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台湾の２２の県・市の首長らを選ぶ統
一地方選が１１月２４日、投開票された。
人口の約７割を占める６大都市の市長選
で、蔡英文総統（６２）率いる与党民進党
は１９９８年から市長ポストを維持してきた
高雄市、再選を目指した台中市で国民党
に敗北した。民進党の首長数が改選前と
比べて半減する大敗で、蔡氏は「人 の々厳
しい要求を謙虚に受け止め深く反省する」
と述べ１１月２４日夜、党主席を辞任した。
これにより民進党は２０２０年の総統選で
政権を失う可能性も出てきた。

結果は国民党が１５議席を獲得し圧勝。
一方、民進党の首長数は改選前の１３か
ら６に激減し、６大都市も４から２となった。

台湾で１１月２４日に行われた「住民投票」
１０件は２５日未明に開票が終了し、福島な
ど５県産の日本食品の輸入規制継続を求め
る住民投票では、同意約７７９万票で成立
した。原則として今後２年間は解禁措置を取
れなくなり、日台関係に影響を及ぼしそうだ。
不同意は約２２３万票だった。

一方、東京五輪への「台湾」名義での参
加を問う投票は不同意（約５７７万票）が同
意（約４７６万票）を上回り、不成立だった。
国際オリンピック委員会は、投票の結果によっ
ては台湾の参加資格停止の可能性があると
警告していた。

また、蔡英文政権が進める２０２５年まで

の脱原発政策の修正を求める投票は、同
意（約５８９万票）が不同意（約４１４万票）
を上回った。このほか、同性婚に反対の
投票案なども成立し、合わせて７件の住民
投票が可決された。（写真提供：自由時報）

住民投票

の行為に球場全体から大きい拍手喝采と歓
声が巻き起こり、台湾チームのマナーを称賛
していた。

長栄大学が分校設置に
向け準備センター開設

台湾長栄大学（台湾台南市＝楊四海董
事長、李泳龍学長）はこのほど、かねてよ
り計画していた沖縄県宮古島市（下地敏
彦市長）への分校の開校に伴い１１月１９
日、開校準備を具体化させた「準備セン
ター」を発足させた。これにより三年後を
めどに長栄大学宮古島分校が設立される
見通しとなった。

この発足を祝した開所式が宮古島市城

辺庁舎で同日行われ、市
や大学の関係者などおよそ
６０人が参加した。下地市
長は「台湾からクルーズ船
が頻繁に来るなど、宮古島
と台湾は深い関係にあり、
センターの開設は宮古島の
未来に必ず寄与する」と挨
拶すると、楊董事長は「セ
ンターを拠点として大学と
宮古島の交流が一層深まっ
てほしい」と応じた。

なお、センターには長栄大学から２人の職
員を派遣して台湾の学生が宮古島の文化や
歴史を学ぶためのカリキュラムの策定など準
備を進める。

台南市と宮古島市はこれまで、互いの中
高生にホームステイをさせるなどの国際交流
があり、長栄大学は宮古島の文化に通じた
人材を育成し、より交流を深めるための分校
の開校を目指している。

出席貴賓合影

プロ野球台湾代表が１１月７日、福岡の
ヤフオクドームで日本代表「サムライ・ジャパ
ン」と対戦し６対５で勝利した。侍ジャパン
が米大リーグ・オールスターとの連戦を前
に壮行試合として開催したもので、集まった
２８０００人の観客が台湾代表のマナーの拍
手喝采を贈った。

初回から台湾代表がヒットを放つなど試合
は動いた。その後、序盤から試合を優位に
進めていた台湾打線が中盤の五回表の攻撃
で炸裂した。阪神の岩貞投手から藍寅倫（ラ
ミゴ）が３ランホームランを打ち、この回一挙
５点を入れた。さらに八回にも高梨（楽天）
から陳俊秀（ラミゴ）がソロホームランで１点
を加え、九回表まで６対０と日本を圧倒した。

快進撃が始まる前の三回には、台湾プロ

野球の呉志揚コミッショナー（中
華職業棒球大連盟会長）が留学
生など台湾のファンで埋まる応援
席を訪れ、親しく話し込む姿も見
られた。

最終回の裏侍ジャパンも田中
（広島）の二塁打をきっかけに
山田哲（ヤクルト）のタイムリーや
外崎（西武）の２点打などで５点
を奪う粘りを見せ、台湾ファンを
ドキドキさせたが追撃もここまで。

一歩及ばなかった。試合後は日本と台湾の
ファンが互いの健闘をたたえてエールを交換
するなど、両国の友好ぶりを見せていた。

球場を引き揚げる前に台湾の監督、コー
チ、選手全員がマウンド上で円陣を組み、観
客席の全方向に帽子を取って挨拶した。そ

（右）下地敏彦市長からのプレゼントを受け取る李泳龍学長

序盤から試合の主導権を握った台湾

留学生と親しく話し込む呉志揚コミッショナー
５点をもぎ取った猛攻に応援の留学生

とハイタッチする陳忠正福岡総領事

日台のファンが互いの健闘をたたえてエールを交換

侍ジャパンとの 試 合で
台湾代表のマナーに拍手

住民投票で日本食品規制継続成立
東京五輪「台湾」案は否決

台湾蔡総統が地方選大敗で与党主席を
辞任～民進党の首長半減の大敗で引責

国民党が１５議席を獲得し圧勝

▲イキャッチ画像

蔡氏を補佐する陳菊総統府秘書長もフェ
イスブックに「支持者を失望させ、深く謝罪
する」と書き込み、蔡氏に辞意を伝えたとし
た。頼清徳行政院長も辞意を表明したが、
慰留された。

民進党は直轄市で現有する中部・台中
と牙城の南部・高雄で最大野党の中国
国民党に敗れた。国民党は中南部や離
島の県・市を奪還し現有の６から倍増以
上の１５まで躍進した。

地方選は総統任期４年間の中間選挙
の位置付け。蔡氏は１６年５月の総統
就任後、中台関係では「現状維持」を
掲げ、内政では年金制度改革やインフ
ラ整備、脱原発などに取り組んできた。
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える中華民国(台湾)への
お祝い広告を募集してお
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詳細御希望の方はお気軽
にお問い合わせください。
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台湾新聞2019年
謹賀新年元旦号
広告ご出稿のご案内

【お問い合せ・お申し込み先】 

【お申し込み方法】 

E-mail：info@taiwannews.jp

TEL：03-5917-0045
FAX：03-5917-0047
〒171-0021東京都豊島区西池袋4-19-4

FAXまたはメール、郵送で弊
社までお知らせ下さい。

臺灣新聞社

日本語版

●台湾の「お茶」と「音楽」と「書画」のコラボを楽しみました    3面
●京成と桃園メトロの乗車券がセット販売                  3面
●日台の企業協力覚書締結でビジネスに拍車         3面

中国語版

●日本中華聯合總會舉行大會 籌備明年總會改選     4面
●日本工具機展登場 貿協ＶＲ秀台灣廠商技術        5面
●冠京別館開幕 僑界祝賀冠蓋雲集                       8面
●「佛教界史懷哲」 慧禮法師帶非洲孤兒到大阪進行感恩之旅 11面
●海邊的孩子東京公演 原民美聲征服日本歌迷      12面
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2018年台湾統一地方選の結果

基隆市
林右昌

台北市
柯文哲

新竹県
楊文科

桃園市
鄭文燦

新竹市
林智堅

苗栗県
徐耀昌

南投県
林明溱

彰化県
王惠美

台中市
盧秀燕

雲林県
張麗善

嘉義県
翁章梁嘉義市

黃敏惠

澎湖県
賴峰偉

金門県
楊鎮浯

連江県
劉增應

屏東県
潘孟安

高雄市
韓國瑜

台南市
黄偉哲

宜蘭県
林姿妙

花蓮県
徐榛蔚

台東県
饒慶鈴

（写真提供：中央社）

国民党

民進党

無所属

新北市
侯友宜

新竹県 楊文科基隆市 林右昌 新竹市 林智堅

南投県 林明溱苗栗県 徐耀昌 彰化県 王惠美

台東県 饒慶鈴 金門県 楊鎮浯澎湖県 賴峰偉 連江県 劉增應

宜蘭県 林姿妙屏東県 潘孟安 花蓮県 徐榛蔚

嘉義県 翁章梁雲林県 張麗善 嘉義市 黃敏惠

台北市 柯文哲台北市 柯文哲 新北市 侯友宜新北市 侯友宜

桃園市 鄭文燦桃園市 鄭文燦 台中市 盧秀燕台中市 盧秀燕

台南市 黄偉哲台南市 黄偉哲 高雄市 韓國瑜高雄市 韓國瑜

国民党 15人
民進党 6人
無所属 1人
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台湾の「お茶」「音楽」「書画」の
コラ ボ を 満 喫

ＪＩＭＴＯＦ２０１８に台湾企業８２社が出展～
インダストリー４．０に向けた最新スマート機械を展示

日台の企業協力覚書締結で
ビジネスに拍車

台湾の「お茶」と「音楽」と「書画」のコラボ
を楽しむ催しが１０月２８日、福岡市のＮＰＯ
法人国際ブリアーの主催により同福岡事務所
で開催され、参加者は６０人を超えた。福
岡市、福岡市文化芸術振興財団、福岡市
教育委員会が後援した。

参加者らは、書画を前に福岡教育大学美
術部・非常勤講師で、ＮＰＯ法人日中国際
交流センター理事長の姚明氏から禅と書画と

２０１８年日台ソフトウェア企業協力覚書署
名式が１１月８日、東京都港区のＡＮＡイン
ターコンチネンタルホテル東京で開催された。
日本と台湾の情報通信技術セクターの技術
協力のさらなる推進に向けて４件の覚書が締
結された。

この署名式に台湾経済部工業局の陳佩利
主任秘書、世界情報技術サービス連盟理事
を務める中華民国情報サービス産業協会の
邱月香理事長、台北駐日経済文化代表処の
代表者、そして台湾、日本、アジア太平洋

台湾貿易センター（ＴＡＩＴＲＡ）東京事務
所（東京都千代田区麹町＝呉俊澤所長）は
１１月２日、東京ビッグサイトで開催の「ＪＩＭ
ＴＯＦ　２０１８」会場で発表会を開催。今
年の出展概要として「台湾パビリオン」（東４
ホールＥ４００４，西４ホールＷ４０９７）に
出展した３０社を含む「台湾から工作機械・
部品産業を代表する８２の企業が出展した」
と発表した。

現在、台湾は日本、ドイツ等に次ぐ世界第
５位の工作機械輸出国。ＩＩｏＴ（インダスト
リー４．０）に対応する製品など、今年の出展
の目玉として、これからのものづくりを支える
スマートマシンや最先端の技術が多数出展さ
れた。なお「ＪＩＭＴＯＦ　２０１８」は同６日
まで開催された。

同２日には、台湾経済部国際貿易局（ＢＯ
ＦＴ）企画、台湾貿易センター・財団法人中
衛発展センター（ＣＳＤ）共催による記者発表
会も開催され、台湾の工作機械・ツール産
業の好調な現状と展望を発表するとともに、
台湾を代表する工作機械メーカー３社（東台
グループ、高聖精密機電、大光長榮）の各
経営最高幹部によるパネル討論会や、これ
に亞太菁英、永進、友嘉、和和の４社を加
えた７社が、ＶＲ　（仮想現実感）のナビゲー
ションで産業と企業紹介を行う等、台湾の
先進エレクトロニクスとＩＴを融合させた各社
の実績と展開内容を発表した。

台 湾 貿易センター の 葉 明 水 秘 書 長
は「台湾の工作機械輸出額は２０１７年
３３億４７３０万ドルとなり、同年中国を抜
き、ドイツ、日本、イタリアに次ぐ世界でも
トップの工作機械輸出国となり、国内生産
の約８０％が、世界１３８か国に輸出されま
した。また、本年１月から７月までの輸出額
は、２１億２０００万ドルで、前年比３９％と
大幅に伸長しています。日本への台湾製工
作機械・部品の輸出総額も、２０１７年には
１８８億円となり、日本は台湾
の輸出先として部品では世界第
２位、工作機械では第９位の
輸出相手国となっています」と
話し、「一方台湾にとって、日本
は、世界最大の工作機械・部
品輸入相手国で、日本から台
湾へ年間輸入総額は４億ドル
に上ります。日台間の強い絆を
統計面からも裏付けるものであ
り、未来の繁栄が期待されま
す。台湾の工作機械業界の発

お茶の関わりについて、「書と画は一体のもの
であり（書画同源）東洋の美術を理解するた
めにはこの両方を知る必要がある」（姚明氏）
との説明に多くの人が頷き、さらに、「お茶
を飲むことは自らの心を知る事」であると説い
た。

台湾のお茶の作法は日本の茶道とは異な
る。６～７人がテーブルを囲んで椅子席に座
り、茶席の主人（茶人）が急須に入れた茶葉

京成と桃園メトロの
乗車券がセット販売

京成電鉄（本社＝千葉県市川市）はこのほ
ど、台湾メトロ桃園と共同で京成と桃園の乗
車券引換券をセットにした「旅行 ” 台湾⇔東
京 ” 乗車券」を発売した。

発売期間は１１月２３日より２０１９年５月
３１日までで、引換え期間は発売開始日より
２０１９年８月３１日まで実施する。なお、こ
の企画引換券には成田国際空港及び桃園国
際空港にて飲食・物販店で割引サービス等
の特典も付加されている。

京成と桃園メトロは今年５月３１日、双方
が事業発展を図ることを目的に相互連携に
関する合意書を締結している。この企画乗車

券の発売もその一環として実施するもので、
１１月７日、京成電鉄会長の三枝紀生氏
が台北を訪れ、発売に関する共同記者会
見を行った。

乗車の対象区間は、京成が京成上野駅・
日暮里駅⇔空港第二ビル駅・成田空港駅
間で桃園メトロがＡ１台北駅⇔Ａ２１環北
駅間。いずれも片道乗車券の引換券。また、
発売・引換え場所は、京成が京成上野駅、
日暮里駅、空港第二ビル駅、成田空港駅

（スカイライナーカウンター）。桃園メトロ
がＡ１台北駅、Ａ１２空港第一ターミナル
駅、Ａ１３空港第二ターミナル。桃園国際

空港は第一、二ターミ
ナル入り口フロア（桃
園空港ＭＲＴサービス
カウンター）となってい
る。発売価格は日本
が２４７０円で台湾は
６８０台湾元。

利用方法は、京成
スカイライナー乗車時
は京成の引換え場所
にて特急券・乗車券
に、桃園メトロ乗車時
は、同引換え場所に
て乗車券に引換える。

地域の情報通信技術セクターの著名人ら
招待者約１００人が出席した。台湾のハマ
スターテクノロジー、凌群電腦股份有限公
司、ＧＥＯインフォマティクス、赫綵設計
学院、及び日本のマーズフラッグ、アライ
ズイノベーション、コードタクト、アニメー
ション専門学校のアンプスにより、覚書へ
の署名が行われた。

これにより今後、システム、ソフトウェア、
ウェブサイト開発、検索エンジンなどの領
域に焦点を絞った日本・台湾企業間の協

力は、教育ソフトウェア、製品ラ
イセンスの供与と配布、開発協
力、販売、新たなパートナーシッ
プの確立に寄与すると見込まれ
る。

これまでの日本と台湾の情報
通信技術業界は、技術と管理シ
ステムの点で大きな親和性があ
り、スキルの相互補完でも協力
体制が保たれていたが、今般の
協力により、さらに２カ国間市場
を超えた両国のビジネス機会の
拡大に期待がかかるとみられる。

展は、８０
年 以 上 前
に日本の影
響を受けて
始まって以
来、日本と
台湾は競合
国というよ
り、同盟国
と呼ぶにふ
さわしい関
係を構築し
てきました。
多くの日本
企業が台湾
での投資や
事業展開を
進めており、
このことは日台の工作機械業界が密接な関
係を継続していくことを表しています。今後も、
両国間での一層の技術交流及び製品流通の
強化によって、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係を継続で
きると確信しています」とした。

また、台湾貿易センター産業促進部唐明
輝副部長は台湾工作機械・部品産業の現状
と展望について「台湾の工作機械産業は台
湾政府が推進する『５大イノベーティブ産業
計画』のひとつで、グリーンエネルギー、バ
イオテクノロジー、国防、アジア・シリコンバ
レーとともに、最重要産業政策となっていま
す。ここでは、従来型機械からスマート機械
への転換を図り、機械製造世界トップ５、機
械輸出世界トップ３入りを目指すために様々
な国家的支援が展開されています」と説明し

「１６６５５社の精密機械メーカー、３０万
人の同産業従事者が、半径６０ｋｍの「ゴー
ルデンバレー」と呼ばれる台湾中部の機械
メーカー密集地を中心に結集し、パーツから
最終機械製品まで完備されたサプライチェー

ンを形成しています」とした。
このほか、台湾における同産業の優先的

技術領域（インダストリー４．０、スマート製
造、短納期高品質など）やエコシステムが紹
介されるとともに、２０１９年３月４日～９日ま
で台北市で開催されるＴＩＭＴＯＳ２０１９の
詳細も発表された。

一方、記者説明会では、台湾同産業を代
表し、東台（ＴＯＮＧＴＡＩ）グループ、高聖
精密機電（ＣＯＳＥＮ）、大光長榮（ＰＡＬＭ
ＡＲＹ）、亞太菁英（ＡＰＥＣ）、永進（ＹＣＭ）、
友嘉（Ｆｅｅｌｅｒ）、和和（ＳＯＣＯ）の７社が、
ＶＲにより各社の最新製品、先端技術やビ
ジネス状況につきプレゼンテーションを行っ
た。ＶＲによるデモは、ＪＩＭＴＯＦ期間中、
東４ホールＥ４００４の台湾パビリオンで視聴
体感する事ができた。その後、東台グループ
会長嚴瑞雄氏、高聖精密機電ＣＥＯ吳迎帆
氏、大光長榮社長王志盟氏が、台湾貿易セ
ンター秘書長葉明水のモデレートによるパネ
ル討論が行われた。

に湯を注ぎで客人の前の小さな茶碗に注ぎ
分ける。それを茶人も客人と一緒に飲み、テー
ブルを囲んだ客人同士が会話を始める。茶
碗が空くと次の茶を注ぐ。その茶葉は交換せ
ずに何度か使うため、その都度香りと味が微
妙に変化する。一度目より二度、三度目と徐々
に香りが強くなる。最初は硬い茶葉が次第に
開いてゆく過程を楽しみ、その後会話も弾み、
人々の心が融け合い、柔らかな空気が漂い

始める。
一方、琴の音色は

また特別な雰囲気を醸
し出す。「お茶」「音楽」

「書画」の芸術の融合
は、日本人には非日常
的な新鮮さを、台湾の
参加者にはゆったりし
たくつろぎを、それぞ
れに提供していた。こ
の催しの狙いでもある
市民芸術祭の役割も
果たしていた。沈莉卓氏の琴の調べ 満浄法師との会話を楽しむ

左から高聖精密機電 CEO 吳迎帆氏、大光長榮社長王志盟氏、
台湾貿易センター秘書長葉明水氏、東台グループ会長嚴瑞雄氏

台湾貿易センター秘書長葉明水の挨拶 VR 体験記者ら

旅行 ” 台湾⇔東京 ” 乗車券

▼ 京成と桃園メトロの共同記者会 ▼ 小さな茶碗で客人に茶をふるまう ▼ 禅と書画とお茶の関わりを説明する姚明氏

中華民国情報サービス産業協会の邱月香理事長

日台ソフトウェア企業協力覚書署名式の記念写真
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【東京／採訪報導】東京台灣商工會於十一

月十日在池袋舉行四十周年慶祝大

會，安排演講及晚會節目。下午由

國策顧問林見松及世界台商總會青

商部榮譽會長吳國本，東京媽祖廟

董事長詹德薰，全國農業金庫董事

長吳明敏進行專題演講。當晚的慶

祝晚會，除來自世界各地台商，還

有日本國會議員，日本各地台商，

僑領等，數百人齊聚，場面熱鬧隆

重。

　林見松是世界台商總會第二十三

【橫濱／採訪報導】

今年為配合大家返鄉

投票，橫濱台灣同鄉

會每年的定例會員總

會，提前在十一月

十六日晚間舉行，橫

濱玫瑰飯店擠滿了兩

三百名台灣同鄉，

大家攜家帶眷前來同

樂，會長鄭尊仁連任

六年，將交棒給新任

會長余玉隆，同時被

僑委會聘任為僑務委

員，將繼續服務橫濱

鄉親，他個人也捐款

２０００萬日圓給橫

濱中華學院新建校舍工程，計畫明年四

月前將繼續捐滿一億給學校。

　今年因為台灣縣市長大選，橫濱台灣

同鄉會的定例會員總會提早舉辦，鄭會

長說擔任會長六年，退任的日子，包括

會館更新等議題交接給新會長，但他仍

會為橫濱同鄉服務。新任會長余玉隆表

示，要發揮台灣同鄉相遇互助分享的優

良傳統﹑創造活力現在連結光明的未

來。

　台北駐日經濟文化代表處副代表郭仲

熙特別表示現在到了日本忘年會的季

節，大家不要喝太多，橫濱分處陳桎宏

處長感謝鄭會長六年間帶領橫濱台灣同鄉活

化地域的貢獻，希望新任余會長繼往開來，

團結僑胞，支持台灣。

　晚會特別安排在橫濱教揚琴的台灣揚琴演

奏家龍紀佑與學生合奏，展演成果，另外，

中華學院的民族舞蹈，小朋友的草裙舞，都

是台下家長搶拍的焦點，更小的小朋友擠到

舞台前跟著手舞足蹈，天真可愛。

【大阪／綜合報導】日本關西台商協會於

十一月十八日舉行２０１８年度第三次理監

事會議，在榮譽會長謝美香指導之下，第一

次依照章程成立選務委員會，並由王明裕輔

導會長擔任選委會主委，帶領幾位選委共同

擔任審查資格、監督開票等選務工作，完成

第一次舉辦會長選舉，由現在俞秀霞連任第

１２屆會長。

　俞會長表示，對於關西台商會來說，無疑

是讓商會制度越來越完善、更進步的創舉。

她相信台商會就是因為有各前會長、理監事

以及每一位台商先進的共同努力之下，才能

夠承先啟後、不斷地往好的方向進步，或許

仍有改善空間，但是期盼各位台商先進能夠

持續以鼓勵的態度，溫暖支持台商會，她也

會秉持著一路以來謙卑的心，帶領日本關西

台商會往更好的方向前進。

　俞會長提到，依照參選的政見，未來會以

四大項為方針努力，分別為承先啟後，廣邀

屆會長，

他介紹世

界台商總

會成立以

來各屆事

跡，也說

明總會近

年來從事

的各種活

動，比如

響應政府

新南向，

舉 辦 論

壇，獎助

弱勢學生，及各種天災捐助等，希望更多

　橫濱慣例的舞獅進場，會員紛紛給紅包

招吉利，舞獅並上台為各位長官獻上吉祥

話。晚會最後，余會長將當天現場募得的

建校基金１３萬多日幣贈與中華學院馮彥

國校長，司儀並宣布鄭會長私人捐出２千

萬，鄭會長低調的表示他個人到明年四月

前將再捐８千萬，總計一億日幣給中華學

院當作建校基金。

人才加入台商會團體組織，推廣會務，不僅

傳承歷代會長共同努力的成果，繼續努力耕

耘，也讓更多在關西打拼的台商能夠認識日

本關西台商會、進而邀請入會。

　而關於台日交流的部份，俞會長指出過去

兩年，台商會積極配合政府政策，在推動台

日文化經濟交流上不遺餘力，不論是將地方

商會帶出日本、帶出亞洲參加國際性的商會

會議，還是與日本在地企業的參訪交流、台

灣東吳大學師生來日參訪交流等，未來則會

持續在不同面向上，以商會力量配合、協助

政府促進台日交流，推動國民外交。

另外，俞會長也提到，除了舉辦懇親活動凝

聚會員間的感情外，接下來的兩年也希望能

夠以漸進式的方式嘗試，發揮商會功能，讓

商會真正能夠為每一位離鄉背井來海外打拼

的會員帶來幫助，例如幫忙轉介會計師、法

律財務諮詢、銀行融資等等，讓商會能夠

透過提供這些實質服務，拉近台商們的關

係，讓日本關西台商協會成

為更堅實的力量。

　最後俞會長表示，要在海

外發展，當地的僑團也扮演

了非常重要的角色，跟這些

僑界先進交流，是非常重要

的任務，未來兩年本人會持

續努力。此外，未來兩年本

人也會努力加強台商會員與

日本當地政府之間的互動，

建立網絡，讓台商會真正能

夠深入日本社會。（資料提

供：關西台商會）

日本中華聯合總會舉行大會
籌備明年總會改選

　秀霞連任關西台商會長
期 盼 會 務 蒸 蒸日上

東京台灣商工會歡慶四十周年

橫濱台灣同　會鄭尊仁交棒
捐款挹注中華學院建校

【大阪／採訪報導】日本中華聯合

總會於十一月十七日在大阪的大東

洋飯店舉行第三十七屆第三次常務

代表委員監察委員聯席會議，來自

日本全國十六個地區的中華總會代

表出席參加。台北駐日經濟文化代

表處副代表郭仲熙與僑務組部長王

東生也到場指導，會後舉行懇親大

會。

　日本中華聯合總會長新垣旬子表

示，感謝大家從各地趕來大阪參加

聯會，也感謝各地區代表的辛勤付

出。希望大家繼續同心協力，團結

各地華僑，做好僑務工作，並且籌

備明年五月的總會改選工作。

　青年部部長又井公久報告時指

出，期盼已久的中華聯合總會官網

可望在近期正式運作，內容將涵蓋

所有各地中華總會的消息和照片，

相當豐富精彩。接著各地區代表輪

流報告各地區的僑務以及台日交流

活動。

　新上任的駐大阪辦事處處長李世

丙也出席了懇親大會；大阪中華

總會會長洪勝信表示，很高興李

處長回到大阪，希望他的任期能

夠長久，帶領整個僑界解決僑界

的各項問題。

　李世丙處長表示，感謝僑界對

他的熱情歡迎，很高興與大阪的

老朋友重逢。大阪辦事處的工作

需要僑界的大力支持，他會努力

改變辦事處先前低迷的氣氛，與

全體同仁開心的工作，努力促進

台日友好關係。

【東京／採訪報導】北海道惠庭市長原田裕

十一月十四日前來東京拜會台灣各僑團，感

謝他們在今年北海道接連遭受地震，颱風，

緊急雪中送炭，他跟各僑團，僑領僑民共

三十餘人晚間在新宿聚會，致贈各僑團會長

感謝狀，並進行交流，希望加深惠庭市跟台

灣的互動。

　今年日本天災嚴重，連北海道夏天也連續

遭到颱風，地震侵襲，台灣同鄉會九月參訪

惠庭市時，剛巧颱風剛過，行程結束後，地

震又來，台灣僑團本著人飢己飢，人溺己溺

的精神，向僑民募款賑災，包括世界華人工

商婦女企管協會日本分會，留日台灣同鄉

會，台日文化交流基金，山梨台灣總會，埼

玉台灣總會等都參與捐款活動。惠庭市長原

田裕特別來東京，向五個捐款僑團頒贈感謝

狀，表達惠庭市民對華僑的送暖之舉的感

恩。

　原田裕表示僑團的捐款用在地方重建，讓

惠庭市民眾生活及早復原，非常

感謝，僑務委員林裕玲表示，自

己已經去過惠庭市四次，深深感

到惠庭各界對台灣的友好，捐款

金額不太，卻是僑界對惠庭市的

心意。

　這次惠庭市長原田裕跟市議員伊藤暢雅

台灣僑團捐款賑災
惠庭市長致贈僑團感謝狀

一同前來東京拜會，台灣僑界在伊藤議員

的牽線下，與惠庭市開始交流，不只是議

會，市役所，也深入惠庭市民間，希望藉

華僑之力，幫助惠庭市產業發展及與台灣

交流。除了這次捐款之外，將來還會舉辦

更多交流活動，以僑界之力，幫台灣進行

更多民間外交。

旅外台商加入台商大家庭。

吳國本則是就青商的教育訓

練談起，要如何累積經驗，

接棒傳承。詹德薰以東京台

商四十年為題，講述日本僑界在戰後，為

融入主流社會，成立商工團體，配合李登

輝前總統政策，組織世界台商，並整合日

本各地台商組織，成立日總的一路歷程。

吳明敏則是介紹農業金庫業務，對海外

台商從事農業在技術，金融面上的協助，

明年並將開放境外往來，對海外台商更便

利。

　演講後的晚宴上，包括台北駐日經濟文

化代表處副代表郭仲熙及日本參眾議員，

世界台商總會及亞洲台商總會總會長等紛

紛上台祝賀，貴賓並一起依日本儀式敲開

清酒，正式展開晚宴。席間，東京台灣商

工會會長陳慶仰並頒贈四十周年慶相關人

員獎牌，僑界友人也獻上表演節目助興。

駐大阪辦事處處長李世丙致詞

左　原田市長頒贈世華日本林裕玲會長感謝狀

日本中華聯合總會舉行第三十七屆懇親大會

▼ 眾人合影

右三起　駐大阪辦事處處長李世丙、琉球華僑總會會長

張本光輝、 日本中華聯合總會會長新垣旬子、駐日經濟

文化代表處副代表郭仲熙等人與僑界代表合影

惠庭市一行與台灣僑界聚會

東京台商與來賓合照

左　世界台商總會總會長游萬豐、眾議員岸信夫左起詹德薰、林見松、吳明敏三位演講者

右起　余玉隆、郭仲熙、陳桎宏伉儷、鄭尊仁

左　余會長將募款致贈橫濱中華學院校長馮彥國

選舉過程
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化速度也比日本低，還有時間可以調整，而

日本也因為少子化的影響，面臨將技術傳承

的問題，與台灣合作的意願頗高，更重要是

雙方有密切的信賴關係，台灣能具有這樣的

條件，應該好好把握這個機會。

　中小企業處長吳明機表示，中小企業在

台日都是被政府認為非常重要的群

體，尤其是在台灣扮演重要的經濟

發展角色，但過去台灣廠商多投資

在中國，過去一年來受到不少影

響，特別是美中貿易戰，導致海外

布局策略都要重新調整改變，不過

現在政府推動新南向，許多廠商也

都希望把重心移到東南亞。

　吳明機希望將來中小企業能積極

與先進國家，像是美日等國合作，

灣風景、美食、工廠，讓日本業者和媒體身

入其境的體驗。而外貿協會也有與東京有明

展覽公司簽合作協議，互相協助支援，讓日

台的工具機展成長茁壯，也讓企業得到更好

的服務。

　記者會中，外貿協會也特別邀請在座的業

者媒體參加十一月七日在台中舉辦的台灣國

際工具機展和台北國際工具機展，也會組團

參加２０１９年四月漢諾威工業展、五月泰

國國際工業展及七月越南胡志明市工具機展

等國際大展。

開發更多可

能性，包括

技術、投資，甚至是日本製造的產品，也期

望能帶更多廠商來參展，讓台灣中小企業能

更接近日本先端技術，以集更密切的節合，

加深台日交流，建立更好的關係。

　加工處長黃文谷表示，台灣加工出口區成

立至今已有５２年的歷史，日本廠商一直是

好夥伴，對園區的發展幫助很多，不僅投

資超過２０億美元，占全區外資比重高達

５３％，更重要是引進光學、顯示器、導線

架、印刷電路板等高端技術，讓園區成為全

球電子產業供應鏈不可或缺的一環，他也期

許能進一步促進園區廠商與日本的互動，一

同攜手共創新局，達成連結日本技術、拓展

全球商機的目標。

【東京／綜合報導】日本台灣文化中心從

十一月二日起至十二月四日止舉行《４Ｘ４

版印趣》展，台日版畫家共有二十八件深具

代表性作品展出，也希望透過這次的展覽交

流，加深台日雙方版畫藝術的認識和交流。

　台灣文化中心主任朱文清致詞時表示，台

灣與日本版畫界交流十分密切，台灣版畫大

師廖修平先生不僅曾經在筑波大學講學，在

日本版畫界也有極高的知名度，日本版畫界

的交友也非常廣闊。

　朱主任提到，台灣文化中心成立三年以

【東京／採訪報導】中華民國

資訊軟體協會率領台灣四家軟

體廠商與四家日本軟體企業於

十一月八日在東京舉辦「台日

軟體企業合作簽約儀式」，包

括軟體協會理事長邱月香，經

濟部工業局，台北駐日經濟文

化代表處經濟組，台日企業及

亞太各國資訊業代表數十人到

場共同慶賀。

　在台灣經濟部工業局支持下，台日軟體產

業交流合作多年，這次簽約合作的企業，包

括軟體、網站開發、搜尋引擎及教育軟體等

項目。哈瑪星科技與ＭＡＲＳ　ＦＬＡＧ是

台日網站平台建構平台的龍頭，巨鷗科技與

ＣＯＤＥＴＡＫＴ是在線上學習上，針對

國，高中生建立新互動平台。凌羣電腦與Ａ

ＲＩＳＥ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ以產品代

理、合作開發、銷售等，展開全面性合作。

　台灣跟日本在資訊產業上，不管是在技術

及管理制度等方面，皆具有高度共通性跟互

【東京／採訪報導】２０１８東京新價值創

造展自十一月十四日至十六日在東京有明國

際展覽中心舉行，展出內容包括產業技術、

健康照護、環境社會等，台灣各領域的廠商

共３０家參展，是海外參展商最多的國家，

盼能藉由此次機會，媒合日本廠商，拓展中

小企業的國際市場。

　經濟部加工出口區管理處、高雄市工業

會、台灣區電機電子工業同業公會等都組團

參加這次新價值創造展，主辦方也非常重視

台灣廠商，特別於十四日為台灣廠商舉辦台

灣專屬的ＣＥＯ商談會，增加與日本廠商的

媒合機會，駐日代表謝長廷也受邀出席開幕

【東京／採訪報導】日

本國際工具機展（ＪＩ

ＭＴＯＦ２０１８）

十一月一日至六日在東

京有明國際展覽中心登

場，外貿協會與台灣機

械工業同業公會分別組

團參加，其中貿協特別

舉辦「台灣智慧機械Ｖ

Ｒ記者會」，利用ＶＲ

技術協助廠商展現出優

秀的製造技術，讓日本

業者和媒體為之驚豔，

獲得好評。

　日本國際工具機展規

模全球第三大，受到各

界矚目，這次參展廠商

高達１０８５家，參觀人數約１５萬人

次，外貿協會邀東台精機、大光長榮、和

和機械、高聖精機、高明精機、等３０家

來，也在廖老師協助下，策

劃相關台日版畫交流展，至今

已經辦理二次。第一次是在

２０１６年十二月由廖老師親

自策展，網羅台日資深版畫家

作品，包括著名歌手兼版畫家翁倩玉小姐作

品；這次則是第二次台日版畫展，　也是廖

修平老師背後盡力聯繫促成，展出台日八位

女性版畫家各自不同風味的獨特作品。

　這次參展者包括日本藝術家ウチダヨシ

エ、京野早苗、宮山加代子與菱田俊子，以

及台灣藝術家劉裕芳、金炫辰、李佩璋、廖

孟鈴等八人，透過版畫凸版、凹版、平版、

孔版及併用版等創作技法，引領大家進入版

畫世界，這次展覽開幕共有四十餘名貴賓與

會，會後交流熱絡。

補性。赫綵設計學院與日本ａｍｐｓ動漫學

院是締結姊妹校，讓台灣動漫學習者能學到

正宗日本大師的畫技。除了日本老師到台灣

客座教學外，台灣學生想到日本學習動漫，

日本校方提供彈性更高的課程，在簽證，價

格跟時間上，都能提供台灣學生便利方案。

　中華民國資訊軟體協會致力推動科技外

交、整合行銷，將台灣資訊軟體產業與全世

界各國合作，提升產業效益，在日本已有數

十個成功案例。台日雙方，不僅在彼此市場

可以合作，還能共同推展第三國市場，創造

雙贏。

儀式，經濟部中小企業處長吳明機、代表處

經濟組長周立、貿協東京事務所長吳俊澤也

一同出席展覽共襄盛舉。

　駐日代表謝長廷表示，台灣優秀的中小企

業很多，但不僅進到日本社會很不容易，到

日本也會如無蒼蠅般不知道找誰合作，因此

需要平台來輔助，新價值創造展就是很實際

的平台，很感謝主辦單位的幫助，設立台灣

企業展示區，也舉辦商談會能讓廠商與日本

對談。

　謝代表也提到，日本跟台灣都面臨到同樣

的問題，但雙方有互補作用，日本科技雖然

高，台灣的水平也不差，且比較靈活，高齡

廠商以台灣館方式參展，台灣機械工業公會

也與４９家廠商組團，聲勢規模浩大。

　貿協秘書長葉明水表示，日本國際工具機

展是台灣廠商跟日商合作的重要平台，外貿

協會利用這次的機會介紹台灣的工具機產

業，也邀請業者介紹台灣工具機最新的發展

和趨勢，目前的工具機朝向智慧化、工業４

﹒０的亮點發展，因此也透過這次機會了解

日本產業的發展現況。

　外貿協會特別於十一月二日舉辦「台灣智

慧機械ＶＲ記者會」，除了用ＶＲ技術讓台

灣的廠商能展現出優秀的實力，也同時舉辦

座談會，由葉秘書長親自主持，邀請到東台

精機董事長嚴瑞雄、大光長榮總經理王志

盟、高聖精機副總經理吳迎帆與日本業者、

媒體互動，駐日代表處經濟組長周立、貿協

東京事務所長吳俊澤也都到場共襄盛舉。。

　葉明水提到，會舉辦ＶＲ記者會是因為很

多廠商的大型機器或是工廠實際的運作無法

搬到日本來，因此使用ＶＲ的方式呈現出台

台日版畫交流展
體驗版印的趣味

貨等，將嘉義地區的青農匯聚起來，以團體

戰的方式，並與農委會配合，就能讓嘉義蔬

果推廣至國外。

　活力東勢副總經理許月霞表示，這次推廣

生鮮胡蘿蔔和胡蘿蔔汁，因為胡蘿蔔除了有

天然膳食纖維和β－胡蘿蔔素、天然抗氧

化劑外，活力東勢還有其他種顏色的胡蘿

蔔，帶有花青素、葉黃素。而活力東勢彩色

胡蘿蔔做成粉末，可以做成天然的色素來調

色。另外活力東勢也特別將胡蘿蔔汁調味，

減少腥味，讓小朋友也能接受。

　力佳綠能則是主打石斑魚，總經理陳建翰

表示，目前的石斑魚都是利用箱網養殖，不

僅口感比陸上養殖來的好，魚肉也不會有藻

類的味道，做成生魚片也很好吃，目前正努

力在日本推廣中，因為過去石斑魚價格起伏

高，日本人不能接受，不過公司有推出量

產，可以用穩定價格去跟日本人商談進一步

的可能。

【東京／採訪報導】為了將台灣農漁產品

推銷至國際，行政院農委會特別委託中

國生產力中心與台灣廠商組團，於十一

月十三日參加在ＴＯＣビル・五反田舉辦

的「２０１８日本食品服務協會採購商

談會」，也是商談會中唯一參展的外國廠

商，盼能藉此拓展深耕海外市場通路。

　珍珠奶茶在日本熱潮不減，甚至越來

越多台灣飲料店到日本開分店，但跨過

海洋後，珍

珠的口感跟

台灣都不一

樣，卜立股

份有限公司

在這次的展

覽中就展出

冷凍珍珠，

不同以往以

真空包裝的

方式，在珍珠煮好後立刻進行急速冷凍，將

味道和口感鎖住，就算再次加熱，吃起來也

像現煮的一樣，而卜立也把紅茶的濃縮汁加

入包裝中，消費者只要隔水加熱後，再加入

牛奶就能喝到珍珠奶茶。

　沃田農協來日本主要是推銷花生、火龍果

和苦瓜脆片，這些產品都是出自嘉義的青

農，營運經理王一展表示，嘉義不僅擁有良

好的氣候條件，若能再透過管理模式穩定供

拓展農漁產市場
農委會組團赴日參加商談會

卜立股份有限公司的冷凍珍珠加熱後，

口感還是會像現煮的一樣

葉秘書長接受日本媒體訪問

沃協農協主推銷花生、火龍果和苦瓜脆片

吳明機處長盼能與日本有

更密切合作及交流

黃文谷處長期許與日本合作，

拓展全球商機

謝代表肯定新價值創造展是對台

灣中小企業很有幫助的平台

新價值創造展主辦方特別味台灣舉辦商談會

來賓與廠商、展方合影

活力東勢主打生鮮胡蘿蔔和胡蘿蔔汁

力佳綠能主打箱網石斑魚，

口感會優於陸上養殖

日本新價值創造展日開幕， 台灣３０家廠商參與，是參展商最多的海外國家

日本媒體體驗ＶＲ

貿
協
Ｖ
Ｒ
秀
台
灣
廠
商
技
術

日
本
工
具
機
展
登
場

台日簽約團隊合影

記者會邀請到東台精機董事長嚴瑞雄（右３）、大光長榮總經理王志盟

（右１）、高聖精機副總經理吳迎帆（右４）與日本業者、媒體互動

軟體資訊協會理事長邱月香 日台動漫學院簽約式

台日軟體企業合作
朝多元開發邁進

日本新價值創造展登場 台灣３０家廠商參與

▲

日本食品服務協會採購商談會台灣館

▲

左起版畫家菱田俊子、金炫辰、京野早苗、ウチダヨシエ、

朱文清顧問、劉裕芳、宮山加代子
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１年間の台湾インターンシップ生受入企業募集
グローバル化に対応した台湾人の人材を活用しませんか？

入受 企 業 募 集 中

お問い合わせ先

info@taiwannews.jpinfo@taiwannews.jp
〒171-0021東京都豊島区西池袋4-19-4〒171-0021東京都豊島区西池袋4-19-403-5917-0045

03-5917-0047

近年日本ではインバウンド事業が盛んとなり、グローバル化により外国人人材の需要が求められています。台湾には、将来性ある優秀な台湾学生が多く、その人材を活
用する事で、グローバル化する日本社会に対応する事ができます。
臺灣新聞社では、台湾のインターンシップ生を必要とする企業様を募集し、グロ
ーバル人材の活用をサポートします。契約期限は1年間ですが、その後正社員
雇用も可能です。詳細は下記までお問い合わせ下さい。

※社宅など不動産の協力が必要の場合、バックアップさせて頂きます。

— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります

台中市（林佳龍台中市長）はこのほど、
鳥取県と友好交流協定を締結し、同市政
府庁舎で平井伸治鳥取県知事と協定書に
調印した。両県市はマンガによる地域振
興を進めていることから２日より、締結
記念として共同でマンガコンテストを開
催する。さらなる交流を深める考え。林
市長は今後、「双方の交流はより多元的に
なるだろう」とし、関係の深化に期待を寄
せた。平井知事は、マンガコンテストを

通じて双方の漫画産業の交流がより深ま
ればと語った。なおマンガコンテストの
応募者は台湾居住者が対象。国籍は問わ
ない。「交流」をテーマに１コママンガと４
コママンガを募集する。最優秀賞受賞者
には賞金１万台湾元（約３万７０００円）
と３泊４日の鳥取旅行が贈られ、来年２
月２３日に鳥取で開催される授賞式に招
待する。応募期間は来年１月１０日まで。

Nov.2 台中市と鳥取県が友好交流協定でマンガコンテスト開催

離島・澎湖の「菊島澎湖離島横断マラ
ソン」（ＩＡＡＦ／ＡＩＭＳ公認）が富山
県の「富山マラソン」と姉妹レースを提携
した。澎湖探索未来発展協会と富山マラ
ソン実行委員会事務局の代表はこのほど、
澎湖県内で基本合意書に調印した。澎湖
湾と富山湾は国際的な非政府組織「世界
で最も美しい湾クラブ」（本部・仏ヴァン
ヌ）に加盟しており、走りながら海沿い
の景色を楽しめるなどが共通点。澎湖県
政府旅遊処の劉美凡副処長は昨年、仏ヴァ
ンヌ市のヴァンヌマラソンと姉妹提携し
たと紹介し「今後は富山マラソンを交え
た３者間で交流して澎湖をスポーツ観光
の島としてＰＲしたい」と意欲を示した。
一方の富山マラソン実行委員会は、世界
で最も美しい湾クラブのメンバーである

両県がマラソンでもつながりを持ったと
し、今後互いに選手を派遣し合っていく
と意気込んだ。なお今年の菊島澎湖離島
横断マラソンは４日に開催。１３カ国・
地域から２２８０人が参加した。

Nov.3 離島・澎湖と富山のマラソン大会が姉妹提携

菊島（写真提供：中央社）

台中市政府はこのほど、３日よ
り開催されている台中フローラ世
界博覧会（台中）の開園初日の来場
者数が５万人を突破したとした。
来年４月２４日までの期間中累計
８００万人の来場を見込んでい
る。消費規模は４５０億台湾元（約
１６５８億円）に達すると推計し
ている。なお、初日の各会場の来
場者数はそれぞれ３万１３００人
８８００人１万２１００人だった。

Nov.5 台中花博、初日の来場者数５万人超　累計８００万人動員見込む

台中フローラ世界博覧会場
（写真提供：中央社）

パラオのトミー・レメンゲサウ大統
領は台北市内での記者会見で、中国から
の圧力についての質問に「友情は努力に
よって築かれるものであり圧力や強要に
よって得られるものではない」として中
国に理解を求める姿勢を示した。また外
交政策における相互尊重の重要さを強
調。国の規模にかかわらず「互いに尊重
し合うべきだ」とし、自由や主権、人権、
民主主義を重視する考えを示し、他国に
対し「パラオのこの原則や価値を尊重し
てほしい」と述べた。また、台湾の投資
家に感謝の意を表し、台湾企業の高級ホ
テルへの投資に期待を寄せた。　なおレ

メンゲサウ大統領は台湾からの招聘で
１０日から１４日まで滞在した。

Nov.13 パラオ大統領中国の圧力に言及

パラオのトミー・レメンゲサウ大統領
（写真提供：自由時報）

スイスのビジネススクール、国際経営
開発研究所（ＩＭＤ）が発表した６３カ国・
地域を対象にした最新版の世界人材レ
ポートで、台湾は前回より４つ後退して
２７位、アジア地域４位だった。第１位
はスイスで、２位以下はデンマーク、ノ
ルウェー、オーストリア、オランダが続
いた。アジアの１位はシンガポール（世界
＝１３位）で、次いで香港（同１８位）、マ

レーシア（同２２位）、台湾、日本（同２９
位）、韓国（同３３位）だった。この　ラ
ンキングは「人材への投資と育成」「人材
にとっての魅力」「人材活用の準備性」の３
分野を総合して決定されたもの。台湾は
投資と育成で前回と同じ２５位を保った
が、魅力は３２位（前回２６位）、準備性
は２７位（同２２位）の評価だった。

Nov.19 世界人材ランクで台湾が２７位に
台中市の林佳龍市長は、同市内で長野

県の阿部守一知事、同県駒ヶ根市の杉本
幸治市長と観光・教育交流に関する３者
間の覚書に調印した。林市長は、台中市
と駒ヶ根市は６年余りにわたる交流を通
して友好の基盤を固めてきたと述べ、台
中国際空港と松本空港を結ぶチャーター
便の運航や農業、教育、文化、観光など

の分野における協力に期待した。阿部知
事は、今後、教育分野における交流を拡
大して次世代間の相互信頼を深め、長寿
県として介護人材育成や健康福祉事業の
経験、知識を分かち合いたいと期待した。
また、県営松本空港の国際化に伴い、台
中市と協力し「国際チャーター便の実現も
目指す」とした。

Nov.6 台中市と駒ヶ根市が交流覚書に調印

台北の高級ホテル「ウェスティン台北」
（台北威斯汀六福皇宮）が１２月３１日に
閉館する。１０月３１日に大規模解雇の
計画を台北市労働局に通知しており、従
業員３０３人が解雇される。同ホテルは
今年４月、貸主からテナント契約終了
を通知されたとして年内までの営業終了

を発表。従業員への対応は、グループ内
での雇用に充てるとし、年末までに７２
人が別ブランドに配属される見込み。な
お、同ホテルは１９９９年に開館し、
２０１２年に現在の名称に。地上１５階
地下６階建て客室２８８室を有していた

Nov.3 ウェスティン台北、年末閉館で３０３人を解雇

ｅスポーツ大会のＩＥＭ　Ｋａｔｏｗ
ｉｃｅ２０１９　Ａｓｉａ　Ｍｉｎｏｒ -
Ｅａｓｔ　Ａｓｉａ　Ｏｐｅｎ　Ｑｕａ
ｌｉｆｉｅｒ＃２に参加した台湾のチー
ムＳａｄ　Ｓｔｏｒｙが、中国予選では
なく東アジア予選に出場して失格した問
題で、主催者側が同チームを大会に改め
て招待した事が分かった。Ｓａｄ　Ｓｔ
ｏｒｙのメンバーのＣｒａｚｙ　Ｆａｃ
ｅが自身のフェイスブックで伝えた。主

催はドイツのｅスポーツ企業、ＥＳＬ。
同チームは６日の大会で日本チームに
１６－１で快勝したが国籍問題などで参
加資格を剥奪。これをＣｒａｚｙ　Ｆａ
ｃｅがフェイスブックに投稿し、各界か
ら大きな関心が寄せられていた。その後、
同社より招待枠としてＩＥＭ　「Ｋａｔｏ
ｗｉｃｅ２０１９　Ａｓｉａ　Ｍｉｎｏ
ｒ」中国部門クローズド予選に出場する
チャンスを与える、と連絡が届いたもの。

Nov.8 失格の台湾チーム、出場資格改めて獲得

遠東航空はこのほど、桃園国際空港と
秋田空港を結ぶ定期チャーター便を来年４
月から運航すると発表した。週２往復する。
同社は２０１７年に初めて桃園―秋田間の
チャーター便を運航し、今年２月と９月～
１１月に計２４往復運航した結果「好評を
得た」とし、乗客は台湾人約３０００人、
日本人約３００人の搭乗実績だった。同社

によると、秋田県の堀井啓一副知事や同県
観光担当者らの一行が先に台湾を訪れ、同
社との基本合意書に調印したという。堀井
副知事は「訪日台湾人客向けに、より多く
の優待の提供を計画している」と話し、ス
ポーツの分野や卒業旅行などでの交流を働
き掛けるとともに「秋田県民の台湾への送
客に力を入れる」と約束したという。

Nov.26 遠東航空が定期チャーター便運航を来年４月から

日本政府は２０１８年秋の外国人叙勲
受章者１３５人を発表した。台湾から電
子製品製造大手「金宝電子工業」の許勝雄
董事長（会長）が旭日重光章を、日台の文
化、経済交流促進を図る民間団体「台日
文化経済協会」の鄭祺耀名誉会長が旭日中
綬章を受章した。許氏は２０１２年から
今年４月まで業界団体「中華民国全国工
業総会」の理事長として、会員企業の訪
日団派遣や各産業分野のセミナー開催な

どを行い、今年６月からは経済団体「三三
企業交流会」の会長として日台企業の提
携関係構築に取り組むなど、日台産業界
の相互理解、経済交流促進への貢献が評
価された。２００９年から２０１２年ま
で台日文化経済協会の会長を務めた鄭氏。
同協会の季刊誌を創刊し、日本の情報を
台湾社会に紹介するなど対日理解の促進
に寄与。名誉会長の現在も日台間の友好
親善や相互理解に尽力している。

Nov.3 秋の外国人叙勲で台湾から２人が受章

台湾プロ野球・ラミゴモンキーズの
王柏融外野手（２５）が日本ハムファイ
ターズとの間で交渉に入る事がわかっ
た。ポスティングシステム（制度）で球団
より海外移籍を容認され、交渉権を日本
ハムが獲得した事によるもの。今後３０
日間の交渉期間に入る。契約すれば同制
度で台湾からの海外移籍初となる。王は
２０１５年にラミゴに入団。「大王」の愛称
で親しまれ、１７年まで２年連続打率４
割を達成し同年、台湾人選手として初の
三冠王に輝いた実績を持つ。今年は無冠
だったがリーグ２位の８４打点、同３位
の１５９安打を残した。なお、交渉は日
ハムのほか楽天やオリックスなど日本の
複数球団が獲得に興味を示していたと報
じられていた。

Nov.20 台湾のプロ野球選手王柏融が日ハムに移籍か

王柏融（写真提供：自由時報）

台北市の超高層ビル「台北１０１」のオ
フィスタワー１階ロビーで１２月３１日
に年越しパーティーが初開催されるのに
伴い、１２月１日にチケットを発売する
事になった。「ジャズの夜」と題し入場は
１０１０人限定。ジャズバンドの演奏など
で２０１８年最後の夜を盛り上げる。会場
にはＶＲ（仮想現実）ゲームやプリントシー
ル機なども用意される。ウイスキー数百本
やクラフトビール約１０００本、ソフト
ドリンク、スナックなども振る舞われる。
１人３３８８台湾元（約１万２４２５円）。
なお、６００元（約２２００円）を追加で
支払えば、展望台でニューイヤー花火を観

賞できる。展望台での花火観賞は５００人
限定。１２月１～７日には展望台観賞券
込みの早割チケットを１人２９９９元（約
１万１０００円）で１０１枚限定販売する。

台北101（写真提供：自由時報）

Nov.26 台北１０１で初の年越しパーティー

外国人の身分証明書となる居留証（ＡＲ
Ｃ）のＩＤナンバー（統一証号）に国民身分
証と同様の付番規則を適用する計画につい
て、国家発展委員会の陳美伶主任委員は、
来年第１四半期にシステムの修正を完了さ
せ、順次推進する方針を明らかにした。Ｉ
Ｄナンバーの統一により、台湾で暮らす外
国人の利便性向上に期待がもたれる。中華
民国の国民に与えられる国民身分証のＩＤ
ナンバーは「アルファベット１文字＋アラ
ビア数字９文字」の組み合わせになってい
るが、現行の居留証は「アルファベット２
文字＋アラビア数字８文字」と付番の規則
が異なる。このため居留証のＩＤナンバー

ではオンライン申請や電子商取引（ＥＣ）
が利用できないケースがあり、不便が生じ
ていた。

Nov.21 外国人居留証の利便性向上に一歩前進へ

現行の居留証（サンプル）（内政部提供）

北部・基隆市で日本統治時代から残
る木造建築「基隆要塞司令官邸」の修復
に向けた起工式が行われた。同市が進
める基隆港東岸の大沙湾地区を中心と
した大規模な史跡の修復、再利用プロ
ジェクトの一環で、付近にある旧日本
軍の士官宿舎「基隆要塞司令部校官眷
舎」の修復工事も１０月３１日より開始
されている。竣工予定は２０２０年６
月。

Nov.7 基隆市、日本時代の木造建築を修復・再利用

「基隆要塞司令部校官眷舎」の修復工事
（写真提供：自由時報）

第５５回「ゴールデン・ホース・アワー
ド」（金馬奨）の授賞式が台北市内で開か
れ、日本人アクション監督の谷垣健治が
中国映画「邪不圧正」でアクション設計賞
を受賞した。最多受賞は監督賞を含む４
部門を制した中国のチャン・イーモウ（張
芸謀）監督の史劇アクション映画「影」だっ
た。谷垣の金馬奨受賞は初で「嬉しいすご
く嬉しい」と満面の笑みを見せた。なお設
計賞作品は、はホー・チュン（何鈞）、イェ
ン・ホア（厳華）との共同受賞で、作品は
チアン・ウェン（姜文）監督がメガホンを
取った「邪不圧正」は１９３７年の盧溝橋
事件勃発前の北平（現北京）を舞台に、ス
パイ教育を受けて帰国した男が復讐をか

けて戦うという物語。小説「侠隠」を翻案
したもの。来年の米アカデミー外国語映
画賞の中国代表作品でもある。

Nov.17 金馬奨アクション設計賞に谷垣健治氏

谷垣健治氏（写真提供：中央社）

( 元 = ニュー台湾ドル )
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開中の作品は日本人が主役だ。「湾生」とい
われる日本時代に台湾で生まれた日本人の
物語だ。「湾生」と言えば、幼少期をすごし
た台湾を懐かしむ日本人（台湾の若い世代
からすれば「台湾をこよなく愛する日本の年
輩者がいる」と感動物語になるようだ）という
イメージを持つかもしれない。だが、湾生
一人ひとりの人生も十人十色であり、懐かし
い昔話に留まらず、戦前戦中の台湾の構造
が見えてくる。今公開されている「心の故郷
～ある湾生の歩んできた道」に続いて「湾生
いきものがたり」が完成した。必ず新聞記者
に聞かれるのは「心の故郷」のデザート的な
作品ですか？である。同じテーマで２作を作
るからそう思われるらしいが、そうではない。
２作ともメインディッシュなんです。

さて「台湾人百人百色」はひとまず中断さ
せていただきます（これまでに４６人紹介しま
した。百人百色だからほぼ半分です）。６作
目の作品の公開を前に前作を振り返り、取
材ノートに残る、とっておきのエピソードを
新たな連載で綴りたいと思っているからです。
もちろん「百人百色」はその後、続きをお届
けします。

第四十八回

取材で出会った台湾人のことを書こうと
思った。人間は十人十色。それにかけて百
人百色にした。私は今まで５本の台湾に関
するドキュメンタリー映画を製作した。

 作品のテーマは九份、金瓜石、金門島、
栄民の家、そして湾生である。時代と共に、
生きてきた人間に私は関心があった。事前
にペン取材をして書物、資料を読み、次に
カメラによる映像取材、事後取材をする。
何度も現地に足を運ぶ。九份の作品は映画
ができるまでに１０数回足を運んだ。いま公
開中の湾生も。

一度だけでなく何度も会っているとその人
の色々なことがわかる。喋り方や仕草や特
徴、食べ物の好き嫌い、家族観、人生観等々
である。その中で、その人の人間像を私な
りに解釈し理解し作品につなげて行く。その
人が天国に行ってしまった後、家族にその
人の話を聞くと数々のエピソードがわかって
くる。それをノートに書き留める。改めてノー
トを読み返しながら記したのが百人百色だ。
有名人でなくタレントでもなく取材慣れして
いない市井の人を通して台湾人、台湾社会
に迫りたいと考えたのである。百人百色は
2015年1月から始まった。

さて、台湾通の日本人は日本にある台湾
料理屋が好きだ。台湾料理店ガイドも沢山

出版されている。台湾料理と看板を出してい
ても料理人は日本人であったり中国人であっ
たりする。そこで在日台湾人が腕をふるう店
の記事を台湾で発行されている日本語の月
刊誌『なーるほど・ザ・台湾』に「在日・台
湾料理の達人」として連載することにした。
主役は人間、脇役が料理で2010年10月
から始まった。

なぜ日本に？料理人になったのは？店を開
いたのは？など聞いて行く。みんなこんな取
材はあまり受けたことはなく、始めは「なぜそ
んなことを聞くの？」という顔をするが、話し
てくれる。彼らの話は実に興味深い。例え
ば、国共内戦で敗れて台湾に渡る船の中で
生まれた人・・・。彼からは、台湾に渡っ
てからの両親の苦労話を聞き、料理のこと
を聞き忘れそうになった。また、ブルースリー
の師匠にカンフーを習った元俳優の料理人。
彼とは香港映画の映画スターの話になった。
彼は香港極道映画の名脇役のティロンとは
兄弟づきあいだったらしい「自分は、若い頃
に俳優をやめたが、ティロンは今も元気に活
躍している」ということだった。この連載も５
年半続いて６６人の料理人を紹介して終了し
た（その後雑誌は廃刊）。私は台湾をテーマ
としたドキュメンタリー映画を製作してきた
が、４作は台湾人が主役、５作目の現在公

文：林 雅行（映画監督）
時代と共に生きてきた人を取材して

松田義人（deco／編集者・ライター）㊱
馬 祖 は なかなか手 厳しかった！

先日、初めて馬祖に行ってきました。馬
祖は中国福建省の近くで「本島から最も遠
い台湾」と言われる大小数十にも及ぶ島。

ただし、台北からの航空券は馬竿の北
竿、南竿ともに限りがあり、すぐ売り切れ
る上、天候にも左右されやすく欠便になる
ことも多 あ々るようです。つまり、旅行者に
とってはちょっとハードルが高めで、僕自
身もなかなか重い腰が上がらなかったので
すが、今回なんとか馬祖～台北の往復航
空券をゲットし、1泊2日の馬祖旅行へと
旅立ちました。

北竿の空港に着き、近くの商店でバイク
を借りて、まず島内のあちこちを巡りました。
しかし、目当ての「青の涙（日が落ちた砂
浜が青く光る現象）」は見られず、また名ス
ポット・北海坑道は工事中と、馬祖での
観光もなかなか思うようにいきません。

それでも、こう配の激しい島内のあちこ
ちを風に吹かれながらバイクで巡るのは本
当に気持ち良く、何より海が穏やかで美し
く、台湾本島や本島に近い離島とはまった
く違う独特の景色を満喫できました。

宿泊は「台湾のギリシャ」とも呼ばれる石
作りの美しい家屋が並ぶ芹壁村の民宿へ。

付近に飲食店がないため、事前に買っ
ておいたお弁当をおつまみに、星空の下、
民宿のバルコニーで目の前の美しい海を眺
めながら高粱酒を数杯。まるで映画の主
人公になったような気分に浸りながら、そ
のまま一人で泥酔して寝ました。

翌朝はフェリーに約30分乗って南竿へ。
「港に着けば近くにレンタルバイク屋さん
を見つけられるっしょ！」とタカをくくってい
た僕でしたが、それらしき
人も商店も港付近にはあり
ません。

仕方なく、ベンチで座っ
ていたオバサンに尋ねると

「なら私のクルマで案内す
る。300元」とのこと。帰
りの時間も限りがあるので、
オバサンの白タクにお世話
になることにしました。

オバサンは陽気な方なの
ですが、僕の中文が下手
なせいもあり意思疎通がな
かなかできません。さらに
オバサンは僕の話をあまり

聞かず、オバサンの、オバサンによる、オバ
サンのための身の上話を延 さ々れています。

台湾でときどき見かけるこういうオバサン、
本来の僕は苦手でないのですが、今回ばか
りは帰りの飛行機の時間が迫っています。

あの～スミマセン。できる限り南竿のあちこ
ちを巡りたいのですが……と、なんとかオバ
サンに伝えると、「わかったわかった！」とのこ
と。オバサンはクルマのスピードを急に上げ、
どんどん坂道を上がって行きます。「どこに連
れて行ってくれるのかな」と思いきや、着い
たのはいきなり空港。オバサンはニコニコして

「300元」と一言。
そもそも僕の「島内を巡りたい」という話が

通じなかったのか「巡るはずだったけど、空
港に向かって欲しい」と言ったと思われたかの
どちらかのようでした。

まぁこういうことはよくあります。それでも空
港に来たわけですし、先に E チケットを航空
券に変えて、仕切り直して自力でブラブラする
か……と思ってカウンターに行くと「この予約
はない！」との返答。えぇ！？　

原因はわかりませんが、僕の E チケットは
なんらかのバグかトラブルかで、ただの紙切
れだったようです。少々押し問答となりました
が、ダメなものはダメらしく、この日の航空券
はほぼ売り切れ状態です。
「今日は台北に戻れないのか……参った

な」と思っていると、カウンターのお姉さんが
「1時間後の飛行機なら1席用意できます。
どうしますか？」と一言。迷わずこの航空券を
買い直しました。

結果、南竿の散策は諦め台北へと戻った
わけですが、つまり南竿は「ただ通っただけ」
の旅となりました。

このように、なかなか手厳しい馬祖の旅で
したが、「悔しかったら、必ずまた来い！」と
北竿と南竿の神様から言われているようにも
思いました。悔しいなぁ。でも、絶対またい
つか行きますよ、馬祖！

北竿から南竿へ……しかし！

ハードル高めで敬遠していた馬祖

馬祖・北竿の芹壁村付近

需要好好確認。

・司法書士費用

　對於要出售的房地產有設定抵押權或地

址搬遷時，需要塗消抵押權和登記地址變

更等手續，這就需要支付給代理辦登記手

續的司法書士費用。

・測量費用

　出售土地時，需要確定土地的範圍、需

要依賴土地房屋調查人製作鄰地和道路的

境界，土地位置，確定面積的測量圖，測

量費用民法上定由賣主和買主共同負擔

各自折半，但實際上賣主負擔的比較多一

些。

・搬家準備費用

　出售的物件，原則上是要空房交屋，也

就是要提前搬完家，交屋條件里如包括翻

新，那麼就不要忘記除了搬家費用以外還

要準備翻新費用。

　出售房地產時需要的稅金有以下幾種。

　出售房地產時，是否有認為售出的金

額就等於到手的金額呢？

　實際上出售房地產時，會發生手續費

和稅金等費用，扣除這些費用之後餘額

才是賣主真正可以到手的金額．那麼出

售房地產時，會有什麼樣的費用發生

呢？

　以下總結了出售房地產時需要繳納的

必要費用、提前掌握好需要什麼樣的費

用，才能在出售重要的房地產時不會有

損失。

　出售房地產時需要支付以下主要的費

用。

・仲介手續費

　出售房地產時，房地產公司做為仲

介，大多情況下需要付給仲介公司仲介

手續費。仲介手續費是因為成功報酬，

因此是買賣契約成立時要支付的費用，

手續費的上限取決於交易的金額，因而

・讓渡所得稅，住民稅　　

　出售房地產時的利益做為「讓渡所

得」，會被徵收所得稅和住民稅，證售

的稅額取決於不動產的種類和所有期

間，因此最好也事先確認。

※「讓渡所得」是指從「房地產的售出

額」里扣出「房地產的購入費」和「仲

介手續費等銷售時所花費用」最終得出

的金額，也就是利益額或損失額。

・印花稅

　出售房地產時「房地產買賣契約書」

要貼印花，需要印花稅。

　印花稅的額由「房地產買賣契約書」

里記載的金額而有所不同，印花稅一般

由賣主和買主共同負擔，各自一半。

　房地產賣買涉及金額龐大，支付的稅

金也不少，利用稅制和各種特例，可以

節省稅金，但因稅制改正等變更，具體

情況，建議還是諮詢稅務署或稅理士。

（本文作者：吉田浩之  黑澤事務所所長）

關於出售房地產時所需的諸費用和稅金 《本專欄內容由黑澤事務所提供》
日本法律停‧看‧聽

出售房地產時的費用

出售房地產時所要繳納稅金

無量壽佛 ♪♪  2019年【己亥年】

宗教法人 日本大道院純陽宮
〒289-0216千葉県香取郡神崎町植房950-1
TEL：0478-72-1068或1899　FAX：0478-72-1089
董事長　玄駿　　興建会長　玄胡明信

敬邀十方善信大德參加歡迎安奉禮斗、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。本院免費提供(台灣素食料理)
法會中備有接送車輛、有需要接送者、請在前一天事先連絡。

歡迎參加安奉值年太歲星君‧光明灯。鴻恩造化‧照耀前途‧平安吉祥。

慶祝新年春節、謹訂於平成31年1月1日、2日、3日啓建金真禮斗
消災植福陰陽兩利三天大法會‧環佛祭七星科儀

2019年【己亥年】歡迎安奉太歲灯‧光明灯
JR成田空港駅第二航廈出口35号對面

第二十四回

台湾在住20年写真家
熊谷俊之

新竹 上帝的部落ースマングス
　「上帝的部落」と呼ばれ、新竹県尖石
鄉の山奥に位置するスマングス　（司馬庫
斯）は、１９７９年にやっと電力供給がさ
れた地域であり、そこには台湾原住民族
の一族、タイヤル族が住んでいます。
　この地域は１９９１年に発見された巨
木群が有名で、その中でも一番大きな紅

檜の神木は樹齢２０００年以上、幹の周長
は２０．５メートルに及び、２０人ほどでやっ
と手をつなぐことができます。
　山の向かいにあるやはり巨木群が有名な
鎮西堡もいっしょに２泊３日の行程で行くの
がおすすめです。

撮影日時：２００９年１２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！
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【東京／採訪報導】在民泊激戰區的新宿，在日奮鬥

超過二十年的台商陳冠伶，籌備經年的新事業冠京別

館，十一月四日在大久保地區開張，包括台北駐日經

濟文化代表處副代表郭仲熙及京濱地區僑界，日本友

人等都來祝賀。現場也準備台灣傳統料理招待賓客，

大家享用平日難得吃到的家鄉味，話家常。

　冠京別館是一棟傳統日式一戶建，經過改建裝潢，

一邊維繫日式風味，一邊改良配合住客需求，每間房

間都是付衛浴的套房，加強住客隱私。另一方面一樓

維持日式家

庭感，和式

小院，住客

可以享有飯

店的設備，

及日式民居

的體驗。

　陳冠伶在

新宿經營舒

爽館台式按

摩，是東京

引進台式按摩的先驅，在打拼事業之餘，熱心參與僑

界活動，擁有好人緣，所以新事業開張，大家都來幫

忙，有人一早來布置場地，有人準備拿手料理前來跟

大家共享，有人現場擔任招待，引導賓客，十一點開

幕後，還有友人陸續抵達，陳冠伶感謝大家在假日中

前來捧場，也希望僑界友人能互相介紹，來體驗冠京

別館的服務。

　負責管理的倪資明表示，冠京別館有雙人套房，情

侶套房，家族套房，適合不同需求旅客入住，二、三

樓還有房間付陽台可賞景，感謝台商、僑界朋友支

持，冠京別館有信心在新宿成為第一品牌，結合原有

按摩事業，提供住客更多優惠享受。

【與論島／採訪報導】位於日本九州最南端

的小島上，有一處夢幻海灘，被各大旅遊網

站譽為「離天堂最近的地方」，那就是與論

島的「百合之濱」。

　與論島隸屬九州鹿兒島縣，是奄美群島最

南端的小島，距離沖繩島僅２３公里，在東

岸的大金久海灘，隨著潮汐現象的變化，一

個月之中有幾日，每逢大潮或中潮退潮時，

在距離岸邊約１﹒５公里處的海中央會浮現

一處純白沙洲，彷彿一朵白色的百合花盛開

在海中，與清澈透明的海水交織，帶給人夢

幻般的超時空感，當地人取名為「百合之

濱」。更奇妙的是，由於潮汐隨著季節和氣

候會有變化，因此每次浮出的沙洲形狀、位

置和大小都不太相

同，且出現時間僅

短短２－３小時，

一旦漲潮便消失，

因此又被稱為「夢

幻之濱」。

　「百合之濱」四周的海水清澈得近乎透

明，搭乘前往「百合之濱」的玻璃船途

中，會有漂浮在宇宙中的錯覺。「百合之

濱」是由形狀像星星般的潔白細沙形成，

稱為星砂，據了解星砂是由海中浮游微生

物的殘骸形成的化石堆積而成，經過太陽

反射，映襯著粼粼波光，美得令人宛如置

身天堂。

　根據島上的美麗傳說，在百合之濱「拾

取與自己年齡數目相同的星砂，就能帶來

幸運」。浪漫的傳說，搭配海天一色的美

景，吸引許多情侶和新人來此拍照或舉行

海邊浪漫婚禮，也是電影和ＭＴＶ的熱門

外景拍攝地。

　與論島雖然是一個面積只有２０平方公

里，海岸線

約２４公里，人口約五千人左右的小島，

卻得天獨厚擁有近六十處的天然海灘，每

年三月舉行的與論島馬拉松大賽，吸引海

內外將近一千名選手湧入這個小島，選手

們沿著美麗的海岸線完成半馬和全馬的比

賽。每逢這日，島民全體總動員，幾乎所

有島民都會暫時放下農活、工作和學校，

成為馬拉松志工。由於旅館供不應求，許

多島民也會開放家庭作民宿接待選手，可

說是島上一年一度的盛事；２０１９年的

馬拉松大賽預定在三月十日舉行，喜歡馬

拉松運動的愛好者不可錯過。

　民風淳樸的與論島，保留許多古老傳統

的習俗，例如島民大多有兩個名字，除了

戶籍登記的「本名」外，還會有一個以與

論島方言發音的「家名」；島上有一座私

人創設的與論民俗村，保存許多與論島早

期的文物器具，還有芭蕉葉手工編織教學

課程。村長菊秀史從祖母那一代起，就以

保存與論民俗文化為己志，聽村長講述在

祖父母那一輩，與論島還是以物易物，以人

情換人情的年代，島民們過著守望相助的生

活，哪一家的屋頂需要修繕了，鄰居每家都

會派出男丁來幫忙，主人會記下每戶鄰居出

了多少力，以便在下次加倍奉還。

　此外島民十分好客，主人在接待客人時會

用正式的紅酒杯，用島上釀造的「島有泉」

清酒敬每位客人，客人必須說一句吉祥話之

後喝完杯中酒，並將剩下的最後一滴倒在手

上或抹在髮上，以示對主人的敬意，這個儀

式稱為「與論献奉」。如果你在島上的居酒

屋，遇見店主向你敬酒不用驚訝，只管盡情

地享受與論島的熱情民風。

　與論島是有名的長壽島，島上的特色料理

是包含海蘊（海髮菜）在內的各種料理，　

如海蘊蕎麥麵、海蘊豆腐等，當然新鮮的生

魚片，和奄美群島雞飯，色彩繽紛的清涼冰

品也不能錯過。

　前往與論島的途徑是，先搭機前往沖繩或

鹿兒島，再轉機到與論島。另外沖繩也有渡

輪前往與論島。由於百合之濱的出現日期不

一定，建議有興趣前往百合之濱的旅行者，

先查詢與論島觀光協會網站所發布「百合之

濱」出現預測日程後再計畫行程。

　與論島是個療癒之島，來到國境之南，

除 了 享 受

樂園美景

外，島上

的民風和

溫暖的人

情味才是

與論島洗

滌無數旅

人心靈的

真正魅力

所在。

【東京／採訪報導】大多數在國外留學、就業或旅行的

人，都會覺得看醫生是非常困擾的事情，最怕就是遇到

語言不通的時候，無法將問題清楚傳達給醫生，龜田綜

合醫院為了解決患者困擾，不僅設有中文網站提供資

訊，也請到會中文的醫生、護理人員協助看診，同時

擴大東京的龜田京橋診所，讓患者能就近看診、輕鬆應

對。

　龜田綜合醫院本院為於千葉縣鴨川市，為了方便東京

的民眾就醫，享受跟總院一樣的服務，不僅開設龜田京

橋診所，並於今年八月起擴大開業，看診科目內外科兼

具，而針對婦科、泌尿科等，龜田京橋診所也特別設有

女性候診室，與一般的候診室區隔，讓女性病

患不會因為在意男性眼光，造成不敢就診的問

題。

　關於和醫生溝通的問題，龜田京橋診所也有

從本院請來會中文的醫生看診，像是負責泌尿

科的黃鼎文醫師，台灣出生，台大畢業後就繼

續前來日本深造，精通中日文，每個月都會固

定到龜田京橋診所看診，而本院也設有相關的

部門協助處理中文網站或ＤＭ等的製作，讓病

患從掛號

到看診都

能用中文

應對。

　黃鼎文

提到，龜田京橋診所的中文服務也包括健康檢查的服

務，以及協助處理回台後要辦理健保退費的文件，他也

提到，龜田綜合醫院在２０２０東京奧運時，會專門為

運動選手或觀光客提供醫療服務，讓不論是旅居日本或

前來遊玩的台灣人，在遇到急病時，能有跟沒有語言障

礙又安心的選擇。

黃鼎文醫師

為了方便就醫，龜田綜合醫院於

東京設立龜田京橋診所

服務台灣鄉親
龜田京橋診所中文也能通

女性專用候診室左郭仲熙副代表祝賀陳冠伶新事業開張

離天堂最近的地方
與論島

　　與論島民俗村內▲

保存著傳統的茅草屋  

與論島的美食

▲

天然又健康

　　▲百合之濱被譽為

「離天堂最近的地方」

▲清澈的海水與星狀

的白沙形成夢幻般美景

▲

沿著優美海岸線舉行
的與論島馬拉松大賽

冠京別館外觀

冠京別館開幕
僑界祝賀冠蓋雲集

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。

カーニープレイス新御徒町 801 号室

【買賣】区分収益事務所

JR 山手線

御徒町駅 徒歩 分8
都営大江戸線

新御徒町駅 徒歩 分1

・住所：東京都台東区東上野 1-2-13

・現行賃料：767,997 円 / 月

・年間想定賃料収入：10,171,196 円

　（賃料 9,215,964 円、タワーパーキング

　収益分配金 955,232 円）

・現況：賃貸中　※平成 31 年 1 月退去予定

・建物構造：SRC 造 地上 8階地下 1階建て 

・築年月：昭和 57 年 1 月 　・総戸数：8戸

・所在階：8階　・間取り：ワンルーム

・専有面積：173.74 ㎡（52.55 坪）

・管理費：79,045 円 / 月　・土地権利：所有権

・修繕積立金：52,625 円 / 月　・引渡日：相談

・管理形態：全部委託　・取引態様：仲介

・備考：タワーパーキングの

　収益を年 1回管理組合で分配

・住所：東京都台東区東上野 1-2-13

・現行賃料：767,997 円 / 月

・年間想定賃料収入：10,171,196 円

　（賃料 9,215,964 円、タワーパーキング

　収益分配金 955,232 円）

・現況：賃貸中　※平成 31 年 1 月退去予定

・建物構造：SRC 造 地上 8階地下 1階建て 

・築年月：昭和 57 年 1 月 　・総戸数：8戸

・所在階：8階　・間取り：ワンルーム

・専有面積：173.74 ㎡（52.55 坪）

・管理費：79,045 円 / 月　・土地権利：所有権

・修繕積立金：52,625 円 / 月　・引渡日：相談

・管理形態：全部委託　・取引態様：仲介

・備考：タワーパーキングの

　収益を年 1回管理組合で分配

＜販売価格＞1 億 4,000 万円
税込み 想定利回り

7.26％
想定利回り
7.26％

想定利回り
7.26％

想定利回り
7.26％

亀有白鳥マンション 302 号室

【買賣】区分収益マンション

＜販売価格＞1,180 万円
税込み

京成線

青砥駅 徒歩 分15
JR 常磐線

亀有駅 徒歩 分152DK 

・住所：東京都葛飾区白鳥 4-11-5

・募集賃料：90,000 円 / 月　・間取り：2DK

・年間想定賃料収入：1,080,000 円

・建物構造：SRC 造 地上 8階建て 

・専有面積：33.49 ㎡（10.13 坪） 

・現況：入居募集中

・築年月：昭和 49 年 3 月

・総戸数：32 戸

・所在階：3階

・管理費：9,100 円 / 月  

・修繕積立金：5,500 円 / 月

・土地権利：所有権

・管理形態：自主管理

・備考：平成 30 年 8 月リノベーション済み

・引渡日：相談　・取引態様：仲介

・住所：東京都葛飾区白鳥 4-11-5

・募集賃料：90,000 円 / 月　・間取り：2DK

・年間想定賃料収入：1,080,000 円

・建物構造：SRC 造 地上 8階建て 

・専有面積：33.49 ㎡（10.13 坪） 

・現況：入居募集中

・築年月：昭和 49 年 3 月

・総戸数：32 戸

・所在階：3階

・管理費：9,100 円 / 月  

・修繕積立金：5,500 円 / 月

・土地権利：所有権

・管理形態：自主管理

・備考：平成 30 年 8 月リノベーション済み

・引渡日：相談　・取引態様：仲介

表面利回り
9.15％

表面利回り
9.15％

表面利回り
9.15％

表面利回り
9.15％

トップ目白 101 号室

【買賣】区分収益マンション

・住所：東京都豊島区雑司が谷 2-8-27

・現行賃料：55,000 円 / 月

・年間現行賃料収入：660,000 円

・現況：賃貸中

・建物構造：RC 造 地上 4階建て

・築年月：昭和 59 年 8 月

・総戸数：26 戸　・所在階：1階

・専有面積：14.60 ㎡（4.41 坪）

・間取り：ワンルーム

・住所：東京都豊島区雑司が谷 2-8-27

・現行賃料：55,000 円 / 月

・年間現行賃料収入：660,000 円

・現況：賃貸中

・建物構造：RC 造 地上 4階建て

・築年月：昭和 59 年 8 月

・総戸数：26 戸　・所在階：1階

・専有面積：14.60 ㎡（4.41 坪）

・間取り：ワンルーム

＜販売価格＞970 万円
税込み ・管理費：9,000 円 / 月

・修繕積立金：3,700 円 / 月

・土地権利：所有権  

・管理形態：全部委託

・備考：住居専用、ペット飼育不可 

・引渡日：相談　・取引態様：仲介

表面利回り
6.80％

表面利回り
6.80％

表面利回り
6.80％

表面利回り
6.80％

JR 山手線

目白駅 徒歩 分14
東京メトロ副都心線

雑司が谷駅 徒歩 分4

リベルテ西五反田 201 号室

【買賣】区分収益店舗

・住所：東京都品川区西五反田 7-24-8

・現行賃料：248,605 円 / 月

・年間現行賃料収入：2,983,260 円

・現況：賃貸中

・建物構造：SRC 造 地上 10 階建て

・築年月：昭和 55 年 10 月

・総戸数：18 戸 　・所在階：2階 

・専有面積：65.53 ㎡（19.82 坪）

・管理費：19,700 円 / 月

・修繕積立金：19,700 円 / 月

・土地権利：所有権  

・管理形態：全部委託

・備考：ドッグスクール入居中

・引渡日：相談

・取引態様：仲介

・住所：東京都品川区西五反田 7-24-8

・現行賃料：248,605 円 / 月

・年間現行賃料収入：2,983,260 円

・現況：賃貸中

・建物構造：SRC 造 地上 10 階建て

・築年月：昭和 55 年 10 月

・総戸数：18 戸 　・所在階：2階 

・専有面積：65.53 ㎡（19.82 坪）

・管理費：19,700 円 / 月

・修繕積立金：19,700 円 / 月

・土地権利：所有権  

・管理形態：全部委託

・備考：ドッグスクール入居中

・引渡日：相談

・取引態様：仲介

＜販売価格＞4,000 万円
税込み 表面利回り

7.45％
表面利回り
7.45％

表面利回り
7.45％

表面利回り
7.45％

JR 山手線

五反田駅 徒歩 分10
東急池上線

大崎広小路駅 徒歩 分8

扶桑ハイツ池袋 101 号室

【買賣】区分収益マンション

＜販売価格＞900 万円
税込み 表面利回り

7.33％
表面利回り
7.33％

表面利回り
7.33％

表面利回り
7.33％

JR 埼京線

板橋駅 徒歩 分9
東武東上線

北池袋駅 徒歩 分4

・住所：東京都豊島区上池袋 3-45-7

・現行賃料：55,000 円 / 月

・年間現行賃料収入：660,000 円

・現況：賃貸中

・建物構造：RC 造 地上 5階建て

・築年月：昭和 63 年 3 月

・総戸数：46 戸　・所在階：1階 

・専有面積：20.17 ㎡（6.10 坪）

・間取り：ワンルーム

・管理費：10,100 円 / 月

・修繕積立金：4,920 円 / 月

・土地権利：所有権  

・管理形態：全部委託

・備考：エレベーター有り、コインランドリー有り 

・引渡日：相談　・取引態様：仲介

・住所：東京都豊島区上池袋 3-45-7

・現行賃料：55,000 円 / 月

・年間現行賃料収入：660,000 円

・現況：賃貸中

・建物構造：RC 造 地上 5階建て

・築年月：昭和 63 年 3 月

・総戸数：46 戸　・所在階：1階 

・専有面積：20.17 ㎡（6.10 坪）

・間取り：ワンルーム

・管理費：10,100 円 / 月

・修繕積立金：4,920 円 / 月

・土地権利：所有権  

・管理形態：全部委託

・備考：エレベーター有り、コインランドリー有り 

・引渡日：相談　・取引態様：仲介

歌舞伎町ダイヤモンドパレス 504 号室

【買賣】区分収益マンション

・住所：東京都新宿区歌舞伎町 2-9-15

・現行賃料：68,000 円 / 月（管理費込み）

・年間現行賃料収入：816,000 円

・現況：賃貸中

・建物構造：SRC 造 地上 9階建て

・築年月：昭和 56 年 7 月

・総戸数：173 戸　　・所在階：5階

・専有面積：15.18 ㎡（4.59 坪）

・間取り：ワンルーム

・管理費：7,900 円 / 月

・修繕積立金：3,450 円 / 月

・土地権利：所有権　・管理形態：自主管理

・備考：エレベーター有り

　　　　コインランドリー有り

・引渡日：相談　　・取引態様：仲介

・住所：東京都新宿区歌舞伎町 2-9-15

・現行賃料：68,000 円 / 月（管理費込み）

・年間現行賃料収入：816,000 円

・現況：賃貸中

・建物構造：SRC 造 地上 9階建て

・築年月：昭和 56 年 7 月

・総戸数：173 戸　　・所在階：5階

・専有面積：15.18 ㎡（4.59 坪）

・間取り：ワンルーム

・管理費：7,900 円 / 月

・修繕積立金：3,450 円 / 月

・土地権利：所有権　・管理形態：自主管理

・備考：エレベーター有り

　　　　コインランドリー有り

・引渡日：相談　　・取引態様：仲介

JR 山手線

新宿駅 徒歩 分10
東京メトロ副都心線

東新宿駅 徒歩 分3

＜販売価格＞1,300 万円
税込み 表面利回り

6.27％
表面利回り
6.27％

表面利回り
6.27％

表面利回り
6.27％

大塚ダイカンプラザ 206 号室

【買賣】区分収益マンション

＜販売価格＞1,400 万円
税込み 表面利回り

5.57％
表面利回り
5.57％

表面利回り
5.57％

表面利回り
5.57％

・住所：東京都豊島区北大塚 2-29-5

・現行賃料：65,000 円 / 月

・年間現行賃料収入：780,000 円

・現況：賃貸中

・建物構造：RC 造 地上 7階建て

・築年月：昭和 60 年 6 月

・総戸数：37 戸

・所在階：2階 

・専有面積：17.72 ㎡（5.36 坪）

・間取り：ワンルーム

・管理費：7,090 円 / 月

・修繕積立金：4,680 円 / 月

・土地権利：所有権　 ・管理形態：全部委託

・備考：エレベーター有り、オートロック

・引渡日：相談　・取引態様：仲介

・住所：東京都豊島区北大塚 2-29-5

・現行賃料：65,000 円 / 月

・年間現行賃料収入：780,000 円

・現況：賃貸中

・建物構造：RC 造 地上 7階建て

・築年月：昭和 60 年 6 月

・総戸数：37 戸

・所在階：2階 

・専有面積：17.72 ㎡（5.36 坪）

・間取り：ワンルーム

・管理費：7,090 円 / 月

・修繕積立金：4,680 円 / 月

・土地権利：所有権　 ・管理形態：全部委託

・備考：エレベーター有り、オートロック

・引渡日：相談　・取引態様：仲介

JR 山手線

大塚駅 徒歩 分4
都電荒川線

大塚駅前 徒歩 分4

スターコート日本橋 102 号室

【買賣】区分収益事務所

・住所：東京都中央区日本橋小網町 3-18

・現行賃料：298,080/ 月

・年間現行賃料収入：3,576,960 円

・現況：賃貸中

・建物構造：SRC 造 地上 9階建て

・築年月：昭和 57 年 6 月

・総戸数：65 戸　　・所在階：1階

・専有面積：121.25 ㎡（36.67 坪）

・間取り：事務所 3室、倉庫、駐車場

・管理費：36,380 円 / 月

・修繕積立金：36,380 円 / 月

・土地権利：所有権

・管理形態：全部委託 

・備考：倉庫部分全体を駐車場として利用可

・引渡日：相談　　・取引態様：仲介

・住所：東京都中央区日本橋小網町 3-18

・現行賃料：298,080/ 月

・年間現行賃料収入：3,576,960 円

・現況：賃貸中

・建物構造：SRC 造 地上 9階建て

・築年月：昭和 57 年 6 月

・総戸数：65 戸　　・所在階：1階

・専有面積：121.25 ㎡（36.67 坪）

・間取り：事務所 3室、倉庫、駐車場

・管理費：36,380 円 / 月

・修繕積立金：36,380 円 / 月

・土地権利：所有権

・管理形態：全部委託 

・備考：倉庫部分全体を駐車場として利用可

・引渡日：相談　　・取引態様：仲介

東京メトロ半蔵門線

水天宮駅 徒歩 分5
東京メトロ東西線

茅場町駅 徒歩 分5

＜販売価格＞4,990 万円
税込み 表面利回り

7.1％
表面利回り

7.1％
表面利回り

7.1％
表面利回り

7.1％
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Inform at ion

だけではなく台湾文学界にとっても損失となっ
た」とその死を惜しみました。 

 新刊の陳浩基『13・67』では、「2017年週
刊文春ミステリーベスト10」と「本格ミステリー・
ベスト10」の海外篇ではともに第1位、「2018
年本屋大賞翻訳小説部門」では第2位と各種
ランキング企画で高い評価を残しています。ま
た直近では11月12日にこの作品が「第6回ブ
クロク大賞海外小説部門」の大賞も受賞してい
ました。

また『13・67』が第6回翻訳ミステリー読者
賞の受賞時には、先の4月14日に第九回翻訳
ミステリー大賞受賞式＆コンベンション内での
授賞式に出席され、受賞の喜びを語っていまし
た。

天野さんが初めて翻訳を手掛けた台湾文学
作品は「台湾海峡一九四九」（龍應台著2012
年）で、2015年に日本で出版された「歩道橋
の魔術師」（呉明益著）は翌16年、本屋大賞・
翻訳小説部門第3位に選出されています。なお、
今年の11月7日に「自転車泥棒」（呉明益著）

が出版され、同17日には台湾文化センターで
開催される呉氏の講座で通訳を務める予定で
した。

台湾文学翻訳家の天野健太郎さんが11
月12日、膵臓癌のため死去されました。享
年47歳でした。

天野さんは1971年に愛知県三河市で生
まれ、京都府立大学文学部文学科国中文
専攻を卒業して2000年より国立台湾師範
大学国語中心へ留学した。その後中国語会
議通訳、出版翻訳、ビジネス翻訳などで活
躍しました。

主に台湾書籍の紹介や翻訳企画、出版の
仲介をする「聞文堂 LLC」の代表として台湾
書籍を日本語で紹介するサイト「もっと台湾」
を主宰し、台湾について本を通じて広く知ら
せる活動にも尽力しました。また Twitter ア
カウント「もっと台湾」でも活発な情報発信
をするなど、台湾文化センターの「台湾カル
チャーミーティング」も企画しておられました。

台北駐日経済文化代表処台湾文化セン
ターの朱文清センター長は近年、天野さん
と提携して台湾の出版物に関連する講座を
複数開催していた事に「同センターにとって

FAF不動産コンサルタント TEL：090-4748-8335販売仲介先 TEL：03-5917-0727 FAX：03-5917-0047

武蔵小金井レジ売マンション ファミリーマート収益コンビニ フェリエス新宿御苑売マンション ＴＭ糀谷一棟売アパート

所在地：東京都小金井市中町
交通：JR中央線「東小金井」駅　徒歩11分
土地：346.77㎡（104.89坪）
建物：671.20㎡（203.03坪）３階建
築年数：平成5年10月（築24年）
利回り：7.15％
           （満室）

価格：５０，０００万円 価格：８，９８０万円価格：３億５，０００万円価格：１９，８００万円
所在地：東京都江東区新砂
交通：東京メトロ東西線「南新砂」駅　徒歩3分
土地：345.26㎡（104.44坪）
建物：152.74㎡（46.20坪）２階建
築年数：平成15年11月（築15年）
利回り：4.56％

所在地：東京都江東区新砂
交通：東京メトロ東西線「南新砂」駅　徒歩3分
土地：345.26㎡（104.44坪）
建物：152.74㎡（46.20坪）２階建
築年数：平成15年11月（築15年）
利回り：4.56％

所在地：東京都新宿区四谷
交通：東京メトロ丸の内線「新宿御苑前」駅　徒歩7分
　　    東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅　徒歩8分
土地：111.34㎡（33.68坪）
建物：428.27㎡（129.55坪）8階建
築年数：平成30年3月（新築）
利回り：4.40％

所在地：東京都新宿区四谷
交通：東京メトロ丸の内線「新宿御苑前」駅　徒歩7分
　　    東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅　徒歩8分
土地：111.34㎡（33.68坪）
建物：428.27㎡（129.55坪）8階建
築年数：平成30年3月（新築）
利回り：4.40％

所在地：東京都大田区西糀谷
交通：京浜空港線「糀谷」駅　徒歩5分
　　　京浜空港急行線「京急線蒲田」駅　徒歩11分
土地：85.07㎡（25.73坪）
建物：80.73㎡（24.42坪）2階建
築年数：平成30年2月（新築）
利回り：7.32％

所在地：東京都大田区西糀谷
交通：京浜空港線「糀谷」駅　徒歩5分
　　　京浜空港急行線「京急線蒲田」駅　徒歩11分
土地：85.07㎡（25.73坪）
建物：80.73㎡（24.42坪）2階建
築年数：平成30年2月（新築）
利回り：7.32％

西口

新富中国語教室主催： 後援：日本千葉台湾商会

お問合せ

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！

経験豊富な台湾出身のネイティブ教師による授業！ 只今一週目
無料体験実施中！

講師
派遣

※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。

個人
レッスン

子供向・
親子クラス

初級・中級
中国語

ビジネス
中国語

速成会話
講座

１ヶ月

中国語
台湾文科省、淡江大学　共同企画

速成会話講座
学員募集中

全日本台湾祭り＆華僑
イベントスケジュール

文化講座 · 展覽活動資訊

地點：Ｈｏｔｅｌｓリ―ガロイヤルＮＣＢホテル
時間：１２／６

彰化市邱建富市長演講會　懇親會

地點：池袋東明飯店
時間：１２／９

日本欣華會１５周年紀念祝賀會＆
李世丙處長歡迎會

地點：池袋東明飯店
時間：１２／９

日本國際客家文化協會２０１８年度大會
暨忘年會

地點：ロワジール　ホテル那覇
時間：１２／１３

一般社団法人琉球台湾商工協会創立
２０周年記念レセプション

地點：サンシティ越谷市民ホール小ホール
時間：２０１９／１／２０

２０１９新春台日交流音樂會

地點：橫濱大飯店
時間：１２／２１

橫濱中華學院忘年會

地點：タイムスビル１～２Ｆ
時間：１２／１４～１２／１６

沖縄・台湾交流応援企画「美麗寶島との出
会い『台湾フェア』２０１８ｉｎ沖縄」地點：台湾文化センター

時間：１２／１５

台日作家が語る客家文学

地點：台湾文化センター
時間：１２／１６

台日作家が語る創作観

地點：アルカディア市ヶ谷３階　富士の間（東）
時間：１２／２３

日台共栄の夕べ

地點：ＴＫＰ品川カンファレンスセンター
時間：１２／１６

台灣科學技術協會
「２０１８年度冬季演講暨會員大會」

地點：ＫＤＤＩ大手町ビル２Ｆ
時間：１２／１５

台湾客家文学フェア記者発表会

地點：幕張Ｍｅｓｓｅ
時間：１２／５～１２／７

東京顯示器製造技術、高機能薄膜及
光通訊展 Ｆｉｎｅｔｅｃｈ　Ｊａｐａｎ

地點：幕張Ｍｅｓｓｅ
時間：１２／５～１２／７

２０１８年日本顯示器製造展
及高機能材料展

地點：幕張Ｍｅｓｓｅ
時間：１２／５～１２／７

雷射應用暨光學技術展
Ｐｈｏｔｏｎｉｘ　２０１８

地點：幕張Ｍｅｓｓｅ
時間：１２／５～１２／７

日本高機能膠帶暨黏著展
Ｊｏｉｎｉｎｇ　Ｊａｐａｎ

地點：Ｂｉｇ　Ｓｉｇｈｔ
時間：１２／１２～１２／１４

２０１８ 日本高機能建材、住宅設備、
智能樓宇暨城市基礎設施解決方案展

地點：中之島公園バラ園、大阪市役所内
時間：１２／１４～１２／２５

第４回　台湾台南観光イベント－大阪・
光の饗宴２０１８［台南・光の廟埕］

地點：大阪市役所１Ｆ正面玄関ホール
時間：１２／１４～１２／２５

第４回　台湾台南観光イベント－
台南の底力・展示会

地點：京都清水寺
時間：１２／１２

平成最後の「今年の漢字」発表

地點：フォーラムエイト五一五会議室
時間：１２／８

日台關係研究會２０１８年大會
「明治１５０年－日台關係的回顧與展望」

天野健太郎さんが膵臓癌のため逝去【訃報】

地點：幕張Ｍｅｓｓｅ
時間：１２／５～１２／７

高機能複合材料、塑膠成形加工設備展
地點：大阪市役所１Ｆ正面玄関ホール
時間：１２／１５

第４回　台湾台南観光イベント－説唱
台南・謝銘祐コンサート　

地點：東京ビッグサイト
時間：２０１９／１／１６～１／１８

第五屆可穿戴設備展

今 月 は 紙 面 の 都 合 に よ り 捲 る 臺 湾 （ 新 刊 紹 介 ） は お 休 み し ま し た
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【東京／採訪報導】駐日代表處教育組於

十一月八日在台灣文化中心舉行「１０７

年秋季台灣留學與華語研習日本學生心得

發表交流會」，邀請到十四位有留學經驗

和橫濱中華學校，以及正學習中文的學生

心得分享，教育組長林世英、橫濱中華學

校長馮彥國、日本台灣教育中心主任郭艷

娜、日本航空部長相澤邦彥、新富中國語

【宮古島／採訪報導】台灣國際教育旅行聯

盟受到長榮大學的邀約，一同組團前往沖繩

縣宮古島市交流，並於十一月二十日前往市

內國高中、高職參訪，盼能牽成雙方教育

旅行的機會，讓學生互相學習彼此的文

化，結交異國朋友，增加國際觀。

　這次的參訪團由聯盟總會長、新民高

中校長薛光豐和曾文家商校長陳藝昕、

高雄女中校長林香吟、虎尾農工校長李

重毅、屏東女中校長林勳棟組成，分別

拜訪宮古各高中、宮古工業高校、平良

中學，並獲得宮古地區高等學校體育聯

盟會長平良智枝子接待。

　薛光豐表示，在拜訪宮古高中時，原

本想了解他們與台灣的教育文化等交

教室王上玟老師等人都出席給與學生勉勵

指導。

　教育組長林世英特別用著名棒球選手王

貞治的努力精神與學生分享，他提到，我

們不是聰明的人，也不是天才，唯一的方

法只有努力，而學習華文也是一樣要不斷

的努力。而努力也不會騙人，雖然不能保

證一定會成功，但是一定會有成果，能看

【橫濱／採訪報導】橫濱中華學院於十一月

十二日校慶當天晚間邀請關東各大學在橫濱

大飯店進行交流懇親會，這是校方為了高中

在校生升大學，希望各校更了解中華

學院校風，學生特質，讓學生進學到

更合適的校系。代表處橫濱分處陳桎

宏處長伉儷也受邀到現場關心僑校子

弟升學的狀況，馮彥國校長表示，中

華學院在橫濱地區已經１２０年，在

地方有高評價，學生進入各大學表現

也非常優秀，他希望各校更了解橫濱

中華學院三語教學的優勢，讓中華學

院跟各大學做更多教學上的連結。

　在競爭激烈的日本大學升學市場，

橫濱中華學院以使用台灣教科書，學

習繁體字，加上學校固有舞獅社團，

建立與一般日本私校不同氛圍。早稻

田大學國際教養學部教授陳天璽，是

華僑第二代，中華學院畢業後，在日

本的大學專攻國際政治經濟，後來在

香港，新加坡進行研究，有日本跟海

外的學術經驗，他認為中華學院學生

在大學學習不同文化有優勢，但需要

更開放胸襟，將人際關係放大，融入

校園社會。

　現在台灣中信金融管理學院擔任教

授的梅原克彥，之前在秋田國際教養

流，但沒想到他們早

在二十年前就與台北

復興高中交流，並讓

學生Ｈｏｍｅｓｔａ

ｙ，成為學校文化的

一部份，讓他相當驚

艷，以宮古島的學校

與國外學校互動比較

少，也期待將來台灣

與宮古島飛機可以直

航，一定能促成雙方

更密切的交流。

　宮古工業高校教務

長表示，宮古工業高

校成立於１９６７

年，算是普通的高等

學校，但主要是強調以工業為

主，而學校規模不大，科目還

是很多元，社團活動也很興

盛，並希望能藉這次的交流機

會，讓宮古島和長榮大學、台

南市有更深入的互動。

　教育部從民國九十一年起，

輔導高中職校長成立「台灣國

際教育旅行聯盟」，積極推動

國際教育旅行，讓學生走到國

際，期中與日本互動良好，交

流頻繁，根據駐日代表處資料

指出，２０１７年台灣高中生旅行訪日人

數近萬人，而日本高中生修學旅行來台灣

交流人數達３萬７千人，創下歷年來的新

高。

到世界更多好事。

　就讀新富中國語教室的山田

智里八月份曾參加淡江大學夏

季華語密集班，她除了分享學

會用中文點珍珠奶茶外，也提

到台灣人很熱情好客，不僅熱

烈歡迎她到台灣，還會說幾句

日文讓她感到親切。另外一位

就讀青山學院大學的南里優表

示，很感謝日本航空讓她有機

會到台灣去，她也分享自己的

朋友拜過龍山寺的月老後擺脫

單身，並建議想在平成最後的

聖誕節前找到伴的人快去龍山

寺拜拜。

　就讀橫濱中華學院的佐賀美

香表示，雖然學習華語已經

快十年了，但因為生活在日本

的關係，華語有不夠真實的感

覺，不過在打工的時候，終於

有用到中文的機會，而這機會

也大幅增加自己中文能力的信

心，除了會更積極使用中文跟

客人溝通，也會持續努力讓自

己的中文能力更上一層樓，並

訓練膽識和開拓視野，將所學

專長回饋到社會上。

　這次還有目白大學、國學院大學、一

僑大學、御茶水女子大學、常葉大學、

早稻田大學的學生上台分享，心得發表

後，則由出席的師長依序上台，與學生

分享學習語言的經驗和絕竅，會後也舉

辦交流會，讓學生們能更進一步互相分

享學習，一同努力增進中文能力。

大學任教，他表示，目前

各國學生都有基本學力低

落問題，他接觸到外國學

生連越戰這段歷史都不知

道。他在台灣負責外籍留

學生，就教導他們台灣的

基本歷史，包括國父孫中

山，蔣中正到目前中華民

國在台灣等，讓他們回國

至少能介紹留學的台灣是

怎樣的地方。

　在各校風評中，中華學

院的學生因為三語教學，

學生比一般日本高校出身

者在語言能力上突出，而

學校重視學生基本禮儀，

馮校長表示，這次交流會

只是小規模試辦，將來希望擴大規模，讓更

多日本大學了解中華學院，同時做為台灣各

大學跟日本各大學的橋樑。

不 一 樣 的 經 驗
日學生華語研習留學心得發表會

國際教育旅行聯盟訪宮古島
增加學生交流機會

【神奈川／綜合報導】天有不測風雲，有時

候突如其來的意外，往往會讓人措手不及

無法應付，為此橫濱與靜岡的僑界於十一

月十五日組成「橫濱靜岡僑界急難救助協

會」，盼能在及時伸出援手，避免憾事發

生，橫濱辦事處長陳桎宏也受邀出席，對僑

領們的善心給予肯定。

　橫濱靜岡僑界急難救助協會由橫濱華僑總

會、橫濱台灣同鄉會、橫濱台灣商會、橫濱

自由華僑婦女協會、橫濱台灣餐飲聯誼會、

旅日榮光聯誼會、國際佛光會神奈川分會及

靜岡縣台灣總會等八個團體組成。

　陳桎宏處長肯定和感謝橫濱、靜岡地區僑

界響應政府，共同建構急難救助安全網，他

也提到，希望急難救助會今後與辦事處能保

持密切互動聯繫，共同落實海外國人及度假

打工青年、留學生等遇急難事件時，即時提

供及必要的關懷與救助等。

　 大 會

中 一 致

選 出 ，

由 橫 濱

台 灣 商

會 林 隆

裕 副 會

長 擔 任

首 屆 會

長 ， 橫

濱 台 灣

餐 飲 聯

誼 會 張

志 銘 會

長 及 靜

海外國人的後盾
橫濱靜岡僑界急難救助協會成立 橫濱中華學院高大交流

學生進學風評佳

【千葉／綜合報導】為紀念日本國際媽祖會

四十七周年及舉行今年第二次理監事會，會

長曾鳳蘭及顧問尹世玲策劃房總一日遊，

會員及貴賓三十人在十一月十一日，先來

到千葉純陽宮舉

行理監事會及參

拜，下午暢遊房

總 半 島 。 台 北

駐日經濟文化代

表處僑務組文君

妃秘書也前來致

意，她肯定媽祖

會持續組團回國

參加國慶，對政

府僑務工作的支

持。

　曾鳳蘭會長表

示，為促進媽祖

信仰，媽祖會計

日本國際媽祖會信仰之旅　參拜純陽宮祈平安
畫在沖繩縣石垣島市興建媽祖廟，由石垣

島市政府支援５００坪海邊公園地，並已

簽署合約書，現已經開始規劃設計準備

中，請日本台灣僑界各位菁英多多支持。

副會長陳雪娥表示難得有機會跟各位僑界

前輩共同交流，感謝會長及尹顧問的精心

策劃。執行部長深小青感恩大家參加一日

遊，這是她第一次來東京跟大家交流，受

到純陽宮盛情接待，跟僑界先進歡談，是

難得的經驗。

　媽祖會為來自日本各地媽祖會員及會友

在秋天十一月安排一日遊，房總半島已經

是紅葉季節，大家賞景並體會千葉小江戶

的文化，並且在午餐享受正統日式料理。

許久不見的好朋友，大家閒話家常，交流

互動，參拜純陽宮的金媽祖，一天的信仰

之旅，身心都得到充實。

岡縣台灣總會鄭裕光會長擔任副會長，旅

日榮光聯誼會何道台會長、國際佛光會神

奈川分會高本佳奈會長及橫濱台灣同鄉會

師位君副會長則分別出任監事長、秘書長

及財務長等職，同時完成組織章程與設立

急難救助基金。

參拜行程

陳處長致詞

陳處長與林隆裕會長 (左前3) 等幹部理事合影

橫濱中華學院高大交流懇親會

早稻田大學國際教養學部教授　陳天璽

左２起高雄女中校長林香吟、聯盟總會長、新民高中校長薛光豐、

宮古地區高等學校體育聯盟會長平良智枝子、文家商校長陳藝昕、

屏東女中校長林勳棟、長榮大學入學服務處長陳賢名

１０７年秋季台灣留學與華語研習日本學生心得發表交流會出席貴賓、學生合影

最後則是透過交流會讓學生互相學習分享 共１４位學生分享各自的經驗

台灣國際教育旅行聯盟前往宮古島參訪

參訪成員與學生合影

馮校長說明學校現況
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【宮古島／採訪報導】繼與沖繩縣宮古島市

簽訂友好協定後，長榮大學於十一月十九日

在宮古島市舉行日本教育中心揭牌儀式，不

僅是促進台日交流的連絡窗口，也是為三年

後分校開校做準備，屆時長榮將成為台灣首

度第一間在國外設置分校的大學。

　長榮大學透過長谷川集團社長阿部夏樹和

國際顧問錢妙玲牽線與宮古島市合作後，這

次進一步設立教育中心來協助將來分校的開

校工作，為台日教育交流跨出了一大步，為

此董事長楊四海與校長李泳龍、創辦人黃仁

村特別組團專程飛往宮古島參加揭牌儀式，

那霸辦事處長范振國、宮古島市長下地敏彥

也都出席共襄盛舉。

　董事長楊四海表示，日本教育中心是長

榮大學第二個海外設施，很高興能在創校

二十五年之際，看到新的教育中心開幕，

也期待從能與宮古島的人進一步交流。

　校長李泳龍則表示，希望每年能將一千

左右的學生送來宮古島，從短期一個月的

課程、交流開始，如果學生想繼續留在宮

古島學習，將來也能考慮設計一年的實習

計畫，滿足學生的需求，也增加更多的交

流互動機會。

　市長下地敏彥提到，除了觀光船，宮古

島的下地機場也將於明年開幕，他認為會

需要許多人才對應來自各地的客人，相信

到時候長榮大學會成為最棒的夥伴。

　管理學院長林傑毓指出，設立分校不僅

是做為學校的國際移動基地，讓學生出國

學習，也會招收當地學生，幫助到宮古島

解決學生要舟車勞頓到外地就學，或是想

就學卻無法前往外地的問題。

　這次接牌長榮大學的工作人員不僅提前

到場佈置，書畫系老師江柏晏更現場揮

毫，讓李校長將帶有宮古島意象的作品贈

送給下地市長。而教育中心將設置於宮古

島市城邊廳舍的二樓，長榮大學將會派員

來到宮古島，研究如何安排台灣學生學習

宮古島文化、歷史等課程。

　另外，長榮大學特別邀請台灣國際教育

旅行聯盟的薛光豐總會長一同組團參加，

並安排他們拜訪當地的國高中和高職，盼

能增加雙方的聯誼交流機會。同時也帶領

十月份與台灣角川公司合作開幕的「角川

Ｘ長榮國際動漫教育中心」成員參與此次

行程，並與當地建立良好的互動，讓更多

人才將來有機會前往宮古島。

準備新分校
長榮大學宮古島日本教育中心開幕

【那霸／綜合報導】日本航空公司與日華青

少年交流協會於十一月十日下午在日本航空

沖繩分公司共同主辦中文演講比賽，駐那霸

辦事處長范振國處邀擔任主審，旅沖僑民琉

球大學講師張維真和高慧理亦應邀擔任評

審，范處長勉勵學生學習中文有注於開拓寬

廣的人生，以及扮演橋樑為台沖友好關係努

力。

　這次比賽包括縣內的琉球大學、沖繩大

學、沖繩國際大學及Ｓｐａｃｅ　Ｃｈｉｎ

ａ外語學院等各校推薦優秀學生共計１３人

報名參加，分別以「中文與我」及「青少年

交流」為主題發表３分鐘演講，並由評審進

行中文詢答。

　今年參加比賽之

學生多為大學１、

２年級生，對學習

中文懷有充分興趣

及熱情，也嚮往未

來可赴台灣留學或

從事觀光、國際經

貿等與中文相關工

作。經過一番激烈

競爭後，最後由琉

球大學金城愛香、

琉球大學神谷美月

分 別 獲 得 １ 、 ２

名，將連同東京地區及大阪地區獲獎學生

參加由日本航空規劃的台灣考察團，與台

灣國內大學生交流。

　賽後，范處長講評時特別感謝日本航空

為促進日本大學生瞭解台灣，每年持續在

日本各地區舉辦中文演講比賽，並免費招

待獲獎學生訪台交流，為學習中文的日本

學子增加動力。范處長也提到，中文與英

文是目前世界上最為廣泛使用的語言，若

能具備良好的中文能力，有助於開拓更寬

廣的人生，最後期盼學生經由學習中文

後，能夠扮演台沖交流橋樑的角色，為台

沖各項領域的友好親善發展作出貢獻。

駐那霸辦事處范振國處長（前排中）與參賽學生及評審合影

日航中文演講賽
范處長期勉學生為台沖友好貢獻

▲

出席貴賓合影

【大阪／綜合報導】十月底外交部正式發布

人事命令，由札幌辦事處副處長李世丙接任

大阪辦事處長，並於十一月十五日赴任，大

阪中華總會、日本關西台商協會與世界華人

工商婦女企管協會關西分會特別到機場迎接

李處長伉儷，也盼能與李處長一同努力，增

進台日友好關係。

　因為九月份關西機場事件後，為了維持大

阪辦事處的運作，駐日代表謝長廷特別從東

京調派與大阪淵源較深的副代表張仁久暫代

處長一職，重新凝聚大阪辦事處的團隊力

量，並順利舉辦國慶酒會，讓所有人看到辦

事處已經重新振作，新任處長人選決定後，

完成階段任務的張副代表也功成身退，回到

東京。

　新任的李世丙處長畢業於日本東海大學教

養學部國際學科，進入外交部後，長年處理

與日本相關的事務，曾派駐大阪、札幌，於

２０１７年接任札幌辦事處副處長，北海道

大地震時與周學佑處長在第一線照顧台灣旅

客，都獲得不少好評。

大阪辦事處新處長
李世丙赴任 僑團接機歡迎

▲

新處長李世丙前往大阪赴任 

年日本大學台灣研究員增加，台灣籍老師

也增多，不只是對兩國學術交流有幫助，

也是台灣學界突破大陸的人海戰術的一大

成功。留日大學教師聯誼會會長詹秀娟認

為，台籍新學界成員加入團體，有助留日

學界團體年輕化，傳承前輩打下的基礎，

希望會員，會友介紹更多新成員入會，強

化學界組織。

　懇親會上，許多今年新加入會員的新生

代及剛來日本從事學術研究的成員自我介

紹。老會員也發言希望原來學界團體年度

的旅遊明年能恢復舉辦，讓大家有機會聯

誼感情。

【東京／採訪報導】國建會日本聯誼會，留

日大學教師聯誼會十一月二十五日中午在池

袋舉行兩會的聯合演講會跟懇親會，因為碰

到台灣大選，許多會員返鄉投票，但因新會

員跟一些許久不見的老會員參加，當天有

四十人出席。席中千葉大學教授榊原健一以

計量經濟學分析儒學，將傳統儒教，孔子儒

教，朱子儒學，以科學分析，程式解讀，計

算出宗教及哲學的差別，榊原健一表示他自

己不懂中文，這個研究才進行兩年，希望跟

更多台灣籍的老師交流用數學方法來解析東

方理論的盲點。

　演講會第二段則是由台灣科學技術協會顧

問林國安博士，以各國案例來解釋橋梁事件

的教訓，林博士以美國，韓國跟義大利過去

發生的橋樑斷落事故來說明橋樑建設，事故

發生原因，及在工程技術上的改進及進步。

兩位老師的演講，會員都仔細聆聽，也提出

詢問，互動熱烈。

　國建會日本聯誼會會長丁鴻田表示，這幾

林國安博士演講提問

千葉大學教授榊原健一

兩團體合照

國建會大學教師聯誼會 新生代會員增加

曾獲頒周大觀文教基金會的「全球熱愛生命

獎章」，他同時也是國際非政府組織　（Ｉ

ＮＧＯ）「阿彌陀佛關懷中心」（Ａｍｉｔ

ｏｆｏ　Ｃａｒｅ　Ｃｅｎｔｒｅ簡稱ＡＣ

Ｃ）發起人。ＡＣＣ的主要活動是幫助非洲

因貧窮戰亂、天災肆虐、愛滋蔓延而失去父

母的非洲兒童。

　慧禮法師出生於台灣屏東縣，原是佛光山

弟子，１９９２年接受星雲大師感召，志願

前往非洲弘法，親眼目睹非洲地區因為戰

亂，疾病和貧窮許多不幸的孤兒，他發下宏

願要深入非洲偏遠地區，用教育幫助非洲兒

童脫離貧困。２００４年他在馬拉威創辦第

一所專門收容孤兒的希望小學，並成立ＡＣ

Ｃ以及普賢教育基金會，目前已在非洲包括

馬拉威、納米比亞、史瓦帝尼、賴索托、莫

三比克、馬達加斯加、南非等七個國家，設

立圓通小學和中學，目前助養孤兒已達千

人。此外ＡＣＣ在非洲各國救濟扶持過的兒

童人數多達九千人。

　近年來更進一步在非洲創辦菩提園農場和

技術學院，希望幫助非洲的下一代青少年自

力更生，並且回饋當地，慧禮法師的心願是

期許在他百年之後，非洲的兒童教育工作依

然能夠不斷延續下去。

　慧禮法師獻身非洲二十多年，曾遭遇重大

車禍、罹患瘧疾等磨難，仍不改其志，立志

用教育的力量改變非洲孤兒的命運，是許多

非洲孤兒心中的「和尚爸爸」，亦被稱為

「佛教界史懷哲」。

　圓通小學和中學的教育內容非常有特色，

除了當地傳統教育和英文課程外，還融入佛

教信仰，和中華文化，如「三字經」、「弟

子規」、「唐詩」是必修課程，畢業學生至

少學會當地語言、英文、和中文。學生作息

規律，早上四點半起床，念誦早課，晚上九

時就寢前也要念誦晚課，三餐吃素，還要學

習武術強身。這次前來的六位非洲小朋友來

自賴索托，中文流利，體格強壯，且都有中

文名字，男學童的名字都有一個「天」字，

寓意「天德好生」，女學童的名字都有一個

「地」字，寓意「地養萬物」。

　日本地區華僑非常支持慧禮法師

在非洲的活動，不少華僑都是ＡＣ

Ｃ的助養家庭，現任東京ＡＣＣ理

事長謝美香特地將她位於大阪的工

廠大力整頓布置一番，作為二十四

日的「三時繫念法會」舉辦場地，

有不少關西地區華僑前來參加，共

同為地震、風災頻繁的日本祈福風

調雨順、國泰民安。也有華僑熱心

接待非洲來的小朋友，帶領他們遊

覽大阪城和奈良等，展現出僑界充

滿愛心，熱心公益的一面。

　二十五日在大阪舉行一場感恩餐

會，駐大阪辦事處處長李世丙，大

阪中華總會會長洪勝信，東京ＡＣ

Ｃ理事長謝美香，以及許多關西華

僑和日本友人參加。多才多藝的非洲學童們

分別用國語和台語演唱「隱形的翅膀」和

「感謝你的愛」，以及表演非洲傳統舞蹈和

中華武術等，表達對日本地區助養家庭的感

謝，參與感恩晚會的華僑和日本友人都表示

相當感動。

　駐大阪辦事處處長李世丙表示，慧禮法師

２６年來秉持佛教普世慈悲與關懷的理念，

照護與教育非洲當地孤兒，同時提供技能學

習與培訓等，成果斐然，深獲當地政府與民

眾肯定，證明愛心無國界，彰顯台灣作為

「國際人道援助提供者」的角色，堪稱民間

團體從事國民外交的典範。

【大阪／採訪報導】有

「佛教界史懷哲」之稱的

慧禮法師，十一月二十四

日帶領六位來自非洲的小

朋友以及志工到大阪，與

關西地區華僑共同舉行

「三時繫念法會」。慧禮

法師主持法會時，非洲小

朋友們熟練地在一旁念誦

佛經，敲擊法器，一同為

世界和平，風調雨順，國

泰民安祈福。

　慧禮法師在非洲弘法、

濟貧、辦教育二十餘載，

慧禮法師與關西華僑一同在大阪舉行法會 為日本祈福 

右起 駐大阪辦事處處長李世丙、東京ＡＣＣ理事長謝

美香、大阪中華總會會長洪勝信等人與非洲小朋友合影位於史瓦帝尼的圓通小學校全景

「佛教界史懷哲」慧禮法師帶非洲孤兒到大阪進行感恩之旅



2018年12月3日発行（毎月第1月曜日発行）No:26012　生活

【東京／採訪報導】台灣偶像

劇「稍息立正我愛你」ＤＶＤ

在日本發行，主演喬喬、王子

前來日本宣傳，喬喬表示能跟

日本影迷近距離接觸很開心，

他跟王子多次搭檔，卻催化不

出愛情火花，而成為最佳閨

密，兩人可以分享感情私密，

也說王子跟女友鄧麗欣已經公

開，她非常祝福。

　「稍息立正我愛你」以女主

角少曦跟男主角力正的諧音為

劇名，描寫外表高冷内心温柔

的猫系傲嬌男主角力正與被自

小莫名其妙指腹为婚的少曦，在學生時期相遇，被她

的熱情率直融化感動而漸漸愛上她的初戀故事。不拘

小節的角色跟喬喬本人有些類似，不過高冷則跟王子

本人差別頗大。

　除了王子，喬喬外，劇中飾演情敵的王以綸，簡廷

芮也第一次來日參加宣傳活動，期待跟日本影迷有更

多互動。王以綸在加拿大念書長大，國語的咬字發音

跟一般台灣演員不一樣，他說倒是沒被導演糾正過發

音，但他自己希望講得更道地。簡廷芮私下已經來日本

旅遊六次，是一個日本通，最喜歡的演員是石原里美，

因為她不僅突破自己的外型，挑戰多元演技。

　在大陸宮廷劇攻城掠地下，台劇及演員在時裝劇裡，

以創新的劇本跟不流俗的演技爭取空間，在輸日市場

中，台灣演員清新與時尚的風格也深受日本劇迷青睞，

目前仍占上風，只是新生代如何承接前輩打下的市場，

創造在日本的知名度，是台劇需突破的課題。

右起 王以綸、喬喬、王子、簡廷芮

【大阪／採訪報導】一場台灣美食的盛宴正在盛大舉

行，自十一月二十一日起到二十七日止，在大阪車站

附近的阪神梅田百貨公司八樓，舉行「阪神台灣美食

祭」，集結了二十多家知名的台灣美食小吃店，以及

台灣文創雜貨等，吸引了許多想念台灣道地美食的台

灣同胞和日本友人。

　由阪神百貨主辦，台北駐大阪經濟文化辦事處後

援，台灣觀光協會大阪事務所，　台灣貿易中心大阪

事務所，以及長榮航空等單位協辦的「阪神台灣美食

祭」，二十一日起盛大開幕，吸引了大批人潮湧入會

場。為

了因應

蜂擁而

至的人

潮，阪

神百貨

特別開

闢了從

地下室

直達八

樓會場

觀眾投票，優勝的隊伍

則可以跟著舒米恩到國

外演出，今年五月「嵐

馨樂團」深獲觀眾喜

愛，成功得到海外演出

的機會。

　舒米恩表示，演唱會

上的創作人或樂團都是

以尚未發片為主，希望

能藉由海外演出，讓他

們能感受到當語言有差異時，要如何純粹用

音樂面對國外觀眾，而選擇日本的原因則是

日本很喜歡也很熟悉台灣，卻對台灣的原住

民文化很陌生，但透過音樂表演的方式，不

僅能讓他們認識原住民文化，也能留下深刻

的記憶。

　海邊的孩子是去年第一次在日本公演，舒

米恩認為這是好的開始，也會持續舉辦下

去，他相信透過演唱會能讓日本觀眾看到更

棒的表演，變得更喜歡原住民文化，未來如

果有機會，想邀觀眾們來台灣到部落走走，

參加阿米斯音樂節的活動，體驗更多原住民

文化和音樂的結合。

　演唱會上舒米恩帶來多首歌曲讓觀眾大飽

耳福，舒米恩也努力用日文與觀眾互動，更

逗著全場哈哈大笑，不過在日本很多事物的

標準都很高，連音樂也不例外，舒米恩坦言

剛到十年前剛到日本發展時，很難打入他們

的生活，但是當他們真心喜歡的時候，鐵粉

的程度讓他很驚訝，就連在台灣舉辦演唱會

時，都有歌迷專程飛到台灣參加，而這次日

本公演，也有許多台灣、沖繩的鐵粉特地飛

過來支持我這樣的夢想，就算機票貴到可以

買好幾張演唱會的門票都願意，實在讓我非

常感動。

　在舒米恩表演完後，接著由嵐馨樂團上

場，雖然他們沒有像舒米恩一樣會些簡單的

日文能與觀眾互動，但憑藉著樂團的實力，

讓觀眾紛紛因為聽到不一樣的好聲音，眼睛

為之一亮，而這次是嵐馨樂團成立十幾年來

首次在日本演出，他們希望讓觀眾在聽音樂

的同時，能如他們的團名嵐馨一樣，在山

上來的微風中感受到舒服，以及

跟流行文化一同呈現的原住民文

化。

　嵐馨樂團很感謝舒米恩能舉辦

海邊的孩子演唱會，讓更多人能

認識原住民文化，也很驚訝當初

在台灣觀眾們將票投給他們，

當時其他的樂團音樂都不亞於他

們，很高興能獲得青睞，最要感

謝的是舒米恩的團隊，處理好前

製工作，讓演唱會順利舉辦，也

讓他們的歌聲能傳到日本，未來

會盡自己的力量，讓演唱會或推廣原住民文

化等事務都能更完善的執行。

　趁著這次到日本的機會，嵐馨樂團也將過

去一些作品整理成ＥＰ，讓觀眾不僅能在網

路欣賞他們的作品，也能聽到比較完整版的

音樂，並預計在明年完成樂團的專輯，做一

個階段性的紀錄，讓更多人能認識嵐馨樂

團。

　他們也提到，第一次來到東京演出，其實

沒有設立任何目標，只是單純的想將音樂傳

達給日本觀眾，畢竟自己的音樂對日本而言

是屬於異國的音樂，只要能用自己的方式唱

給觀眾們聽，就很心滿意足了，也希望能認

識更多的日本朋友，或是進一步跟日本朋友

們做面對面的交流。

【東京／採訪報導】日本近年來掀起珍珠奶

茶風潮，知名連鎖名店紛紛進駐東京，其中

台灣發跡在國際間揚名的「快樂檸檬」於

十一月二十九日在東京新宿開設分店，不僅

是現泡茶，還特別使用從台灣進口的茶葉，

希望讓民眾喝得開心又健康，色香味俱全的

珍奶在試營運期間就成功征服民眾味蕾，變成排隊名

店。

　在日本的連鎖飲料店不外乎都是主打珍奶，「快樂

檸檬」與眾不同的是還特別將台灣另外一項知名的飲

料－四季春茶引進日本，並製作成「岩鹽芝士四季春

茶」，在品嘗到清香的四季春茶時，也能因為鹹甜的

岩鹽芝士享受到不同的層次感，擄獲日本人的心。

　另外，在一般的奶茶其他配料大多都是布丁、椰

果，不過「快樂檸檬」研發團隊特別添加創意和巧

思，將甜點與珍奶搭配在一起，推出「蛋糕珍珠奶

茶」，突破傳統珍奶，變成吃的飲料、喝的甜點，完

美結合的「蛋糕珍珠奶茶」也吸引不少人打卡上傳，

因此被稱為網紅奶茶。

　在許多人的觀念中，手搖飲料雖然大受歡迎，但往

的電梯，進入會場後，許多美食攤位大排長龍，如珍珠

奶茶、滷肉飯、小籠包、香雞排等等，台灣美食的魅力

十分驚人。

　由於人潮不斷，以致有些熱門美食開賣不到幾小時就

賣完，店家紛紛表示要追加供應量，這次的美食祭不僅

僅只有美食，還有台灣文創雜貨，以及介紹台灣觀光旅

遊的展示攤位，以及現場表演舞台，首日請來了二胡專

家魏麗玲以及鋼琴家中島陽子現場演奏「望春風」等台

灣民謠，整個會場漂浮著濃濃的台灣味。

　這次參展攤位中還出現了留學生最愛的大同電鍋，尤

其粉紅色的大同電鍋造型吸引了不少關注。另外觀光協

會還安排多位喜愛台灣的日本作家和藝術家輪流來會場

演講或演出，例如二十五日將安排鐵道寫真家村上悠太

介紹他拍攝的台灣鐵道作品，原來台灣全島有三十二個

火車站的站名居然和日本的火車站相同，如岡山、大

橋、龜山、豐田、瑞穗等，鐵道之旅已經成了日本旅客

周遊寶島最受歡迎的旅行方式之一。

　美食無國界，從現場的日本民眾津津有味的大啖台灣

美食的模樣，顯示透過美食文化的推廣可以讓更多人喜

歡台灣，認識台灣，住在關西地區的朋友千萬不要錯過

這場台灣美食與文化的盛宴。

往會被貼上不健康的標籤，特別是在茶湯的部份，過去

就曾爆出大部份店家常使用越南等地的茶葉農藥超標，

鬧得人心惶惶，但「快樂檸檬」堅持使用台灣茶葉，即

使成本比東南亞貴上好幾倍，使價格提高也絕不妥協，

而且茶葉除了通過層層檢驗外，泡完超過三小時的茶都

會直接倒掉不再販售，就是要讓民眾喝到健康茶飲。

　「快樂檸檬」是由雅茗天地集團打造的茶飲品牌，在

世界各地都設有分店，但為了因應日本民眾習慣，「快

樂檸檬」在日本最初是與京王集團合作，將台灣小吃與

飲料結合，開設「彩茶房」茶飲餐廳，在原宿、吉祥寺

等地都有分店，深受歡迎，好評不斷，而隨著最近日本

民眾漸漸接受外帶手搖飲料，才決定於東京開設「快樂

檸檬」分店，希望讓傳統的茶文化透過流行文化的方

式，在日本發揚光大。

集結台灣美食的
「阪神台灣美食祭」盛大舉行

台貿中心大阪事務所所長林志鴻 (左１)

前來為參展者加油

台灣受歡迎的四季春茶

在日本也喝得到

快樂檸檬飲料選項多，

滿足不同消費者的喜好

快樂檸檬東京第一間分店開幕

「快樂檸檬」東京初登場
現泡茶飲大受歡迎

【東京／採訪報導】台灣陶瓷精品法藍瓷，從十一

月五日到十三日，在東京六本木的ＯＫＡＮＯ旗艦

店，展開「法藍瓷２０１８經典展」。其中法藍瓷

跟ＯＫＡＮＯ跨品牌合作的《蝶舞風華》絲巾有蓋

盒組，取材浮世繪的和服花紋，製作博多織絲巾及

法藍瓷擅長的蝴蝶造型瓷盒，結合東方兩大文化，

讓各國代理商驚艷。

　在五日下午的開幕典禮上，多位日本時尚界，藝

術界人士前來參加，福岡市東京事務所三宅宏治表

示，今年剛好是博多織７７０周年，期許ＯＫＡＮ

Ｏ與法藍瓷的結合，能帶動更多東

亞工藝互相合作走向世界。

　ＯＫＡＮＯ社長岡野博一表示，

這次作品選擇明治時代浮世繪畫家

月岡芳年代表作「風俗三十二相」

畫中江戶時期女性和服的時尚

圖紋，絲巾採用傳統製作和

服和高級斜紋織的織造技

術，未來希望繼續跟法藍

瓷合作「風俗三十二相」

其他畫作，將博多織跟法藍瓷一起邁向世界。

　法藍瓷總裁陳立恆表示，日本浮世繪深深影響

了梵谷的創作，過去法藍瓷跟荷蘭阿姆斯特丹梵

谷美術館合作，將梵谷的浮世繪畫作製成陶瓷藝

品。這次與ＯＫＡＮＯ合作也是從浮世繪汲取靈

感，用法藍瓷擅長的色彩跟技法，詮釋全新的和

風。

　「法藍瓷２０１８經典展」囊括了近４０件作

品，總展品價值高達日幣兩千多萬。其中包括展

２００９年，胡錦濤致贈給美國總統歐巴馬的「錦繡

經綸」瓷瓶樣品，以及以故宮博物院收藏北宋山水畫

《谿山行旅圖》、《萬壑松風圖》與《早春圖》為範

本製作的山水瓷瓶。此外，透過３Ｄ陶瓷列印製作的

微雕瓷品《十駿犬》，則為當代科技結合傳統手工藝

的代表之作。

　日本工匠技藝精湛卻缺乏管道進軍海外，

這次ＯＫＡＮＯ跟法藍瓷合作，也是要學習

台灣企業在世界行銷的成功典範，而法藍

瓷則是再次向日本市場試水溫。

（左）法藍瓷陳立恆總裁與ＯＫＡＮＯ岡野博一社長對談

法藍瓷２０１８經典展
跨品牌合作行銷

《蝶舞風華》絲巾有蓋盒組梵谷花魁十駿犬擺飾

今年海邊的孩子演唱會海外場於東京舉行

嵐馨樂團的好聲音讓日本觀眾眼睛為之一亮
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▲舒米恩的歌聲和音樂讓觀眾聽得如癡如醉
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▲

「阪神台灣美食祭」吸引大批人潮

「稍息立正我愛你」
喬喬 王子來日宣傳

「海邊的孩子」演唱會，海外場於東京青

山月見ル君想フ舉辦，今年舒米恩帶著獲

得觀眾票選第一的「嵐馨樂團」一同演

出，優美的原住民歌聲讓現場觀眾聽得如

癡如醉，也讓他們深刻感受到原住民文化

的特色和魅力。

「海邊的孩子」是舒米恩希望透過音樂的

方式，引導部落孩子走上舞台展現自己的

文化，後來延伸到在台灣先邀請多組原住

民創作人和樂團一起舉辦演

唱 會 ， 再 由

【 東 京 ／ 採

訪報導】由

台 灣 知 名

原 住 民 歌

手舒米恩

所發起的


