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台湾 、 警戒レベ ル「第 2 級 」に引き下 げ

TOPIC
TOPIC
日本語版
日本語版
●
「2018年台湾エクセレント商品及びパテント商品商談会」
がスタート
●台湾産ワクチンに緊急使用許可～第
3 段階臨床試験へ
●一般社団法人
「日台ロータリー親善会議」
が発足
●さらば
「鳥人間」
台北駅の名物オブジェ撤去
●第5回東亜城市足球大会2018in
Taiwan が開催
●台湾産バナナ
5000 キロが東京五輪・パラ選手村に提供
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面
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2面
面
4
●台湾観光協会が世界最大級の旅イベントに出展～「MEET COLORS TAIWAN」 2 面
中国語版
中国語版
●日本中華聯合總會新傳承 朱恭亮接任第三十九屆會長 9 面
●世界華人工商婦女企管協會關西分會一周年
姊妹積極貢獻僑務 ９面
3面
●橫濱中華學院助當地防災
供體育館做為避難場所

●
蔡 英 文： 持 續 與 日 本
合作創造雙贏
●貿協媒合台日商機
IoT、環保產品正夯
建立友好交流契機
●宮古島市長下地敏彥拜會台南市
●發現一間愛台灣的書店 專訪福爾摩沙書院店長永井一広
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面
10
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11 面

●日本台灣不動產協會講座 募款超過一千萬日圓助難民
宿泊業投資及買賣登記 11
8面
面
●旅日各僑商會支援熱海土石流
●中華田協與健銀集團合作成立東京辦事處備戰奧運 11 面

台湾、新たな生活スタイルも展開した（写真提供：中央社）
制限が緩和されてもマスクの着用、ソーシャルディスタンスの維持を求めている
（写真提供：中央社）

台湾行政院の羅秉成報道官は7月22日、
防疫会議で7月27日より警戒レベル
「第3級」
を「第 2 級」に引き下げると発表した。5月か
ら始まった感染拡大を抑えこみ、ワクチン接
種も進んでいる台湾では、警戒レベルが引き
下げられた後の措置に関心が集まっている。
5月中旬にクラスターの発生により、台湾
の一日当たりの新規感染者数が3 桁の大台に
乗った。台湾政府は7月15日に台北市と新

北市を対象に警戒レベル「第 3 級」を発令し
たが、4日後の19日に台湾全域へ拡大した。
各級学校の登校が禁止され、オンライン授業
を行い、企業にはテレワークの転換を呼びか
けた。さらに不急不要の外出を控えようと要
請した。この結果、人流が劇的に減少した。
警戒が延長した要因は、世界で感染爆発
が起きたデルタ株が台湾に流入したからとみ
られる。6月上旬に南米のペルーから帰国し

令和 3 年度の防衛白書に
「台 湾 情 勢 の 安定が重要」

中国軍用機が台湾の防空識別区に頻繁に
侵入するなどを記した（写真提供：中央社）
防衛大臣岸信夫と防衛白書の表紙
（岸防衛大臣ツイッターより）

刻化を強調した。
また、米中対立の顕著化に関して米中
防衛省はこのほど、令和 3 年度防衛白書を 関係の項目を新設し、台湾情勢や南シナ
発表した。台湾情勢の安定が「日本の安全保 海での軍事動向を注目。台湾の条項では
障や国際社会の安定にとって重要だ」と初め 中国軍用機が台湾の防空識別区に頻繁に
て明記するなど、中国への警戒感を明確に打 侵入するおよび中台軍事バランスの比較な
ち出した内容となった。このほか、米中対立 どを記した。さらに、米国が台湾への軍事
の顕著化にも言及し「両国による南シナ海の 支援の動向を分析し「中台間の軍事的緊
紛争」
を記した。
これを受けて中国政府は、
「強 張が高まる可能性も否定できない」と判断
烈な不満と断固とした反対」と不快感を示し した。結論として「台湾をめぐる情勢の安
た。
定は、わが国の安全保障にとってはもとよ
令和 3 年度の防衛白書は、7月の中旬に発 り、国際社会の安定にとっても重要」とし、
表した。中国による軍事活動の活発化が記載 「一層緊張感を持って注視していく必要が
され、近年の中国の軍事力の成長に関心を ある」
とアピールした。
集めた。中国の軍事予算は日本の4倍となり、
なお、中国外交部の趙立堅報道官は7
軍隊規模の拡張が顕著に進む。さらに中国 月13日の記者会見で「中国の脅威を誇張
艦船の尖閣諸島海域侵入や、今年 2月から している」と非難し「無責任なものだ」と防
中国海警法の実施などを列記し、状況の深 衛白書を指摘した。

李 登 輝元 総 統 の「 1 周 忌記 念切 手」が

7 月 30 日に発売
台湾元総統の李登輝氏の逝去から1 年を
迎えるのに合わせ、台湾中華郵政は命日の7
月30 日、故人を偲んで「1周忌記念切手」を
発売した。
「光・輝」をテーマにデザインされ、
李氏の表情を描いた生き生きとしたイラストが
描写された。
記念切手は8 台湾元（日本円＝約 32円）
切手 2 種、15 元（同約 60円）切手 2 種の計
4 種類。

それぞれ異なるイラストが描かれ、台湾
の民主主義の礎を築いた功績及び近代化
に向けた貢献、国家や国民を守る精神、
そして台湾初の直接投票による総統となっ
た事などを象徴している。
このほか、8月11日には新型コロナウイ
ルスと闘う防疫関係者に感謝を伝える記念
切手シートも発売される。額面8元、
13元、
15 元の切手各 2 枚の計 6 枚で1セット。

た台湾人によりデルタ株のクラスターが発生。
大規模の感染検査も行われた。
一方、この事態に向け、新たな生活スタイ
ルも模索された。感染拡大の初期に台湾の
店舗では店前にノートを置き、消費者に氏名
と連絡先の記入を要求したが、その後政府に
よる入店記録システムに切り替わり、スマート
フォンで QR コードをスキャンする事で市民の
行動記録を簡単に把握することができるように
なった。
また、ワクチンの接種について、感染拡大
からワクチン不足に困惑していた台湾は、日

本、米国、リトアニアからワクチンの提供が始
まり、次々とワクチンが確保された。7月には
台湾積体電路
（TSMC）
とファックスコングルー
プが台湾政府に代わって中国の復興グループ
と契約を締結。約 1000 万回分の BNT 製ワ
クチン（ファイザー）を確保した。これにより、
7月13日より18歳以上のワクチン接種の意向
受付が始まり、7月20日まで約 886 万を超え
る応募があり登録された。
台湾行政院の決定を受け、中央防疫セン
ターの陳時中総指揮官は7月23日、警戒レ
ベルの引き下げ後の防疫方針と具体的措置の

リトア ニ ア に
「台 湾 駐リトアニア代 表 処 」開 設 へ
リトアニアの首都ヴィリニュスに台湾の代表機
関「台湾駐リトアニア代表処」を開設すること
で一致した。目下、関連の準備作業を進め
ている。台湾外交部が 7月20日に発表した。
リトアニア共和国はヨーロッパの北東に位
置し、西はバルト海に面している。国土面積
は約 65，300 平方キロメートルで、台湾の
1.8 倍に相当する。人口は約 280 万人。経
済協力開発機構（OECD）に加盟しており、
同時に EU（欧州連合）
、北大西洋条約機構
（NATO）の加盟国でもある。工業が主力産
リトアニアに代表機関「台湾駐リトアニア代表処」
業で、レーザーやバイオテクノロジーなどの産
開設（蔡英文総統フェイスブックより）
業で世界的に知られる。台湾とリトアニアは
中華民国台湾は現在、中東欧諸国、なか 今後、経済・貿易、産業、科学技術などの
でもバルト海諸国との実質的な関係を開拓す 分野で互いにメリットのある協力関係を展開
るため、各分野での協力・交流を強化してい する。リトアニア政府は最近繰り返しの説明
る。台湾とリトアニア共和国の政府はこのほど、 の通り、今秋にも台湾に代表機関を開設し、

習総書記の方針演説に
～台湾政府「台湾海峡の平和と安定に尽力」
先の中国共産党 100周年記念大会で、習
近平総書記は台湾統一実現への方針を強調
し、再び武力による両岸統一の可能性を示し
た。習氏の言論に対し台湾政府は、
「国家の
主権と民主主義を固く守り、台湾海峡の平和
と安定に尽力する我が政府の決心は変わらな
い」
と発した。
中国共産党創建 100周年記念式典は7月
1日に開かれ、習近平総書記は演説で「台湾
中国共産党 100 周年（写真提供：中央社）
問題を解決して祖国の完全統一を実現するの

李登輝元総統の「1 周忌記念切手」
（中華郵政から）

説明を発表した。陳氏は7月19日の記者会
見で警戒レベルの引き下げの考えを示しつつ、
制限が緩和されてもマスクの着用、ソーシャル
ディスタンスの維持を求めている。また各自治
体においてそれぞれの感染状況によって、各
自の判断を取れるように見解を示していた。
アジア太平洋市場の開拓の足掛かりとする。
これにより両国の友好関係は一層深まるとみ
られる。
リトアニアは民主主義、自由、人権といっ
た「普遍的価値」を長く守っている。台湾とは
近い理念を持つ友好的パートナーでもある。
例えると、リトアニアは2 年連続で、国会議
員の過半数による連名書簡を発出し、WHO
事務局長に対して台湾の WHO 年次総会参
加を認めるよう訴えている。また、最近では
台湾に新型コロナウイルスワクチン2 万回分を
無償提供することを発表し、台湾への強い友
好的立場を示した。台湾とリトアニアはいずれ
も、自由、民主主義体制を守る最前線に位
置している。両国の国民はこれからも手を携
え、ともに努力し、世界の平和・安定・繁
栄のために貢献していきたいと考えている、と
見られる。
今 回のリトアニアの 代 表 機 関 開 設は、
2003 年のスロバキア以来で、欧州では18
年ぶり。台湾が欧州各国との実質的な関係
を開拓、強化しようとする決意の表れであり、
長年の成果が実を結んだものとも言える。
は、中国共産党の歴史的任務である」
と述べ、
武力による統一の可能性を示した。
蔡英文総統はこれを受け、同日の軍隊叙
勲式典で「軍隊の戦闘力の発展を期待する」
と台湾の国防能力をアピール。また台湾の対
中政策機関大陸委員会も
「国家の主権と民主
主義を固く守り、台湾海峡の平和と安定に尽
力する我が政府の決心は変わらない」と強調
し、中国側は台湾側の「平和、対等、民主、
対話」方針を認めた上で前向きな両岸関係を
築き上げられる」
と呼びかけた。
なお野党・国民党は「台湾海峡の平和、
両岸関係の繁栄発展および人民の自由こそ、
我が党の責任である」と主張し、再び両岸の
対話再開を呼びかけた。

台湾与野党「平和、対等、自由」をアピール
（陸委会フェイスブックより）
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台 湾外 交部 が日本から

三 回目のワクチン供与に感謝
感染症指揮センターの陳時中指揮官らが出
迎え、「われわれは心から感謝している。
とてもうれしい」と謝意を表し、「台湾と
日本の友情が長く続くことを信じている」
と述べた。
これまで提供された約334万回分のワクチ
ンは、台湾の人口約15％をカバーする。医
療従事者の努力などにより、1回分で1.07～
1.10人に接種可能であるため、約360万人に
接種できる計算という。
台湾外交部はこのほど声明を発し、「6
陳時中指揮官らがワクチンを載せた
航空機を出迎えた（写真提供：中央社） 月4日以降日本は台湾に対して短期間内に3
日本政府から台湾へ提供された新型コロ 回のワクチンを提供していただきました。
ナウイルスワクチンの第三弾約100万回分が 度重なる善行と時宜を得た支援に、台湾の
7月15日午後、桃園国際空港に到着した。蔡 政府及び住民を代表して改めて心から感謝
英文総統は、台湾と日本の新型コロナ対策 申し上げます」とした。さらに、「台湾と
に、「互いに必要な時に手を差し伸べ、助 日本は長い歳月をかけ、苦難を共に乗り越
け合うことができる」とし、「台日の友好 え、互いに支え合う厚い友情があります。
関係が固く揺るがないことの表れ」と表し 新型コロナウイルスのパンデミック以来、
た。
両国は厳しい脅威と挑戦に直面しながら互
桃園国際空港に到着したワクチンを中央 いを鼓舞し、対策してきました。日本に

サージカルマスクや防護服などの防疫物資
を無償提供し、台湾と日本は第三国に取り
残された自国民の救出に尽力するなど、互
助と協力を通じて強い絆をもっています」
と話した。
今回のワクチン提供により台湾政府は、
「今後、台湾のワクチン接種率を効率的に
高められます。加えて国際社会に対し、相
互信頼と協力の最良の模範を示すもの」と
の認識を示している。さらに、「東京五
輪・パラリンピックは、新型コロナウイル
スと戦う人類の不撓不屈の精神を示すだけ
でなく、日本にとっては東日本大震災から
の復興加速へ歩みだすマイルストーンとな
るものだ。台湾の政府と住民は、無事に成
功すると心より祈っている。同時に、全世
界が一日も早く新型コロナウイルスの陰影
から脱し、速やかに日常生活を取り戻し、
そして経済活動を迅速に復活させ、国際間
の交流を再開できるよう祈念しています」
と結んだ。

台湾産ワクチンに緊急使用許可
第 3 段階臨床試験へ
米国立衛生研究所と協力して開発した組
み換えタンパク質ワクチンで、国産ワクチ
ンに緊急使用許可が下りたのは初めて。第
2段階までのデータで審査され、同部食品
薬物管理署は同社のワクチンが英アストラ
ゼネカ製に「引けを取らないことが証明さ
れた」とした。20歳以上への接種が可能
とされ、28日間の間隔を空けて2回目の接
高端疫苗生物製剤（高端疫苗生物製剤 FB より） 種を行う。今後、第3段階の臨床試験のほ
台湾中央感染症指揮センター（陳時 か、より幅広い年齢層に対する有効性を調
中指揮官）は7月19日、台湾のワクチン べる試験も進め、国際的な認証も目指して
メーカー、メディゲン・ワクチン・バイ いく方針。
オロジクス（高端疫苗生物製剤）の新型
なお、海外市場の開拓については、台湾
コロナウイルスワクチンについて「台湾 の緊急使用許可があれば受け入れる国もあ
衛生福利部が緊急使用を許可した」と発 るとして、必要な試験を行いながら交渉の
表した。同社は海外での第3段階の臨床 加速を図るという。東南アジアや中南米の
試験に向け準備を進めるとともに、海外 国々に照準を合わせており、来年には海外
市場の開拓を目指すとしている。
進出が実現するとの見通しを示している。

台湾観光局が台日友好応援特別企画
日本人に感謝、 台湾本場の 味を

選手 がエコノミー搭 乗

蔡 総統が謝罪「事 前 説 明 が 足りなかった」
座っている姿を投稿した。これをきっかけ
に、選手がエコノミークラスに搭乗したこ
とに批判が集まった。
蔡総統は2016年、リオデジャネイロ五
輪以降、重要な国際大会に出場する際、選
手やコーチの飛行機移動は原則的にビジネ
スクラスにすると約束していた。また、台
湾立法院蘇貞昌行政院長も立法院で、東京
台湾選手団出発前記念撮影（写真提供：中央社） 五輪出場選手とコーチはビジネスクラスに
蔡英文総統は7月19日、日本入りする選 搭乗すると説明していた。
手及びコーチや関係者の航空機の座席の種
しかし、台湾教育部体育署は、新型コロ
類を巡り「事前に十分な説明を行えていな ナウイルスの感染拡大防止策として、1人
かった」としてツイッターで謝罪した。
の感染が確認されればその隣の列の選手も
台湾選手団は、チャーター機で7月19日 隔離措置を受けなければならないとの規定
午後1時、台北松山空港を出発。日本時間 を大会側が定めていることを前提に、「選
午後5時頃羽田空港に到着した。機上でバ 手を守るためにチャーター機での移動を選
ドミントン女子の戴資穎選手が自身のイン 択した」と説明した。なお、チャーター機
スタグラムにエコノミークラスの座席に はエアバスA330で座席数は313席。うち

ビジネスクラスが36席、277席がエコノ
ミークラス。選手の人数がコーチや関係者
を上回ったため、「エコノミークラスの前
方の座席に選手を配置し、選手団の医師や
コーチらを座席数が少ないビジネスクラス
に座らせることにした」と説明した。
蔡総統は座席の割り当てが適切でなかっ
たことは「配慮が十分でなく、気配りが足
りなかった」とし、台湾を代表して試合に
臨む選手に不愉快な思いをさせたことは
「非常に遺憾だ」とつづった。なお、体育
署は、帰りの便では選手とコーチにビジネ
スクラスを手配するとしている。
張少熙体育署長は7月19日夜の会見で、
出発前に行った説明会で選手やコーチと意
思疎通はしていたものの「説明が不十分
で、十分な理解が得られていなかった可能
性がある」として謝罪した。

スロバ キア共 和国 、

ワクチン１万 回分 供 与を表 明
人権の尊重という普遍的価値を重視してい
る。チェコ上院のミロシュ・ビストルチル
上院議長は昨年8月末、中国政府の威圧を
受けながらも台湾を訪問。ズザナ大統領は
「欧州連合（EU）加盟国が中国に恫喝を
受けることを見過ごすことはできない」と
真っ先に主張し、ビストルチル上院議長の
行動を支持した。
さらに、今年の5月中旬に台湾で新型コ
スロバキア共和国はワクチン１万回分
供与を表明（外交部フェイスブックより） ロナウイルスの感染が急速に拡大したた
スロバキア共和国（ズザナ・チャプト め、スロバキア政府は自発的に台北駐スロ
ヴァー大統領）は7月16日、台湾に新型コ バキア代表処に対してワクチン供与の意向
ロナウイルスワクチン１万回分を無償提 を伝えた。昨年、スロバキアでは新型コロ
供すると発表した。台湾外交部は同日、 ナウイルス感染拡大が深刻だったため、台
ニュースリリースを発表し「スロバキア政 湾外交部と高雄市は計70万枚のサージカ
府の友情と善意の決定に心から感謝する」 ルマスクをスロバキアに提供した経緯があ
と伝えた。
る。今回の無償提供は、これらに対する恩
スロバキアと台湾は、民主主義、自由、 返しの意向であるものとみられる。

スロバキア経済省のKarol Galek副大臣
は「一年前、台湾は我が国の新型コロナウ
イルス対策を支援してくれた。今度は我が
国が台湾のために何かしたいと考えてい
る」とした上で、「台湾へのワクチン供与
はスロバキアの保健省、外務省、内務省な
どが一体となって協力した末の成果」と強
調した。
なお台湾外交部は「我々は、スロバキア
政府が今回、台湾にワクチンを安全に送り
届けるため、欧州連合の枠組みの下で何度
も話し合いを重ねたと理解している。スロ
バキアの善意と強い決意は、我々を感動さ
せるものである。今後、台湾の各省庁や民
間企業に働きかけ、スロバキアとの経済・
貿易、科学技術、文化・教育など多方面で
のパートナーシップを積極的に強化してい
きたいと考えている」と表した。

台湾観光局が台日友好応援特別企画

スポーツの祭典を楽しみしながら、台湾を
味わい、台湾を思い出してもらいながら、
東京で開催される国際スポーツの祭典とし
スポーツパーティーパック て共に全力で記録に挑む台湾・日本のアス
台湾観光局東京事務所（東京都港区＝ リートたちへのエールを贈って欲しいとの
鄭憶萍所長）はこのほど、「台日友好応 願いと想いを込めて企画しました。期間限
援特別企画」として、林家排骨リン・パ 定貴重なグルメパックをぜひ味わってもら
イコー浅草店（東京都台東区）と共同で いたいです」とコメントした。
なお、期間限定による特選パッケージに
「2021スポーツ特別応援企画」～台湾加
油「おうちで観戦！パーティーパック」 は、台湾応援グッズ(非売品)もセットで含
を開始した。期間は7月23日より8月8日 まれるなど「ぜひお見逃しなく」（鄭所
まで。期間限定商品の販売や購入者には 長）とも。
商品は「スポーツパーティーパック」で
台湾応援グッズがプレゼントされる。
独自の台湾秘伝の味を守り続ける林家 店頭販売価格2,900円（税込）。本場台湾
排骨リン・パイコー浅草店との共同企画 を満喫できるメニューを詰め込み、スポー
により、自宅で台湾本場の味を楽しみな ツ観戦やパーティーにぴったりな特別セッ
がら、無限の可能性に挑戦する台湾・日 トとしている。
セット内容は〇台湾ロースカツ『排骨
本のアスリートたちにエールを届ける事
（パイコー）』1枚〇台湾フライドチキン
が狙い。
落ち着いたら行きたい海外旅行先とし 『炸鶏排（ザージーパイ）』1枚〇台湾屋
てトップクラスの人気を誇る台湾は、風 台名物『黒豚ソーセージ』2個〇『フレ
光明媚な景勝地や古刹名勝などの観光に ンチフライ』〇『ミニ魯肉飯（ルーロー
加え、グルメ探訪を目的に訪れる人が多 ハン）』2パック〇『台湾コーラ』または
い事で知られている。台湾への観光渡航 『アップルソーダ』を2本、などの構成
が制限されているため、台湾本場の味を だ。
注文方法は「林家排骨 リン・パイコー浅
現地で味わえないのが現状だ。この環境
草店」まで。
下において、日台双方が相互に助け合う
https://lin-paiko.jp/(電話予約不可)
絆の深さに呼応しての企画でもある。
また、UberEats、MENUからの予約デ
台湾からの感謝の一環として、日本人
向けに、また、世界の舞台で戦う台湾と リバリーも利用配達地域限定で可能。事
日本のアスリートたちへの応援を促す事 前予約はKKDAY日本支部まで。https://
を目的に、台湾定番のソウルフードから www.kkday.com/ja/product/119579
事前予約決済後は店舗にて引き取る。
人気メニューを厳選して「パーティー
なお、応援グッズは限定500セット。内
パック」として提供する。
鄭所長は「今回の企画へのコラボは、 容はハンディ台湾フラッグ（2本）、台湾
台湾旅行が叶わない期間が続いている デザインコースター（台湾鉄窓花）、台湾
中で、大量のワクチン供給や台湾パイ フラッグシール、スティックバルーン、台
ナップル支援など、日本の皆様からの心 湾まるごとガイド。台湾まるごとガイド、
温まる応援への感謝です。ご自宅で国際 となっている。
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さら ば「 鳥 人 間 」

台 北 駅 の 名 物 オ ブ ジェ撤 去
台北当代芸術館は同日、撤去の理由につい
て「老朽化した部分やメンテナンスが必要
な部分があると作者が判断したため」と説
明した。
同作品は台北駅とMRT中山駅を結ぶ地
下通路に2010年から設置されており、そ
の目を引く外観から、待ち合わせの際の目
印としても利用されてきた。撤去の知らせ
に台湾のインターネット上では「目印がな
台北駅の名物オブジェ くなってしまった」「この目印がなくなっ
（Solomon203，CC BY-SA 4.0） たら駅から抜け出せない」など惜しむ声が
「鳥人間」の通称で親しまれてきた台 上がっている。
北駅地下通路のオブジェ「夢遊」が7月13
同館によると、2010年に公共芸術に関
日、撤去された。作品の設置を担っていた する計画の一環として台北メトロと地下街

公共空間の借用契約を結び、1年ごとに契
約を更新する形で設置区画を運用してい
た。今年の契約更新に際し、作者の一人で
ある何采柔さんに意見を聞いたところ「メ
ンテナンスの必要性」などを理由にホーさ
んが作品の引き上げを決定したという。作
品の今後については「芸術家のプライバ
シーを尊重し特に聞いていない」とした。
ホーさんはフェイスブックで「皆さんが注
目してくれたことに感謝します」とつづっ
た。
同作品はホーさんと郭文泰さんが制作し
た。同館の公式サイトでの説明によると、
鳥の頭を持つ女の子が草原に立ち、顔から
流れ落ちる水が体を覆い尽くす姿を表現し
たという。
台北メトロは作品撤去後の空間の利用に
ついては追って検討するとしている。現時
点で借用に関する問い合わせはないとい
う。

日 本 初 の オ ン ラ イン「 華 語 文 能 力 試 験 」を
福岡で実 施

福岡会場の指揮をとった馮氏 ( 左 ) と王氏 ( 右 )

オンライン型式による日本で初の「華語
文能力試験(TOCFL＝Test of Chinese as
a Foreign Language)」が7月18日、福岡
市で実施され、台湾でのビジネスや留学を
目指す人など14人が受験した。台湾「国
家華語測験推動工作委員会」の主催で、実
施は台北駐福岡経済文化弁事処(福岡総領
事館：陳忠正総領事)が担当した。
TOCFLは台湾の大学・研究機関への留
学を目指す学生などを対象に世界各地で約
15年前から実施されており、日本では10
年前から東京、横浜、大阪の３都市で行わ
れている。成績は得点が低い方から高い方
にA1、A2、B1、B2、C1、C2と6つのラ

能』が付け加わるとともに『能力判定の精
度』が高まった。福岡をテストケースとし
て、今後、沖縄、札幌、仙台、広島、長崎
など、地方中核都市へ広げていく道筋をつ
事前説明を受ける参加者たち けたい。そうすることで、更に多くの人に
ンクに分けられ、留学生の受入れに際して 華語に親しんでもらい、台湾の歴史や文化
は、私立大学はB2以上、国立大学はC1以 を知るキッカケにもつながれば嬉しい」と
上などの目安があるという。また、外国人 話した。
の公的機関への就職にもこのランクが参考
試験を終えた受験者からは「試験の中身
にされるという。
は難しかったけれども、ゲーム感覚でやれ
今回、福岡会場で指揮した福岡弁事処の たところもあり、それほど緊張しなかっ
王鴻鳴課長と横浜中華学院秘書長の馮彦國 た。オンライン方式も新鮮で良いと思う」
氏(横浜中華学校・前校長)は「従来日本で という声も聞かれた。しかしCAT方式に
行われてきたTOCFLはいずれもペーパー は、受験者側のコンピュータ操作の慣れに
テストであり、オンライン形式のものは福 加え、パソコン機器やWiFiなどハード面
岡が初めてである。コンピュータを使っ の整備やフリージングなどの不具合が発生
た試験(CAT＝Computerized Adaptive した時の対応要員の確保など、乗り越えな
Test)の導入により、ペーパー時代には出 ければならない課題も多いと指摘する意見
来なかった『試験結果を即時に表示する機 もある。
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桃園市と香川県、
交流協定締結から 5 年

鄭文燦市長（写真提供：中央社、桃園市府） 浜田恵造知事（写真提供：中央社、桃園市府）

台湾桃園市（鄭文燦市長）と香川県
（浜田恵造知事）はこのほど、「桃園市
と香川県の交流協定」の締結から満5年
の節目を迎えるにあたり、鄭市長と浜田
知事が7月21日、オンライン対談を行っ
た。鄭市長は「日本からのアストラゼネ
カ製ワクチン供与に感謝し、台湾は永遠
にこのことを忘れない」と伝え、締結5
周年の記念として、桃園と香川の特色を
描いたイラストを浜田知事に贈呈した。
浜田知事は、香川県で採取される讃岐岩
（さぬきがん、サヌカイト）を使ったサ
ヌカイト風鈴を贈呈した。
鄭市長は対談で、「この5年間、桃園
と香川は互いに緊密な交流を重ねてき
た」とし、「新型コロナウイルスの収束

後はこの交流を継続し、さらに友好を増進
させていきたい」と抱負を語った。また、
日本が台湾に計334万回分のアストラゼネ
カ製ワクチンを供与してくれたことについ
て、「非常に感謝している。困難なときに
寄せられた心温まる行動を、台湾人は永遠
に忘れない」と伝えた。
浜田知事はこれに対し、「新型コロナウ
イルスの影響により対面で5周年を祝賀す
ることはできないが、このような困難な状
況の中でも、オンラインという方法で互い
の友好を祝福するメッセージを送ることは
できる。この新型コロナウイルスの感染拡
大は、まもなく収束すると信じている。そ
のときはぜひ、鄭文燦市長及び市民の方々
に香川県を訪問して欲しい」と述べた。

台湾漫画家の描き下ろし展「ありがとう日本」開催で

日本 の 台 湾 漫 画 市 場を開 拓
駐日代表処の謝長廷代表、日台交流協会の
谷崎泰明会長らが出席し、展覧会を参観した

台湾と日本で「心」を一つに
エ ー ル を 届 け よう !

台北駐日経済文化代表処台湾文化セン
ターは昨年、台湾クリエイティブ・コンテ
ンツ・エイジェンシー（文化内容策進会/
TAICCA＝李明哲院長）と共同で「台湾漫
画夜市展」を開催し、台湾人漫画家作品の
日本における著作権ライセンス契約拡大が
進んだ。さらに今年も再びTAICCAと協力
し、「『ありがとう日本』イラスト展」及
び「TAIWAN AUDIO COMIC EXPO-音
とともに楽しむ台湾コミック展」を7月1
日より開催した。
開幕式は同日開かれ、台北駐日経済文化
代表処の謝長廷代表、日本台湾交流協会の
谷崎泰明会長らが出席し、台湾から日本に
漫画で謝意を伝える同展を参観した。謝代
表は「台湾の漫画は最近、日本でよく受賞
し、台湾の漫画は日本でも高く評価される
ようになった。漫画を通して台湾と日本の
若者文化交流を引続き強化していきたい」
と挨拶した。また、日本からのワクチン支
援に関して、「台湾の人々は善良で、感
謝の気持ちを大切にする社会で、台湾に
は『食人一口、還人一斗』（恩を受けたら
何倍もお返しする）という諺がある」と述
べ、日本台湾交流協会および日本の各界の
方々が今回の件で尽力されたことに対し、
改めて心からの感謝の意を表した。
谷崎会長は、「日本国際漫画賞には年々
台湾からの素晴らしい作品が寄せられ、昨
年は金賞が台湾からの作品だった。今回こ
のような形で台湾の素晴らしい漫画作品を
見ることができた。小学生の頃、漫画を読

『ありがとう日本』イラスト展

まずに勉強しなさいと言われたこともあっ
たが、漫画を読むと絵も描けて、漢字も覚
えることが分かり、私は漢字を漫画で覚え
た。今でも人気の漫画があると読みたくな
る」とし、漫画を通じた台日文化交流のよ
り一層の深まりを期待した。また、「多く
の台湾の方々から日本が台湾パイナップル
を買ったことに対する御礼の手紙をいただ
いたが、最近は日本の方々からも日本が台
湾にワクチンを贈ったことに、よくやって
くれたと褒められることも多い」と話し
た。
日本台湾交流協会は今年2月、「日台友
情 謝謝台湾！」日本人漫画家の感謝メッ
セージ色紙展を開催した。東日本大震災の
際に台湾からの支援に謝意を表すイラスト
を、日本の漫画家が色紙に描き下ろし展示
したもの。「この温かい気持ちは台湾のコ
ミック・アニメファンを感動させた」との
理由から、台湾文化センターとTAICCAは
今年の漫画展を決めたという。本展のメイ
ンテーマは「ありがとう日本」とした。
今年の展示は、10人の漫画家が「台日
友好、台日の助け合い」をテーマにイラス
トを描き下ろし、感謝のメッセージを添え
た。さらに、日本から台湾に贈られたワク
チンに対する感謝の意味を込め、台湾が厳
しい状況にあるときに届いた「恵みの雨」
として、「日本から届いたワクチンに対す
るお礼のメッセージ」も。これは台湾文化
センターがTAICCAに提案し、漫画家らが
これに呼応して実現したものだ。また、台

韋蘺若明のイラストの人物が着ているシャツには日本国旗が
デザインされている（台湾文化センター提供）

湾オリジナル漫画を音声付きで表現した短
編動画も同時に展示されている。
今回イラストとメッセージを提供した
漫画家は、小峱峱、韋蘺若明、英張、
Gene、每日青菜、灰野都、楊基政、胚謎
pemy、米宗子、許彤の10人。2020年日
本外務省第14回日本国際漫画賞金賞を受
賞した韋蘺若明は、「日本のような友達
がいて本当にありがたい。日本大好き」と
話した。2020年に京都国際漫画賞対象と
イラスト優秀賞を受賞したGeneは「日本
の文化が大好きです。台湾と日本の友情が
いつまでも続くことを願います」とのメッ
セージを寄せた。このほか、台湾の漫画家
からは、英張は「ワクチンのご提供、あり
がとうござます。この恵みの雨のお蔭様
で、台湾のみんなの気持ちが少し落ち着く
ことができました」。小峱峱は「今回は
困っているときに日本が手を差し伸べてく
れてありがとうございました。将来恩返し
ができればと思います」。台湾文化セン
ターの紹介冊子のイラストを担当した許彤
は「日本の方々本当にありがとうございま
す。コロナでこの厳しいご時世ですが、一
日も早く皆と会えるように願います」とそ
れぞれメッセージを寄せた。
なお、展示作品には多くの隠された創意
工夫あるメッセージが込められている。例
えると、韋蘺若明のイラストの人物が着て
いるシャツには日本国旗がデザインされて

台湾ティーパック

台湾茶ペットボトル冷蔵コーナー

台湾観光局東京事務所（東京都港区＝
鄭憶萍所長）はこのほど、ナチュラル
ローソンと共同で、台湾と日本への応援
POPを店舗に設置し。台湾グルメやド
リンクを飲食しながらエールを届ける企
画を開始した。
期間は7月23日より8月8日まで。首
都圏のナチュラルローソン140店舗を対
象に、台湾茶ペットボトル冷蔵コーナー
及び台湾ティーパック販売コーナーを設
置して台湾と日本にエールを送る。鄭所
長によると、首都圏で展開されるナチュ
ラルローソンは、健康、自然、品質や快

適を訴求し、女性顧客やシニア層に支持さ
れているクオリティの高いコンビニエンス
ストアであるという。
このほどのコラボは、台湾から日本向け
に2020年4月、マスクを送った経緯や、
台湾と日本がそれぞれコロナ感染抑制に際
し、日本が台湾へワクチンを寄贈した事に
対する感謝の意から。同事務所では「日台
友好とコロナ禍を一緒に乗り越えて、頑張
ろう」とのエールを込めて『台湾 謝謝 日
本にエールを！』のキャッチコピーを掲出
し、「コロナ禍で頑張る全ての人に向けて
エールとしたい」とコメントしている。

いる。每日青菜は日本の「たい焼き」と台
湾の「タピオカミルクティー」を台日友情
の象徴として描いている。米宗子は台湾の
パイナップル、バナナ、タピオカミルク
ティー、台湾黒熊をイラストに描き、日本
の方々に台湾をもっと好きになってほしい
というメッセージを込めている、など工夫
が凝らされた作品ばかりだ
なお、台湾文化センターとTAICCAが昨
年合同開催した「台湾漫画夜市展」では、
25人の台湾漫画家の作品を展示し、日本
の漫画著作権エージェント関係者を招き、

TAICCAによる積極的なプロモーションも
加わり実り多い成果が得られた、という。
出展した台湾の漫画家のうち、これまでに
阮光民『用九柑仔店』が日本との著作権
ライセンス契約を結び、2021年末には日
本での発行が予定されている。また最近で
は、AKRUの「百獣の笛」が角川出版の漫
画雑誌「青騎士 2Ｂ号」に掲載された。
さらに、TAICCAは同展の開催後にも10
作を超える作品について5社程度の日本の
出版社と日本語著作権ライセンス契約を進
めている。

4 日本語記事
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リトアニアに御 礼～ 台湾 の 食 品会 社

コンテナ 2 個 の 自 社 商 品

台湾産バナナ 5000 キロが
東京五輪・パラ選手村に提供

発送時期については、台湾とリトアニア
には航空直行便がなく、現時点で船便もス
ケジュールが埋まっているため、「海運会
社と交渉を進めている段階」（高志明社
長）という。8月を目処に調整している模
様だ。
人口約280万人のリトアニアは6月22
日、英アストラゼネカ製ワクチン2万回分
を台湾に無償提供すると発表。9月末まで
に台湾に届けられる予定。アドゥメナス副
外相は2年前、宗教関連行事への参加のた
めに台湾を訪問した際、友人の紹介により
義美食品を訪問していた。
リトアニアに「恩返し」を 動き広まる
リトアニアからのワクチン寄贈発表を受
け台湾では、現在、リトアニアに恩返しを
義美食品の人気商品パフ（義美ホームページより） する動きが広まっている。小児がん患者を
台湾の食品大手、義美食品（高志明社 日に公開した。
持つ親を支援するリトアニアの非営利組
長）はこのほど、台湾に新型コロナウイル
高社長は「両国の国旗は台湾とリトアニ 織（NPO）には6月23日から7月2日まで
スワクチン2万回分を提供するリトアニア アの友好関係を表した。下方には台湾の地 に、台湾の人々から少なくとも2万5000
に対し、感謝の意を表すために自社商品 図とハートのイラストをあしらい、地理的 ユーロ（約327万円）の寄付金が寄せられ
「パフ」（小泡芙）4万3200箱をリトア に遠いリトアニアから贈られた真心に台湾 た。台湾に進出するリトアニアのチョコ
ニアに届ける、と発表した。パッケージの の人々が心からの感謝を表現した」と話し レートメーカー「ルタ」にも注文が殺到。
デザインは中華民国とリトアニアの国旗を た。4万3200箱は20フィートコンテナ2個 7月7日現在、同社の台湾公式サイトでは
用い、リトアニア語と英語で「ありがとう 分に相当する。当初はコンテナ1個分の予 出荷が遅れる可能性があるとして注文受付
リトアニア」のメッセージを印刷。7月7 定だったが、倍増を決めた。
を停止している。

「台湾を目覚めさせた男 児玉源太郎」を出 版・贈 呈

農委会の陳吉仲主任委員（農委会より）

東京五輪・パラリンピックの選手村
に、台湾産バナナ5000キロが提供され
る。台湾行政院農業委員会（陳吉仲主任
委員）7月16日、明らかにした。台湾産
バナナがオリパラ選手村の使用食材に選
ばれるのは初めて。
提供されるのは、生産や出荷の安全、
安心を保証する農家に同委が与える「適
正農業規範（TGAP）2020 PLUS」の認
証を受けた台湾産バナナ。同認証を取得
したバナナは昨年、東京オリパラに供給
可能な食材としての認可を大会組織委員
会から受けていた。
台湾産果物ではバナナのほか、
「TGAP 2020 PLUS 」の認証を取得し
たパイナップルやマンゴー、ドラゴンフ
ルーツも組織委から調達の基準を満たす
と確認されていた。

書籍の贈呈を受ける陳総領事 ( 右 ) と著者の木村氏

児玉源太郎は1898年～1906年の8年間台
湾総督を務めた。陸軍大臣、内務大臣、文
部大臣、満州軍総参謀長なども兼任し、後
藤新平や新渡戸稲造など錚々たる人材を起
用。台湾の殖産興業、鉄道、道路、ダムや
電気、上下水道などインフラの整備、教
育・医療制度の充実などを推進させた。
著者は「ともすれば台湾近代化の父とし
て後藤新平の名が取り上げられることが多
い中で、児玉と後藤が政策形成の打ち合わ
せを緊密に行ない、お互いの役割分担を確
認し合いながら、『難治の土地』と呼ばれ
た台湾の近代化に向けていかに取り組んだ
かについて、皆さんに知ってもらいたい。
児玉は大臣として入閣した後も、台湾のた
めの予算獲得や政策実現に向けて尽力し
た。そして、児玉が深く台湾を愛していた

日台関係の友好発展を願って集合写真

ことも、読者に感じて欲しい」と記述して
いる。
贈呈を受けた陳忠正総領事は「台湾は日
本から多くの恩恵を受けたが、その中でも
教育と衛生は国の根幹をなすものである。
百年を超える小学校が台湾に多く存在する
こと、台北帝国大学(現台湾大学)をはじめ
とする高等教育のための制度を整備したこ
と、医師を多く呼び寄せ伝染病や風土病へ
の対策をさせたことなどは児玉源太郎の大
きい功績だと思う。このような事実を、日
本・台湾双方の若い人にぜひ知ってもらい
たい」と応じ、著者の学校での講演や著作
の寄贈を提案した。
最後に著者と福岡台湾領事館、出版社な
どの関係者が今後の日台関係の友好発展を
願って集合写真に納まった。

E コマースとスタートアップ の 連 携で

新たな「台日デジタル 貿 易 」へ
例を挙げながらEコマースを利用して日本
市場に参入するための経験とノウハウにつ
いて語り、中小企業やスタートアップがブ
ルー・オーシャンで商機を開拓できるよう
協力した。
日本の専門家からは、新型コロナウイル
スのまん延で「おうち時間が長くなった」
と指摘。さらに米国では室内で靴を脱いで
「台日デジタル貿易」シリーズの１回目となる 過ごすという新たなライフスタイルが流
オンライン・シンポジウムを実施した（経済部サイトより） 行っているとし、日本の伝統の技を受け継
新型コロナウイルスのパンデミックと世 いだ「台湾で60年の歴史を持つ老舗店が
界におけるデジタル消費の加速を受け、台 作るタタミ」がインターネットを通じて米
湾経済部国際貿易局は7月19日、「台日デ 国での売り上げを伸ばしているという事例
ジタル貿易」シリーズの１回目となるオン が紹介された。在宅時間の伸長でこのほ
ライン・シンポジウムを実施した。台湾と か、ビーズクッションや防音の素材や道具
日本の越境EC（Eコマース）市場での協 などのニーズ、いわゆる「巣ごもり需要」
力を促進するのが目的。台湾と日本のデジ が高まり、インフルエンサーの活用や口コ
タル貿易の専門家やEコマース業者が、実 ミによる宣伝を通して「インターネットで

の購入が激増した」という。
このイベントには多数の参加があり、オ
ンラインでの反響も大きかった。日本の
EC市場に興味がある企業だけでなく、日
本企業で働く台湾人の中堅幹部の参加もあ
り、台湾と日本の越境ECに対する関心の
高さが伺えた。当日、リアルタイムで参加
できなかった人もYoutubeでアーカイブを
見ることができる。
台湾経済部国際貿易局は7月21日と23
日にも同様のオンライン・シンポジウムを
開催し、引き続き日本のEコマースのB2C
及びB2B市場の現況や成功の秘訣について
分析した。アマゾン、楽天など日本のEコ
マーストップの関係者や、すでに日本市場
に参入している台湾企業の関係者などが登
壇して成功事例を紹介した。いずれもオン
ラインでの質問や商談が可能だった。

「組織委は最終的にバナナとパイナッ
プルの2品目の調達を決めた。だが、パイ
ナップルはシーズンが過ぎたため、南部・
高雄や屏東で生産された良質なバナナ5000
キロを提供することになった（陳吉仲主任
委員）」。
また、中華オリンピック委員会の陳士魁
副主席は「バナナはエネルギーを補給でき
るだけでなく、筋肉がつるのを防ぐ効果も
ある」と紹介。過去に大会に参加した際
「なぜ台湾産バナナが見当たらないのか」
と疑問に思っていたと明かし、「今回は台
湾の農産物の素晴らしさを世界にアピール
することができる」と自信を深めた。
日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協
会の星野光明台北事務所副代表は「台湾の
バナナは世界各地の選手に活力を与えるだ
ろう」と話した。

日本の 食文化の ひとつである
和 ( なごみ ) の 焼酎を台湾に届けたい

「長寿庵」を贈呈した新福社長 ( 左 )と陳総領事 ( 右 )

日本統治時代の第四代台湾総督・児玉源
太郎と台湾とのかかわりを詳しく描いた
「台湾を目覚めさせた男 児玉源太郎」
（梓書院）が出版され、7月21日に駐福岡
台北経済文化弁事処(福岡台湾領事館)で著
者の木村健一郎氏から陳忠正総領事に贈呈
された。
木村健一郎氏は、児玉源太郎の故郷山口
県周南市で2期の市長、1期の県会議員を
務めた。この間に何度も台湾を訪問し、李
登輝元総統より政治家としての心構えを
聞くなど薫陶を受けた。「第四代総督・児
玉源太郎がいなかったら今の台湾はなかっ
た。児玉が後藤新平を民政長官に登用して
様々な政策展開をしたことが今の発展に結
びついている。児玉は台湾の恩人です」と
元総統からの助言に感銘を受けたという。

リモート記者会見記念撮影（農委会より）

長寿庵（鹿児島県日置市）の新福正志
社長は7月21日、福岡市の台北駐福岡経
済文化弁事処(陳忠正処長・総領事)を訪
問し、同社の銘酒本格焼酎「長寿庵」を
贈呈した。G７伊勢志摩サミットをはじ
め、数々の国際会議で賓客に振舞われた
この焼酎で「台湾の人々の癒やしにして
もらいたい」と言葉を添えた。
焼酎「長寿庵」は、日置市伊集院町
で650年続く古刹(古寺)長寿庵跡地との
出会いから誕生した原酒で、3年以上熟
成させた長期貯蔵薩摩焼酎。伊勢志摩サ
ミットでは、各国首脳会見場となったホ
テルで限定使用され、日本の食文化のひ
とつとしてサミットに貢献した。2010
年大分県別府市で開催されたAPEC(ア

焼酎造りのきっかけや台湾の状況などについて話が
弾んだ。( 左から、比田勝氏、新福社長、陳総領事 )

ジア太平洋経済協力会議)晩餐会や、2008
年の北海道洞爺湖サミットG8次官級会議
(石川県)でも公式採用された。
贈呈を受けた陳総領事は「台湾への気遣
いは大変有り難い。必ず日夜苦労を重ねて
いる本国の人々に届け、心の癒やしにして
もらえるように計らう」と謝意を表した。
長寿庵は、新福社長が公務員時代に赴任
した離島で出会った人達が「離島に高校を
造ろう」という夢に賛同して立ち上げた。
今回贈呈の仲介役を果たした比田勝真一氏
を交えた歓談の場では、当時島の子供たち
が成長するにつれて進学や就職のために島
を離れていくのを見て心を痛めた事や、こ
れからやり遂げたい夢、台湾の状況などに
ついて大いに話が弾んだ。

ソーラーシェアリング の 普及で持続
可能な発展を加速～台湾経済部
行政院農業委員会は、農地の断片化を防
ぐため、2020年7月7日より農業用地にお
ける太陽光発電設備設置に関する政策を調
整し、2ヘクタール以下の農業用地は土地
用途の変更を不可とした。これにより、農
業用地における太陽光発電設備設置が制限
される事となった。一方で、再生可能エネ
ルギーの比重を引き上げ、さらに環境との
共生への期待に応えるため、経済部は「屋
2020年下期の時点で4，702ヘクタールに達している（経済部サイトより） 上型」の太陽光発電の普及を最優先項目に
台湾行政院は、農業・漁業と発電事業 定め、太陽光発電の「屋上型」と「地面
を同時に行うソーラーシェアリングの普 型」の設置目標の比重を2度調整した。
及を図るため、先に立ち上げた各省庁と
これにより、「屋上型」の設置目標は当
地方自治体と協力したプロジェクトチー 初の3GWから6GWとなり、今年初めには
ムを活用し、行政手続きの簡素化を推進 8GWまで引き上げられた。同時に、設置場
する。これを受けて台湾経済部も、環境 所の対象を学校、国有地、農業用地、工業
及び社会への影響評価を行うメカニズム 用地などの建築物の屋上にも拡大させた。
を構築し、環境への影響が懸念される地 「地面型」については太陽光発電と環境の
域を排除し、審査の手続きを加速する。 共生の道を模索するため、太陽光発電業者
さらに、太陽光発電設備の設置と環境が が問題のない土地での太陽光発電設備設置
持続可能でインクルーシブな発展を遂げ や、土地の活性化を優先的に推進するよう
ることも実現させる。
指導した。
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国民投票の4案が12月18日に延期

台湾中央選挙委員会は8月28日に実施 合、両者を同日実施③台湾中油の第3天然
予定の4案の国民投票について、新型コロ ガス受け入れ基地を桃園市大潭の藻場海
ナウイルスの感染拡大に伴い、投開票を 岸および海域から移転④第4原子力発電所
12月18日に延期すると発表した。延期さ （新北市貢寮区）の稼働。延期の理由につ
れた4案は、①成長促進剤「ラクトパミン」 いて、現段階の感染対策措置や状況の下で
入りの餌で飼育された豚の肉や関連製品の は投開票所のスタッフに対する講習や各地
輸入全面禁止②全国一斉に行われる選挙が 方自治体との協力、投開票会場の設置など
住民投票の実施決定から半年以内にある場 が難しい事を挙げた。

Jul.2

台東旧駅内「機関車庫」の修復補助金調達で22年6月に完成

台湾鉄路管理局（台鉄）の廃駅で、台東 1400万台湾元（日本円＝約5600万円）を
旧駅内に残されている機関車庫の修復工事 調達した。2022年6月に工事が完了する
がこの日始まった。日本統治時代に建設さ 予定という。
れ、
台東県の歴史建築に指定されているが、
2016年の台風1号の影響で一部が損壊し
ていた。台湾文化部の資料によると、こ
の車庫は東台湾3大機関車庫の1つに数え
られ、この中で唯一現存する木造の機関車
庫。2001年に台東駅が廃駅となり、県は
保存と再利用に向け、翌02年に歴史建築
として登録。文化施設として活用し、一般
公開していた。その後、台風による損壊で
閉鎖していた。このため、同県は修復のた
機関車庫（台東県政府より）
め文化部に対し補助金を申請。今年に入り

Jul.6

パンダの「円仔」が8歳の誕生日～氷のケーキをプレゼント

台北市立動物園のジャイアントパンダ 「胃腸を健やかに」の竹筒の匂いを嗅ぎ、最
「円仔」
（ユエンザイ）が8歳の誕生日を迎え 後に再び「低炭素」のところに戻って口に
た。
園は誕生日祝いに
「8」
の数字をかたどっ くわえた。円仔は2013年7月6日にメス
た氷のケーキを用意した。円仔はケーキの の円円とオスの団団の間に生まれた。
匂いを嗅いだり、触ったりと興味を示した
ものの、最後まで口に入れることはなかっ
た。園によると、円仔は現在仮性妊娠中の
ため、やや少食になっているという。ファ
ンからは、円仔が痩せることを心配する声
が寄せられた。飼育員によると、約2カ月
で2キロ痩せただけで体重の減少幅は大き
くないという。吊るされた6本の竹筒の中
から「誕生日の願いごと」を選ぶ遊びでは、
円仔は「低炭素で生態系保護」の文字が刻ま
円仔（台北市立動物園より）
れた竹筒を鼻で触った後、
「歯を一生保つ」

Jul.7

台湾と日本「共に頑張ろう」～桃園メトロと阪神電鉄がエール

桃園メトロ（MRT）
、阪神電気鉄道（阪 写真も募集し、フォトコンテストを開催。
神電鉄）
、台湾観光協会大阪事務所は共 「＃私の台湾メモリー」のハッシュタグ（検
同で「日台友好交流プロモーション」を 索目印）をつけて投稿すれば参加でき、優
開始した。新型コロナウイルスの早期収 秀な作品として選ばれれば車内広告として
束と往来回復を願い「日本・台湾共に頑 掲示されるという。
張ろう」と題したエールメッセージを互
いの車内や駅構内に掲出する。両鉄道は
2019年に相互連携協定を締結。今回の
プロモーションはエールメッセージの掲
出のほか、阪神電鉄は台湾観光協会と協
力し、列車内を台湾の観光地を紹介する
ポスターなどで装飾。桃園メトロは、日
本の観光 PR 動画を車内や駅構内で流す。
このほかインターネットで台湾と日本、互
いへのメッセージを募集している。日本向
けにはインスタグラムで台湾での思い出 「日本・台湾共に頑張ろう」と題したエールメッセージ（桃園メトロより）

Jul.8

台湾プロ野球が 7月13日から試合開始

台湾中央感染症指揮センターはこの
ほど、台湾のプロ野球リーグ、中華職業
棒球大聯盟（CPBL）の試合再開を承認し
た。CPBL は7月13日に試合再開した。
CPBL が先に公表した感染防止計画による
と、当面は桃園以南の球場をメーンとし、
無観客で開催する。CPBL の蔡其昌会長
が7月8日、明らかにした。台湾全土に出
している新型コロナウイルスの感染状況に
対する第3級の警戒レベルが7月12日に
期限を迎えたため、これに先立つ8日に、

指揮センターは「第3級を26日まで延長
しつつ、13日以降は一部の制限を緩和す
る」と発表。プールを除く屋内外のスポー
ツ施設は制限緩和の対象に指定され、定め
られた条件を満たせば開放される。CPBL
は地方政府と会場の調整を済ませた後、今
後の試合日程を発表するとしている。
また、
CPBL の職員や各球団の選手、関係者らは
先月末に抗原検査を済ませているが、近日
中に再度、簡易検査を実施する予定。

Jul.11 日本統治時代の医師の旧居が文化施設に
台湾台南市内に残された日本統治時代
の医師の旧居が「文化施設」として生まれ
変わる見通しだ。台南市政府文化局による
と「修復完了間近」という。今後は地元の
若者により運営される。地域と連携して文
化の拠点となる事が期待される。同局によ
ると、建物は日本統治時代の医師毛昭川の

旧居。毛家は当時、地元では知られた名家
で、同氏は日本で医師免許を取得し、戦後
には県議員を務めた。旧居は子孫の手によ
り良好な状態で保存されていたが、2018
年に売却。建物の美しい外観を気に入った
夫婦が購入し、個人でも申請できる台湾文
化部の補助金を獲得。修復が実現した。

Jul.12 秋田の道の駅で屏東県枋山郷産の「マンゴー」を販売
秋田県内の道の駅で、台湾屏東県（潘孟
安県長）の枋山郷産マンゴーがこのほど販
売された。屏東県政府によると、新型コロ
ナウイルスの変異株「デルタ株」のクラス
ター（感染者集団）が確認されたことから
風評被害を受けた同郷の農家を支援しよう
と、秋田の企業が購入を申し出たという。
屏東県はこの日、
報道資料で謝意を表した。
同郷は台湾におけるマンゴーの主要産地と
して知られる。しかし、デルタ株の国内感
染が郷内で確認されたため、注文のキャン
セルや買い控えが相次いで発生していた。
今回注文を受けたのは136ケース535キ
ロ。潘県長は「台湾と日本の友好関係の証

し」と喜び、
「今後はより多くの地元の物産
を秋田県の人々に楽しんでもらいたい」
と、
交流深化を願う考えを示した。

秋田の道の駅で屏東県枋山郷産の「マンゴー」を販売（屏東県政府より）

Jul.13 APEC 代表にTSMCの張忠謀氏を起用～蔡政権下で4度目
蔡英文総統はこのほど、今年度のアジ
ア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議
の代表に、半導体受託生産大手、台湾積体
電路製造（TSMC）の創業者張忠謀氏を起
用すると発表した。張氏の起用は蔡政権下
で4度目。今年の APEC 首脳会議は11月
で、これに先立つ7月16日、非公式の臨
時首脳会議がオンライン形式で開かれた。
会議では新型コロナウイルスの影響を受け
たアジア太平洋地域の経済回復について話
し合われた。蔡総統は7月13日、台北市
の総統府で張氏と面会。張氏への要請とし
て「加盟各国が公平かつ迅速にワクチンを
取得できるようより努力すべき」
、
「コロナ
後の経済回復に向けて連携して貢献するこ

と」の2つを会議で各国に訴えるよう求め
た。張氏は「オンラインでも各国首脳と意
見交換する機会は依然多い」とし、各国の
要人と交流する姿勢を示した。

張忠謀氏（写真提供：中央社）

Jul.15 台南市政府がワクチン提供に謝意～県産のマンゴー贈呈
台湾台南市（黄偉哲市長）はこのほど、 合わせて約334万回分に達している。その
日本政府から新型コロナウイルスワクチ 提供に感謝の意を表したものとみられる。
ンが台湾に無償提供されたお礼に、同市
産のアップルマンゴー（愛文）50箱を日
本に空輸で届けた。台北駐日経済文化代
表処を通じ、ワクチン提供に協力した日
本側の関係者に贈る。黄市長は「日本の
友人がマンゴーを通じ、台湾からの感謝
の気持ちを感じてくれれば」と願った。
日本政府はこの日、英アストラゼネカ製の
ワクチン第三回目の約97万回分を台湾に
届けた。6月4日には約124万回分、7月
8日には113万回分をすでに提供しており、 台南市産のアップルマンゴー50箱を日本に空輸で届けた（台南）

Jul.18 台湾映画「返校」7月末に日本公開
戒厳令下の台湾を舞台にした映画「返校 「自由の価値を伝えたい」との思いが込めら
言葉が消えた日」が7月30日、日本で公開 れていることが NHK の報道で紹介されて
「自由についてもう一つ
される。同作では「白色テロ」と呼ばれる いたことを踏まえ、
思想や言論の弾圧が行われた歴史が描かれ 重要なことがある。それは現在享受してい
る。台北駐日経済文化代表処の謝長廷代表 る自由を大切にしなければ、すぐにまた失
はこのほど、フェイスブックで、NHK で われてしまうかもしれないということだ」
同作品が紹介されたことに触れる形で、香 と言及。ミャンマーの民主化の歴史が台湾
「最近の変
港の民主主義運動弾圧やミャンマー軍の と時代的に近いことなどに触れ、
クーデターに言及し「自由とは守り、大切 化は感慨深く、警戒感を持つのに値する」
にしなければならないもの」と訴えた。作 とつづった。
品は見たことがないという謝代表。同作に

Jul.21 台風時の在宅勤務の取り扱いが欠勤に？
台湾労働局は、台風の際に実施される
台風休暇について「在宅勤務の場合、通勤
の必要がないため台風休暇が発令されても
休むことはできない」との見解を示した。
労働者が台風休暇の発令を理由に業務を行
わなかった場合、雇用者は欠勤扱いにする
ことができるという。同部の労働条件及び
就業平等司の黄維琛司長が発した。いわゆ

る「台風休暇」は、労働者が通勤途中、災
害に巻き込まれるリスクを考慮しての措置
だと説明。在宅勤務であれば、その危険性
もないとした。一方、労働者と雇用者が協
議の上で台風休暇中に労務を提供する必要
がないと判断すれば、休むこともできると
した。

Jul.21 日立、台鉄に納入する特急車両の安全を祈願
日立製作所はこのほど日、台湾鉄路管
理局（台鉄）から受注した都市間特急車両
「EMU3000」の第1 陣12両を台湾に向け
て輸送するのを前に、山口県下松市にある
同社の鉄道車両工場、笠戶事業所で安全祈
願式を行った。車両は7月30日に台湾花
蓮県の花蓮港で陸揚げされた。台鉄による
と、儀式は降松神社（下松市）の神主によっ
て執り行われ、運行の安全を願った。式典
には笠戶事業所の三浦淳所長が現場で立ち
会ったほか、台鉄の馮輝昇副局長や日立製
作所の関係者らがリモートで参加した。台
鉄は2019年、日立グループに都市間特急

車両600両を発注した。1編成12両で50
編成。2024年末までに納入が完了する予
定。

台鉄の新特急の安全祈願式 ( 台鉄より )

Jul.22 モデルナ製ワクチン3600 万回分を追加契約
台湾行政院の蘇貞昌院長はこのほど、
米モデルナ製の新型コロナウイルスワクチ
ンの供給について、今年第4四半期（10～
12月）から来年、再来年にかけて3600万
回分の契約を結んだと発表した。現在治
験が進められている「次世代型」のワクチ
ンも含まれる。行政院がこの日の閣議後
の記者会見で説明した。台湾は今年2月に

はモデルナと505万回分の供給契約を締
結。政府の直接購入分はこれまでに80万
回分が台湾に到着している。蘇院長による
と、台湾で1回以上ワクチンを接種した人
の割合は7月20日現在で23.5％に達した。
政府は7月末までに25％を目指している
が、前倒しで達成できる見通しで、さらに
30％を目指す構え。

Jul.22 台湾産マンゴーを応援～群馬県の複数の自治体が3200キロ購入
台湾台南市 ( 黄偉哲市長 ) は、友好都市
協定を結ぶ群馬県みなかみ町や県内の複数
の市町村などから今年、台南産マンゴー計
1040箱の注文があったと発表した。重量
では3200キロに上る。すでに輸出され、
現地で販売されている。
黄市長は、
マンゴー
購入によって台湾への支持を示したみなか
み町などに感謝を述べた。市によると、み
なかみ町が台南産マンゴーを輸入するのは
8年連続。同町は群馬県や県商工会連合会、
県内の各自治体にも声を掛け、1040箱を
注文した。台南産のマンゴーはみなかみ町
内の道の駅などで販売され、多くの利用者

が購入したという。台南市とみなかみ町は
2013年に友好都市協定を締結し、交流を
深めている。

群馬県の複数の自治体が台湾産マンゴーを購入（台南市府提供）

Jul.23 日本の台湾ホストタウン9自治体、選手にエール
台北メトロ（MRT）忠孝復興駅に、東
京五輪に出場する台湾代表選手に日本か
らの応援メッセージを伝える壁面広告が
登場した。東京五輪・パラリンピックで
台湾のホストタウンとして登録されてい
る日本の9の自治体が600枚余りのメッ
セージを集めたもの。9月5日まで掲出
される予定。日本の対台湾窓口機関、日
本台湾交流協会によると、メッセージの
掲出に参加したのは、岩手県大槌町、同
野田村市、福島県北塩原村市、茨城県笠
間市、同潮来市、静岡県静岡市、香川県
高松市、愛媛県松山市、東京都八王子市。
同協会はこの日、フェイスブックで「新型
コロナウイルスの感染防止策のため、ホス

トタウンの子供や大人たちは台湾の選手と
近距離で交流することができなくなった
が、
台湾を応援する熱意と気持ちは不滅だ」
と綴った。

応援メッセージを伝える壁面広告（日台交流協会のフェイスブックから）
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留 学 生コラ ム

松田義人
（deco ／編集者・ライター）

七月の雑感

台湾の 感染状況と、
どうしても手に入れたい「 樟 脳 膏 」
▼台湾の「樟脳膏」
。これがないと困ります。

台湾に今大会初の金メダルをもたらす郭婞淳 ( 写真提供：中央社 )

皆さん、こんにちは。いよいよ7月が終
わり、8月に突入ですね。この１ヶ月間の
ことを振り返ってみると、ずっと期末レ
ポートの締め切りに追われていました。
ちょっと一区切りつきましたので、この機
会を通じて、将来日本で修士号を取りたい
方に修士生の期末生活を紹介したいと思っ
ています。またワクチンの話と東京オリン
ピックのことも皆さんと少し話し合いたい
です。
期末レポートは半端ないって
日本の修士課程は主に2年制であり、卒
業条件は論文の完成と単位の取得が必要さ
れています。我々は2年生から論文への準
備を始めようとするため、一般的には1年
生の頃できる限り、単位の取得を専念しま
す。したがって、1年生の生活が色々な報
告に追われるようになるのは普通です。
私はジャーナリズムコースの学生です。
ジャーナリズムといえば記事を書いたり、
動画を撮ったりにするイメージが強いです
が、実際には私たちの報告は論文の形にす

ることがメインです。先生が提示するテー
マの中に一つを選んで、先行文献を読んだ
上でリサーチクエスチョンを設定し、研究
に取り込んでいくのです。
今学期私が履修した科目は8つですの
で、すなわちこのプロセスは8回も繰り返
されていました。しかも先生たちが指定し
たテーマはバラバラになっており、学生と
して本当に必死でした。毎朝目が覚めたら
レポートを書き始めたり、参考文献を読ん
だりにして、大変苦しかったです。私の学
科では卒論の長さは2万字と要求されます
が、自分の統計によればこの1ヶ月間、そ
れ以上の字数を書いてしまいました。日本
人であれば、おそらく楽だったかもしれま
せんが、私にとって少し厳しかったです。
ワクチン接種の副反応が心配
ところで私は先週、ワクチン接種の1回
目を受けました。今住んでいる自治体の予
約を取れば、8月まで待たせる可能性があ
りますので、学校での接種にしました。
職域接種には主にモルデナ製ワクチンを

電子帳簿保存的介紹
一.電子帳簿保存
原則上，與國稅有關的帳簿以及文件
有義務做好紙本保存。在滿足一定條件
的基礎上，可以透過電子數據進行保存
即可。但至今爲止，因條件嚴格而導致
使用者人數順利成長。因此，自2022年
起，國稅廳將會修改電子帳簿保存法，
放寬相關要求讓其使用上更為方便。
二.主要修訂的內容
１.事前審核制度
修訂前：原則上,需提前三個月向稅務
署遞交申請。
修訂後：無須事前申請。
２.日期證明的要求
修訂前：資料掃描完成,收取人在簽字
後，需寫上「3個工作日以内」的日期
證明。
修訂後：日期證明的授予期限延長至
「最長2個月」，且收取人無需簽名。
３.搜尋要求
修訂前：
①將交易年月日、交易金額等主要項目
全部設定為搜尋條件。

「台湾の柔道を世界に」かなえた五輪出場の夢 男子 60キロ級銀メダル・楊勇緯
( 写真提供：中央社 )

使います。ネット上でそれは副反応が強い
と知り、もしかしたら一日中ずっと横にな
ると覚悟をできて、学校の接種会場に行っ
てワクチンを打たれました。その後の二日
間に家から出かけず、大量の水を飲みなが
ら自分の状況を観察してきました。結局私
の場合は熱も出ず、腕が少し筋肉痛だけで
した。よかったです。
また2回目の方には副反応が激しいと聞
きましたが、できれば2回目もこのままで
いいなと思っています。
東京オリンピックの話
1年遅れ、世論から激しい批判が湧き上
がった東京オリンピックは23日、いよい
よ開催されました。27日まで台湾代表団
は1金メダル、2銀メダルおよび3銅メダル
という快挙を遂げました。
もちろんメダルを得るのは素晴らしいこ
とですが、一番重要なのは悔いがない成
果を出すと思っています。これから皆さん
も一緒に台湾と日本の選手を応援しましょ
う。

日本法律停 ‧ 看 ‧ 聽

②關於日期、金額等項目，進行範圍指
定並設定搜尋條件。
③組合兩個以上的項目，將其設定為搜
尋條件。
修訂後：將搜尋的必要項目減少至「交
易年月日」、「交易金額」、「交易對
象」等三項。在能對應資料下載的請求
下，不需要範圍指定或項目組合等相關
功能。
３.適當的事務處理要求
修訂前：完善公司内部規章制度，實施
定期檢查等對應措施。
修訂後：廢除適當的事務處理要求。
４.加強對不正當行為的罰則
修訂前： 申報有缺漏的情況時將採取
「重加算稅」罰則。
修訂後：涉及不正當行爲時，採取「重加
算稅」再加算10%的罰則。
三.電子帳簿保存的優點及缺點
主要的優點有以下2點：
①使用的收據等資料進行掃描後只需保管
數據，可以減少處理紙張收據的時間及精
力。

《本專欄內容由黑澤事務所提供》

②電子數據的情況下，資料的搜尋更為簡
便，可以高效地進行工作業務。
其餘的優點、缺點請詳見下說明：
優點：
①減少處理紙本文件所需的時間
②提高業務效率
缺點：

①軟體或系統等的費用支出
②數據管理的必要性
如若您對電子帳簿的使用上有任何疑慮，
非常歡迎前來敝事務所進行商談，恭候您的
大駕光臨。

本文作者：吉田浩之
黑澤事務所所長

しばらく台湾に行けていないことで、僕自身、
とても困っていることが一つあります。愛用し
台湾では夜市も商店も閉まり、
ている「樟脳膏」という台湾のクリームの在庫
が切れてしまいそうなことです。1日最低でも
外出ままならない…
10 時間以上、パソコンに向かって仕事をして
いる筆者は、慢性的な首・肩・腕・手のこ
コロナ禍で台湾がすっかり遠い国のよう りに悩まされており、ひどいときは頭が固まっ
になった今です。切ないですが、僕個人 て何もできなくなることもあります。こんなとき
「樟脳膏」
的にも、もう2 年近く台湾に行けておらず 台湾の樟脳から取った健康クリーム
ここまで時間を置いたのはもう15 年ぶりで をこった箇所に塗ると、一晩で嘘のように凝
す。唯一、台湾・花蓮の友人が「早安！」 りが回復します。樟脳の香りが強烈で、これ
と LINE をくれるのが嬉しく、ときどき合わ を塗ると家族からヒンシュクを買いますが、嘘
せて送ってくれる現地の写真を見て「あぁ、 のように見違えるため、台湾に通っているとき
花蓮は今もあの綺麗な空気、自由な空気 はちょこちょこ買い足して日本に持ち帰ってい
のままなのだな」とホッと安心しますが、そ たのですが、しばらく台湾に行けていないため
の友人の顔にももちろんマスク。自然が広 「樟脳膏」の在庫が切れそうになっているの
がる花蓮でも当然感染防止は欠かせないよ です。これは困ります。
ということで、台北で暮らす日本人の友人
うで、やむを得ないこと、当然のこととはい
え、少し残念のような気持ちになったりもし に「買って送ってくれないか」とお願いすると、
「良いけど、どこで売っているの？ 薬局と
ます。
「樟脳膏」はたいてい夜
当初、新型コロナウイルス感染防止の か？」と返ってきます。
面で世界的評価を受けていた台湾ですが、 市や跳蚤市場の健康用品の屋台で買ってい
「そっ
今年春以降、航空関係者の隔離期間短縮 たんだけど……そこでハッとしました。
などをきっかけに感染者が増加、今なお緊 か！ 台湾では今、夜市や跳蚤市場がやって
いないのか」
と気づき、そうなると、 僕にとっ
張が続いています。
この結果、台湾在住の日本人たちは、日 ての愛しの「樟脳膏」がさらに遠のいていく思
本に帰国しようにもできない日々が続いてい いでした。うーん、困りました。
しかし、友人は素晴らしく「ちょっと見たら
るようです。
「台湾に長時間いられるのは嬉
しいけど、夜市も商店も閉まっており、外 通販でも買えるみたいだから安心して」とのこ
出するのもままならない」
とのことでした。こ と。お手数をおかけしてしまい申し訳ないと思
れは想像ですが、おそらく日本での昨年春 いつつも、これは本当に有難い。恐縮しなが
の一度も緊急事態宣言か、それ以上の事 らもお願いすることにしました。
台湾・日本ともにコロナ禍の制限ある日々。
態となっているようにも思えます。日本とも
ども台湾も1日も早い収束を願うばかりで それまで普通だった生活をおくることができな
いことは本当に辛いものです。この生活を取り
す。
戻すためには、当たり前ですが、1 人 1 人が
高い意識を持ち、何よりも感染防止を最優先
に過ごすしかないと
も思います。くどいようで
「樟脳膏」の在庫が切れると困る！
すが、
『台湾新聞』愛読の皆さまも、引き続き
油断することなくお過ごしください。
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日 台 航 空 路 線 ・ 時 刻 表（２０２１年 8 月 ）
東京羽田－台北松山
便名

運航日

日付

日本航空 JL097（CI9221） 月、水、金、土、日

全日空 NH851（BR2175）

東京成田－台北桃園

08/01〜

金

08/06〜

月、金

08/16〜

運航日

日付

日本航空 JL098（CI9222） 月、水、金、土、日

全日空 NH852（BR2176）

月、金
月、金

運航日

日本航空 JL809

08/16〜

08/01〜

月、火、木、土

08/02〜

エバー航空 BR197（NH5807、
NZ4937、HA5404、TG6351）

金、日

08/01〜

月、火、金、土、日

08/06〜

金、日

08/20〜

月、水

08/09〜

水、木

08/18〜

スターラックス・エアラインズ JX801

08/01〜

08/06〜

火、木

日付

スクート TR899

チャイナエアライン CI101（JL5047）

台北松山－東京羽田
便名

便名

北九州空港－台北桃園

大阪関西－台北桃園
エバー航空 BR131

（NZ4917、NH5811、TG6357）

スターラックス・エアラインズ JX821

金、日

08/01〜

火

08/01〜

火、金

08/13〜

台北桃園－大阪関西
エバー航空 BR132

（NZ4914、NH5812、TG6356）

スターラックス・エアラインズ JX820

金、日

07/02〜

火

08/01〜

火、金

08/13〜

スターフライヤー 7G881

水

スターフライヤー 7G801

毎日

台北桃園－北九州空港
スターフライヤー 7G880

金

スターフライヤー 7G800

毎日

台北桃園－東京成田
名古屋中部－台北桃園

便名

運航日

日付

スクート TR898

月、火、木、土

08/02〜

スターフライヤー 7G811

毎日

月、水

08/09〜

水、木

08/18〜

チャイナエアライン CI155（JL5113）

水

金、日

08/01〜

金、日

08/01〜

スターフライヤー 7G810

毎日

火、木

08/01〜

チャイナエアライン CI154（JL5112）

水

スターラックス・エアラインズ JX800
エバー航空 BR198（NH5808、
NZ4934、TG6346）
チャイナエアライン CI100
（JL5046、TG6350）

日本航空 JL802

08/04〜

台北桃園－名古屋中部

※新型コロナの影響に伴い、欠航・減便が発生しています。
08/04〜

必 ず 航 空 会 社 ・ 空 港 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 事 前 確 認 を お 願 い し ます 。

「台湾を目覚めさせた男～児 玉 源 太 郎」
台湾の近代化の礎に「児玉源太郎」は欠かせない存在
だった。昨年の7月30日に逝去した元台湾総統の李登
輝氏が「常々に語っていた」
と著者は語る。第四代台湾総
統でもあった「児玉源太郎」がいかにして今日の台湾の近
代化に一翼を担ったのか。山口県周南市出身の「児玉源
太郎」と同郷で周南徳山生まれの著者は、その接点を誇
らしく思い、
「日本と台湾の友好発展の一助となることを願
う」との意から本書を書き上げた。また、生前の李登輝
総統からの「児玉源太郎氏がいなかったら今の台湾はあ
りませんでした。台湾の恩人です」
も執筆を後押しした。
児玉源太郎は、幕末の混乱から戊辰戦争、王政復古、
明治維新、西南戦争、日清戦争、日露戦争の終結と講
和に至る日本の近代化の渦中における台湾統治時代に、
第四代台湾総統としてその手腕を振るった事で知られる。
しかし、その詳細を知る人は多くない。元々児玉源太郎
は軍人であったが、たぐいまれなるリーダーシップを発揮
し、後藤新平や新渡戸稲造などの当時の新進気鋭の若
著者＝木村健一郎
発行＝梓書院

体裁＝全 303 頁 A5 版変形
定価＝ 1870 円

（本体 1700 円＋税）

台湾新聞２91号 読者プレゼント

者を重用。台湾の殖産産業、鉄道、道路、ダムや電気、
上下水道などのインフラの整備に尽力。教育分野も医療
制度の充実も推進した。
本書は児玉源太郎を第一章「台湾篇」第二章「生い立
ち篇」第三章「軍人篇」第四章「日露戦争篇」第五章「戦
いの後篇」に分けて構成している。各章それぞれ詳細な
内容が網羅されている。同郷ならではの、貴重な資料な
ども入手して執筆してある。いかに詳細が記載されている
かが手に取るようにわかる。それが本書の見どころでもあ
る。
なお、推薦文にジャーナリスト櫻井よしこ氏、児玉源
太郎顕彰会会長山下武右氏、台北駐福岡経済文化代表
処辧事居處處長陳忠正氏から児玉源太郎に対する思い
もある。
また、巻末には児玉源太郎の横顔（エピソード集）
、さ
らには資料編として当時の貴族院予算委員会の答弁要旨
があり略年譜もある。必読の一冊だ。

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で3 名様に本書「台湾を目
覚めさせた男～児玉源太郎」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
。締切り：8月15日（消印有効）
せて頂きます（8月中に発送予定）
株 式 会 社 臺 灣 新 聞 社 編 集 部 〒171-0021東 京 都 豊 島 区 西 池 袋4-19-4 / tel:03-5917-0045

読者プレゼント企画

I n f o r m a ti o n
（東京）
「『ありがとう日本』イラスト展」及び「TAIWAN （オンライン）台日デジタル技術発展と
AUDIO COMIC EXPO －音も楽しむ台湾コミック－」展 イノベーション応用シンポジウム
場所／主催：台湾文化センター
時間：7/2 ～ 8/22

場所：オンライン
時間：8/5
主催：台湾日本関係協会科学技術交流委員会

（横浜）台湾祭 in 横浜赤レンガ 2021
場所：横浜赤レンガ倉庫
時間：7/22 ～ 8/9
主催：台湾祭実行委員会

（東京）台湾小祭

場所：大久保「竹林閣」
時間：8/14
主催：NPO 法人福島台湾経済文化交流協会

（オンライン）台日文学交流フォーラム この時代に「小説を書く」ということ
蔡素芬氏×角田光代氏ライブトーク
場所：オンライン

時間：8/20

主催：台湾文化センター

※新型コロナウイルスの今後のまん延状況等の社会情勢については、開催を延期する場合もあるかもしれません。
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日本中華聯合總會新傳承

年輕新成員注入新活力

在謝組長的見證下，林月理會長（右 1）
將印信交接給新任會長朱恭亮（左 2）

【東京／採訪報導】日本中華聯合總會於七
月二十四日舉行第三十八屆最後一次會員大
會，以及第三十九屆會長選舉，由東京華僑
總會名譽會長朱恭亮獲一致同意接任會長一
職，駐日代表處僑務組組長謝延淙、副組長
宋惠芸也都出席見證。
這次的會員大會和改選因為疫情的關係，
也特別使用線上會議同步進行，讓遠在日本
各地的僑胞都能參加，在第三十八屆最後一
次的會員大會結束後，就隨即舉行第三十九
屆會長改選，僅有朱恭亮一人同額競選，並
獲得全體一致同意通過，順利接下新任會

長一職，但這次也因為疫情的關係，在第
三十九屆第一次會員大會後，就沒有特別舉
辦盛大的懇親會。
第三十八屆會長林月理表示，自己有三個
感謝，第一個感謝代表處的謝長廷代表、蔡
明耀、張仁久副代表，以及僑務組組長謝延
淙、副組長宋惠芸，第二感謝是常常給我鼓
勵信、安慰信、感謝信的會員，有時候碰到
牆壁或頹喪時，看到這些信就又能勇往直
前，第三個是感謝事務局和執行團隊，沒有
他們的幫忙，一個人無法做那麼多的事，真
的非常感謝。
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千葉台商會理監事會

朱恭亮接任第三十九屆會長

第三十八屆最後一次會員大會紀念合影

僑界動態

新任會長朱恭亮則表示，很謝謝這次所
有人的支持，日本中華聯合總會有很悠久
的歷史，我想守護前輩們留下的成果，帶
領全日本的華僑前進，但現在因為疫情的
關係，不論是日本中華聯合總會的活動，
或像是台灣祭等很多活動都無法舉辦，以
會員的健康安全為優先考量。
組長謝延淙表示，林月理會長繼任以
來，不僅為僑界做出許多貢獻，也向日本
國會遞交支持台灣加入WHO的要望書，
也捐贈了很多口罩、鳳梨等，促進了日
本和台灣的關係。新任的朱恭亮會長在能
力、領導力等都非常卓越，並與全日本的
華僑一同將日本中華聯合總會發揚光大。

理監事會紀念合影

【千葉／綜合報導】日本千葉台灣商會於七
月四日舉行理監事會議，僑務組組長謝延
淙、副組長宋惠芸也特別出席，會中除了報
告活動等事宜外，也介紹了新加入商會的成
員，會長鍾幸昌也肯定新加入的青商們的勇
敢面對挑戰，也提到現在因為疫情的影響，
許多活動都無法舉辦。
這次的理監事會上有新的年輕台商加入，
鍾會長表示，在創業方面，台灣人比起日本
人較勇敢面對挑戰，即使在嚴苛的疫情中也
能創造出很多機會，台商會也很願意提供幫
助或分享經驗等給新加入的年輕台商們。

名譽會長濱田裕子則表示，很感謝有四位
年輕人的加入，可以為商會注入新的活力，
年輕人就接下來的台灣，也會將過去的經驗
等分享給您輕人們。想到當初與鍾會長創會
時人數不到十人，但在鍾會長的領導下，也
與千葉縣與當地各地方政府保持非常好的關
係，促進台灣與日本地方政府的連結。
僑務組組長謝延淙表示，鍾會長除了擔任
千葉台商會的會長外，也恭喜當選日本台灣
商會聯合總會的監事長，這次看到有很多新
人來參加，從事的行業也非常多元，牙科醫
生、海運、裝潢業等都有，台商會是很好的
場合，可以多多與其他理監事聯絡，尋找新
的機會或是詢問意見，相信對各位都會很有
幫助。
會長鍾幸昌也表示，日本疫情一直都處在
不穩定的狀態，有時候要舉辦想舉辦忘年會
等活動時，就又宣布緊急事態宣言，因此過
去都僅舉辦醫療儀器的捐贈儀式等，還是要
等到疫苗的覆蓋率到一定程度後才有機會，
這次也很感謝名譽會長濱田裕子提供私人的
場地來舉行理監事會，避免前往公共場合。

世華日本分會祈福素食一日遊

日本中華聯合總會青年部改選
又井公久獲肯定連任部長

讓身心靈獲得淨化
又井公久連任青年部部長

紀念合影

【東京／採訪報導】日本中華聯合總會青
年部於七月二十三日舉辦第三屆第五次
定期總會，並於會議後舉行部長改選，由
現任部長又井公久接任，並隨即招開第四
屆第一次定期總會，又井部長也說，很可
惜因為疫情無法舉辦活動，但接下來也會
培育青年部的成員做為將來部長的接任人
選。
第三屆第五次定期總會上，除了報告近
期的活動外，也介紹了兩位新參加的青年
部成員，並邀請四位年齡屆滿要從青年部

畢業的成員分享感言，會議結束後，也舉
行第四屆的部長選舉，因僅有又井公久一
人同額競選，經過眾人同意後，又井公久
接下第四屆部長一職。
又井部長受訪時提到，因為疫情的關
係，青年部有很多活動都無法舉辦，雖然
很想見大家，跟大家一起舉辦活動，但因
為青年部的活動都是攜家帶眷一同參加，
必須為了部員的健康安全忍耐。另外雖然
在疫情期間沒活動，卻有新的成員加入，
讓他感到非常高興，也希望在疫情結束

千葉中華總會會長交接

濱田裕子接棒傳承

千葉中華總會新一屆全體合影

會長王子明交接給新任會長濱田裕子

【千葉／採訪報導】千葉中華總會於七月十
日舉行會長交接典禮，由會長王子明交接給
新任會長濱田裕子，為了感謝會長王子明四
年來的付出與努力，千葉中華總會也特別準
備禮物和鮮花贈送給會長王子明與夫人，濱
田會長也自我期許能透過僑會替台日創造更
美好的為未來。
這次的交接儀式上，駐日代表處僑務組組
長謝延淙、副組長宋惠芸、日本中華聯合總
會會長林月理、千葉縣白井市議員和田健一
郎、僑務諮詢委員黃宗敏、僑務委員黃宗

民，以及關東地區各僑會、商會會長都出席
祝賀。
會長王子明表示，濱田會長經驗豐富，擔
任過很多會的會長，期盼她能帶領千葉中華
總會更上一層樓。他也提到，我們華僑會就
是要在日本互相幫助，並進入到日本的社
會，遵守日本的規矩，大家共同協力發展日
本的經濟，也要讓台灣跟日本的絆持續下
去。
組長謝延淙則提到，從會長王子明就任以
來，集合理監事們的力量舉辦各種活動，像
是每年的雙十國慶慶祝活動、新年會等，也
為華僑社會及台日友好付出許多，在此致上
最深的謝意。新就任的濱田會長不論人旺還
是領導能力等都很優秀，也希望接下來能與
副會長、理監事們一同努力，讓千葉中華總
會繼續成長。
新任會長濱田裕子表示，千葉中華總會是
很傳統的僑會，有七十幾年的歷史，歷代的

後，有更多的年輕華僑加入青年部。
又井部長也說，自己已經擔任青年部
的部長六年，原本希望能有新的部長接
任，但因為因為疫情的關係，若現在接
任對於新部長而言會是困難的考驗，因
此在接下來的兩年間也會積極培育青年
部的成員，並分享自己的經驗，希望讓
青年部的成員能更有自信。
僑務組副組長宋惠芸也受邀出席這次
的會議，宋副組長也特別準備僑委會的
影片，為大家說明僑委會的最新資訊，
包括僑胞們關心的除籍、健保，以及申
請信用基金等資訊。宋副組長也提到，
這兩年因為疫情大家都很辛苦，只能在
網路上見面，但在又井部長和大家的努
力下，都平平安安度過，也希望疫情結
束後能與大家相見。
隨後招開的第四屆第一次的定期總
會，除了公布新的副會長等人事外，又
井部長也特別為了新加入的成員介紹日
本中華聯合總會的組織，讓新成員能夠
更快融入青年部的大家庭，最後也一起
在線上會議室中留影做紀念。
會長都是醫生，我是唯一的女性會長，也
是新華僑，讓我覺得責任很重大，要如何
創造出新的發展，讓我們這個僑會曝光度
更高，特別是現在台日的關係非常好，幫
我們台灣做一些國民外交的事情，副會長
和理事都非常有能力，希望利用這個力量
替台日創造更美好的未來。
為了因應日本疫情，在交接儀式上也做
好萬全的防止感染措施，不論是設置隔
板、酒精消毒等，讓大家可以安心享受餐
點並和其他人交流，副組長宋惠芸也特別
向千葉的華僑及來場的賓客宣傳僑委會的
最新資訊。
【橫濱／採訪報導】橫濱中華學院與横
濱市危機管理室於七月十九日簽訂避難
所和臨時收容所的協定，橫濱中華學院
的體育館將會開放收容避難者，預計可
以容下300、400人，若有災害發生時，
能為橫濱市和中華街帶來很大的幫助。
日本因為地理位置的關係，導致各種
災難頻傳，因此平時對於事前的防災準
備也都會先安排好，其中一項防災項目
就是設置避難場所，暫時安置因災害無
法返家的民眾，以往都會以學校為主，
這次橫濱中華學院在新校舍完工後，也
將體育館提供給橫濱市做為避難場所。
橫濱市危機管理室危機管理監高坂哲
也表示，近年來因為災害頻傳，我們必
須為下次的災害做好提前準備，這次橫
濱中華學院提供如此好的設施，做為災
害發生時的避難場所，相信對有需要的
避難者來講是很有幫助的，特別是橫濱
中華街是知名的觀光景點，造訪的觀光
客非常多，有災難時就有避難場所可以
利用。

世華姊妹在純陽宮留下紀念合影

晚餐眾人前往新宿台南担仔麵品嘗道地台灣素食料理

【東京／採訪報導】世界華人工商婦女企管
協會日本分會於七月二十五日舉辦祈福素食
一日遊，前往位於千葉縣的到大道院純陽
宮，以及位於八王子的碧鳳水元宮參拜，希
望藉由祈福來請求神明保佑全日本的僑胞都
可以平安度過疫情，也同時推廣吃素的好
處。
這次的活動是由世華日本分會CEO學院生
活學系主辦，生活學系系主任紀秋美也提
到，這次活動最主要就是祈福，而在台灣要
祈福的時候，就是要吃素食，所以特別安排
讓世華姊妹能參拜到台灣的廟宇，並安排了
素食餐點，讓大家享受整天的祈福素食一日
遊。
會長錢妙玲表示，雖然平時不吃素食，但
自從擔任世華日本分會會長以來，就有積極
推廣素食活動，像過去就曾舉辦美食教室教
導大家包素水餃，且吃素有益健康，特別是
在這疫情期間，也因此帶著世華的姊妹前往
台灣的廟宇參拜，為全日本的僑胞和來日本
參加奧運比賽的國手們祈福。
駐日代表處僑務組副組長宋惠芸也受邀出
席，她表示，雖然說今天的祈福素食一日遊

非常簡單，但是誠心十足，剛好可以利用這
次幫我們身體和心靈做一個淨化，現在這兩
年因為新冠肺炎疫情的關心，大家都非常辛
苦，我們也希望藉這次祈福之旅，祈禱讓這
次的新冠肺炎早日結束。
為了歡迎世華姊妹的到來，純陽宮在中餐
也特別準備了素食便當，以及各式各樣的伴
手禮送給每位成員，希望讓大家吃得平安健
康，晚餐的部分則安排到新宿台南担仔麵享
受道地的台灣素食料理，一整天的參拜和品
嘗素食佳餚行程，讓不少第一次參加世華活
動的僑胞都讚賞不已。
第一次參加世華活動的橫田帆南表示，這
次本身也走佛堂，但我覺得人不管信什麼其
實都是一樣的，因為我覺得上天只是我們人
取的名字，有人稱為上帝、有人稱為菩薩，
個人覺得就是我們的良心，我們人只要跟著
良心走的話，就算再怎麼跌倒，你還是會站
起來。金城美紀則提到，因為自己的哥哥在
台灣有間小小的宮廟，所以每年七月都會帶
小朋友回去台灣進香，但因為疫情的關係這
兩年都無法回去，所以這次能參加祈福之旅
的活動非常高興。

橫濱中華學院助當地防災
供體育館做為避難場所

在眾人的見證下完成簽訂儀式

簽訂協定後眾人留下紀念合影

橫濱中華學院理事長羅鴻建提到，橫濱中華
學院在蓋新校舍時，就受到橫濱市和中華街的
各種的幫助，那時侯就在想說有沒有可以回饋
給橫濱市什麼，日華親善橫濱市會議員聯盟討
論後，獲得可以做為避難所的提議，為了能幫
上橫濱市和中華街，就決定提供做為避難場
所，同時這也展現出中華民國台灣和日本的友
好關係。
締結儀式上，也邀請到橫濱辦事處處長張淑
玲、日華親善橫濱市會議員聯盟會長橫山正
人、副會長加藤廣人、谷田部孝一，以及事務
局長小松範昭出席見證。橫山會長表示，很高
興橫濱中華學校可以供橫濱市設為避難場所，
橫濱市議會也會全力配合繼續推動防災工作。
處長張淑玲表示，這次橫濱中華學院的新校
舍可以提供給橫濱市當作緊急避難場所，不僅

是做為僑教學校，也做為開放式學校為橫濱
市貢獻，讓我感到相當榮幸。現在因為氣候
異常，每年都會有災害發生，像是這次在熱
海土石流，而旅居日本的僑胞聽聞後就自動
發起募款活動。每當台灣發生地震時，日本
也會第一時間伸出援手，也很感謝這次台灣
缺乏疫苗時，日本政府也提供了334萬劑疫
苗給台灣。
有時候災難雖然沒有造成重大事故，但電
車會為了安全臨時停駛，進而導致民眾無法
返家，橫濱中華學院除了在災難時提供避難
用外，也能安置滯留的民眾，校長杜文劍也
提到，體育館約有632平方公尺，預計可以
容下300、400人，因為附近的避難場所容納
人數有限，相信這次簽訂協定後，能為避難
帶來更多援助。
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屏東縣政府寄贈抗疫防護箱「Taiwan Box」

給神戶市和大阪府醫療機構

左起澤尾淳心副會長、李世丙處長、陳天隆會長、生野弘道會長
、佐佐木洋會長、楊慧萍課長出席大阪的寄贈儀式

左起上畠寬弘議員、安達和彥會長、李世丙處長、陳天隆會長
、橋本信夫理事長等人出席寄贈儀式

【記者黃貴美／大阪報導】為感謝日本政府
提供237萬劑疫苗協助台灣抗疫，日本台灣
後援會陳天隆會長代表屏東縣政府潘孟安縣
長於7月8日和7月9日分別寄贈200個防護箱
「Taiwan Box」給行政法人神戶市民病院機
構和大阪府醫療機構，用於協助第一線醫護
人員抗疫。駐大阪辦事處李世丙處長也出席
見證寄贈儀式。
日本台灣後援會陳天隆會長7月8日至行
政法人神戶市民病院機構，代表屏東縣政

府潘孟安縣長寄贈200個醫療用防護箱
「Taiwan Box」予神戶市醫療機構，希
望能協助第一線醫護人員在採檢或插管
時，預防被飛沫噴濺。由神戶市民病
院機構橋本信夫理事長代表接受。橋本
信夫理事長也頒發感謝狀給屏東縣政
府，由陳天隆會長代表接受。駐大阪辦
事處李世丙處長、「神戶市議會日華親
善議員聯盟」安達和彦會長及上畠寬弘
議員均出席見證寄贈儀式。

貿協媒合台日商機

IoT、 環保產品正夯

貿協於 8 日辦理台日商機媒合大會，眾多日本買主上線與台商洽談（貿協提供）

【東京／綜合報導】為了協助廠商持續拓
展日本市場及掌握疫情後經濟復甦之商
機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會
執行之「2021年台日企業商機媒合大會」於
7月8日登場，集結來日台灣61家廠商，與東
京、大阪、福岡19位買主進行線上洽談，
其中包含不少知名企業，這次預計採購500
萬美元商機
貿協指出，受貿易戰及疫情影響，包含
日本在內的各國供應鏈正加速移轉至新南
向國家，因此更是吸引到駐越南河內的臺
商陽旻企業積極透過台灣貿易中心駐胡志

明市辦事處牽線報名，該商表示洽談後
某買主對於該公司產品品質、規格表達
超乎預期的驚喜。此外，目前該商在越
南河內廠生產塑膠射出製品，若能與日
商合作，就能在第三地各展所長，並結
盟拓展海外市場，並表示本次洽談相當
有機會促成商機。
另外在生產知名Gundam系列、麵包
超人等卡通商品、在日本及台灣可說
家喻戶曉的Bandai Co.,Ltd，該公司代表
Ogawa Makoto表示，目前考量環保議
題，嚴格控管供應商運用的環保材料，

貿協台日數位貿易系列活動
各大知名電商談新商機

各大知名電商參加台日數位貿易系列活動終場

貿易局江文若開幕致詞

【東京／綜合報導】為了協助台灣電商推廣
日本市場，貿易局與外貿協會於七月二十三
日在Youtube舉辦線上的「台日數位貿易系
列活動~數位連結電商大進擊~」，也因應
疫情，活動所有講師皆以遠端連線方式與
會，重量級嘉賓及精彩活動內容共吸引617
人線上參與。
相較於同系列活動，高雄場以新創產業、
台中場以智慧機械產業為中心，台北最終場
則以電子商務為主軸，邀請到日本電商界的
代表Rakuten財務長李志興及Amazon臺灣業
務拓展總監謝孜希、臺灣第一家「虛實融合
（OMO）」新零售軟體雲服務公司91APP
董事長何英圻以及業界代表UNIQLO臺灣
Front-end統括部長陳冠雅、KKday創辦人陳
明明及海陸家赫總經理曾煥龍共同討論臺日
數位貿易合作願景。
貿易局局長江文若於致詞中表示，貿易局
整合各公協會力量，在一週之內舉辦三場台
日數位系列活動，同時進行問卷調查以提供
業者相關資訊及必要的協助，相信在台日政
府及民間的共同合作之下，雙方在後疫情時

代可以共同掌握數位科技所帶來的無限
商機。
日台交流協會首席副代表星野光明
提到，由於新冠肺炎加速了EC化的進
展，日本貿易振興機構正展開「JAPAN
MALL」服務，規劃解決日本企業於海
外EC網站銷售時遭遇問題的機制，並
強調現今數位化及全球化普及的時代，
建構跨區域的「一元性”數位貿易
(Digital Trade)”平台」將會格外重要。
外貿協會秘書長林芳苗表示，以今年
2021年一到六月來說，台對日出口額成
長率15.3%，此外，日本國民跨境電商
採購金額也不斷提升，表示日本消費者
逐漸接受海外品牌，這對台灣的企業來
說是非常好的機會。
台日數位貿易合作願景沙龍由91APP
董事長何英圻主持，何英圻董事長台灣
電商界極富盛名，輕鬆幽默又專業的與
各與談人暢談他們眼中的日本市場、分
享實戰經驗及如何面對疫情的影響。與
談人台灣樂天市場財務長李志興表示，

陳天隆會長於7月9日又前往大阪府病
院年金會館， 代表屏東縣政府潘孟安
縣長寄贈200個醫療用防護箱「Taiwan
Box」予大阪府醫療機構，由大阪府病
院協會佐佐木洋會長及大阪府私立病院
協會生野弘道會長代表接受。大阪府病
院協會佐佐木洋會長也代表協會頒發感
謝狀給屏東縣政府，由陳天隆會長代表
接受。駐大阪辦事處李世丙處長、日本
台灣後援會澤尾淳心副會長均出席見證
寄贈儀式。
李世丙處長表示，台灣去年抗疫成效
良好，曾創下連續八個月零確診的紀
錄，可惜從今年5月起，感染人數突然
增加，日本在台灣面臨疫苗短缺的時
刻，及時伸出援手，前後2次共提供237
萬劑疫苗給台灣，台灣政府及人民都由
衷感謝。期待疫情早日結束，雙方盡快
恢復往來互動。
陳天隆會長表示，去年日本疫情爆發
時，台灣捐贈了許多防疫物資如口罩等
給日本，今年台灣疫情發生後，日本也
在第一時間提供疫苗協助台灣抗疫，雙
方在彼此有困難時立刻伸手援助，表現
出深厚的兄弟情誼。很榮幸代表屏東縣
政府潘孟安縣長寄贈醫療用防護箱，表
達對日本的感謝之意。
該商認為臺灣的製造環境、品質管理及
運輸流程都管理得非常好，這點對於製
造兒童玩具的公司來說非常重要。與會
者宏聚塑膠也表示，目前循環經濟已成
全球趨勢，企業社會責任（CSR）也已
成為企業永續經營不得不面對的趨勢，
而身為台灣第一大塑膠回收處理公司，
非常有機會與Bandai Co.,Ltd合作。
貿協提到，疫情流行以來，遠程辦公
和遠距學習的生活模式推動全球對ICT
產品之需求，根據國際信用評等機構指
出，最大的受益者為亞太區ICT產品的
主要出口國，台灣今年初至今已經成
長21％。ginga-sys 株式会社也因疫情影
響，計畫擴大網通視訊銷售產品線，本
次預計採購約1,000萬日幣。於活動中
也與A商洽談，表示該公司擁有世界級
的製造經驗及客戶實績，相當有機會尋
求進一步合作。
貿協也提到，無獨有偶，Inabata &
Co., Ltd. 擬向台灣採購IoT產品、EV電
動車、再生能源等各種電子材料，該商
代表 Uchida Manabu表示，台灣的IT技
術發達，也有很多日本市場上沒有的新
技術，再加上台灣供應商嚴格遵守交貨
期限，對台灣產品品質也相當有信心。
本次活動於會前皆與台灣業者進行視
訊會議演練，減少業者對於視訊軟體操
作的不熟悉感以及緊張感，協助廠商在
疫情下持續開拓外銷市場。某X商會後
表示在貿協工作人員的協助之下得以讓
會議順利進行，相當感謝，日後還會持
續參加貿協舉辦的視訊洽談會議。
進入日本電商市場需具備3條件、良好
的數位布局及數位化企圖心、商品須符
合日本當地需求與商品包裝須符合國際
標準。
亞馬遜總監謝孜希則分享，在進入日
本電商市場前須做好充足的準備，尤其
是文化上，日本的消費者對於購物的體
驗細節也是相當注重，另外在品項上，
近期也發現由於高齡化及不婚族日趨增
加，所以長照、一人用、收納等類型的
商品，在亞馬遜日本站上也是相當熱
門。
UNIQLO部長陳冠雅分享，UQ現在
已採顧客為重的原則，透過5大管道(如
網站、自媒體等)蒐集顧客心聲來融合
到設計及生產、她也認為會員制的推廣
有助於推動線上及線下的融合，此外，
她更提到提供快速且精確的物流服務也
是O2O的關鍵要素。
K K d a y 創辦人暨執行長陳明明認
為，日本市場是個易守難攻的環境，能
否維持良好的顧客體驗及培養消費者的
信賴感，以及快速回應市場變化調整營
運模式，將是站穩市場的關鍵。
外貿協會也提到，貿協一直以來致力
於推動跨境貿易數位化，與Amazon及
Rakuten合作密切，透過光點計畫已協
助200家廠商上架Amazon全球；2020年
與日本樂天合作「日本樂天台灣館」，
在貿易局紓困方案及輔導專案努力推
動下，短短一年間協助超過100家台灣
品牌上架日本樂天。本次活動也安排
Amazon及Rakuten的資深講師及兩家成
功透過電商打開日本市場的台灣品牌
─奧本電剪以及一番屋分享日本電商
市場經營心法。

玉山法 律相談 所

房屋修繕的常見問題
最近常見國人在日本遇上房屋修繕相關的問
題。雖然各個案件皆不相同，但常見以下的共
通問題。本期專欄介紹下列的幾個基本問題的
判斷手法，期許國人遇上問題時能儘速判斷自
己的處境。
屋修繕的相關工事為承攬契約
（日語：請負契約）
承攬契約的定義可參考日本民法６３２条或
是台灣民法４９０條１項。兩法的定義其實完
全一樣。

る通則法」第８条或是國際私法的相關書
籍。
屋主可在完工之前隨時解除契約
大多數人都以為，只有在業者施工不良的
情況下才能解約。其實這個認知不十分正
確。基本上，只要是完工之前，屋主只要
「不爽」就可以解除契約，但是要付出一定
的代價。這是日本民法６４１条法定的任意
解除權。台灣民法５１１條也是完全一樣的
規定。

（日本）民法
第６３２条 請負は，当事者の一方があ
る仕事を完成することを約し，相手方が
その仕事の結果に対してその報酬を支払
うことを約することによって，その効力
を生ずる。
（台灣）民法
第４９０條第１項 稱承攬者，謂當事人
約定，一方為他方完成一定之工作，他方
俟工作完成，給付報酬之契約。

（日本）民法
第６４１条 請負人が仕事を完成しな
い間は，注文主は，いつでも損害を賠
償して契約の解除をすることができ
る。
（台灣）民法
第５１１條 工作未完成前，定作人得
隨時終止契約。但應賠償承攬人因契約
終止而生之損害。

承攬的定義所含蓋的範圍十分廣泛，從蓋摩
天大樓到貼壁紙全都適用承攬契約的規律。如
房屋的增築、改築，建築物的解體、廢棄，定
作櫃架等內裝，水電管線的修復，廚衛設備的
安裝等工作的「施工」全都屬承攬契約。（注
意：只有「施工」屬承攬，但「設計」不屬承
攬。「設計」屬準委任契約。）
曾有人問律師類似如下的問題：「我只是１
萬日幣幫他貼個壁紙，沒簽契約。這哪算承攬
契約呢？」
有無簽署「契約書」，只是存不存在法律文
書的問題而已。至於契約是否成立，只看雙方
當事人之間有無「完成一定之工作」的約定，
以及「給付報酬」的約定。１萬日幣幫對方貼
壁紙一事，已經很明顯存在完成一定工作以及
支付報酬的兩約定，因此承攬契約已經成立
了。
準據法為日本法
台灣人請同為台灣人的施工業者施工之時，
只要施工對象的房屋在日本，而且當事人之間
不存在特約條款的話，則準據法為日本法。該
承攬契約相關的法律問題將以日本民法６３２
条以下「請負契約」的法律來處理，不以台灣
民法處理。
準據法為日本法的理由十分抽象，難以簡要
的說明。因此讀者們只要知道以上結論即可。
欲知詳細理由的話，請參考「法の適用に関す

啟動任意解除權之後，屋主仍然要支付餘
款。但是業者因為承攬契約被提早解除而
省下的經費必需從餘款中控除（日本民法
５３６條２項）。例如，業者省下的人件
費，材料費等施工所需的經費必需控除。可
見，如果早就發現苗頭不對的話，早期啟動
法定的任意解除權可以省比較多（控除額較
多）。猶豫不決的話，傷心費時還花錢。
施工不良的問題
如果施工不良的話，施工業者當然該賠償
屋主的損害。問題是該賠多少？
損害賠償金額的鑑定並不容易。通常雙方
各持己見，容易導致紛爭長期化。
實務上最妥當的賠償金額算定方法並不是
找鑑定士等專家來鑑定，而是另找其他施工
業者請其重新施工。例如，如發現了Ａ業者
的施工不良部分，請Ａ業者重作卻遭拒的話
（不良業者通常不承認自己的施工問題），
即請Ａ業者的競爭對手Ｂ業者以同一規格
「再施工」。此時支付給Ｂ業者的再施工費
用，即為Ａ業者應賠償的金額。
以施工業者的立場來看，如果施工不良，
除了要理賠，而且賠出去的錢不是到屋主手
上、卻到了競爭對手的口袋裡，因此反而養
肥了自己的競爭對手。如此，法律對於不良
業者的懲罰方式即為，剝奪不良業者的利
益、以育成優良的業者。十分耐人尋味。
（本文由玉山法律事務所提供）

物 業管理公司帶您了解日本房市

【東京 23 區買房】江戶川區小岩、葛西地區介紹
根據我們的統計分析結果，江戶川區於2020
年在東京23區中租金回報率排名是第1位。江
戶川區顧名思義位於江戶川左旁，人口約有69
萬人，其中外國人的人口在東京23區中居第2
位， 僅次於新宿區。
江戶川區可被再細分為5個小區，分吃別是
小岩、葛西、東部、中央和平井。這回讓我們
先認識一下車站人流較多的小岩和葛西。
江戶川最大的商店街位於小岩
再開發營造競爭力

小岩的主要車
站有J R總武線沿線
的小岩站和新小岩
站。J R總武線可直
通秋葉原，約3 0分
鐘便可到達都心的
大手町、丸之內、
日本橋等商業區。小岩站的南面出口連接著江
戶川最大型的商店街Flower Road，全長1，733
米，總店舖數達300間以上。該商店街每年5月
都會舉行花壇比賽，氣氛十分熱烈。
JR小岩站從1899年起開始營運，已有超越
120年的歷史。隨著時代變遷，小岩站周邊的
零售表現每況愈下，而且街道老化，進入高齡
社區年輕人口也在減少。因此，自2007年起，
江戶川區政府開始構想小岩站周邊地區的再開
發，與多間房地產携手規劃大型住宅區，計劃
建設多條購物街和便利設施，方便前往市中心
的交通設備等。同時，提供安靜環境亦受重
視，讓居民可享受散步的樂趣，為小岩創造更
強大的吸引力。現在南部的再開發建設已在
2019年開工，而車站北口的交通廣場將於2022
年開工，並預期2029年竣工。
葛西開發後的綠色生活
東京迪士尼樂園就在附近
在1940~1970年代，由於戰後復興經濟高速

增長，東京灣的水質污染嚴重，亦發生了工
場廢水流出事件，抽取地下水導致地面沉
降。為了創造支持東京城市建設的土地和保
護生態系統的環境，東京都自1970年起落實
葛西開發計劃，進行填海造地和土地整理項
目。
開發後，葛西設有多個大型公園，包括富
士公園，新左近川親水公園，行船公園，
還有不得不提葛西臨海公園。葛西臨海公園
是東京最大的公園，有摩天輪，水族館及
鳥園等等。葛西臨海公園站在JR京葉線沿
線，到東京站約需10多分鐘，而反方向的下
一站便是東京迪士尼樂園的舞濱站。葛西的
綠色生活環境深受育有子女的家庭歡迎！
此外，葛西的其他主要車站有東京最擠迫
的東西線沿線的葛西站和西葛西站。東西線
可直通大手町及日本橋等都內主要商業區，
車程只需約20分鐘，因此葛西上下班屬算方
便。
除了公園設施外，葛西還有東京最大的高
爾夫練習場Lotte，24小時營業，吸引很多
高爾夫愛好者前來享用。
另外據東京都統計，居住在東京的印度人
有超過30%都居住在江戶川區，尤其是西葛
西，所以西葛西有小印度之稱，周邊聚集了
印度餐廳和印度食品店，亦有一所印度人的
國際學校Global Indian International School。
WealthPark日本房產管理公司
WealthPark 是一間日本房地產科技公司，與多家仲介公司以及科技公司合
作注力為海外物業投資者提供日本各大城市包括東京、大阪、名古屋、福岡、
札幌等等的線上和線下一站式管理及買賣服務。WealthPark 將繼續打造用
戶體驗，在平台上實現更多樣化的功能與服務。

網上表格
Facebook
LINE
網站

https://wealth-park.com/tc/corporate/contact/wp-am/
https://www.facebook.com/WealthParkTaiwan
https://lin.ee/bT6ran9
https://wealth-park.com/tc/
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發現一間愛台灣的書店

募款超過一千萬日圓助難民

福爾摩沙書院店主永井一広

店內有不少與台灣和日本的歷史相關書籍

有台灣味的漁夫袋

【記者黃貴美／大阪專訪】在大阪市歷史悠
久的天神橋筋商店街中，有一間藏在二樓小
角落的二手書店「福爾摩沙書院」(フォル
モサ書院)，從店名不難猜到，店主和台灣
頗有淵源。記者特別專訪了店長永井一広，
談談他經營書店的初心和背後的甘苦談。
福爾摩沙書院成立於2018年，店主永井本
來是上班族，但是命運讓他在公司邂逅了來
自台灣的另一半。來自新店的郭雅暉當年來
到日本留學，課外應徵到永井的公司打工，
作為前輩的永井很關照這位新來的台灣女
生，於是兩人很自然的開始交往。永井耐心
地等候女友完成大學學業，並且順利就職之
後便結婚。
永井表示他第一次陪女友回台灣時就發現
自己愛上了台灣，台灣的風土、人情和文化
都讓他著迷，台灣的許多街角還保留著日本

殖民地時代的風貌，彷彿帶他回到了昭和時
代。婚後不久，在太太的支持下，他決定辭
掉工作，開始創業，他先一個人回去台灣住
了三個月，到處旅行並蒐集台灣書籍和文具
雜貨。回到日本後，愛書的他決定經營一家
專門蒐集與日台歷史相關的中、日文書籍，
以及介紹台灣文化和雜貨的二手書店。
福爾摩沙書院蒐集有珍貴的日本殖民地時
代在台灣出版的書籍和地圖，上面用日文記
載著當時台灣島上各種人事物，據稱這些古
書價值不菲，而且頗有市場，受到歷史學
者、研究者和古書愛好者的青睞。另外也有
不少與台日歷史文化相關的繁體中文書，如
台灣百年小學故事，台灣百年糖紀等，店內
還兼賣一些台灣小雜貨，如日本人很喜歡的
漁夫袋(茄芷袋)，以及具有台灣特色的文創
商品等。

受到疫情影響，永井店長現在面臨的最
大難題是無法往返台灣，導致中文書的來
源不足。他認為開書店最大的樂趣就是和
客人聊天，有一些客人在去台灣旅遊之
前，都會來這裡尋找旅遊資訊。每當日本
客人問起店名「福爾摩沙」的含意時，他
會很樂意地介紹，十六世紀葡萄牙人航海
來到遠東，發現台灣這座美麗的島嶼，用
葡萄牙文讚嘆「LLHA FORMOSA 」，也
就是美麗島之意 。
永井店長表示，除了台灣，他對沖縄
和江戶時代的歷史書籍也頗有興趣。他
認為一本書唯有找到閱讀它的人才富有
意義，二手書店正是扮演這樣的角色，
期待這間二手書店可以成為台日之間的
文化橋樑，使更多日本人有機會認識台
灣，了解台灣 。

橫 濱 華 僑 總 會 第三十 八屆 就任

僑胞們一同為日本加油打氣
張處長關心熱海市土石流狀況

【靜岡／採訪報導】七月初靜岡縣熱海市因
為梅雨帶來的暴雨影響，導致大型土石流災
害發生，旅日各個僑商會聽聞災情傳出後，
自發性發起募款活動，共募得一千多萬日
幣，並與橫濱辦事處處長張淑玲一同前往熱
海市役所慰問，市長齋藤榮也親自出席代表
收下義援金，並表示會盡快送到受災戶手
上。
處長張淑玲首先向這次熱海土石流中，不
幸過世的人員表達哀悼，她表示，台灣再發
生台南大地震、花蓮大地震等天然災害時，
最快伸出援手幫忙的都是日本，也藉此感日
前日本政府提供334萬劑AZ疫苗給台灣，這
次熱海土石流發生後，旅居日本的僑團們
為了要回報日本，便希望可以為受災戶幫上
忙，因此共捐了一千多萬日圓給熱海市。
熱海市市長齋藤榮也說，很謝謝大家溫暖

一同品嘗台灣味懷念家郷
張儀會長贈送橫濱中華學院家政教室所需的設備

就任式紀念合影

的關心和支援，從熱海土石流發生後，我們
在持續尋找失蹤者外，也正在協助受災戶重
建，也很感謝張處長的問候，並贈送台灣芒
果讓大家回復元氣，這次來自各僑團的義援
金也會盡快送到各個受災戶手上。
這次捐贈共有日本台灣商會聯合總會、東
京ACC、橫濱靜岡僑界急難救助協會、台日
協贊會、橫濱台灣餐飲聯誼會、南僑日本
分公司、世界華人工商婦女企管協會日本
分會、日本關東賴清德之友會、山梨台灣
總會九個僑團、在日企業捐贈，一共募得
10,135,000日圓。
在台灣方面總統蔡英文和外交部也在第一
時間發推特打氣，表示「我們向日本靜岡縣
熱海地區遭受暴雨引起土石流的受害人們，
表達最深切的慰問，我們已經準備好隨時提
供日本必要的協助。」，而這次的災害共造
成19人死亡，8人失蹤。

大阪台灣同郷會久違相聚

張 儀 帶領新團隊 為 僑 界 付 出

持和理解，我才能夠續任會長，除了感恩
外，也感到更大的責任，也要凝聚共識全力
以赴，因為橫濱華僑總會是歷史悠久的華僑
團體，有先人和長輩們的血汗結晶，才有今
天的榮景，所以要下定決心全力以赴，繼承
歷史悠久的總會，守護優良傳統和核心價
值，為了總會永續發展努力，橫濱華僑總會
對中華民國忠誠未曾改變過，也永遠支持中
華民國的。
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旅日各僑商會支援熱海土石流

專訪福爾摩沙書院店長永井一広

【橫濱／採訪報導】中華民國留日橫濱華僑
總會於上個月舉行會長選舉，由張儀連任
會長一職，並於七月十五日在會館舉行第
三十八屆會長、副會長、理監事宣誓就任，
橫濱辦事處處長張淑玲、駐日代表處僑務組
組長謝延淙也到場見證，張會長也表示會繼
續繼承華僑總會的歷史，守護優良傳統和核
心價值，與華僑總會一同支持政府。
會長張儀在致詞時提到，因為有大家的支
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擔任見證人的處長張淑玲則提到，有和
張會長及橫濱華僑總會團隊討論過舉辦活
動，但因為受到疫情的影響，不論是國慶
活動等，即使做好萬全準備也仍需配合日
本政府的防疫政策，如今疫苗施打已經上
軌道，希望疫情能夠早日結束，讓台日交
流恢復，橫濱華僑總會也能回歸日常。
雖然因為疫情的關係，橫濱華僑總會去
年暫停舉辦國慶的遊行活動，但值得注意
的是橫濱中華學院新校舍也於今年三月落
成，為此張儀會長在這次的就任式上，也
特別捐贈橫濱中華學院家政教室所需要設
備，同時也捐贈給橫濱中華學院校友會新
的舞獅。

大阪台灣同鄉會一行在台灣美食攤前合影留念

【大阪／綜合報導】大阪台灣同鄉會於七月
二十二日在名譽會長謝美香及秘書長深小青
號召下，前往參觀亞洲展並品嚐台灣小吃，
大阪辦事處處長李世丙偕僑務秘書楊慧萍也
出席參加，因為疫情關係不僅活動停辦，也
無法回台探親，當吃到懷念的台灣家鄉會

時，眾人都感動不已。
大阪台灣同鄉會包括豐田秋雄、洪麗華、
川野榮子、鄧益明、陳鳳玉等幹部及理監事
會員等約40人一同前往，副會長林壽美子在
亞洲展設攤，藉此推廣小籠包、刈包等台灣
美食小吃，工作人員也特別穿上印有台日國
旗及「絆」字的T恤，在眾多亞洲國家的攤
位中特別醒目。
謝美香表示，日本新冠肺炎疫情近期有升
溫趨勢，短時間內恐無法恢復辦理多人或長
時間的聚會活動，這次的聚會主要考量亞洲
展主辦單位可兼顧防疫措施，加上日本的中
元節即將到來，因此特別邀請幹部會員短暫
相聚話家常並品嚐台灣美食。楊秘書也回覆
部分僑胞提問，告知目前打完疫苗返臺仍需
要隔離，大家也期待疫情早日結束，同鄉會
可舉辦活動，恢復往往日的動能。
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