軍が勝利し国民党 ラジオは禁止、カメラも禁止、空を飛ぶ風船
軍は台湾に渡るのだが、１９４９年１０月、最 も水に浮く浮く袋、ピンポン玉を含むボール
後の主戦場になったのが金門島だった。共 類も全て禁止。大量の軍人、軍人相手の様々
産党軍は敗退し、金門島は国民党軍の軍事 な商売人（娼婦、水商売人）の姿を見ていた。
拠点として大陸に対峙する最前線の島となる。 金門島の戒厳令が解除されたのは台湾本島
冷戦最中の１９５８年８月、突如、中国人 より遅れて１９９２年のことだった。蔡さんは
民解放軍は金門島を砲撃――８２３砲戦が 写真家として金門島の人々の生き様、金門島
始まる。壮絶な空中戦、海戦も行われるが、 の風景を記録することを決心する。
その後、一日おきに互いが宣伝弾を撃ちあう。
要塞跡、坑道、岩に描かれた国民党の旗、

め

蔡さん

トーチカ、見張り台の跡、跡地で遊ぶ子ど
も、赤子を抱いた老母、戦意高揚の壁画の
前の女性、理髪店主、木の下で煙草を吸う
老人、廟の前の露天・・・蔡さんが撮った
記録である。
「金門は戦争の歴史でした。常
に砲弾の脅威にさらされてきた。その時代を
生きて来た島民の姿を記録するのが私の役目
です」という。蔡さんはまさに使命感が顔に出
ていた。しかし、その後、表情を曇らせ「金
門は精神を病んだ島民が多い。長い間続い
た、飛んでくる砲弾の恐怖と緊張のためです」
という。同じことを砲弾包丁を作る呉さん（蔡
さんの友人）からも聞いた。私は沖縄戦を取
材した時、いわゆる戦争神経症の人だけでな
く重度の精神的症状になってしまった人も多
いと沖縄人から聞いた。
戦争は人の命を奪うだけでなく生き残った
人の心も奪うと改めて痛感した。
台湾は知っているが「金門島」を知る日本
人は少ない。歴史ならなおさらだ。別れると
き蔡さんと「お互い諦めずに我が道を生きま
しょう」
と固く握手をした私でした。

も

記事には書けない取材の裏側

文 / パクチー

台湾では同性愛者の遭遇率が高い！？
ＬＧＢＴに関する日台の記者会見に参加
して（６面参照）
、日本の国会議員のなか
には自身がＬＧＢＴである事をカミングアウ
トして当選している議員が多く在籍している
事を初めて知りました。その一方、台湾で
は議員が未だカミングアウトできる環境で
ない事には正直驚きでした。というのも、
私が台湾に留学していた時、同性愛者を
道端でよく見かけたからです。
「台湾って

ＢＴプライド）
」です！アジア最大級のＬＧＢ
Ｔパレードと言われており、毎年１０月に
盛大に開催されています。昨年は、５月に
オープンな国だな」
と感じたのを今でも覚え 「同性同士の婚姻を認めない現行の法制
ています。
度は違憲」との判断が下されたニュースを
現在、台湾の同性愛者の人口は約５％ きっかけに、史上最大に盛り上がったとの
を占めていると言われていますが、その一 事。主催者発表によると参加者１２万人超
方、日本では約８％という統計が出ていま えを記録したそうです！
す。台湾同性愛者の割合は日本より低いの
これはアジア初に同性婚が法律で認め
に対し、遭遇する確率が高いのは疑問に られるかも！？って思った矢先の国民投票
思いますよね。これは私なりの解釈で、今 （６面参照）
。ＬＧＢＴ擁護の動きが活発
まで台湾人と接してきて感じた事ですが、 化してきた事に比例して反対派の動きも強
台湾人は基本的に他人の事には良い まってきているのかもしれません。同性婚
意味で興味がなく、
「自分は自分、他 の法律化については今後も追って観察して
人は他人」
という考えの人が多いので、 いきたいと思います。
日本人みたいに周りの反応を気にする
ちなみに余談ですが、台湾では男性同
人はあまりいません。だからこそ自身 士の同性愛者は日本と同じ「ＧＡＹ」
と呼ば
が同性愛者である事をあまり隠さず、 れていますが、女性が好きな女性を「Ｔ」
と
開放的にしているため、道端で遭遇す 呼びます。これは英語のＴｏｍｂｏｙ（ボー
る確率が高かったのかなと思います。 イッシュ女子）の頭文字を取ったものです
台湾では、そんな彼らが一斉に集 が、台湾ではよく耳にするので、
まる機会があります。それは、ＬＧＢ 覚えていても損はないかもしれま
Ｔパレード「台灣同志遊行（台湾ＬＧ せん！

デイリー日本語・台湾華語・英語辞典
三省堂より２００２年から刊行を開始した「デイ
リー３か国語辞典」シリーズに、台湾で話されて
いる台湾華語に焦点を当てた「デイリー日本語・
台湾華語・英語辞典」が登場した。
日常的な基本語を約１万４千項目収録してお
り、日本語、台湾華語、英語が並んで見やすく
まとめられている。また、台湾華語にはピンインと
カナ発音付き、英語はカナ発音付き、日本語見
出しはふりがなとローマ字付きで、外国人の日本
語学習者にもお薦めだ。
さらに付録にはテーマや状況別によく使われる
ごく基本的な表現をまとめた「日常会話」
（音声
ウェブサービス付き）
、
「職業」
「病院」など分野別
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価格：本体 2000 円＋税
発行：2018 年 5 月10 日

に関連する基本的な単語をまとめた「分野別単語
集」
、解説「台湾華語について」も掲載している。
台湾旅行の際に、是非ポケットに忍ばせておきた
い辞書である。
なお、本書の台湾華語部分の監修は東京外国
語大学の樋口靖名誉教授が、校閲および「日常
会話」の収録にあたっては、樋口名誉教授の妻で
ある流通経済大学非常勤講師の李麗秋さんが担
当した。
今まで簡体字を用いた中国語辞書は良く目にし
ていたが、繁体字を用いた台湾華語の辞書は市
場にあまり出回っておらず、本書は台湾華語学習
者待望の１冊とも言えるだろう。

読者プレゼント企画

台湾新聞254号 読者プレゼント

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で2 名様に本書「デイリー日本語・台
湾華語・英語辞典」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（6月中に発送予定）
。
締切り：6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

金城を出ると、商店もガソリンスタンドもな
い、のどかな道ばかりになり
ます。目印になる
金門はパズル型のかわいい島
ものがなかなかないので、自分のような不慣
振り返ると、台湾にはもう１００回以上 れな人間が住所だけを頼りに、どこかにたど
渡航していますが、まだ行った事がなかっ り着くのはかなりハードルが高い印象でした。
た島が２つありました。金門と馬祖です。
まず金門はどのガイドブックを見ても、当
戦争の遺跡だけでない美しさも
然の事ながら戦争の話が多く、なんか重そ
うな雰囲気だと思って「また今度でいいか」
のどかではあるものの、やはり戦争の面影
と避けていました
（金門人の方すみません）
。 を残す場所が点在していました。道路には迷
また、馬祖はそもそも日本では台湾の離島 彩柄が描かれている事も多く、
「遊びに来る」
と
としてあまり取り上げられない場所で（馬祖 いうよりやはり
「歴史散策をしに来る」
という人
の方すみません）
、よくわからなかったとい に向いた島だなと思ったりしました。
うのが正直なところです。
しかし、それであっても「これは観に来て良
しかし、ただ今、台湾本の制作をしてい かった」と思った場所がありました。閩南様
て、行った事のないところを網羅しようとい 式の古い民家で構成された集落です。
う事で、思いきってまず金門に行く事にしま
調べてみると、こういった集落が金門には
した。
５つあるようですが、いずれもレンガや土で構
台北・松山空港から飛行機に乗り、約 成された建物が濫立しており、そこはまるで
１時間。アッという間に金門に着きました。 映画のワンシーンのようです。この集落を散
地図を観ると、パズルのようなカタチをした 策していると、自分が映画の主人公になった
かわいい島で、想像よりもずっと広く感じま ような気分になりました。
した。１日で回りきるのは難しく、ゆっくり
また、一部の集落では、民宿などを運営さ
見て回るのであれば、最低４～５日はない れているケースもあり、ここに宿泊するのは実
と無理な島でした。
に贅沢な感じですが、このためだけに金門ま
金門の中心地・金城まで出て、レンタカー で足を運ぶのも悪くないと思います。台湾本
を借り、まずは島中を散策。車のラジオを 島とはまた違う、閩南文化に触れられるのは
付けると、大陸圏の放送も微かに入ってき 貴重な事だと思います。
ます。ご存知の通り、金門は最も大陸に近
僕はこのとき、北の山后という閩南様式の
く、わずか３０分のフェリーで中国の廈門 古い民家が並ぶ集落にある民宿に泊まりまし
まで行く事ができる距離です。
た。昼間この集落に着いたときは、大陸から
の観光客の方々がワイワイ
いて、ちょっとうるさかっ
たのですが、日が暮れる
と、真っ暗で音がなく静
かです。
近隣には食堂も何もな
いので、行きがけの商店
で買ったお酒とおつまみを
持ち込み、閩南様式の部
屋の中庭でゆっくりとした
時間を過ごしました。する
と、また自分が主人公に
なったような気持ちになる
山后民俗文化村にある民宿にて というループなのでした。
第 十八 回

台湾在住 20 年写真家

熊谷俊之
基隆

外木山
海興游泳池
基隆駅から車で10
分ほどの距離に「外木
山海興游泳池」と呼
ばれる海に面している
天然の水泳スポットが
あります。この水泳ス
ポットは一 年中地元
の人たちが早朝から
泳いでいるとても有名な場所で、毎年 6月にはここから
「大武崙澳底砂浜」までの約
3.2ｋｍを泳ぐ遠泳大会が開かれています。またこの海岸から東北方面を見ると基
隆嶼と呼ばれる島があり、撮影スポットとして多くの撮影愛好家が日の出の撮影をし
ています。撮影日時：2014 年 6月
※本年より新たに写真で台湾を伝えるコーナー「Photo de TAIWAN」が始まりました。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発見してみてください！

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！
～最終回編〜
台湾語：ズイアオジッバイ
日本語：最終回です。
中国語：ズイホウイーツ（最後一次）
台湾語：ガムシャジーチーガアイホー
日本語：今までありがとうございました。
中国語：ガンシェジーチーフーアイフ
（感謝支持和愛護）
台湾語：ミーライマーチャードゥォードゥォージーカオ
日本語：これからもよろしくおねがいします！
中国語：ウェイライイェチンドゥォードゥォージージャオ（未來也請多多指教）
※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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みんな大好き！

高雄の玉荷包ライチは

プリップリ！

屏東県枋山郷はマンゴーパラダイス
れる農家の方々の努力は計り知れません。
また、マンゴーを市場に出回っている大き
さにするための工夫もされています。陳理事
主席によると、一つの木に栽培されているマ
ンゴーの約１／２を、未熟のまま収穫。そう
する事により、残ったマンゴーに十分に栄養
が行き届くため、大きく成長するそうです。ち
なみに、未熟のまま収穫したマンゴーは、か
き氷などに使用するなど、有効活用している
ようです。
ここで栽 培されたマンゴーは、 例 年 約
３０％を日本に出荷
していますが、陳
理事主席によると
「 今 年は５０％予
定 」との事。 美 味
しく贅 沢 なマン
ゴー が 日 本
で たくさん
食べれる今
年に期 待
が 高 まり
ます。

台湾で栽培されるライチは主に黒葉種、
糯米種、玉荷包種の三種類。それぞれ特徴
はありますが、どのライチも絶品です。ここ、
高雄市旗山区にある保證責任高雄市家綠農
產品生產合作社の吳文吉オーナーの農園で
は、玉荷包ライチが栽培されています。
玉荷包ライチは、ほかのライチと比べて種
が小さく肉厚で、果肉がプリプリしています。
みずみずしい甘さが口に広がっていくのも玉
荷包ライチの魅力の一つ。ライチの旨味が凝
縮された贅沢な味わいは病みつきです。
吳オーナーによると、ライチのシーズンは
非常に短く、毎年５月中旬から５月末まで。
ライチ栽培には水はけの良い場所が最適とさ
れており、面積２ヘクタールもの広さを持つ
この農園にも、柔らかい地盤の傾斜地にたく
さんのライチが
栽 培さ
保證責任高雄市
家綠農產品生產合作社

吳文吉オーナー

愛文マンゴー

陳明賢理事主席

愛 文マンゴー
の栽 培が 盛ん
な屏東県枋山
郷。この 辺り
ではマンゴー
の収穫時期と言
われる３月初旬か
ら７月末にかけて、至
るところでマンゴーの栽
培が行われています。マンゴーは山の麓での
栽培が最適だと言われており、恒春半島の
西側に位置する海と山に挟まれた枋山郷で
は、
どこを見渡してもマンゴーだらけ。マンゴー
が大好きな日本人にとっては堪りませんね。
屏東県建賢果菜運銷合作社の陳明賢理
事主席が手がけるマンゴー農園も枋山郷に
位置し、ここでは毎年約２４０万トンのマン
ゴーが栽培されています。一つ一つのマン
ゴーに白い紙の袋を被せ、傷からマンゴー
の実を守ったり虫の侵食を防いでいます。美
味しいマン
ゴーを栽
培するため
に丁 寧に
作業してく

屏東県建賢果菜運銷合作社

高雄の玉荷包

屏東の愛文マンゴー

！
突撃！

に

台 湾 南 部 は 絶 品フル ーツ 王 国

マン ゴ ー と ラ イ チ 農 園

台湾フルーツと聞くとマンゴー、パイナップル、グアバ、ドラゴンフルーツなど、南国ならではの絶品フルーツを思い浮かべるでしょう。豊富な農産資源に恵まれた台湾はまさに「フルーツ王国」
！
そして、台湾フルーツのなかでも王道と呼ばれるマンゴーとライチは、初夏を迎える５月と６月が旬の時期なのです！
そこで、今回は台湾の果物輸出業者・傑農合作農場の詹光榮社長と日本の果物輸入会社・集集の黄宗民社長協力の下、屏東のマンゴー農園、高雄のライチ農園を訪ねてきました。両農
園で栽培された美味しくジューシーなフルーツは、毎年日本にもたくさん出荷しています。

れています。
１本の木からは
なんと４２〜５０ｋｇ
のライチが栽培できるそうです。
集集の黄社長によると、玉荷包ライチの食
べ方にはコツがあるとの事。ライチの下の部
分の皮にうっすら線が見えるのですが、その
線に爪で穴を開けて両手で左右に開くと、気
持ち良いくらいにツルッと皮を剥く事が出来ま
す。
吳オーナーは、美味しいライチを栽培する
秘訣について、
「心」と笑顔で答えてくれまし
た。そんな吳オーナーの心のこもった今年の
ライチはすでに日本に輸入されているそうで
す。プリプリな高雄の玉荷包ライチを一度試
してみては如何でしょうか？

2018 年 6 月 4 日号 NO.254（每月第 1 月曜日・東京發行）

蔡 英文
分 就任兩周年
享 執政 心 得
蔡英文回答網友提問（提供：總統府）

【東京／綜合報導】就任兩週 直播的方式，與全民分享執政兩 想法，蔡英文說，「總統」這份 現在的行政團隊都非常熟練，士
年，蔡英文總統在五月二十日接 週年的心路歷程。
工作其實滿忙碌、有時壓力也滿 氣也滿好，她相信在賴清德院長
受網路媒體專訪，首度透過網路
談到就任總統兩週年的心得與 大的，也有一些辛苦，但她覺得 領 導 下， 後 面 的 執 行 會 很 有 效
這是很值得的一份工 率。
作，因為人民託付這
至於來台旅客人數，蔡英文認
個任務給她，當努力 為，中國大陸旅客人數在台灣、
工作看到成效時，就 日本及韓國等地都有減少，這是
會覺得這些辛苦都值 因為受到政治因素的抵制。但政
得。
府努力開拓其他地方的旅客來
被問及任期只剩一 源，包括新南向國家及東亞等區
半，接下來將如何加 域。未來，政府也將持續拓展優
速推動改革，她回應 質旅客。同時也會努力讓旅客在
說，其實改革初期是 全台灣的分布較為均勻，避免造
困難的，因為要先把 成部分地方的旅遊業者或在地業
方案做出來，要制訂 者無法分享到旅客增加的利益。
新法或者修改法律， 提到每月總工時呈現往下走的趨
然後經過立法院的程 勢跟民眾感受有落差，蔡英文認
蔡英文網路專訪直播（提供：總統府） 序，通常需要時間。 為，之所以會有落差，有些是感

受的問題，有些則是資訊不足的
問題。至於許多民眾對政府改善
薪資「無感」的情形，她說，很
多年輕人初入職場，以薪資水準
來看，本來就是在平均值以下。
因此政府現在就是盡力鼓勵企業
加薪，希望在政府的帶動跟大家
的努力之下，調高初入職場者的
薪資。
在兩岸關係上，蔡英文重申政
府維持現狀的一致立場。不會暴
走、不會僵住，但也絕對不會在
壓力下屈服。蔡英文總統說，兩
岸關係攸關台灣未來，希望年輕
人一起關心兩岸關係、一起關心
國家未來，「歡迎大家一起來參
加改革的陣營」。

迎 奧 運 和 服 計 畫１００國 和 服 發 表

百國和服展示會＠和服計畫ＦＢ

【東京／綜合報導】為
了迎接２０２０年東京
奧運，九州福岡久留米
市一間傳統和服店的店
長高倉慶應以「ＩＭＡ
ＧＩＮＥ ＯＮＥＷＯ
ＲＬＤ」為題，提出了
和 服 計 畫。 計 畫 邀 請
７０多位和服職人，從
２０１４年開始，預計
２０１９年將１９６國
的專屬和服全數完成。
日本九州一間傳統和
服店長提出計畫，將參
加２０２０年東京奧運
國家的特色展現在和服
上，四月二十九日在福
岡舉辦１００國和服的
發表會，由九州七縣的

１００國和服設計＠和服計畫ＦＢ

女高中生穿著走秀，每一件和服
和搭配的腰帶，都由來自日本各
地，不同的織布工房和設計師，
根據該國的文化，繪製出獨一無
二的圖案親手製作，展現日本精
湛的和服工藝。
此 計 畫 斥 資 約 新 台 幣 １，

０８億元，平均每件和服價值新
台幣５４萬元，「和服計劃」發
起後，獲得許多民眾以及企業的
支持與贊助，剩下９６國的和服
完成後會陸續發表，並在東京奧
運之後全數拍賣。

2 華僑動態
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日僑界先進林錦漫仙逝 享壽１０１歲
【東京／綜合報導】日本僑界百歲
人瑞林錦漫前輩在五月十七日因結
腸穿孔病逝，享壽１０１歲，日本
各僑團紛紛表示哀悼，並致上最高
敬意與懷念，希望家屬節哀順變。
林錦漫家族在五月二十七日舉辦通
夜，五月二十八日舉辦告別式，家
屬表示葬禮低調進行，不會舉行公
祭儀式。
林錦漫老先生祖籍福建省漳州府
龍溪，西元一九一六年七月二十七
日生於嘉義市，２５歲赴日發展、
定居，曾擔任日本華商總會理事
長、東京華僑總會理事及監事、

日本林氏宗親總會名譽
理事長、世界林氏宗親
總會名譽理事長、日本
福祿壽會顧問、日本中
華聯合總會顧問等多項
要職，並於一九九二年
獲頒對振興中小企業有
功的東京都知事獎，
二〇〇六年七月榮獲中
華民國僑務委員會頒贈
「華光獎章」，在旅日
華僑界德高望重。林錦漫也是日本
媽祖會元老，近百歲高齡還精神奕
奕，二〇一二年參加日本媽祖會回
台進香，體力過人。
二〇一五年，林錦漫百歲壽
誕，僑界盛大慶祝，總統跟僑
務委員長都頒贈祝壽掛軸，台
北駐日經濟文化代表處各級長
官也全員出席為老人家祝壽，
感佩他對台日交流的貢獻。
林錦漫在日事業成功也不
故林錦漫先生參加２０１６年華商新年會資料照片

僑務座談會大合照
故林錦漫先生百歲壽誕資料照片

忘回饋故鄉，二〇〇八年他寄贈
染井吉野櫻苗樹１６０２棵給嘉義
縣、二〇一〇年寄贈１０００棵給
嘉義縣阿里山沼平車站，二〇一五
年再捐贈百棵河津櫻給母校嘉義
崇文國小，同年六月二十五日還別
回到母校關心櫻花生長狀況，獲得
「櫻花爺爺」的暱稱。他一生奉獻
僑界，並帶領後輩致力發展台灣與
日本的關係，是所有僑界後進應該
學習的典範。

南投縣府團隊來日考察關東僑界設宴歡迎
【東京／採訪報導】南投縣副縣
長陳正昇率領縣府林務、觀光等
相關局處人員來日本關東考察綠
化及地方產業再造、建設等。四
月二十六日晚間，留日台灣同鄉
會及關東各僑會在新宿台南擔子
麵宴請陳副縣長。關東地區各僑
團會長、僑領及僑胞們四十多人
到場歡迎南投縣團隊來日，陳副
縣長也邀請大家到南投，享受台
灣觀光首都南投的好山好水。

這次南投縣府團隊參訪關東，
由千葉台灣商會會長鍾幸昌全程
陪同，到日光、群馬及栃木縣，
考察廢校重生改造及足立公園、
溫泉等，副縣長陳正昇表示，明
年南投會舉行元宵燈會，希望將
足立公園最具盛名的紫藤花燈光
秀引進台灣，此行與足立市役所
相談甚歡，邀請鄉親明年回南投
看不一樣的元宵燈會。
去年日本台商總會林裕玲總會
長組團參訪南投，
受到縣府熱情款
待，這次南投縣團
隊參訪關東後，在
東京與日本僑團
交流。僑務諮詢委
員黃宗敏表示，南
投的風景名勝及
農產需要更多宣
傳，日本的僑團，
僑胞與南投縣府團隊合照 商 會 等 都 願 擔 任

日本僑務座談會
僑界提出向僑委會建言

南投縣副縣長林正昇

日本、南投交流的推手，在日本
打響南投觀光首都的名稱。
與會各僑團會長準備日本伴手禮
贈送南投參訪團，陳副縣長也準備
南投名產回禮，餐會在留日台灣同
鄉會會長張春美的乾杯儀式後正式
開始，大家互動熱情，縣府團隊也
藉機跟大家宣傳九月的泳渡日月潭
活動及十月的茶博覽會，黃宗敏僑
務諮詢委員現場邀請大家今年再度
組團回訪南投，獲得熱烈響應，相
約一同回台為南投拚觀光。

【東京／採訪報導】台北駐日經
濟文化代表處四月二十七日下午
在東京市谷舉行僑務座談會，僑
務委員、僑務諮詢委員及僑務促
進委員等近八十人出席，郭仲熙
副代表及僑務組人員也列席指導。
這次提出有關台灣旅行法、東京
奧運台灣正名、台商參與南向政
策、促進在日青年參與僑界等議
題。各僑會連署「籲請支持台灣
參與世界衛生組織」，雖然今年
台灣未受邀，日本僑界呼籲，再
接再厲，台灣不能在世界防疫工
作中缺席。
這次僑務座談會由僑務委員黃
宗民擔任主席，議題經過在場僑
領踴躍發言、討論，黃宗民委員
表示，議案會請僑委會轉交政府，
研議執行辦法。當晚謝長廷代表
出席懇親會，感謝在座各位僑界
先進支持代表處、支持政府。謝
代表說他上任至今，終於跑完日
本四十七個都道府縣，致力促進
日本地方跟台灣的交流，今年日
台交流高峰會也會在高雄舉行，

屆時日本各地日台友好議員團體
都會來台，是外交上重大成果。
台日雖然沒有外交關係，但在
代表處及各地僑團努力下，民間
交流順暢，不過日本因國會選舉，
參眾議員更迭過快，致使國會外
交無法快速進展，謝代表在跑遍
日本各地後認為，地方政府的首
長跟議員連選連任，政治壽命長，
對台友好關係持續，僑務委員林
裕玲也表示，美國地區僑界已經
培養新生代參與選舉，將華僑的
影響力推向政界，日本也可以效
法，培養有意參與政治的第二代，
為台灣在日本政壇發聲。

【東京／綜合報導】日本中華聯合
總會第三十七届回國致敬團由會長
新垣旬子會長擔任團長，横濱華僑
總會洪益芬會長及京都華僑總會魏
禧之會長任副團長，詹德薫、毛友
次兩位聯合總會名譽會長、石佳子
顧問與秋田、福島、東京、横浜、
埼玉、茨城、静岡、大阪、京都、
四国、沖縄等地僑領、青年部代表
一行２７名僑胞在四月四月二十三
日到二十六日回國參訪。

第一天、訪問僑務委員會、向
僑務委員長呉新興報告日本中華
聯合總會及在日華僑的現状、第
二天、拜訪總統府、立法院、行
政院、外交部，對政府提出建言。
在外交部主辦的歡迎晩會中，前
駐日代表馮寄台也出席，與日本中
華聯合總會的僑領們相談甚歡，懷
念過去在日與僑界的溫馨情誼。
另外，致敬團也前往花蓮慰問
震災，跟花蓮縣縣長傅崐萁與縣
政府針對震災復興過程、震災
後的重建等進行意見交換、加
深親睦關係。

謝長廷代表說明跑遍日本心得

日本中華聯合總會
第三十七屆回國致敬團

日台民謠交流音樂會
展現台灣客家山線的浪漫
【東京／採訪報導】台灣國際文
化協會於四月二十七日晚間在新
宿區立角筈大廳舉辦「２０１８
日台民謠交流音樂會」，由日本
的混聲合唱團Ａｒｍａｄｉｌｌ
ｏ、台灣秀朗愛樂合唱團及台灣
聲樂家姜宜君共同演出，出席貴
賓有前國策顧問邱垂亮、在日台
灣婦女會會長武田佳蓉子、旅日
聲樂家張瑞銘，另外還有許多僑
胞及日本民眾前往欣賞在日難得
一見的客家民謠。
在音樂會開始前，亦身為客家
人的前國策顧問邱垂亮以《客家
與台灣民主發展》為主題做演講，
支持台灣的民主發展，並會繼續
努力爭取台灣的國際地位。
台灣國際文化協會執行長盧孝
治致詞表示，盼藉由此次交流音
樂會宣揚台灣的軟實力一方面增
加國際的能見度，讓日本民眾了

解台灣客家
文化內涵，
同時也能讓
在日本離家
多年的客家
鄉親回味家
鄉歌謠，這
次以「台灣客家山線的浪漫」為
主題來推動台三線觀光，台三線
途經多個客家聚落，與多樣化的
景觀生態相互輝映，是交集了歷
史風情、人文色彩、民俗工藝的
客庄浪漫大道。
音樂會開始時首先由Ａｒｍａ
ｄｉｌｌｏ合唱團演唱，除了合
唱知名日本民謠《ＳＡＫＵＲＡ》
外，另外還特別以中日文混唱《茉
莉花》及《望春風》兩首台灣民
謠。值得一提的是Ａｒｍａｄｉ
ｌｌｏ合唱團配合節奏演出日本
舞蹈別於一般的合唱表演。演出

第三十七屆回國致敬團

最後兩團大合唱日文歌曲《故鄉》

特別安排岩手縣民謠，對台灣當
時鼎力相助３１１東日本大震災
表示感謝之意，由此表現出台日
之間的情誼。
台灣聲樂家姜宜君特別以日文
及客家語演唱《淚光閃閃》，帶
來精彩絕倫的演出，贏得滿場喝
采。台灣秀朗愛樂合唱團在合唱
客家民謠時不單只是演唱，團員
們還配合節奏舞動，演出活潑生
動。最後的日台大合唱，兩團共
同合唱日文歌曲《故鄉》，以溫
暖的歌聲感動人心。

左起 吳新興僑務委員長與新垣旬子會長

新垣旬子會長表示這次將聯合
總會跟日本各華僑總會在日進行
台日交流活動及對台灣的想法傳
達給總統府及各政府機關，同時
經過這次旅程，加強日本各僑會
跟總會的連結，是非常有意義，
成果豐碩的一次訪問。
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「台日近代雕塑展－朝倉文夫ｘ蒲添生」文化中心開展

討論蓮舫雙重國籍問題

王貞治為蒲浩明簽名留念

體操系列
ｂｙ蒲添生

王貞治塑像
ｂｙ蒲添生

與會蒲氏家族朝倉家族及代表處文化中心長官合影

嘉義農林學校甲子園準優勝盾
ｂｙ朝倉文夫

伊藤紫虹
將赴台舉辦個展

二重國籍 與 日 本 研 討 會
討論日本單 一 國 籍 法 律 認 定

【東京／採訪報導】由國籍問題研究會主
辦的「二重國籍與日本」研討會，四月
二十八日下午在東京日本記者俱樂部九樓
召開，雖是日本黃金周連續假期，現場還
是有七十多名民眾報名聽講。首先就「檢
證蓮舫的二重國籍問題」，由資深媒體人
野嶋剛由他在台日採訪多年，觀察到的角
度跟現場聽眾分享。
野嶋剛長期往來台日兩地，關注政治動
向，他認為蓮舫當時因雙重國籍問題，遭
到媒體圍剿，雖提出國籍喪失許可證書，
但因為台日無邦交，證書未被
戶政機構受理。這其實是日本
在國籍法條上的漏洞，但媒體
並未訂正報導，加上某些有意
識形態的政論者在網路上發表
評論，帶風向，致使新聞的真
相，無法讓大眾了解。
另一位講者台僑第二代葉翔
太，目前就讀大阪大學研究所

場的作品，包括特別商借來朝倉
老師的牛、兔、貓，對照蒲添生
的相同題材，朝倉老師女兒朝
倉響子的現代女性
雕塑，其他包括蒲
添生的體操、棒球相關題材，旅
日棒球名人王貞治特別在展前來
到會場，觀賞作品，並留下簽名
致意。
除此之外，包括蒲浩明、蒲
怡君的作品，可以看出蒲家三代
作品的演化，對台灣現代雕塑的
進展，有更深入了解。

▼

▼

林學校甲子園準優勝盾牌，是台日
雕塑家透過棒球開始的超時空物
語，之後蒲添生留學日本，是朝
倉文夫唯一的台灣弟子，１９４１
年回台灣後，將西洋化的日本寫
實主義雕刻導入台灣，並為名人
塑造銅像，留下歷史紀錄。蒲添
生在１９５８年應朝倉老師邀請，
回到日本，在老師的指導完成作
品「春之光」，入選日展，奠定
在台日雕塑界的地位。
蒲添生的三男，蒲添生雕塑紀
念館館長蒲浩志，在現場解說展

▼

下午開幕典禮包括台北駐日經濟
文化代表處郭仲熙副代表、文化
中心主任朱文清、蒲添生的家族
及朝倉文夫的家族與愛好台日藝
術的友人等近四十名來賓出席，
蒲添生的長男蒲浩明也是雕塑家，
蒲浩明說蒲家師承朝倉文夫，幾
代以來保持良好情誼，這一次來
東京開展，對台日文化交流與傳
承均有重大意義。
郭仲熙副代表在致詞時表
示，朝倉跟蒲家的交流在台
日藝術文化的交流史中非
常有代表性，蒲添生出身
嘉義，這次展品中還有許多
是跟嘉義ＫＡＮＯ棒球有關的
文物，希望來看展的來賓除
了雕塑外，更了解台灣棒球
的發祥地嘉義，在春日的午
後，慢慢觀賞品嚐台日文化
的表現。
展覽會現場所展示朝倉文
夫創作的１９３１年嘉義農

▼

【東京／採訪報導】台北駐日經
濟文化代表處台灣文化中心於五
月十二日到六月十二日在虎之門
舉辦「台日近代雕塑展－朝倉文
夫Ｘ蒲
蒲浩志介紹
添生」，
「春之光」
十二日

博士學程，因為蓮舫問題開始思考自己台
日混血在日本跟台灣的處境，並開始研究
台灣跟日本有關國籍及戶籍的法律。他表
示台日兩國是採用父母兩系血統主義的國
籍法，所以台日混血，有些人沒有在台灣
設籍，只繼承形式上的中華民國國籍而已。
因為台灣跟日本沒有建交、日台混血嚴
密來說是不能稱為「二重国籍」，葉翔太
希望澄清這種灰色跟曖昧的部分，讓日本
人了解台日混血困境。
在場也有觀眾提出日本國籍法不承認雙
重國籍〈日本憲法沒有條文禁止雙國籍〉，
日本人也對這種問題不了解，野嶋剛認為
蓮舫事件後，放棄日本國籍人數增加，主
因是當局未對法律解釋清楚，葉翔太說就
像一般人認為日本國民一定要說日本話一
樣，對於多元族群並不了解，所以希望將
自己感受跟觀察到的處境傳遞給更多人，
讓日本主動思考所謂的單一國籍跟雙重國
籍問題。

【大阪／綜合報導】日本畫家伊藤
紫虹，８３歲，是《南張北溥》張
大千及溥心畲的唯一日本女弟子，
曾在台灣師範大學留學２年，在民
進黨眾議員前原誠司及輝生醫院理
事長大田一博〈王輝生〉的牽線
下，駐日代表謝長廷及文化中心主
任朱文清及遠台灣的黃崑虎先生所
領導的台灣之友會全力協助，伊藤紫虹將在
國父紀念館開展，台南文化中心也希望在國
父紀念館展後，能移至台南開展。
在謝代表的安排之下，伊藤畫家跟大田
醫生四月三十日抵台拜訪國父紀念館，林

前原誠司（左）與伊藤紫虹聯名揮毫期許台日友好

國章館長承諾會盡量協助畫展的相關事宜。
五月一日，大田醫生與伊藤畫家南下台南
拜訪總統府國策顧問台灣之友會會長黃崑
虎的《黃家古厝》，對黃會長的協助表達
謝之意，下午則由台南市許淑芬新聞處長
安排下，參觀了台南文化中心，並設
晚宴款待大田醫生及伊藤畫家。

（右１）大田（右２）伊藤拜訪台南黃崑虎伉儷

世界歷史城市聯盟的本部在京都，
由於台南市是聯盟成員，因此在宴中
許處長也特別拜託大田醫生及伊藤畫
家返日後，去向京都市長表達台南市
有意爭取主辦２０２０年世界歷史城
市會議，希望他們兩位夠發揮力量全
力促成。

沖繩瀨長島台灣夜市美食人氣爆棚
研討會主講者

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。

【沖繩／綜合報導】台灣原汁原
味的傳統夜市於日本黃金週期間
（四月二十八日至五月六日）首
次進軍沖繩瀨長島，活動期間每
天湧入大批人潮，甚至造成交通
大阻塞，超人氣的牛肉麵、刈包、
蘿蔔糕及魯肉飯等攤位前面隊伍
大排長龍，主辦單位表示，考慮
今後定期舉辦，藉以拉近台灣與
沖繩距離。
此次活動是由經營琉球溫泉瀨
駐那霸辦事處蘇啟誠處長（右２）在瀨長島台灣夜市
長島飯店的ＷＢＦ Ｒｅｓｏｒ
與豐見城市宜保晴毅市長（左２）及台灣小吃業者合影
ｔ沖繩與友台人士大灣文子共同策劃主辦， 使用道具、食材全部來自台灣，但因部分食
會場設在緊臨那霸機場的瀨長島。營業時 材通關不及，如牛肉麵的麵是採用沖繩麵應
間從傍晚５點至晚間１１點，沖繩縣民為 急。雖然台灣夜市首次舉辦，但甚獲縣民青
享用台灣美食不遠車程而來，會場人氣爆 睞，瀨長島所處的豐見城市宜保晴毅市長、
滿，大家排隊購買，甚至有部分美食早早 駐那霸辦事處蘇啟誠處長於活動首夜均前往
會場享用台灣美食，希望日後多舉辦類似活
售罄。
會場設有來自台北、花蓮２０個攤位， 動，讓更多人享受道地台灣口味。
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東京ＳＴＡＲ銀行亞洲事業 中 華 民 國 留 日 台 灣 同 鄉 會
研討會為台日企業創造商機 菲律賓台灣同鄉會締結姊妹會

講師 鍾維永 河村憲子解析台日企東南亞進出狀況

黃毅介紹台灣中信集團

【東京／採訪報導】由東京ＳＴＡＲ銀行
主辦的亞洲事業研討會，五月十四日下午
在東京赤坂舉行，此次是針對日本中小企
業進軍海外，如何與台灣企業提攜合作等
議題，請到台灣三三青年會顧問鍾維永，
三菱總合研究所主任研究員河村憲子，及
台灣中國信託商業銀行副ＣＥＯ黃毅，進
行專題演講，包括日本企業、在日台商等
共三百多人報名聽講，台北駐日經濟文化
代表處郭仲熙副代表及東京ＳＴＡＲ銀行
取締役會長江丙坤也特別來到會場向參加
者致意。
由於大陸國務院總理李克強在五月九日
訪日四天，相信對於日台關係會有一些影
響，江丙坤強調他每年與三三會走訪日本
各地方縣市，致力日本企業與台灣企業互
動關係建立，由民間開始著手，促進雙方
經貿合作交流。郭仲熙副代表以日本諺語
舉例，經營事業需要「親」跟「金」，海
外進出需要人脈與財力，正是台日企業可
以互相支援幫助的部分。
第一部分主講人鍾維永以台日的歷史關
係及企業的經營特徵開始進行解析，同時
說明蔡英文總統以創造內
需，新產業育成及新南向政
策為主軸，日本企業可以介
入的商機。他認為日本的經
營管理及技術，品牌結合台
灣企業變通能力，遍布東南
亞的華僑人脈，是進軍海外
的利基。
河村憲子則說明，日本進
軍東南亞以大手企業及服務
業居多，台灣則是製造業，
這當中，中小企業的合作還

有很大空間，不過目前日本對台灣企業的
資訊太少，所以必須創造台日企業合作範
例，作為有意海外進出日企的重要參考。
作為東京ＳＴＡＲ銀行１００％控股的
母公司中國信託，在中華圈及亞洲，美洲
的經營績效，２００８年以來成功幫助一
家日企在台股票上市及一家日企在越南與
台企合作，黃毅表示希望客戶信任中信集
團的實力，作為進軍海外的夥伴。
研討會後進行懇親會，東京ＳＴＡＲ銀
行取締役會長江丙坤表示，他延續辜振甫
先生長期耕耘兩岸互動的工作，辜家旗下
中信集團的東京ＳＴＡＲ銀行，發揮台資
企業的靈活特性，替日、台商穿針引線，
特來會場致意的中華聯合總會榮譽會長詹
德薰說自己也是東京ＳＴＡＲ銀行的用戶，
當天參與研討會的許多台商都是日商將來
可以合作的對象。懇親會在東京ＳＴＡＲ
銀行代表取締役佐藤誠治乾杯儀式後正式
展開，在場日商跟銀行ＳＴＡＦＦ及在日
台商互換資訊，尋求合作對象，許多人也
跟江丙坤請益西進跟南向的經驗，為將來
進出海外做好準備。

郭仲熙副代表致詞

詹德薰名譽會長特來參加懇親會

【台北／綜合報導】中華
民國留日台灣同鄉會與菲
律賓台灣同鄉會五月十七
日在台灣僑務委員會舉行
締結姊妹會儀式；在委員
長吳新興的見證下，雙方
用印後，完成締結儀式。
吳新興對海外僑界突破
國界，展現團結力表示感
佩。
中華留日台灣同鄉會與
菲律賓台灣同鄉會在上一
任會長期間，就商討締結
姊妹會事宜，在今年三月二十六日，兩會
一同於泰國參加亞洲華人會議，雙方敲定
締結姊妹會，並聯合組團在五月十六日、
十七日返國參訪立法院、僑委會等政府單
位。十七日下午在吳新興委員長的見證下，
簽署姐妹會證書，完成締結儀式。
這次菲律賓吳國楨會長帶領九位當地僑
領，日本張春美會長帶領八位日本僑領回

吳新興見證兩僑會締結姊妹會

國參訪，不只了解國內政經發展現況，也
加深兩會互動情誼。張春美會長表示菲律
賓台灣同鄉會將組團來日本東京交流，留
日台灣同鄉會也預定前往菲律賓交流參
訪，這是留日臺灣同鄉會成立七十四年來，
首度與海外僑社締結姊妹會，未來希望擴
大日菲兩地僑界交流，為更多僑胞服務。

日菲台灣同鄉會聯合回國參訪

日本法律停 ‧ 看 ‧ 聽

參訪團立法院議場內合影

《本專欄內容由黑澤事務所提供》

不動產欺詐事件

參加者與江丙坤換名片

所謂不動產欺詐，是在土地所有者不
知情的情況下，以偽造權狀和印鑑證明
或擅自改換印鑑章等手段，什麼人或虛
構的法人，冒充謄本上的所有者，將別
人的土地賣掉或抵押，從買主和金融業
者騙取金錢的犯罪行為。
像這樣利用不動產的專業騙子（欺詐
集團）也被稱為「土地販子」。
與土地販子做交易即使得到土地和建
築物的所有權移動登記和抵押權設定登
記，法律上買主和抵押權者不會受到保
護，金錢也會被騙取。
在日本的法制上，真正的所有者在不
知情下，用偽造文件和不正手段拿到的
文件買賣不動產，不動產契約本身就無
效，所以登記也是無效的，真正的所有
者如提起訴訟所有權移動登記也會被抹
消。
最近，這樣的不動產欺詐事件頻繁地
發生，取得不動產時需要小心謹慎。

˙ 交易時應該注意的情況：
具體例如以下交易多有欺詐發生，如
有類似情況則需要加倍小心留意。
１. 市中心的空地。
２. 有一定的面積大小的土地。
３. 没有抵押權和被扣押的物件。
４. 所有者是高齡者。
５. 所有者住所和土地的地址沒有在一
起，住在遠方。
６. 是賣主的代理人運作的物件。
７. 急著賣。
８. 價格便宜等條件太好。
特別是著急取得事業用地的話很容易
被土地販子瞄準，再加上因為時間緊迫
而疏忽確認現地，因此即使交易，也要
不急不燥慢慢仔細確認。
如有任何可疑，請與可以信賴的仲介
公司或司法書士商量探討必要對策。
如有具體事例，歡迎與我事務所相談。
（本文作者：吉田浩之 黑澤事務所所長）
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「 台 灣 · 美 」前 輩 新 秀
「台 日 關 係 的 現 狀 跟 展 望」 藝 術 家 盡 現 台 灣 風 土
謝長廷明治大學演講

場調查，超過九成聽眾都到過台灣。謝代表
說雖然台灣是日本遊客出國首選，但他在地
方交流時，發現許多人甚至不知道台灣在哪
裡，他打趣的說，台日旅遊逆差也許是日本
辦護照太貴所致，他曾跟地方政府建議補助
民眾辦護照費用。
謝長廷從自身的留日經驗談到駐日來努力
促進日本地方跟台灣的交流，友好都市跟親
善議員團體都大幅增加，但是他希望雙方的
交流能提升到國家安全的層級，他舉例，台
日遊客互訪每年超過六百萬人次，這些人的
人身安全需要正式法條保障。關心台日關係
不只是停留在想法，應該把它落實在現實的
交流互訪之中。他鼓勵大家將自己的意見說
出來，為台灣發聲。
在經過一個多小時的演講與
交流後，謝長廷代表前往拜會
明治大學校長土屋惠一郎，兩
人都是學法律出身，有許多共
同話題，土屋校長也就目前正
熱的台大校長遴選，及台灣留
日學生減少問題跟謝代表交換
意見，希望未來明治大學跟台
謝代表回答聽眾提問 灣的交流能更進一步。

【東京／採訪報導】台北駐日經濟文化中
心代表謝長廷，五月二十八日上午受邀在
明治大學以「台日關係的現狀跟展望」為
題發表演講，說明駐日兩年來觀察到的現
狀，以「善的循環」為台日在天災時互助
合作為註解。現場聽眾提問要如何促進台
日關係及對台灣正式名稱的看法。謝長廷
表示以國際現狀來說，台灣無法修憲更改
國名，對他個人來說，「中華台北」是最
不喜歡的稱呼。
由明治大學教授鈴木利夫及華僑佐谷靜玲
策畫的明治大學公開講座，介紹台灣文化、
政經，受到聽眾觀迎。此次邀請謝長廷代表
演講，吸引兩百多人到場聽講，他臨時在現

左起

佐谷靜玲

【東京／採訪報導】台北駐日經濟
文化代表處舉辦「台灣 ‧ 美，台灣
近代畫家跟新世代藝術家聯展」，
五月二十日在官邸開幕，包括前輩
畫家郭柏川，李梅樹，顏水龍，李
石樵及新秀藝術家林書楷，許聖泓，
孫培懋等三位，以台灣人文風土為
主題的作品，將在代表處官邸展示
一年，讓更多日本友人了解台灣藝
術發展，彰顯台灣文創實力。
謝長廷代表在開幕致詞時表示，政
府對外館處藝術化，空間活化，又能推展台
灣文化。感謝國家文化藝術基金會董事長林
曼麗的精心策畫，前輩畫家家屬出借作品，
遠道前來日本參展。林曼麗說這次展覽前輩
畫家跟新秀藝術家年齡最多差近九十歲，跨
越時空在台北駐日經濟文化代表處相會，透
過光線跟空間的營造，將駐外館處轉換成藝
廊，在作品中感受到台灣藝術的轉變。
前國策顧問金美齡在開幕式以台語致詞，
表示顏水龍是她的姑丈，小時候借住姑丈
家，太頑皮，不肯當模特兒，否則現在就是
擁有畫作的有錢人，引起大家莞爾一笑。開
幕典禮上，郭柏川，李梅樹，顏水龍等前輩

開幕典禮 來賓合影

畫家的親友特別從台灣前來，另外包括日本
台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本眾議員
木原稔及參議員石井章等日本友人及關東僑
領們也來看展，大家專心聽著林曼麗董事長
的導覽，了解畫作及畫作背後的有趣故事。
除了前輩畫家精湛的畫技外，三位新秀藝
術家，以多元素材及獨特配色展現年輕人眼
中的台灣風味，還有復刻日治時代的明信
片，謝長廷代表也對畫作上的老高雄風景趣
味津津。
年底選舉，台北市長各黨人選均已確定，
謝長廷表示希望大家團結努力，選民會選擇
出優秀人才。

中華民國留日神戶華僑總會會員大會曁親睦會
【神戶／綜合報導】中華民國留日
神戶華僑總會在五月二十七日於北
野會館舉辦會員大會暨親睦會，共
有會員及眷屬約８０餘位出席。會
長陸超致詞時表示，該會使用的北
野會館是戰後由華僑前輩所共同集
資陸續購置的不動產，經阪神大地
震損害，當時的林緒堂會長向銀行

借貸１億３千萬日圓修復，備嚐艱
辛。目前神戶僑界有出售會館的意
見，但陸會長堅決反對，請會員們
瞭解、支持；神戶華僑總會創立已
７２年，會員高齡化非常明顯，陸
會長也呼籲年輕子弟踴躍加入僑
會，讓僑界永續發展。
駐大阪辦事處黃水益組長籲請在

座僑胞們，面對中國在外交上全面
性打壓、軍事上持續威嚇，請大家
堅持信念，繼續擁護我國作為主權
獨立國家之事實，支持政府；他並
呼應陸會長，請在座僑胞們鼓勵子
弟踴躍參加僑會活動。
會員大會後繼續舉辦料理、氣
功、台灣話及篆刻等活動，出席

僑胞踴躍
參 加， 最
後進行抽
獎， 會 員
度過一個
和樂融融
的下午。
神戶華僑總會會員合影
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黃金周宗教交流海濤法師 千 葉 大 道 院 純 陽 宮 法 會
千葉純陽宮參拜東京媽祖廟 台 日 信 徒 華 僑 消 災 祈 福

海濤法師（中）參拜東京媽祖廟

【東京／採訪報導】四月底五月初的黃金
周假期，關東僑界也有許多宗教活動，首
先台灣海濤法師來東京說法，在四月三十
日上午帶領台灣信眾六十人團隊，參拜東
京媽祖廟，並為媽祖廟信徒開示。另外東
京媽祖廟依媽祖聖示，提前在五月五日舉
行天上聖母壽誕慶祝儀式，中華玄門總會
的玄門法師帶領誦經團及千葉純陽宮師兄
師姐前來媽祖廟，為媽祖祝壽，同時對在
日僑胞藉由宗教洗滌身心。
海濤法師團隊在跟東京媽祖廟信徒一起
完成團拜儀式之後，特別在觀音殿，由有
靈感的湛信法師向各位信眾傳達媽祖跟觀
音的開示，媽祖希望推廣信仰，解救更多
眾生；觀音菩薩則是向信眾傳達不要有功

利跟分別心，用謙卑的心利益眾生。海濤
法師則說要先無私的為眾生祈求，才會得
到神明的庇護。
在五月五日上午，包括僑務諮詢委員黃
宗敏、東京台商會、世華日本分會等僑領
及媽祖廟信徒，千葉純陽宮團隊等近五、
六十人參加祝壽典禮，媽祖廟並安排古箏
琵琶演奏，敬獻媽祖。玄門法師也帶領信
徒們頌念天上聖母經，在悠揚的經文聲中，
感受媽祖的聖恩慈悲。
東京媽祖廟董事長詹德薰感謝信徒及千
葉純陽宮團隊一起來為媽祖祝壽，東京媽
祖廟代表連昭惠表示媽祖聖示要為新宿地
區眾生在農曆七月舉行超渡，屆時會由台
灣請來法師主持三天的法會，另外淡水行
天武聖宮玄微師也會在農曆七
月來到東京媽祖廟，媽祖指示
要帶東京媽祖廟弟子回湄洲祖
廟進香，這一連串的活動都是
為帶領信徒堅定信仰，提升修
持，希望大家跟隨媽祖帶領消
業障、積福德。
當天下午媽祖廟進行信徒皈
依儀式，共有三十名信徒依序
頌念疏文、燒金，稟告媽祖皈
依，未來將依媽祖帶領進行修
純陽宮團隊與媽祖廟信徒合照 行功課，解煩惱、增智慧。

【千葉／採訪報導】宗教法人
日本大道院純陽宮於五月四日
到五月六日三天間在千葉香取
純陽宮，舉行恭祝南宮孚佑帝
君、天上聖母聖誕暨東日本大
震災慰靈祭，台灣祈安賜福大
法會。台灣的中華玄門總會率
領信徒志工一百多人來到日
本，協助法會進行。四日第一
天上午九點開始進行接神祝壽
儀式，包括東京、千葉等地華
僑及日本信徒及其他國旅日的
信徒近兩百名到場，大家跟著玄門法師繞
行庭院，一邊唱聖號，一邊接受灑淨儀式，
場面莊嚴。
倡導五教歸一的中華玄門總會，信奉無極
混元三聖大天尊，開放所有宗教信徒都可成
為玄門弟子，在台灣中部及大陸、日本都建
設有宮廟道場，所有行事是依照仙佛扶鸞指
示，宮廟主事者也是仙佛指名，農曆的每月
初一、十五日，純陽宮會舉行團拜，並有扶
鸞問事，讓許多台灣僑胞能有傳統宗教的精
神依歸，供養超渡法會可讓離鄉背井的僑胞
祭拜祖先。道場雖在千葉香取郡，仍有許多
信徒遠道而來，在隆重的法會儀式中，為自
己及家人求平安、順利。

灌佛七星科儀

台 北 地 下 街 與 沖 繩 縣 北 谷 町 ＤＥＰＯＴ
商圈簽署交流協定

駐那霸辦事處蘇啟誠處長（右３）與日本中華聯合總會新垣旬子會長（右１）
內閣府沖繩總合事務局經濟產業部寺家克昌部長（左２）沖繩縣廳商工勞動部伊集
直哉統括監（左１）北谷町神山正勝副町長（右２）應邀觀禮見證交流協定簽署

【沖繩／綜合報導】台北地下街
與沖繩縣北谷町ＤＥＰＯＴ Ｉ
ＳＬＡＮＤ商圈在日本中華聯合
總會新垣旬子會長引介下，經過
二年互訪交流後，於五月二十二
日下午在ＶＥＳＳＥＬ ＨＯＴ
ＥＬ簽署交流協定。內閣府沖繩
總合事務局經濟產業部寺家克昌
部長、沖繩縣廳商工勞動部伊集
直哉統括監、北谷町神山正勝副
町長、日本中華聯合總會新垣旬
子會長及駐那霸辦事處蘇啟誠處
長等人應邀觀禮見證。
台北地下街由行政服務中心黃玉

ＩＳＬＡＮＤ

珠理事主席與ＤＥＰＯＴ ＩＳＬ 的美國村遠近馳名，每年吸引觀光
ＡＮＤ商圈奧原悟會長代表簽署交 客超過４００萬人，其中外國人尤
流協定。奧原會長表示，雙方經由 以台灣人為最多。盼藉簽署交流協
二年的交流，在確認合作意願後， 定，共創互利互惠雙贏商機。
完成交流協定簽署，今後
將藉由相互宣傳，促進彼
此繁榮。黃理事主席致詞
表示，台北地下街緊臨每
天５０萬人進出的台北車
站，周邊有台鐵、台灣高
鐵及捷運，充滿無限商
機，今後將提供北谷町在
台北地下街行政服務中心黃玉珠理事主席（右）
台宣傳據點促銷觀光。蘇
與ＤＥＰＯＴ ＩＳＬＡＮＤ商圈奧原悟會長代表
處長應邀致詞說，北谷町
簽署交流協定

無量壽佛♪歓迎参加祭改 ( 免費 )
毎月農暦初一、十五日収驚、消災、解厄。

本宮為服務廣大信衆、有需要之信衆、請準備有領、有袖子淡色上衣、黒色的不可。
由本人親自帯回純陽宮恭請神仙佛聖賢菩薩作主化解。
(一家族的上衣可以一人代表帯回)

如果無法親自来本宮就不収件。

本宮備有接送車輛、有需要者、請在前一天事先連絡。

宗教法人 日本大道院純陽宮

繞場灑淨儀式

包括僑務諮詢委員黃宗敏、東京媽祖廟
董事長詹德薰、世華日本分會會長林裕玲、
台湾新聞社社主錢妙玲等多位僑領在純陽
宮人員的帶領下獻花、獻果，並啟建金真
禮斗跟灌佛七星。由於時近母親節，純陽
宮義工演出短劇，誦讀母親節感謝信，為
在場信徒提前慶祝母親節。
台灣義工帶來許多台式素料，信徒在庭
院中享用台式素食料理，為下午的祖先超
渡法會做準備。除了五月之外，純陽宮在
一月也會舉行新年大法會，為信徒拜斗、
點燈，消災解厄；不只華僑，千葉香取在
地的首長、民代等都會固定參加，在宗教
之外，也為台日民間交流貢獻。

〒289-0216千葉県香取郡神崎町植房950-1
TEL：0478-72-1068或1899 FAX：0478-72-1089
董事長 玄駿
興建会長 玄胡明信
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◀參加料理交流會全 員合 照

來自台灣的藝術家蘇佳星的作品
●
「Ｌｏｓｔ ｉｎ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」

六本木

ＡＲＴ 2018
ＮＩＧＨＴ

埼玉日台料理交流會
學習芋粿巧刈包做法

開 幕 表 演 之 一 的 「Ｔｏｗｅｒ」
●

員共同操作高達五公尺的發光
巨人，讓現場變的十分夢幻。
來自台灣的藝術家蘇佳星，創
作「ＬＯＳＴ ＩＮ ＭＥＭ
ＯＲＩＥＳ」點綴了六本木路
口的高架橋，讓城市變得更加
繽紛多彩。
「六本木 ＡＲＴ ＮＩＧＨ
Ｔ」，以推廣在日常也能享受藝
術為目標，今年台灣文化部也參
與贊助，在兩天一夜的展期中，
民眾可免費體驗各種現代雕塑、

設計、音樂、影像、表演等多
樣化的藝術作品。自二〇〇九
年開始舉辦至今已經進入第九
回，成為藝術祭典的先驅，是
東京造街的模範，每年都能在
展期中感受不夜城六本木的藝
術光彩。

● 參與本次計畫
的藝術家們齊
聚一堂

揉麵、擀麵，讓進度不致落後。
此時，蒸好的芋粿巧也出籠，大

北區區役所舉行日台料理交流
會，由活動部長石井許子教導大
家芋粿巧跟刈包這兩項台灣小吃
的傳統做法，另外還準備了東方
美人、炭焙烏龍等六種台灣茶讓
大家品嚐，紀秋美會長表示，這
一次活動有三十一人參加，其中
十五名是日本友人，大家都是對
台灣料理、台灣文化有興趣，透
過實作，更了解台灣美食，促進
埼玉地區台灣僑胞跟日本友人的
交流互動。
這一次料理交流會，總會工作
人員準備了台灣的在來米粉、糯
米粉、油蔥酥、胡椒鹽等原料，
芋頭也是特別準備跟台灣一樣的
大芋頭，除了食譜之外，石井組
長也到各組示範正確的食材調配
方法，雖然還是有發生像把做刈
包的麵粉跟做芋粿巧的米粉混在
一起的小烏龍，最終各組還是有
模有樣地完成了芋粿巧的形狀，
放進蒸籠。
接下來利用時間製作刈包的麵
皮，調和發酵粉跟揉麵都有訣
竅，對不常做麵食的日本組員還
是有難度，幾位會做饅頭、包子
的台灣太太，主動到各組幫忙

家趁熱試吃，雖然有的稍硬，但
味道跟香味都是台灣正宗，了解
做法之後，稍微調整，自家也能
做出好吃的芋粿巧。
因為刈包的需要的控肉，料理
有難度，石井組長特別在家裡先
滷好，再帶來現場加熱，學員只
要照步驟切碎酸菜加糖拌炒，等
麵皮蒸好就可以盛裝完成刈包製
作。大家邊做邊吃，好不熱鬧。
因為準備的分量很多，現場品嚐
之外，還能帶回給家人享用。製
作過程中，也穿插問答遊戲，紀
秋美會長提供自家的美容產品做
為獎品，增加活動樂趣。
最後是教大家台灣茶的喝法，
用台灣傳統茶具、去澀、溫杯、
聞香等過程，再說明不同名稱台
灣茶發酵、香味也不同，讓日本
人知道除了阿里山烏龍之外，台
灣還有很多創新的茶製法，獲得
新知識。
接下來在北海道跟上野都會舉
辦台灣祭，這些美食在台灣祭都
能吃到，埼玉台灣總會希望藉此
機會讓更多人知道台灣人在日本
努力推動台日交流，向更多日本
友人宣傳台灣。

製▲作成 果

【東京／採訪報導】「六本木
ＡＲＴ ＮＩＧＨＴ」於五月
二十六日晚間在東京六本木Ｈ
ＩＬＬＳ揭開序幕，除了日本
現代藝術界中的龍頭金氏徹平、
鬼頭健吾、宇治野宗輝之外，
還有眾多來自日本及海外的藝
術家們的作品，展示在六本木
街區。東京都知事小池百合子
以及港區區長武井雅昭都出席
了開幕典禮。主辦人「森美術
館」館長的南條史生致詞表示，
希望迎接２０２０年東京奧運
來臨之時，能加強推廣文化及
藝術，讓「六本木 ＡＲＴ
ＮＩＧＨＴ」活動越來越蓬勃
發展。
今年「六本木ＡＲＴ ＮＩ
ＧＨＴ」以「都市的藝術之夢」
為主題，開幕儀式上演金氏徹
平的「ＴＯＷＥＲ」，是結合
舞蹈與音樂的複合藝術作品。
歐洲團隊的作品「ＤＵＮＤＵ～
光之巨人～」，由多位工作人

」

～

開幕表演之一的
●
「ＤＵＮＤＵ
光之巨人

小野洋子的作品「夢」
●

～

【埼玉／採訪報導】埼玉台灣總
會五月二十六日上午在埼玉大宮
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