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祝 台湾新聞 300 号～各界からご祝辞
台北駐日経済文化代表処
代表 謝長廷

台北 駐 大 阪 経 済 文 化 弁 事 処
福岡分処 処長 陳銘俊
台湾新聞におかれては創
刊 300 号の大きな節目を迎
えられましたこと誠におめで
とうございます。日本におけ
る台湾への理解と友好に果
たした役割は大きく、日本人
への意識調査で
「アジアで最
も親しみを感じる国は台湾」と約 8 割が回答した
のも、偏に台湾新聞のご努力の賜物と確信して
おります。今後は「世界で最も好きな国は台湾」
を目指し、共に頑張ってまいりましょう。心から
の御祝いと台湾新聞の益々のご発展を祈念致し
ます。

「台湾新聞」発行第 300 号おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。
「台湾新聞」は1999 年に創刊されて以来、23 年になり，デジタルネットワークの普及により、
新聞の情報取得はより便利でリアルタイムになりました。読者の閲覧の習慣の変化に直面し，毎
月出版している「台湾新聞」はこれまで言論報道を続けながら、発行 300 号となりました。この成
果は、創設者の理念の堅持のほか、華僑の方々からの強力なサポート、各界からの好評もあって、
これを達成できたのだと思います。
「台湾新聞」は、長年にわたり在日華僑の人、事、物の情報を報道し、台湾国内の政治、経済、世論を発信し
てきました。日本で唯一の華僑新聞として、マスコミュニケーションの役割を十分に発揮することに加え、華僑の動
態の証人、在日華僑の精神的な糧、また華僑界の求心力および台湾と日本の架け橋を促進する上で重要な役割を
果たしてこられました。この場をお借りして、謝意と敬意を表します。今後ますますのご発展を期待しております。

台北 駐 日 経 済 文 化 代 表 処
処長 張淑玲

台北駐日経済文化代表処
札幌分処 処長 粘信士

台湾新聞が来たる5月に第 300 号発刊という
記念すべき節目を迎えられること、心よりお祝い
申し上げます。台湾新聞は内容が豊かで、日本
語と中国語に分け、長年にわたり日本各界及び
在日華僑に向け、台日各界の情報やイベントな
どを報道され、大いに重要な架け橋役を果たし
てくださいました。今後益々のご躍進を祈念いた
します。

台湾新聞第 3 0 0 号を記念して
台湾新聞は今号で創刊以来第 300 号
となりました。これもひとえに読者をはじ
め皆様からの厚いご支援ご協力の賜で
す。改めてお礼申しあげますとともに感
謝致します。
台湾新聞は平成 10 年（1998 年）12
月度の発刊（1999 年元旦号）
より月刊紙
としてスタートしました。初代の編集長
兼発行人からは「台湾人の同胞向けの
情報紙として、公正な立ち位置で台湾と
日本の友情、交流の橋渡し的な役割を
目的に発刊した」と聞いております。発刊
当初より経営に携わっております社主の

創刊 300 号という節目を迎えられました
こと、誠におめでとうございます。貴社は
設立以来、日本に台湾を PR すべくペンを
執り、台湾と日本で起きた様々な情報を長
きにわたって多くの方々に伝えてこられまし
た。その功績に感謝するとともに、敬意を
表します。今後とも、台日の友好に関する
報道が、次の世代に周知され、続いていく
ことを切に願います。

錢妙玲も「思想や政党にとらわれず常に公
正な立場の報道に徹しております」と初心
を貫いております。平成 11 年（1999 年）3
月には法人成りを果たし、現在は株式会社
臺灣新聞社が発行元です。
創刊当初はタブロイド判の紙面に中国語
の表記でしたが、
日本語版の紙面を創設し、
その体裁は現在も受け継がれております。
その後ブランケット判に大判化して発行頻
度も月間二回となりました。
さらにブランケッ
ト判新聞（日本語版）にタブロイド判（中国
語版）を挟み込んだ「セクション新聞」を長
い期間発行しておりました。創刊当時はモ
ノクロ面でしたが、やがて単色を使用した
二色刷りとなり、カラーの紙面も多様化す
る事となりました。現在はブランケット判の
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「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 2
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このたびは、
「台湾新聞」300 号を迎えられ、心よりお慶び申し上げます。
23 年来、ずっとスピーディーで広い視野に立ち、偏りのない台日交流に関する情報発信を継続
してこられた関係者方々の並々ならぬご努力に、改めて深甚なる敬意を表します。
特に、コロナ禍で人的往来が困難なこの時期ですが、貴社の記事を通じて台日交流の情報
を周知することが可能となり、両国の友好の輪がさらに広がってきています。
「参議院が台湾の
WHO 参加支持決議案可決」といったビッグニュース、
「台湾から日本へのマスク等の医療資材提
供」とその返礼として「日本が迅速にワクチンを台湾に無償提供」といった胸の温まるニュース、
「台湾企業・華僑団
体から静岡や神奈川の学校・孤児院へ台湾産バナナ・パイナップルなどの提供」やその活動に絡めて台湾フルーツ
の美味しさを伝える記事、
「華僑団体から熱海市土石流に被災者への寄付活動」といった被災者の方々への気遣い
を伝える内容、
「伝統文化を承継する横濱中華學院」の各種行事についてなど内容豊富な記事が掲載されています。
読者の手元には、いち新聞社として情報伝達をするだけでなく、台日交流に対するゆき上がる熱意も読者に届けら
れているのだと感じます。
最後に、今後共「台湾新聞」のますますのご発展を心より祈念申し上げます。台日友好の一翼を担って行かれるこ
とを期待しております。

台北駐日経済文化代表処
那覇分処 処長 王瑞豊

日本語版
日本語版

●台湾観光協会が世界最大級の旅イベントに出展～「MEET COLORS TAIWAN」
中国語版
中国語版
●日總第十屆團隊訪石垣島 拜會當地台企與石垣市長
●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
●橫濱中華學院入學典禮 喜迎新生加入大家庭

台北駐大阪経済文化弁事処
処長 向明徳

台日友好の発展を記録 継続は力
台湾新聞 300 号おめでとうございます！
台湾新聞は1999 年の発刊以来 23 年余りに
わたり日本を拠点にする台湾人社会や台日交流
の最新情報を報じて来られました。その記録の
蓄積は、台湾の歴史の一部でもあり、われわれ
の大切な宝物です。
今後も引き続き台湾と日本の懸け橋となり、
ますます発展していくことを祈念いたします。

TOPIC
TOPIC

八重山日報
代表取締役 宮良薰氏
創刊 300 号おめでとうございます。将
来、600 号 1000 号とさらにご発展され
る事を祈念しております。石垣島には多
くの台湾人が居住しております。その生
活情報や台湾人向けの情報発信は大切
です。台湾新聞社とともに情報共有しな
がらさらに交流を深めていきたいです。

日本台湾商会聯合総会
名誉総会長 陳五福

日本台湾商会聯合総会
総会長 兪秀霞

台湾新聞 300 号の発行おめでとうございます。
新聞の取材、写真、編集や発行などは容易なこと
ではありません。300 号を達成したことはとても素
晴らしいことだと思います。今後も引き続き、台湾
と日本の架け橋として、台日相互が深く理解できる
ニュースをご配信されることを期待しております。
最後に、今後台湾新聞のますますのご発展を心
より祈念申し上げます。

台湾新聞の300 号発行を心からお祝い申し上げま
す。台湾新聞は、日台交流の活動だけではなく、台湾
の政治、経済や日本在住の台湾人の活動なども発信さ
れる貴重な新聞として名が知られております。今後も台
湾と日本の架け橋として、日台友好や在日台湾人の活
動の情報を発信し続けてくださいますようお願い申し上
げます。最後に、台湾新聞 300 号発行の記念、誠に
おめでとうございます。

日本中華聯合総会
総会長 朱恭亮

宮古新報
代表取締役 新城竜太氏

台湾新聞創刊より300号を迎えおめでとうございます。台湾新聞は創
刊より今日まで日本と台湾をつなぐ大きな役割を持ってきました。日本の
各界と我々日本の華僑各界に日本と台湾関係の情報を報道し、現在の良
向な日台関係に役立った事はまがいなくその功績に心より感謝申し上げま
す。今後の台湾新聞の益々のご活躍と発展を心より祈り申し上げます。

創刊 300 号おめでとうございます。台湾は沖縄・宮
古島からも近い距離にあります。紙媒体による目に見え
る情報発信は不可欠です。ともに情報を共有し、そし
て発信していきたいです。今後、
400号500号に向けて、
さらに交流を深めていきたいです。

全ページがカラー紙面となっており日本語版
と中国語版の両方の表記による体裁となって
おります。
初代編集長は台湾人女性でした。現在の
データによる紙面ではなく、版下を制作して
それを製版して印刷する方式でした。手間も
時間もかかり編集長がほぼ一人で作り上げて
いた関係で、発行前の数日間は徹夜作業の
連続でした。やがてスタッフも増え、分業して
取材や編集を行うようになりました。当時は
競合する新聞社が複数存在していたと記憶し
ておりますが、現在では、台湾関連の報道を
定期刊行している新聞形式による媒体は、本
紙が唯一ではないかと自負しております。
振り返れば台湾の歴史の変遷には様々な
事象がありました。さらに日本と台湾が関係

する事象も枚挙にいとまがありません。台
湾新聞は、常にこうした社会現象を公正な
立場で報道し今日に至ります。今では全国
各地で催されている各種の「台湾祭り」も、
台湾新聞社はその先駆けとして、東京の恵
比寿ガーデンで第一回目を開催しました。
その後、台湾人と日本人の有志によって台
日文化交流基金を組織化し、共同開催に
より上野恩賜公園で「日本台湾祭り」を複
数回開催しました。
台湾新聞は、常に日本人と台湾人の両
方に寄り添った報道を目指しております。そ
こにイデオロギー（観念形態、意識体系）
による偏りは一切ありません。今日では人
材派遣、留学支援、スカラシップ制度、
観光支援など多岐にわたる事業も手掛けて

おります。活字媒体を軸とする一方でネット
配信、SNS を駆使した報道も並行しておりま
す。日本に本社を持ち台湾には支社がありま
す。携わるスタッフも台湾人と日本人から構成
されています。
第 300 号は節目ではありますが、長い目で
見れば一通過点かもしれません。今携わって
いる人員も500 号そして1000 号の時がどう
なっているのかはわかりません。しかし、創刊
より脈々と受け継がれてきた台湾新聞の初心
は、変わる事なく永遠に受け継がれていく事
を念じてやみません。そこに日本と台湾の絆
がさらに強くそして深化していれば本望です。
これからも台湾新聞をよろしくお願い申し上
げます。
日本語版主筆 田代 守
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蔡英文総統、

スウェー デ ン・ 欧 州 議 会 議 員 の 訪 問 団と会 談

蔡英文総統は合同台湾訪問団とオンライン形式
で会談した（写真提供：総統府）

蔡英文総統は4月12日、台湾訪問中のス
ウェーデン議会と欧州議会の議員による
「合同台湾訪問団」をオンライン形式で
会談した。蔡英文総統は挨拶で、議員ら
の台湾訪問について歓迎の意を表した。
スウェーデン議会の「台湾・スウェーデ
ン議員協会」のBoriana Åberg代表と欧
州議会の欧州保守改革グループのElise
Coolegem政策顧問は今回で二度目の台湾
訪問。蔡英文総統は、初訪問の議員らとオ
ンライン会談が実現した事を喜んだ。
【蔡英文総統の挨拶】
台湾訪問団のメンバーは皆、台湾の良き
友人で、長きに渡ってスウェーデン議会と
欧州議会において台湾に関する様々な問題
への懸念を示し、積極的に双方の交流・協
力関係を促進している事に感謝している。
スウェーデン議会の議員は、国会において
数多くの質問や動議を提出し、台湾とス

コロナ新規感染者数
拡大で新たな措置か

台湾では新規感染者数がさらに3 桁を突破し
ワクチン接種の様子（写真提供：中央社）
た（写真提供：中央社） 対象にして米モデルナ製ワクチンの接種を許

ウェーデンの相互関係の形成を促進、台湾
の国際機関参加を支持している。これらの
行動は、台湾への思いやりや好意の表れ
で、台湾の人々を大きな感動で包んだ。こ
こ数年、欧州議会からの強力なサポートを
感じている。欧州議会はこれまで、台湾を
支持する数々の決議や提案を可決した。特
に昨年10月の「EUと台湾の政治関係と協
力（EU-Taiwan Political Relations and
Cooperation）」レポートを圧倒的多数で
可決したことは、台湾と欧州連合（EU）
の関係及び今後の交流・発展に関して、指
標的な意味を持つ。同レポートを起草した

訪問団の記念撮影（写真提供：総統府）

スウェーデン出身のチャーリー・ワイマー
ズ（Charlie Weimers）欧州議会議員に
敬意を示す。台湾とスウェーデンは理念を
同じくするパートナーで、民主主義、自由
という普遍的価値観を共有している。両国
は近年、様々な分野での交流が著しく発展
し、特に気候変動、ジェンダーフリー、女
性の経済的エンパワーメント、偽情報への
対策などの分野でより多くの協力関係が構
築された。今後、台湾とスウェーデンの航
空協定が締結され、直行便の運航が実現
し、双方の経済貿易や民間における交流が
より緊密になるよう期待している。

台湾では今年の1月1日より市内の新規
感染者数が増加し、4月に入って毎日の新
規感染者数がさらに3桁を突破した。台湾
衛生福利部（陳時中部長）の資料による
と、1月1日から4月20日までに通報され
た感染者数は1万3164人に達した。感染
の主流はオミクロン株と見られ、感染者
の99%が軽症か無症状。このため政府は
「パニックしないよう」と呼びかけてい
る。
陳福利部長は4月20日の記者会見で「月
内に1日あたりの新規感染者数が1万人を
超える可能性がある」との見方を示し、
マスクの着用や手洗いなどの防疫措置を
市民に呼びかけている。また3回目のワク
チンの接種義務を拡大し、高接種率で感
染の拡大を防ぐ狙いも説明した。
一方、子供のワクチン接種をめぐる論
争も始まっている。衛生福利部が4月17
日、6歳から11歳までの子供約120万人を

可したが、ワクチンの数量や副反応への心配
などを理由に、反対する声も多い。
こうしたなか中、現在の感染状況を踏まえ
中央防疫センターは4月21日、自宅などで隔
離中の人や自宅療養の感染者について「医療
機関への移動における規則を緩和した」と発
表した。対象は濃厚接触者、海外からの渡航
者および無症状か軽症で自宅療養者。以前は
緊急事態で救急車を呼ぶのが基本だったが、
現行の規則は衛生福利部の指示に準拠し、防
疫タクシーまたは同居する家族や友人による
送迎も可能となっている。
なお教育部は「4月より全校休校か一部休
校となる学校が650ヵ校で、学生の感染者数
が3685人に上った」と発表した。これに呼
応して、オンライン授業の基準についても議
論され、現行の基準は、大学では3分の1の
授業が一時停止された場合しかオンライン授
業が始まらないが、市民からは「各校が基準
を決めるべき」という主張が出ている。

友好都市 5 周年記念、

謝 代 表 が 富 士 宮 市を訪 問
日まで。
伊豆の国市の施設訪問～三市長と懇親図る

大河ドラマ館を視察した

台湾台南市と友好都市提携している静岡県
富士宮市（須藤秀忠市長）で現在開催されて
いる「民芸品の展示会」に台北駐日経済文化
代表処の謝長廷代表、台北駐日経済文化代表
処横浜分処処長張淑玲が4月4日、訪れた。須
藤秀忠富士宮市長とテープカットを行うなど
開催を祝した。
富士宮市と台湾の芸術家や学生などが制作
した民芸品の展示会で、富士宮市が台湾の台
南市との友好都市5周年を記念して富士宮市
役所で開いたもの。
会場には、東日本大震災の復興支援で世界
各地で開かれている福島県の縁起物「起き上

開催式の記念撮影

がりこぼし」の展示プロジェクトに参加し
た、台湾と富士宮市の芸術家、高校生などの
作品170点ほどが展示され、富士山を表した
作品や折り鶴を全体にちりばめた「起き上が
りこぼし」が並べられている。
このほか、在日ウクライナ人の子どもたち
の作品やプロジェクトに賛同した日本漫画家
協会に所属する漫画家の作品なども展示され
ている。
富士宮市市民交流課の手塚誠也主事は「時
勢的に国際交流はなかなかできないが、作品
展として実現したので、多くの市民に鑑賞し
ていただきたい」と話した。展示会は4月28

同日の午後、静岡県伊豆の国市（山下正行
市長）を訪れ、同市内にある「自転車展示レ
ンタル施設」及び「大河ドラマ館」を視察し
た。その後、伊豆の国市、伊豆市（菊地豊市
長）、三島市（豊岡武士市長）の三市長と懇
親した。
視察したレンタル施設には、欧州のプロ
チームにも機材を供給する台湾の自転車大手
「メリダ」製の最新のロードバイクや電動バ
イク約二百台が展示され、謝代表は「（ロー
ドバイクで）天城越えができるのか」と驚
き、日本語で担当者に質問した。担当者は
「電動バイクがおすすめ。観光資源が多く、
自然豊かな伊豆は自転車に最適です」と説明
した。また、ドラマ館では、劇中で俳優が着
用した衣装やサイン色紙などを「私もいつも
見ています」と熱心に見学していた。
視察後、三市長と懇談した謝代表は「コロ
ナ収束後、台湾から観光客が来てもらえるよ
うにしたい」と述べた。

大阪弁事処 向明徳処長が
富山県知事と会談「日台の 交流を密に」

宮 古 新 報と八 重 山 日 報 の 両 社 長 が 本 社 を 訪 問

「 日 台 文 化 交 流 新 聞 協 会 」発 足

沖縄県宮古島と石垣島を拠点とする宮古
新報（新城竜太社長）と八重山日報（宮良
薫社長）が4月21日台湾新聞社を訪れ、本
社と地方新聞二社が連携して「日台文化交
流新聞協会」の発足を締結した。代表者及
び具体的な活動は近く詰める。その後、三

懇談後の記念撮影

社による懇談が催された。
冒頭、台湾新聞が5月号の本紙で創刊
300号を迎えるにあたり、両社長からの祝
辞があり、錢妙玲社主はこれに感謝の意を
表した。また、今後のさらなる交流と情報
提供の協力体制を確認した。

「宮古島は地理的に本州より台湾が近
い。台湾人も多く居住しています。ネット
社会に傾斜しつつある現在ですが、活字媒
体による情報提供の必要性から互いに情報
共有したい。特に宮古は教育に力を入れて
います。将来に向けて台湾新聞社と交流を
さらに深めたい」（新城竜太社長）と話し
た。
一方、宮良薫社長は「石垣島も台湾と距
離は近く、多くの台湾人が居住していま
す。頑張っている台湾人向けにその暮らし
ぶりや情報を提供していきたい。そして紹
介もしたい。台湾新聞社と共に情報発信し
てきたいです」と話した。
錢社主は「今般は遠路より弊社までお越
しいただきまして感謝します。沖縄地域の
方々とともに、日台文化交流新聞協会が発
足でき、台湾を応援する共通の目的が確認
できました事は嬉しい限りです。さらに
もっともっと、地方にも台湾の情報を届け
られれば嬉しいです。この様なグループの
輪を、地域の新聞社と連携して広げていき
たいと思います」と感謝した。

表敬訪問記念撮影

台北駐大阪経済文化弁事処の向明徳
処長をはじめ同処の幹部一行らは4月15
日、富山県（新田八朗知事）の県庁を訪
れ、新田知事らと懇親した。向処長は昨
年11月の処長就任後、初めて富山県庁
を訪れた。同行したのは呉承翰総務課長
及び李碧娟渉外課長、富山県日台親善協
会中川忠昭会長（富山県議員）、富山県
日台友好議員連盟薮田栄治事務局長（富
山県議員）。なお一行は富山県議長も表
敬した。
会談では「日本と台湾が観光面でさら
に交流を密にしたい」（新田知事）と述
べ、「観光交流の協定を締結する事で双
方の交流に役立つ。より密接な関係を構
築したい」（向明徳処長）と述べた。ま
た、富山県が加入する「世界で最も美し
い湾クラブ」に台湾の澎湖諸島（台湾澎

向明徳処長の挨拶

湖県）が含まれている事に触れ「富山県と
澎湖県で覚書や協定を結びたい」と要請し
た。台湾では今年の5月26日より三日間、
台湾桃園市で「日台観光サミット」が開催
される。すでに蔵堀祐一副知事が訪台する
事が決まっている。なお、前回のサミット
は2019年に富山で開催されている。
一方、コロナ禍により2020年3月より
運休している「富山～台北」便の早期再開
について新田知事は「本年は就航10年の
節目。お祝いの場を設けられれば」と述
べ、これに呼応して向処長は「一日も早い
再開を期待しています」と応えた。さら
に、立山黒部アルペンルートが全線開通し
た報告を受け「雪の大谷には過去二回来ま
した。台湾人も富山に来るのが待ちきれな
い」（向明徳処長）と語った。
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台 湾 産 パ イナップ ル の 輸 出 が 好 調

日本の占有率 63％に

台湾産パイナップルの輸出が好調（台南市政府から）

台湾行政院農業委員会の陳吉仲主任委員
が4月6日、台湾台南市でパイナップルの
対日輸出に関する記者会見を開催し、台湾
産パイナップルに対する日本の消費者の
熱烈な支持に感謝した。台南市の黄偉哲市
長も会場に駆けつけ、日本に送るパイナッ
プルの積み込まれたコンテナを閉じるセレ
モニーに立ち会った。黄市長は、農業団体
と輸出業者、政府関係部署が共に努力する
中、今年のパイナップル輸出量が目標で
ある3万トンを上回り、国内での生産と販
売、そして農家の収益を安定させられるよ
う期待した。
中国大陸が昨年3月から台湾産パイナッ
プルの輸入を一時停止している事から、農
業委員会では国内販売と輸出、加工の三つ
の面で積極的に各種の対応措置を実施し、
農家の収入に影響が出ないようにしてい
る。台湾産パイナップルの昨年の輸出量は
2万8,000トンで、中国大陸向けを除いた
統計では前年（2020年）の633％へと大
幅に増加。このうち日本向けは1万8,000

トン近くで、前年の826％に激増した。日
本向け輸出としてはそれまでの20年の合
計に相当する。
海外での好調な販売を維持するため農業
委員会は今年、輸出業者を積極的にサポー
トして海外市場の継続的な開拓とその安定
した発展に努力しており、年間輸出量の目
標を3万トンに設定した。その結果3月末
までに9,805トンを達成、前年同期比では
12.2％のプラスを記録するなど、台湾産
パイナップルは輸出先の調整に成功し、も
はや中国大陸に依存していないことが顕著
になった。
農業委員会では、輸出にあたって優れた
品質と農家の収益を確保するため、輸出業
者には輸出申告日までの3日以内（輸出申
告日を含む）に輸出予定の申請を行うよう
要請しているほか、「外銷供果園」（輸出
用果物提供果樹園）のパイナップルを仕入
れるよう求めている。さらに産地での仕入
れ価格は1キログラム22台湾元（約93日
本円）以上とする。また、日本の市場で輸
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台湾の 輸出が 21 ヶ月連続で成長
3 月は前年比 21.3％増

記者会見の記念撮影（台南市政府から）

出業者が不当な値引きをしたり、品質の劣
る果物を販売したりするのを防ぐため、日
本での小売価格が1キログラムあたり300
日本円を下回ることが無いよう求めてい
る。下回った場合は輸出業者の海外市場開
拓を奨励するための補助金を取り消すこと
で、台湾産パイナップルの良好なイメージ
と評判を維持する。
農業委員会は、台湾産パイナップルは3
月から本格的な収穫期に入ったと強調。輸
出する品種は主に「金鑽パイナップル」
で、きめ細かい果肉、適度な甘みと酸味、
芯まで食べられるなど多くの長所が日本で
も歓迎されている。他国産のパイナップル
と比較すると台湾産の優れた品質が特に際
立ち、市場での住み分けに成功。農業委員
会ではこれからも日本での宣伝やプロモー
ションなどの活動を実施すると共に、一口
大にカットされたパイナップルの売り込み
を業者に指導して、日本のより多くの消費
者においしい台湾産パイナップルを味わっ
てもらうとしている。

農 委 会とリトア ニア 農 業 省 がリモ ート会 議

協 力と交 流 、 貿 易 の 促 進 で 一 致
会議では両国の農業政策や農業が直面す
る問題についての意見交換と経験の共有が
行われたほか、二者間の農業対話と協力の
メカニズム確立に向けて農業協力覚書の締
結を目指す事で一致した。また、農業委員
会はKęstutis Navickas農業大臣が代表団
を率いて台湾を訪れてくれるよう改めて要
請し、両国の農業に関する協力と交流、そ
して農産物や食品の貿易を一層強化する様
に期待感を示した。
リモート会議の様子（写真提供：農委会）
農業委員会によると、今回のワーキング
台湾行政院農業委員会の陳吉仲主任委員 グループ会議では、同委員会国際処の処長
とリトアニアのKęstutis Navickas農業大 とリトアニア農業省国際業務及び輸出促進
臣が今年3月3日に行ったオンライン会談 局の局長が共同で議長を務めたほか、駐リ
の結果を受け、農業委員会とリトアニアの トアニア台湾代表処の黄鈞耀代表も通して
農業省は4月13日、局長クラスのワーキン 参加した。双方は食糧の安全保障、食品の
ググループ会議をオンライン形式で開催し 安全性、気候変動など農業が直面する様々
た。
な課題への対応措置を互いに紹介すると共

日本語記事

に、関連分野での経験を引き続き共有し、
協力を強めていくことで一致した。また、
リトアニア産牛肉の台湾に対する輸出申請
の進度についても意見交換し、さらに有機
食品の貿易を共に促進していく事で合意し
た。
農業委員会とリトアニア農業省は、農業
に関する協力と交流、対話のメカニズムを
確立するため、農業協力覚書の締結を目指
す事でも合意。これにより世界の気候変動
と食糧安全保障の問題に共同で対応すると
共に、両国の農業交流、貿易、投資の関係
を深められる事に期待した。さらに農業委
員会は会合の中で、Kęstutis Navickas農
業大臣が代表団を率いて台湾を訪問するよ
う重ねて要請。今後双方の業者のマッチン
グを助け、両国の農産物や食品の貿易拡大
を図る考えを示した。

台 北 市 輸 出 入 商 業 同 業 組 合と

グアム商 工 会 議 所 が 姉 妹 団 体に

台湾第1四半期（1～3月）の累計は1209億
3000万米ドル（写真提供：中央社）

台湾財政部はこのほど、台湾の3月
の輸出が435億米ドルと前年同月比で
21.3％増、21カ月連続プラス成長だっ
たと発表した。同部は、世界的な景気の
安定成長、ハイテク技術の新たな応用
分野の拡大に伴う半導体の需要拡大によ
り、顧客が在庫を確保するための調達の
拡大などが成長の要因で、さらに、電子
部品の輸出が引き続き輸出全体の成長を
牽引したものと見ている。また、国際政
治の緊張により、世界規模での原材料価
格の上昇など、これに伴う従来型産業の
輸出額も増加したと見ている。
しかし、台湾からロシアへの輸出につ
いては、ウクライナ情勢を受け、前年同
月比で55.3％減少、ウクライナへの輸
出は95.7％減少した。また、現在、間
接的に石油価格、原材料価格の上昇を招
いており、台湾の輸出にとってはマイナ
スの影響とプラスの影響の双方があるた
め、全体の影響については判断が難しく
なっている状況だ。

湾の輸出が21ヶ月連続で成長（写真提供：中央社）

第1四半期（1～3月）の累計は1209億
3000万米ドルで、前年の同時期に比べて
23.5％増加し、四半期ベースでは前年の
第4四半期（10～12月）に次いで過去2番
目に高い数字となった。
財政部によると「現在第2四半期（4～
6月）も2ケタ成長となると予測していま
す。しかし、ウクライナとロシアの戦争、
世界的なインフレ、中国大陸での新型コロ
ナウイルス感染拡大に対する感染対策強化
などの不確定要素が多く、また、比較の対
象となる昨年の基準が高かった事から、今
年下半期（7～12月）の輸出は成長率が上
半期（1～6月）に比べて低下する」と予
想している。
一方、3月の輸入は388億5000万米ドル
で、前年同月比で20.3％増と1カ月当たり
の過去最高を更新した。これにより17カ
月連続でプラス成長となった。これは、輸
出の増加に伴う需要の増加、それに国際的
な原材料価格の上昇が原因と見られてい
る。

TSMC 熊本工場が建設着手
24 年 12 月の 本格稼働 目指す

台積電 ( 写真提供：中央社 )

世界大手の半導体メーカー台湾積体
電路製造（TSMC）の熊本県菊陽町の
工場進出のために設立した子会社JASM
（堀田祐一社長）が4月19日、熊本市内
で事業概要を説明し、同21日に菊陽町
で工場建設に着手する事を明らかにし
た。同時に菊陽町と立地協定を締結し
た。稼働は2024年12月の出荷開始を目
指す。
協定締結式にはTSMCの堀田社長と
後藤三雄菊陽町長が出席し、蒲島郁夫

熊本県知事の立ち合いの下に協定書に署
名した。「日本国内で初めての工場が熊
本県に建設されることを知事として大変
嬉しく思います」（蒲島県知事）と述
べ、 「九州そして熊本が、将来世界にお
ける一大半導体生産地域となる大きな可
能性があると期待しています」（堀田社
長）と話した。
新設工場はスマートフォンやコン
ピュータ等に使用されるC P Uの元とな
る半導体ウェーハを月間5万5000枚製造
する予定で、主に国内企業へ提供する考
え。工場は町内の工業団地に建設する。
約1700人の雇用を計画し、このうち7割
の人員を新規雇用もしくはアウトソーシ
ングする見込み。技術者約320人はTSMC
から出向する見通し。すでに台湾から技
術者1 0人とその家族が熊本入りしてい
る。また、ソニーグループからも約200人
が出向し、残りの約1200人を新規採用や
派遣で確保する。技術系新卒の募集の開
始も明らかにした。

スターラックス航空の 張会長が
ユニー航空会長を兼任

黄教漳理事長の挨拶（台北市輸出入商業同業組合から） 締結式の記念撮影（台北市輸出入商業同業組合から） 締結式の記念撮影（台北市輸出入商業同業組合から）

台北市輸出入商業同業組合と「グ
アム商工会議所（Guam Chamber of
Commerce）」（関島商会）は4月13
日、オンライン形式で協力覚書への署名を
終え、双方は姉妹団体となった。駐グアム
台北経済文化弁事処の陳盈連処長は「経済
貿易分野と文化面での交流を助け、台湾と
米国のインド太平洋戦略における連携を深
めるもの」と歓迎した。
駐グアム台北経済文化弁事処が発表した
プレスリリースによると、台北市輸出入商
業同業組合と「グアム商工会議所」が協力
覚書を交わし、正式に姉妹団体となった
事は経済貿易分野における双方の交流に
とっての新たなマイルストーン。署名は台

北市輸出入商業同業組合の黄教漳理事長
と「グアム商工会議所」理事会のEdward
Untalan主席が行った。覚書の内容は「双
方が今後、輸出入、投資、ビジネス情報な
どで緊密に連携していく」となっている。
Untalan主席は、両団体の姉妹関係実現に
対する陳盈連処長の協力に感謝すると共
に、駐グアム台北経済文化弁事処がこれか
らも台湾とグアムとの教育、スポーツ、健
康、経済、投資など各分野での交流を強化
してくれる事に期待した。
これに対して陳処長は「グアムは台湾か
ら最も近い米国領土」とし、「双方が民主
と自由の価値を共有している」と指摘。
「台湾とグアムはこれからも共通の価値を

基礎に経済貿易分野で関係を深めて経済的
な繁栄を実現する」と述べた。また、「姉
妹関係の締結は双方の経済貿易面と文化面
での交流促進につながる」とした上で「と
りわけ台湾にとってはグアムを通じた太平
洋ミクロネシア地域の市場開拓が可能にな
る」とし「インド太平洋戦略における台
湾と米国との連携を深化させる」と歓迎し
た。
駐グアム台北経済文化弁事処によると
「グアム商工会議所」は1924年の設立以
来100年近い歴史を持つグアム最大の商業
組織。現地企業のグアム及び全世界におけ
る市場開拓を全力でサポートしている。
400を超える企業と個人の会員を持つ。

空の董事長だった国煒氏は、グループの総
裁を兼任する事を発表したが、栄発氏の前
妻の子供との間で起こった“お家騒動”によ
り、同年3月に同航空董事長を解任させら
れた。18年5月にスターラックス航空を設
立している。
張国煒氏は取締役会後、報道陣の取材に
応じ、航空業について「張家の家業で、本
来は父親の事業だ」と説明。「一時的にユ
ニー航空を代理で管理するだけだ」と強調
張国煒董事長（写真提供：中央社） した。
台湾の海運・航空大手エバーグリーン
スターラックス航空の広報担当者は、航
グループ（長栄集団）が国内線やアジ 空業界で30年間の経験がある国煒氏がユ
ア路線を運航するユニー（立栄）航空 ニー航空を率いて、引き続き国内線の運営
は4月14日に開いた取締役会で、スター 強化と既存のアジア路線のさらなる発展を
ラックス（星宇）航空の張国煒董事長 目指すことが取締役会でまとまったと話し
（会長）を董事長とする事を決めた。個 た。
人が航空会社2社の会長職を兼任するの
また両社の協力関係については、今後話
は台湾で初めて。
し合う必要があると指摘。国際線のみ運航
張国煒氏は、同グループの創業者、 するスターラックス社内で国内線への進出
張栄発氏の後妻の長男。栄発氏の死後 が検討されている事に関しては、「様子を
の2016年2月、当時エバー（長栄）航 見る」とした。
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7 月 にも 入 国 隔 離 免 除 の 可 能 性

感 染 状 況 が 同 水 準 の 国を対 象に
部の国と台湾の感染状況が一致する可能性
がある」と指摘した。感染状況に関する基
準については「追って定める」にとどめ
た。また、感染状況が依然として深刻な国
に対しては「厳しい管理によって選り分け
を行い、感染状況が下火となっている国に
ついては台湾からの入国が望まれない可能
性があるもののこれらの国からの訪台に関
しては歓迎する」と語った。
陳時中部長（写真提供：中央社）

台湾中央感染症指揮センターの指揮官を
兼務する台湾衛生福利部の陳時中部長は4
月18日、新型コロナウイルスの水際対策
について、感染状況が台湾と同水準である
国からの入国者を対象に「外出禁止の検疫
措置を免除する方針」と明らかにし、その
上で「7月にも徐々に実施される可能性が
ある」との見通しを示した。台湾立法院社
会福利・衛生環境委員会で、野党台湾民衆
党の蔡壁如立法委員へ答弁したもの。

桃園空港（写真提供：中央社）

蔡氏から、台湾での新規国内感染が連
日1000人を超える中「夏休みに国境が開
放される可能性があるか」との問いに陳氏
は「将来的には直近7日間または14日間の
感染状況が台湾と同程度の国であれば、基
本的に自由に移動できるようにする」と説
明。一方で「そのタイミングにはまだ達し
ていない」としつつ「世界各国での感染者
数減少と台湾での増加に伴い、7月には一

総人口に占める累計感染者数の割合
約15％に達する可能性
台湾中央感染症指揮センターの陳時中
指揮官は4月17日の記者会見で、台湾での
新型コロナウイルス感染者が累計で300万
人を超える可能性があるとの見通しを示
した。これは総人口の約15～16％に相当
し、割合としては香港やニュージーランド
と同水準。 一方で入国者の検疫日数を短
縮する方向性は変わらないと述べた。

台 湾 の 大 手 旅 行 E C サ イト

「 美しい 伊 豆 創 造 センタ ー 」と観 光 振 興 で 協 定

美しい伊豆創造センターと台 KKday 連携協定を締結した

コロナ後の観光需要の爆発的回復を見込
み、伊豆半島の市町や観光協会などでつく
る「美しい伊豆創造センター」と台湾の
大手旅行ECサイト「KKday（ケイケイデ
イ）」が3月29日、伊豆半島の観光振興に
関する包括連携協定を締結した。「美しい
伊豆創造センター」の代表理事を務める静
岡県三島市の豊岡武士市長は「新型コロナ
ウイルスの感染が下火になれば国際交流が
再開する。伊豆が真っ先に考えたのは、万
全の準備で台湾の旅客を迎えようというこ
と」とし、協定締結の意気込みを語った。
「KKday」の創業者でCEOを務める陳明
明さんは「いまはまだ感染状況に起伏があ
るが、今年下期には国際交流が再開される
可能性が高い」と期待。陳明明CEOは、
台湾で実施した世論調査の結果で「海外と

締結式記念撮影

の人的往来が再開した場合、最初に行きた
い海外の国として日本を挙げる人が多い」
との結果を踏まえて「旅行関連業者として
現在できることは、その準備をしっかりと
整えることだ」と話した。
「K K d a y」は「美しい伊豆創造セン
ター」との協定締結を通して、日本と台湾
などの旅客に伊豆半島のツアー商品を販売
するほか、伊豆の企業のデジタルトランス
フォーメーション（DX）や、観光地域づ
くり法人（DMO）の事業や人材育成を支
援する。日本の自治体が台湾のECサイト
と協力するのは初めてのケースで、国産ブ
ランドを極めて重視する日本の旅行市場に
おいては異例の事と「KKday」は歓迎し
ている。また、これは伊豆半島が台湾市場
を重視していることを示すものと見られ

る。
「美しい伊豆創造センター」の林田充常
務理事は、自身も過去に5年ほど台湾に住
んだことがあり「これまで日本の多くの
DMOは海外プロモーションに力を入れて
いる。それに協力して旅行商品を販売する
業者がいない事から、その効果が半減して
いる」と実感していた。この状況下で旅行
見本市で「KKday」を知り、そのやり方
が「美しい伊豆創造センター」の需要に合
致しているとピンときた。「美しい伊豆創
造センター」は「KKday」との協力を通
して、台湾と日本の観光バランスの不均衡
を解消したいとも考えている。「台湾と日
本は正式な外交関係を持たないが、観光交
流は双方の友好を深めるための重要な手段
の一つ。ただ台湾の観光客を日本に引き込
むだけでなく、日本の観光客を台湾へ連れ
て行くことも重要だ」と指摘している。
伊豆半島は、現在日本のNHKで放送さ
れている大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の
舞台にもなっている。林田常務理事は、
「伊豆半島は豊かな歴史や文化、そして
地質景観を持つ。コロナ前の2018年は約
4.16万人の台湾人が伊豆を訪れ、それは
外国人全体の１割を占めた。コロナ後はさ
らに多くの台湾人旅客に訪れて欲しい」と
期待を寄せている。

西日本台湾学友会が

「タ ケノコ 掘り」の 体 験 会 を 開 催

言論の 自由を求めた台湾の 歴史を
見直す展示～中 正紀念堂
由日(言論の自由の日)」と定めている。李
永得部長は挨拶で「現代に生きる人々に
とって自由は空気のようなものだ。しか
し、次世代を担う若い人々は、台湾がどの
ようにして言論の自由を勝ち取ってきたか
知らないだろう。それこそ、この展示を企
画した最大の理由だ」と述べた。
過去に「政治犯」として拘禁された経験
を持つ監察院の陳菊院長もこの特別展につ
開会式の記念撮影（写真提供：中央社） いて「非常に大きな意義を持つもの。台湾
台湾台北市の中正紀念堂で4月7日よ の移行期正義の取組みを示すと同時に、言
り、言論の自由を求めた台湾の歴史を振 論の自由がいかに得難いものであるか、台
り返る展示「自由的霊魂vs.独裁者：台 湾社会に改めて気づかせようとするもの
湾言論自由之路」が始まった。「独裁 だ」と述べた。また「半世紀の歳月をかけ
者」とも評価される故・蒋介石元総統を て、我々は独裁者を記念するこの施設（中
記念して建てられた中正紀念堂で、それ 正紀念堂のこと）の外から、中に入ってく
に対抗した人々の歴史を振り返る展示の ることができた。これは容易なことではな
開催は、転換を目指す中正紀念堂にとっ い」と語気を強めた。
て新たなマイルストーンとなる。
展示では、言論の自由を求めて戦った楊
主催は国家人権博物館と中正紀念堂管 逵氏、雷震氏、傅正氏などの重要人物を紹
理処。同日に行われた開会式には、監察 介すると同時に、鄭南榕氏が焼身自殺した
院院長で国家人権委員会の主任委員を務 雑誌『自由時代』のオフィスをリアルに再
める陳菊氏、台湾文化部の李永得部長、 現している。鄭南榕氏は反乱罪に問われ、
展示を企画した国立政治大学台湾史研究 出廷を求められたがこれを拒否。71日間
所の薛化元教授、総統府資政の姚嘉文氏 オフィスに立てこもった。そして1989年
をはじめ、政治犯の汚名を着せられて亡 4月7日、軍や警官隊に包囲される中、火
くなったり拘禁された人々の遺族が集 を放って自決した。
まった。
「自由的霊魂vs.独裁者：台湾言論自由
言論の自由を求めた台湾の民主運動 之路」は中正紀念堂１階の常設展ホール
家、鄭南榕氏が焼身自殺を決行したこと （台北市中正区中山南路21号）で開催さ
にちなみ、台湾では4月7日を「言論自 れている。

日台ロータリー親善会議の 大島総裁が
福岡 領事館を訪問

陳総領事 ( 中 ) を囲んで。その右が大島総裁

コロナ禍で延期されていた「第7回日
台ロータリー親善会議・福岡大会」が5
月6日に福岡と台北をオンラインで結ん
で開催される事となり、大島英二親善会
議総裁が4月12日、駐福岡総領事を訪れ
て陳銘俊氏に準備状況を説明するなど招
待を申し出た。
陳総領事は出席を快諾し、親善会議の
記念誌への執筆を約束した。
日台両国の「ロータリー親善会議」
は、第１回東京(2008年5月)、第2回台
湾・日月潭(2009年10月)、第3回京都
(2012年6月)、第4回台湾・台北(2014
年1月)、第5回金沢(2016年6月)、第6
回台湾・高雄(2018年3月)と、日台の
双方でほぼ隔年実施しており、第7回
は2020年3月にホテルニューオータニ

博多で、台湾からの出席者500人を含む
2000人規模の大会の実施に向け準備が進
められている。
2018年7月の第1回実行委員会以来、ほ
ぼ毎月のように会合を重ねてきた準備作業
は、福岡ソフトバンクホークスの王貞治会
長と歌手のジュディオングさんをゲストに
迎える事が決まり、一段と熱を帯びた。さ
らに、会議・イベントにおける作業分担や
効果的な演出方法などが熱く議論されてき
た。
こうした状況下にもかかわらず、2019
年末に中国武漢市から報告された原因不明
の肺炎が新たなコロナウイルスの原因で
あると判明し、感染が世界各地に拡大し
た。2020年1月30日、WHO（世界保健機
関）が「国際的に懸念される公衆衛生上の
緊急事態」を発出したため中止せざるを得
なくなった。しかし、これまで続いてきた
日台ロータリー親善会議を「途絶える事な
くつないでいきたい」とする会員の強い熱
意は変わらず、感染防止の対策を講じなが
ら開催可能な方法の検討を重ねた。この結
果、福岡と台北の2会場でリアル(対面)と
リモート(オンライン)をハイブリッドさせ
た形での開催となった。

奈良 美 智さん個展 新 作 、 これ からも台湾に

「公的機関に収蔵されれば」
タケノコ掘り体験会に集まった人たち

九州・山口地域の台湾出身者と台湾を応
援する人々の親睦を図り、台湾からの留学
生支援活動などを行う西日本台湾学友会
(庄野庸雄会長)が4月10日、福岡県東部の
田川郡赤村でタケノコ掘りの体験会を開催
した。会員ら37人が参加した。
コロナ禍で2年間中断していた会員総会
及び懇親会は、今年3月からの第7波襲来
で「さらに断念に追い込まれる状況にな
る」と見られた時に「何とか集まりたい。
交流して元気を盛り上げたい」という会員
の熱意に促された庄野会長。自身の思案で
野外でのレクレーションを思いついた。そ
の具体化に向けて、田川・筑豊地区の振興
を図るべく活動中のNPO法人「広域活性
化研究センター」の時川正理事長が呼応
し、そして実現したのがこの季節にふさわ
しい「タケノコ掘りイベント」だった。参

掘り方のコツを教わる参加者人たち

加者全員がタケノコ掘りの初体験で、しか
も、福岡県内陸部の赤村にも初めて訪れた
という。
タケノコ掘りは難しい。先ずは枯草の下
の土から芽を出すか出さないか程度の新芽
を見つけなければならない。これが初心者
には難しいため、最初は農園の関係者があ
らかじめ見つけて布で印をつけてくれてい
るところを掘る。慣れてくれば自分で探せ
るようになる。次に見つけた芽の周囲30
センチくらいの所からだんだん内側に掘り
進み、最後に鍬で少し深めの根っこを切り
取るように掘り起こす。これらの作業を坂
になった斜面で足を踏ん張ってするのが一
仕事だ。花冷えの季節とはいえ、汗をかき
ながらの仕事であり、後になって足腰の筋
肉が突っ張ってくる。
参加者は、福岡領事館(台北駐福岡経済

初体験を振り返りながらの食事会

文化辨事処)の洪臨梂組長はじめ、北九
州市と福岡市から37人と関係者及び地元
スタッフ10人参加という一大イベントに
なった。また、タケノコ掘りの現場である
竹林は赤村の「源じいの森温泉」駐車場の
すぐ横で、同温泉食堂のオーナーシェフが
事前の打ち合わせで学友会活動に賛同し、
当日わざわざ旬のタケノコメニューを提供
してくれた。
初体験の心地よい疲労を癒しながらの食
事会で庄野会長は「コロナ禍の困難な中
で、予想以上に大勢の方に参加していただ
き、会員同士だけでなく地元の人々との交
流を深められました。また田川・筑豊地区
の豊かな自然を福岡・北九州の人達にPR
出来た事を嬉しく思います」と話し、西日
本台湾学友会の益々の発展を願う言葉で締
めくくった。

を巡回。同作は奈良さんが台湾のために制
作したものだった。最後を飾る台南展が今
年2月中旬に終了。同作が台湾にとどまる
事を願う声がネットなどで上がっていた。
同展の主催団体の一つ、台湾の非政府組
織（NGO）中華文化総会は4月7日の報道
資料で、同作が台湾に残ることを願う意見
がある事を奈良さんに伝えたところ、快諾
の返事が得られたと説明。奈良さんは元か
ら何らかの形で台湾に同作を残せないかと
奈良美智の新作「Hazy Humid Day」 考えていたという。また個人のコレクショ
（写真提供：中央社、中華文化総会） ンではなく、台湾の人々に属する形で同作
画家の奈良美智さんが台湾で初めて開 を台湾にとどまらせる方法を奈良さん側と
催した個展「奈良美智特展」で、公開さ 話し合って探っていくとしており、長期的
れた新作「Hazy Humid Day」が台湾 な展示を目指す姿勢も示した。
に残る見通しとなった。奈良さんは4月
一方、同作を台湾に留め置くのでなく、
7日、「台湾のどこか、美術館などの公 世界のより多くの人々に見てもらうべきと
的な機関に収蔵されればうれしいです」 の意見もある。同会はこうした声も「非常
との考えをツイッターに投稿した。
に重視している」とし、奈良さんの考えを
同展は東日本大震災から10年となっ 最大限に尊重した上で「今後の対応の参考
た昨年3月に台北で始まり、高雄、台南 にする」とした。
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— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります

Apr.1

遺族への懲罰的損害賠償の支払いが初～台鉄脱線事故

台湾鉄路管理局（台鉄）の特急列車「タロ
コ号」で49人の死者を出した脱線事故か
ら4月2日で1年となった。台鉄から遺族
に懲罰的損害賠償として計1億5043万台
湾元（約6億4000万円）支払われる見通し

Apr.4

が3月31日、明らかになった。台鉄が懲
罰的損害賠償を支払うのは初めてとなる。
遺族団体を支援する弁護士の陳孟秀さんに
よると、台湾交通部の王国材交通部長が3
月30日、遺族の請求に応じた。

Apr.12 中国軍の侵攻に備え陸海空軍が軍事演習

Apr.20 旧台東駅が 100周年～官民合同のイベント

「訓練は正常に進めら
台湾国軍はこの日の早朝、中国軍の侵 を実施した」と説明。
攻に備え、陸海空軍による演習を行った。 れた」という。軍関係者によると「中国軍
台湾国防部の報道官、孫立方上校（大佐） の空襲を想定して戦闘機の F16と経国号
、攻撃ヘリ AH64E（アパッチ・ガー
が明らかにした。台湾台北市では早朝から （IDF）
軍用機のエンジン音が鳴り響くなど市民か ディアン）などを台北周辺に派遣した」と
らの注目を集めた。孫氏は同日午前5時か し、各部隊が適切に対処できるかを検証し
ら同7時にかけて「全体防空作戦計画演習 た。

日本統治時代の1922（大正11）年4月 最後の駅長を務めた高銘光さんが構内を案
20日に開業した台湾台東県（饒慶鈴県長） 内。第2次世界大戦中、米軍の機銃掃射を
の旧台東駅が100周年を迎えたこの日、 受けた痕が残る鉄柱を紹介するなどした。
官民合同の関連イベントが始まった。饒
県長は展示活動について「貴重な台東線の
歴史と駅の記憶が記録され旅行客にかつ
ての栄華を知ってもらえる」と、来訪を呼
び掛けている。同駅は新駅の供用に伴っ
て2001年に廃止されたが、県と台湾鉄路
管理局により保存され、目下、文化商業施
設として観光スポットになっている。展示
や講演、パフォーマンスなどの催しは4月
30日まで行われた。この日は、旧駅時代
旧台東駅（写真提供：中央社）

林智勝が通算291号～台湾プロ野球の記録更新

台湾プロ野球（CPBL）の味全ドラゴンズ 「300号本塁打を達成する自信がある」と
の林智勝選手が台湾台南市の台南野球場で 語っていた。
行われた統一ライオンズ戦で通算291号本
塁打を放ち、自身が持つ台湾プロ野球記録
を更新した。今季の開幕戦となった4月3
日の統一戦で290号を決め、通算289本
の張泰山を抜き、台湾プロ野球記録を更新
していた。この日は「2番・指名打者」で先
発出場して五回に再び本塁打を放ち、記録
を伸ばした。林は16年より中信ブラザー
ズに所属していたが、近年は出場の機会に
恵まれず、今季から味全へ移籍。昨年12
月には安定して試合に出ることができれば 林智勝選手（写真提供：中央社、味全ドラゴン）

Apr.12 居留証所持の外国人家族「親族訪問」理由で入国許可
台湾外交部はこのほど、国民および有効
な居留証（ARC）を所持する非本国籍者の
外国籍親族について「親族訪問」を理由に
した特別入国許可の申請受け付けを「4月
12日付で開始した」と発表した。
「家族結合
権を保障するため」としている。外国籍親

族が特別入国許可（停留ビザ）を申請する
には、出生証明や戸籍謄本など明確な親族
関係を証明する書類が必要。中華民国の在
外公館で申請できる。申請に必要な書類は、
外交部領事事務局のウェブサイトで公開さ
れている。

Apr.15 参政権引き下げの憲法改正～国民投票が11月26日に
Apr.6 ブルーラインがモノレールでの整備に正式決定
台湾台南市政府はこのほど、建設計画を ルーラインは総合的な計画の策定作業が行
進めている大量高速輸送システム（MRT） われており、今年6月末にも最終報告が完
ブルーラインについて「モノレールでの整 成する予定だという。
備を正式に決めた」と発表した。市内の交
通インフラ視察の際に説明を受けた台湾交
通部王国材交通部長は市の決定を支持し、
尊重するとの立場を示した。趙卿恵、戴謙
両副市長は、安全性や建設・運営コスト、
システムの維持・運用、将来の軌道産業の
発展などを考慮した上で「古都としての独
特の文化と歴史的風情がある事などを理由
台南市政府はブルーラインがモノレール
にモノレールシステムを採用した」と説明
での整備に正式決定（台南市政府から）
した。市交通局の王銘徳局長によると、ブ

Apr.6

今季最初のクロマグロが水揚げ～史上3番目の速さ

台湾屏東県の東港漁港でこの日、県内
で今季最初のクロマグロが水揚げされた。
重さは基準の180キロを超え「屏東初マグ
ロ」に認定された。初マグロを釣り上げた
栄漁満号の陳金平船長は「初マグロを漁獲
したのは漁業に従事して15年で初めて」
と喜びを語った。栄漁満号は4月5日午後、
台湾南西の海域でクロマグロを釣り上げ
た。出港して4日で漁獲に成功した。東港
区漁会によると、初マグロが台湾南西の海
域で漁獲されるのは珍しく、漁獲時期は史
上3番目の早さだったという。競りは4月
10日に東港魚市場で開催された。

Apr.8

Apr.17 台南運河に大量のクラゲ～水質改善か
台湾台南市の台南運河でここ数日、大 はさらに分析が必要」と語った。
量のクラゲが出現し、周辺住民や遊覧船の
乗客を驚かせている。市民からの情報提供
で現地を視察した李啓維市議は「普段は運
河でクラゲを目にすることは少ない」とし
ながら「水温が生育に適し、水質の改善が
見られたためではないか」との考えを示し
た。台湾嘉南薬理大学（台南市）環境資源
管理学科の黄大駿教授は、報道陣からの取
材に「市内を流れる二仁渓の河口や四草、
安平地域では毎年4～5月にクラゲの群れ
大量のクラゲが出現した（写真提供：
が出現する」と説明。ただ「台南運河のク
中央社、議員李啟維）
ラゲが他の場所のものと同じ種類かどうか

今年最初のクロマグロ（写真提供：中央社）

彭明敏氏が死去～民主化運動に尽力

台湾の社会運動家で元総統府資政の彭
明敏氏が4月8日午前5時55分、亡くなっ
た。98歳だった。同氏の基金会が明らか
にした。彭氏は日本統治時代の1923（大
正12）年に台湾台中市大甲生まれた。64
年に台湾の独立を訴える「台湾自救宣言」
を発表して逮捕され、翌年に懲役8年が言
い渡されたものの、特赦を受け釈放。海外
で亡命生活を送った後、96年に台湾で初

台湾中央選挙委員会はこの日、委員会
会議を開き、参政権年齢を現行の20歳以
上から18歳以上に引き下げる憲法改正の
是非を問う国民投票の実施を決めた。統一
地方選挙と同日の今年11月26日に実施す
る。憲法改正の国民投票が行われるのは初
めて。有権者数の過半数の賛成を得れば承
認される。なお憲法改正原案は3月25日、
台湾立法院院会で可決されていた。
台湾、参政権年齢を18歳以上に決めた（写真提供：中央社）

めて行われた直接選挙の総統選に民進党か
ら出馬し、国民党の李登輝元総統に敗れた
が、陳水扁政権時代の2000年に総統府の
資政に任命された。台湾総統府の張惇涵報
道官は同日「蔡英文総統は訃報に触れ、深
く悲しみ、彭氏の提言や台湾民主化への貢
献に感謝を示した」と報じ「彭氏の信念や
台湾への愛は必ず後世に受け継がれるだろ
う」と、蔡総統からのメッセージを伝えた。

Apr.19 台湾産茶葉が仏のコンテストで金 4 個受賞
仏の非政府組織（NGO）AVPA が主催 で開かれ、駐仏代表処の代表者が4月19
する2021年の国際コンテストのお茶部門 日、受賞業者に代わって賞を受け取った。
で、台湾産茶葉が金4つを含む47の賞を 金賞は華陽茗茶の南投産冬片四季春、王宝
受賞した。審査員の一人はマスコミの取材 山茶の炭焙武夷烏龍茶、雪見高山茶の苗
に「現在のフランスの消費者は皆、台湾の 栗産「Le Thé de Madame Hakka」と同
茶葉を好む。台湾茶は質が保証されてい 「Alpine Spring 21E」の4点。いずれも
る」と台湾茶の信頼性の高さを語った。お 茶葉の部での受賞。台湾はこのほか茶葉の
茶部門の開催は4回目。茶葉の部とハーブ 部で銀10、銅11、特別賞17、ハーブティー
ティーの部に分かれ、150点以上の茶葉 の部で銀1、特別賞4を獲得した。
が出品された。授賞式は4月15日にパリ

Apr.21 囲碁の黒嘉嘉七段、アジア競技大会に出場～台湾代表
台湾の女流囲碁棋士の黒嘉嘉七段はこ 韓国の選手との対戦を想定し、特訓を重ね
のほど、台湾代表として9月に中国杭州で る」と方針を示した。
開幕するアジア競技大会に出場する事がわ
かった。黒七段は「アジア大会は非常に思
い入れのある大会」とし、メダル獲得に意
欲を示した。囲碁は2010年の広州大会で
初めてマインドスポーツとして正式競技と
なり、今回3大会ぶりに復活。黒七段は広
州大会にも出場しており、今回台湾代表の
監督を務める周俊勲九段の招集に応じた。
台湾は広州大会で女子団体銅。黒七段が周
九段と組んだペア碁では4位。台湾代表に
は許家元十段や楊子萱四段らも名を連ね
黒嘉嘉七段と周俊勲監督（写真提供：中央
る。周九段は「大会までの間、中国や日本、
社、傳動數位整合行銷有限公司）

Apr.22 屏東で先住民の特別展～原住民の文化、芸術を展示
台湾屏東県の屏東美術館でこの日から、 生命などの物語を表現したとしている。5
台湾原住民（先住民）関連の「一般古物（古 月29日まで開催される。
器旧物）
」を集めた特別展が始まった。生
活の軌跡やパイワン族やルカイ族などの文
化と藝術の独自性が表現されている。屏
東県政府文化処によると「県は長期間にわ
たって原住民や客家関連の文物や美術品な
どを収集。そのうち原住民関連は900点
余りあり、49点は2006年までに「一般古
物」に登録されました」と説明。特別展で
はこのうち33点を展示。所有者や使用者、
制作者の概念から、原住民の生活や生存、 屏東で先住民の特別展（写真提供：中央社、文化処）

Apr.23 景勝地の阿里山に雨柱が出現～12時間の降水量168ミリ記録
台湾嘉義県の景勝地「阿里山国家風景
区」でこの日、激しい対流性降雨が観測さ
れた。まるで滝のようにゴーゴーと降る雨
の様子が現地の歩道に設置された監視カメ
ラに捉えられ、その不思議な光景は見た人
たちを驚かせた。台湾中央気象局によると
「同県における4月23日正午までの12時
間の降水量は太保観測所で最大となる168
ミリを観測した」と発表した。

阿里山に雨柱が出現した（写真提供：中央社、阿管処）

Apr.25 月給13万円未満の被雇用者が減少～給与水準は上昇傾向
台湾行政院主計総処が4月25日に公表
した労働者に関する調査結果で、2021年
10月現在、被雇用者のうち、月給が3万
台湾元（約13万1200円）未満だった人
は8年連続で減少し、246万5000人だっ
たことが分かった。前年5月と比べ25万
6000人減った計算になる。同様の調査は、
これまで毎年5月に実施していたが、21
年は新型コロナウイルスの影響により10

月に実施した。21年の非正規雇用を含む
被雇用者の月給は平均4万417元（約17
万6800円）で、
前年比913元（約4000円）
増となった。月給が3万元未満の労働者は
被雇用者全体の約26.84％。国勢普査処の
陳恵欣副処長は「月額最低賃金の引き上げ
や企業の給与調整などにより、国内の給与
水準は上昇を続けている」と指摘した。
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ええっ、 台湾と日本にはこんなに違うの !?
▼最近私がハマる映画

映画予告編

▼台湾の評論家が載せた YouTube 動画

松田義人
（deco ／編集者・ライター）

台 湾 生まれ・日 本 育ちの

「 鉄 道 弁 当 」が 名 古 屋 で 復 活！
▼「台湾鉄道弁当」
（
『驛（えき）の屋』
）

▼字幕で「最後の5 分、全てが覆る」と
アピールし、視聴者の関心を集めました

台湾ブームに乗った商材が続々。
でも、ちょっと思うことも…

皆さんは映画が好きですか？私は興味
がある映画が上映されると、必ず観に映
画館に行くタイプです。最近は「ファン
タスティックビースト」シリーズの最新
作を2回も観てきました。そう言えば自
分の感想しかないかもしれませんが、台
湾と日本で上映する映画の予告の内容が
少し異なると感じています。
日本：他人の感想を
アピールすることが多い
初めて日本の映画予告の特徴を気づい
たのは、元AKB48のメンバー前田敦子
とイケメン俳優松田翔太が主演した映画
の予告です。一見すると普通のラブス
トーリーですが、予告ではその映画の
ロードショーで観客の反応を紹介しまし
た。観客がその展開に結構驚いた顔を見
せて、そして字幕で「最後の5分、全て
が覆る」とアピールし、視聴者の関心を
集めました。

これは私が日本の映画予告編について
最初のイメージです。日本に来てさらに
こういう動画を観たら、ロードショーが
終わって観客が離れた時幾つの観客を停
めて少しインタビューするシーンもよく
あります。観客たちが先観た感想をシェ
アして、テレビ前の視聴者に「早く映画
館で観よう」と呼びかけます。
台湾ではロードショーの後、他人の感
想を予告の内容に含まれることについ
て、私が知る限りほとんどないので、日
本に来てびっくりしました。では台湾の
映画予告編は一体どういう内容がありま
すか？
台湾：映画のシハイライトシーンで
アピールする
台湾の映画予告では映画のストーリー
を紹介することが意外に少ないと感じて
います。例えばアクション映画の場合が
刺激的なシーンを編集して予告を作るこ

土地房屋調查員的工作內容介紹
針對「土地房屋調査員」的工作，已
為各位簡單介紹過由委託至完成的流程
手續。本次將針對「建築物滅失登記」
進行詳細的說明。
建築物滅失登記是指拆除被登記的建
築物時，向法務局申報拆除的手續，申
請者需為登記記錄上的建築物持有者。
登記完成後，該建築物的登記記錄將
被關閉。此外，根據不動產登記法，須
於建築物被拆除的一個月内進行登記申
請。
關於「建築物滅失登記」
手續流程如下：
・建築物的拆除
↓
・由委託人（申請人）向土地房屋
調查員提出滅失登記的申請
↓
・資料調查

とが一般的です。
もちろん台湾人でも、ほかの人の感想
に参考して観るか観ないかと決めること
が多いですが、他人の評論を見たいなら
電子掲示板やWEBサイトの文章を読ん
だり、評論家が載せたYouTube動画を
観たりにして判断することが台湾のやり
方です。ロードショーの観客の感想を編
集して予告になるのがあまり観たことな
いですね。
どちらでもメリットとデメリットがあ
ります。しかし私は台湾の方が慣れてい
ますね。初めて日本の予告を見て「最後
のOO分に驚きの結果が！」などの提示
に「じゃ前のストーリーを観なくてもい
いじゃん」と思ってしまいました。無論
映画の一番オススメのところを紹介して
くれますが、自分の目で作品の魅力を感
じるのが最高ではありませんか。
次回は外国映画が日本、あるいは台湾
に上陸のタイミングについてもう少し話
したいと思います。では！
文：ワンワン

日本法律停 ‧ 看 ‧ 聽

（登記記錄的確認、
現場情況的確認等）
↓
・土地房屋調查員向委託人
（申請人）提供必要文件的資訊
＊必要文件：委任書、拆除證明書等
↓
・土地房屋調查員收到必要資料
↓
・土地房屋調查員進行現場的確認
↓

《本專欄內容由黑澤事務所提供》

・登記申請
↓
・登記完成
針對「建築物滅失登記」事項如若您有
任何疑問或需求，非常歡迎透過電話詢問
或當面進行商談，恭候您的大駕光臨。

本文作者：吉田浩之
黑澤事務所所長

なるようにも思います。
さて、前置きが随分長くなりましたが、こう
いう台湾ブームとはまた違う、意味深く、もち
ろん美味しい「台湾鉄道弁当」を発見しまし
た。名古屋にある『驛（えき）の屋』という台
湾料理、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどを展開
するお店のものです。排骨、台湾の煮物、漬
物などをセットにしたもので、これぞまさしく
台湾の駅弁そのもの。この香り、ビジュアル
を前にすれば「カコンカコン」と甲高い音を出
す、台鉄のあの電車の音が聞こえてくるかのよ
うです。

錦糸町にあった『劉の店』の味が
名古屋の『驛（えき）の屋』で復活！

最近の僕は「台湾」だけでなく、様々な
この『驛（えき）の屋』の「台湾鉄道弁当」に
分野の執筆をしています。壊滅的とも言え
この
「台湾鉄道弁当」
、
る出版不況の影響もあり、今抱えている本 はストーリーもあります。
の企画はついにゼロになりましたが（汗）
、 もともとは東京・錦糸町にあった台湾料理の
一方で WEB メディアの台頭が著しく、ネッ 名店『劉の店』
（僕も錦糸町に行くたびに立ち
トニュース用の執筆の仕事が急激に増えて 寄っていました）による名物弁当でした。
しかし、
『劉の店』
店主・劉さん
（嘉義ご出身）
います。
そういう WEB メディアの執筆は、スピー は来日50 年となる今年、その区切りとして1
ド命の様々な新商品、新事業、トレンドな 月にお店を閉店します。
『劉の店』の排骨の味
どのニュース記事用のものが多く、日々目ま は幻になるかと思われたところ、名古屋で『驛
ぐるしく様々な情報が入ってきていますが、（えき）の屋』を切り盛りする台湾出身者・正
最近よく目にするのが「台湾○○」
「台湾ロ 田千媛さんにその調理法・味が受け継がれ、
今度は『驛（えき）の屋』の名物弁当として生
スを埋めるための○○」
という商材です。
コロナ禍から2 年経った今も依然台湾 まれ変わり、次世代にも受け継がれるものに
ブームが衰えていないことを感じますが、 なったというわけです。
一方、こういったものの中には「そんなに知
劉さんがこの排骨を誕生させたのは日本で
らんけど、台湾流行ってるみたいだから乗っ のこと。もちろん台鉄の主要駅でよく売られ
とけ！」みたいな理由で生まれた日本企業に ている「鉄道弁当」にインスパイアされている
よる商材も少なくありません。コンビニでも ことはわかるので、言わば台湾生まれ・日本
魯肉飯が販売されるようになったし、台湾 育ちとも言うべきものでしょう。同時にそれは
カステラを展開する店もかなり増えました。 劉さんの来日50 年のご略歴にも通ずるものと
これはこれで良いと思う一方、本当に台湾 言っても良いかもしれません。この歴史ある味
が好きで何度も通いつめる僕のような変人 を、さらに多くの日本人に親しんでもらおうと
『驛（えき）の屋』
もまた有意義であり、深
（？）からすると、
「そんなに甘くないぞ、台 いう
湾は！」と言いたくなる気持ちも正直ありま くアツい思いが詰まった弁当のように思いまし
す。
た。
歴史・民族・風土・風俗・文化はもちろん、 もちろん、味そのものも「リアル台湾」を感
国としてのあり方も含めて考えれば世界的 じるような、素朴なのに妙にクセになるような、
に見ても台湾はかなり稀有であり、だから 優しく深い美味しさを楽しめます。これは是非
こそ奥が深く一口では言い表すことができ 多くの台湾人、真の台湾ファンに食べていた
言うに及ばず、
台湾ブー
ない不思議な魅力があります。その奥ゆか だきたいと思いました。
しい国・台湾を背景にした商品を作るので ムに乗っかった商品とはまるで違うものです。
あれば、日本に住む台湾人、あるいはコア 通販で購入することも可能なので（https://
、是非チェックしてみてく
な台湾ファンをも唸らせるほどのものを作っ www.kkday.com）
て欲しい。それでこそ台湾に対する敬意に ださい！
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チャイナエアライン航空路線・時刻表（２０２2 年 5 月）
東京羽田－台北松山

台北松山－東京羽田

便名

運航日

時間

便名

運航日

時間

CI221

水、土

14:30～16:55

CI220

水、土

09:00 ～ 13:10

東京成田－台北桃園

台北桃園－東京成田

便名

運航日

時間

便名

運航日

時間

CI101

火、金

14:30～17:20

CI100

火、金

08:50 ～ 13:15

大阪関西－台北桃園

台北桃園－大阪関西

便名

運航日

時間

便名

運航日

時間

CI153

土

14:00～16:00

CI152

水

09:00 ～ 12:50

名古屋中部－台北桃園

台北桃園－名古屋中部

便名

運航日

時間

便名

運航日

時間

CI155

水

16:30～18:40

CI154

水

11:30 ～ 15:20

福岡空港－台北桃園

台北桃園－福岡空港

便名

運航日

時間

便名

運航日

時間

CI111

水

13:35～15:10

CI110

水

09:25 ～ 12:35

I nforma ti on

「台湾 客家スケッチブック」～客家の人と暮らしにふれる旅

絵と文＝小池アミイゴ
編＝台湾客家スケッチブック編集部
発行者＝青柳昌行
発行＝ KADOKAWA
体裁＝全 144 頁 A5 版変形
定価＝本体 1600 円＋税

中華民国台湾客家委員会の監修の元に、台湾客家の
現在の暮らしぶりを描いているのが本書。台湾客家は、
台湾全土の北西地域「台三線エリア」東地域「花東縦谷
地区」南部地域「六堆地区」の三つのエリアに分布し、漢
民族の中で独自の客家語を使う一支族。共通の生活文
化や信仰・理念で結ばれた集団を指す。
客家人が暮らす国・地域は現在、全世界に広がってい
る。台湾や中国、香港、マカオをはじめ、日本、韓国な
ど東アジア地域、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、
マレーシア、シンガポール、インドネシア、ブルネイなど東
南アジア諸国。またタヒチ、豪州、ニュージーランドなど
のオセアニア地域、セーシャル、モーリシャス、南アフリ
カなどインド洋・アフリカ地域。さらにはペルー、スリナム、
メキシコ、
米国、
カナダなど南北アメリカ地域。そして英国、
フランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクなど欧州
地域に広く分布している。
客家人の台湾への最初の移住は、中国 17 世紀の明朝
末から清朝初期にかけて。その後、清朝が台湾移住を
正式に認めて以降本格化し、1760 年代をピークに中国
台湾新聞３００号 読者プレゼント

広東省東部や福建省西部から多くの客家人が渡台した。
先に平野部に移住していた閩南人（福建省南部出身者）
、
山地に暮らす原住民族を避け、その狭間の山麓部や丘陵
地域で開拓生活を開始した。
台湾客家の多くはこの時期の移民の末裔とされ、現在
も客家語、客家文化・風習を継承しているという。人口
は450 万人で台湾人の約 20％を占める。閩南人系に次
ぐ第二のエスニックグループを形成している。
本書は、その客家人のほぼ半数が居住する地域「桃園
市」
「新竹市」
「新竹県」
「苗栗県」の台三線エリア（台三
線客家ロマンチック街道）にスポットを当て、著者が約三
週間現地を訪れて紹介してある。主に客家人の暮らしぶ
りをメーンに、客家人とのふれあい、訪れた場所の風景
や食、家屋、街並みなどをスケッチして本書内の随所に
掲載し、臨場感ある内容となっているところに特徴がある。
全 9 章から構成され、各章の巻末には客家の豆知識
が掲載されている。最終 9 章には客家のお土産ガイドとし
て「食品・精油」
「工芸・雑貨」が紹介されているところは
希少だ。

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で1 名様に本書「台湾客家
スケッチブック」をプレゼント致します！応募方法は、ハガキに
応募券の切り抜きを貼り付け、お名前、ご住所、お電話番号及び台湾新聞へのご意見ご感想を明
記のうえ、台湾新聞編集部までお送りください。当選のご連絡は発送をもって代えさせて頂きます（５
月中に発送予定）
。締切り：５月15日（消印有効）
株 式 会 社 臺 灣 新 聞 社 編 集 部 〒171-0021東 京 都 豊 島 区 西 池 袋4-19-4 / tel:03-5917-0045

読者プレゼント企画

（東京）東京タワー台湾祭 2022GW
場所：東京タワー
時間：4/2 ～ 5/8
主催：台湾祭実行委員会

（東京）タイワニーズ・アニメーション上映会
場所：台湾文化センター
時間：5/13、5/20、5/27
主催：台湾文化センター

（オンライン）台湾現地から最新情報をお届け！ （東京）パンテキスタイルフェア
GDP 急成長中、2022年の台湾 EC トレンドを
TOKYO2022
場所：オンライン
時間：5/13
主催：トランスコスモス株式会社

場所：EBIS303 3 階展示ホール
時間：5/17 ～ 5/18
主催：紡拓會台湾本部

※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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追悼民主鬥士彭明敏教授

彭明敏和李登輝 體制外和體制內的改革路

彭明敏和李登輝分別在體制外和體制內扮演不
同角色促進台灣民主化

【大阪／綜合報導】前總統府資政彭明敏教
授於4月8日凌晨過世，享年98歲，這位將一
生奉獻給台灣的民主鬥士，歷經斷臂、受
刑、逃亡等跌宕起伏人生，一生在體制外為
台灣人的自由，民主和人權在國際社會中奔
走，最廣為人知的是曾發表「台灣人民自
救運動宣言」及促成美國制定「台灣關係
法」。但是鮮為人知的是，他和前總統李登
輝之間，雖然很少碰面，實際卻是相識已久
的老友，彼此之間有著超乎常人的默契，並
且在許多歷史的重要轉折點，為台灣的民主
化留下了重要影響。
時光回到1964年，彭明敏和李登輝這兩位
從台大學生時代就結識的好友，與另一位楊
姓友人三人，經常聚會暢談理想抱負，一位
充滿理想色彩，想要喚醒台灣人脫離外來政
權的統治，成為自己的主宰；另一位沉穩務
實，想要通過學識和專業，幫助農民改善生
活。
兩個熱愛台灣的年輕人，後來都對台灣歷
史產生極大的影響，即使命運將兩人帶往完
全相反的道路，但是兩人卻極有默契地理應
外合，一個在體制外宣傳理念，不斷以預言
者的姿態思考台灣下一步應該向何處走；一
個在體制內，以務實的精神，一步一步推動
台灣走向自主民主道路。一場改寫台灣人歷
史的寧靜革命，就隨著兩人的精采人生軌跡
悄悄地展開，並且付諸實現了。
李登輝和彭明敏，一個是光，在官僚體制
內一步一步往上爬，最後登上總統大位，經
過12年的改革，以不流血的方式終結一黨專
政，完成首次政黨輪替，帶領台灣人民走向

彭明敏與日本友人野口一（左）合影（野口一提供） 彭明敏當年所寫的
「自由的滋味」
，
在海外引起極大迴響。

自主的道路；另一個是影，不斷衝撞現有體
制，歷經受刑，逃亡海外22年等劫難，成為
台獨精神領袖，不斷面向國際社會為台灣發
聲，然而得罪當局者的結果，是付出巨大代
價，孑然一身，度過晚年。兩位性格和選擇
截然不同，方向背道而馳的兩人，卻在許多
歷史的轉折點，發揮超乎常人的默契，影響
台灣的歷史。
年輕時的彭明敏，堪稱天之驕子，出身醫
生世家，曾留學東京帝大，法國巴黎大學
法學博士，38歲就成為台大法學部政治系主
任，並當選十大傑出青年，他開的課場場爆
滿，是不少學子的偶像。但他在自傳裡卻描
述了當時內心十分痛苦，因為精通法律和政
治的他，深知蔣介石領導的國民黨，正利用
反攻大陸的口號，製造一連串的虛幻假象，
不肯承認中華民國早已失去中國大陸統治權
的事實，實施言論控制，教育下一代大中國
思想，稱中華民國的領土是一枚美麗的秋海
棠，並且實施動員戡亂時期條款，將元首任
期無限延長，這些現實是一個有良知的知識
份子難以忍受的。
1964年，他與學生謝聰敏、魏廷朝發表
「台灣人民自救運動宣言」，希望藉由發傳
單給社會有識分子的方式，打破蔣介石的反
攻大陸神話，宣言中指出「一個中國，一個
台灣，早已是鐵一般的事實」；鼓吹「制定
新憲法，實行真正的民主制度，加入聯合
國。」可惜事蹟敗露，傳單被沒收，三人被
收押禁見，雖然經過國際人權組織的奔走，
彭明敏獲得特赦，但是卻過著被監視，軟禁
的生活。
1970年，他在美國傳教士和日本友人宗像

隆幸，阿部賢一等人的幫助下，成功易容
逃亡日本，再轉往瑞典，接著又轉往美
國，接受密西根大學客座教授一職。精通
國際法的他，早已預料到中華民國將失去
在聯合國的常任理事地位，1971年聯合國
正式承認中華人民共和國為代表中國的合
法政權，美國曾斡旋希望台灣另取國名留
在聯合國，結果在蔣介石堅持漢賊不兩立
的情況下，台灣被迫退出聯合國，成為國
際孤兒。
1979年彭明敏受邀在美國國會的聽證會
發言，指出「一個中國，一個台灣是鐵
一般的事實，台灣人有權決定自己的未
來」， 這些證言促成了美國制定「台灣
關係法」，保障台灣人民和台海的安全。
值得一提的是，在近藤伸二著作的「彭明
敏，與蔣介石對抗的台灣人」中提到，
1964年彭明敏發表「台灣人民自救運動宣
言」的前一夜，正好與李登輝和楊姓友人
相約聚餐，只是席間並未透漏口風，自
己將在隔天採取驚人行動。彭明敏的理由
是，一是不願牽連朋友，二是當時他認為
李登輝當時只關心農民生活，並未對政治
有興趣。
1990年李登輝競選總統，彭明敏身為獨
派領袖，卻在美國紐約召開記者會發表聲
明支持國民黨候選人李登輝連任，引起許
多黨外人士的不諒解。彭明敏的理由是，
在當時的時空背景，他認為李登輝是最適
合帶領台灣繼續向前走的人。李登輝當選
後，彭特地託付友人帶了一封寫了整整四
頁紙的信，向李登輝提出許多建言，包括
國會全面改選，總統直選，政治犯的釋放

祝賀媽祖聖誕
東京媽祖廟舉行慶典團拜
【東京／綜合報導】東京媽祖廟於四月
二十三日喜迎媽祖生日，特別舉辦團拜，
與信眾們一同慶祝媽祖生日，並祈求媽祖
保佑，這也是東京媽祖廟建廟以來第八次
的祝壽慶典，近年來東京媽祖廟也受到日
本民眾歡迎，當天也有不少信眾是日本民
眾。
東京媽祖廟董事長詹德薰受訪時表示，
今年是東京媽祖廟建廟第九年，媽祖的祝
壽慶典也是第八次舉辦，很高興看到信眾
們聚在一起慶祝媽祖聖誕，近年來也越來
越多日本人前來媽祖廟參拜，這次的團拜
中，不少信眾都是日本人，他們除了參拜
媽祖外，也會參拜月下老人。

詹董事長也提到，也藉這次媽祖聖誕，
向媽祖祈願疫情能夠早日結束，特別是很
多僑胞和日本朋友都很想去台灣，但因為
台灣目前規定還要隔離，導致大家只能在
心中想念台灣，因此也希望台日來往能夠
早日再開，讓僑胞們可以回家走走，也讓
日本朋友們可以去台灣交流。
祝壽慶典除了團拜和誦經外，東京媽祖
廟也安排了素食料理提供給前來參拜的信
眾們，希望能讓大家吃得平安健康，此外
東京媽祖廟內也供奉多尊神明，因此除了
每月的初一、十五外，幾乎每個月都會有
活動，詹董事長也特別感謝每次都自願來
幫忙的義工們，感謝他們的熱心付出。

和黑名單的解除，以及公開總統個人資產，開
放總統府等等；而事後證明，有不少意見被李
登輝採納並且付諸實現。
1992年李登輝正式解除黑名單，彭明敏在逃
亡22年後終於回到台灣，在機場受到盛大歡
迎， 並挾這股人氣在1996年參選總統，與昔
日好友李登輝正面對決，兩人在辯論時始終保
持君子之爭，沒有進行人身攻擊，最後彭明敏
以第二高票落選。
2000年李登輝提名連戰競選總統，選舉前
夕，彭明敏已經看出選情對連戰不利，一旦落
選，李登輝一定會被逼宮，辭去國民黨主席職
位，因此又託人寫信提醒李登輝，一定要抵抗
住壓力，不要輕易辭職。但是李登輝卻回覆，
民調顯示連戰會高票當選，彭明敏認為是周圍
的幕僚用假民調數字蒙蔽了李登輝，結果連戰
果然大敗，李登輝迫於黨內外壓力，辭去國民
黨主席。
從種種紀錄顯示，兩人在關鍵時刻經常保持
聯繫，給予建言和提醒，惺惺相惜之意溢於言
表，偶爾也會互開對方的玩笑。彭明敏的日本
友人，也是大阪日台交流協會會長野口一表
示，晚年彭明敏依然通過電話和李登輝保持聯
繫，彭明敏曾對他說，李登輝心中有兩個李登
輝，一個是中華民國總統李登輝，一個是台灣
人的李登輝(指兩個立場經常矛盾衝突)。李登
輝則稱彭明敏二十多年來沒有進步，(指依然
是那個衝撞體制的唐吉軻德青年)。2020年彭

明敏與幾個獨派大老登報要求蔡英文退選，
這是他最後一次公開批評現有體制。李登輝
曾如此形容兩人的差異，彭明敏選擇體制外
路線，一生注定行走在危險的鋼索上；他因
為留在體制內，必須拿著平衡木，小心翼翼
兼顧左右，才能走完鋼索，許多關於理想的
話，他只能放在心裡不能大聲說出來。
作家李敏勇在「夢二途」一書中，以「紳
士」和「武士」形容彭明敏和李登輝，彭明
敏是浪漫主義者，一生不求官，不求名利，
數次拒絕蔣介石、蔣經國、和李登輝的邀
約，堅持知識分子的清風傲骨。秉持知識分
子的良心，終身站在體制外扮演監督政府的
角色。李登輝則是務實主義者，能忍常人所
不能忍，通過蔣經國學校長達6年的考驗，
挺過政爭風暴，從基層一步一步登上總統大
位，成為不入虎穴，焉得虎子的「虎口下的
總統」。
斯人已逝，但精神長存，再精彩的人生，
也會迎來休止符，彭明敏教授驚滔駭浪，高
潮起伏的人生，彷彿聖經所說：「我們都成
了一台戲，留給世人和天使觀看」。但是他
留下的「一個中國，一個台灣是鐵一般的事
實」，「中國只有一個，但是裡面不包括台
灣」，「台灣已經完成島內的自由和民主，
下一步是追求國家正常化，重新回到聯合
國」等主張，相信仍會留在許多關心台灣未
來前途的人心中。
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日總第十屆團隊訪石垣島

【沖繩／綜合報導】日本台灣商會聯合總會
第十屆於上個月開始完成選舉後，新團隊上
工沒多久，於四月五日在總會長俞秀霞帶領
監事長李炳東、秘書長上島彩、財務長中西
美姬等人，在大阪辦事處僑務秘書楊慧萍的
陪同下前往沖繩石垣島，拜訪當地的台商與
市長。
這次拜訪的台商企業為「石垣の塩」公
司，社長東鄉青龍同時也是日總副會長和琉
球台灣商工會會長，該公司聞名的「石垣の
塩」採特殊專利方法生產，一公噸的海水費
時一周僅能製作出30公斤的海鹽，相關產品
在當地機場、物產店、飯店隨處可見。
東鄉青龍也說明鹽對人體的重要性，以及
一般市面上販賣的食鹽、岩鹽與海鹽的不
同，還有海鹽豐富的礦物成分和特色，楊慧

或創業楷模獎，並提供僑台商服務新模式、
僑胞服務手冊等資料供參。
當晚東鄉青龍設宴與資深理事洪柏青等人
歡迎俞秀霞一行來訪，俞秀霞感謝琉球台灣
商工會長期以來對日總的支持，並希望今後
續予支持，同時也呼籲一同支持日總輔導總
會長陳五福順利接任亞總第30屆總會長。
隔日四月六日日總名譽會長新垣旬子、諮
詢委員新垣昌人等人也專程從那霸前來會
合，並一同拜會石垣市政府，由市長中山義
隆親自接見，中山市長表示，石垣市與台灣
因地緣關係向來往來密切，鳳梨及芒果等農
業技術上多借重台灣技術指導，並且與宜蘭
縣蘇澳鎮締結姊妹市已達數十年，疫情前台
日學生交流往來也很頻繁。
中山市長提到，去年也參與發起台日共榮
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世華日本分會講座

拜會當地台企與石垣市長

大家專注參觀與交流
日總團隊參訪石垣島台灣企業「石垣の塩」 萍也鼓勵東鄉青龍報名參加海外台商磐石獎

僑界動態

讓姊妹事業健康都兼顧

俞總會長拜會中山市長

首長聯盟，現有成員兩百多人，除了促進
台日各方面交流之外，希望建立彼此更堅
固的關係。此外，台灣與石垣島搭乘郵輪
只需7個小時，他已向日本政府提出希望
免除搭乘前已接受PCR檢查結果為陰性的
台灣觀光客入境需隔離的政策，雖然評估
到實施可能需要一些時日，但真誠歡迎台
灣觀光客到訪，希望從觀光郵輪重啟兩地
的交流。
俞總會長則向中山市長說明日總組織，
也提到日總致力日台友好交流活動，今後
需要日總出力的地方一定不餘遺力。她也
分享到對石垣島的印象非常好，離台灣也
近，環境與條件都非常值得投資，商會裡
有許多大企業家，有機會想再邀理監事們
再次造訪、視察投資，屆時希望中山市長
多多協助。

慶祝僑委會九十周年

關東五僑團合辦企業參訪富士之旅

紀會長致詞

講座紀念合影

【東京／採訪報導】世界華人工商婦女企管
協會日本分會的CEO學院工商學系於四月九
日舉辦講座，邀請到金山輪船駐日代表黃明
添、周東寬醫生演講，並使用線上方式邀請
僑委會說明信保基金，讓世華姊妹們可以在
學習企業經營的同時，也能照顧好身體，達
到兩邊兼顧的雙贏。
講座首先由黃明添以「企業經營與危機
在日本的實務經驗談」為題，以自身的經驗
說明了在經營企業需要什麼樣的特質，以及
危機發生的原因和解決方法；周東寬醫生則
是說明如何透過提升自己細胞的等級，讓自
己能夠回春，並保持身體健康，最後則由僑
委會說明信保基金的特色，以及相關的申辦
方式等。
會長紀秋美表示，因為世華是工商婦女團
體，而一間公司不僅員工要學習，經營者也
是要學習，所以一直希望能舉辦經濟學方面
的講座，經過多次討論後，這次透過歐孝明
副會長請到東吳大學校友會會長黃明添來演

講，再加上周東寬醫生的醫學課程，可以讓
世華姊妹們可以學習，也能保持身體健康。
僑務組副組長宋惠芸也表示，這次的講座
很有意義，因為黃教授是用豐富的實務經歷
來說明企業經營，很值得年輕人參考，尤其
是能把自己當成企業體，並將今天學會的經
驗好好放在心中，轉化成自己的東西，將來
遇到困難時，有可能今天的經驗就會是突破
困境的幫助。
另外紀會長也特別感謝日本台灣教育中心
主任郭豔娜的協助，讓他們可以使用法政大
學新落成的教室，也感謝東吳大學校友會的
會友們專程來捧場，與大家一同渡過美好充
實的下午。郭主任受訪時也表示，現在因為
疫情的關係，很多日本學生沒辦法去台灣，
因此就有想說要與世華等僑團合作，讓學生
一起參加交流，或當志工協助，剛好這次協
助提供場地可以做為好的開始，希望未來也
能一起合作，讓世華姊妹和學生們有更多交
流的機會。

橫濱台灣商會理監事會
今年十月將再度舉辦台灣週

五僑團也發表支持台灣加入 WHO 的聲明

【靜岡／採訪報導】為了慶祝僑委會九十
周年，日本橫濱台灣商會、中華民國旅日
榮光聯誼會、日本華商觀光產業協會、華
僑協會總會日本分會、華僑救國聯合總會
關東地區分會於四月三日、四日舉辦兩天
一夜的企業參訪富士之旅，吸引到不少僑
胞報名參加，參訪企業和旅遊的行程非常
充實，兩天活動讓大家收穫滿滿。
這次的活動橫濱辦事處處長張淑玲、駐
日代表處僑務組組長謝延淙、副組長宋
惠芸也專程出席與僑胞們同樂，同時五個
會也發表支持台灣加入世界衛生組織的聲
明，並遞交給張處長。
橫濱台商會會長林隆裕表示，這次是為
了響應僑委會九十周年成立紀念，因此特
別聯合五個會舉辦參訪旅遊活動，除了感
謝僑胞們踴躍報名參加外，也要感謝張淑
玲處長安排兩家企業的參訪，特別是美利
達的腳踏車，可以說是我們的台灣之光，
也要感謝富士美華飯店的薛森唐老闆提供

大家開心合影留念

雖然下雨但仍阻止不了大家的熱情

美食和服務，還給我們包下整棟飯店，讓
大家可以盡情的享樂交流。
橫濱辦事處處長張淑玲則感謝五個僑團
支持中華民國台灣加入世界衛生組織，她
也提到，因為有大家在僑界的努力，讓我
們台灣被日本看見，關係也越來越深化，
特別是去年日本參議院一致通過支持中華
民國台灣加入世界衛生組織，神奈川各地
方政府和議會都通過了支持的決議案，都
要感謝僑胞發揮影響力，讓日本看到我
們、支持我們，雖然去年很遺憾沒有加
入，我們也會繼續努力。
僑務組組長謝延淙則表示，活動整天下
來都很順利參觀許多地方，也感謝大家的
配合，也要感謝林會長和幹部們的安排，
特別是晚上舉辦了盛大且溫馨的懇親會，
讓大家可以吃得飽喝得夠。
參訪旅遊活動第一天前往了了廣鈴魚板
參訪，也去到箱根神社、御殿場outlet，第
二天則參訪台灣自行車品牌美利達的展示
場，駐日代表謝長廷也來到展示場與僑胞

們一同參訪，以及前往三島天空步道等
景點，雖然活動兩天剛好都遇到下雨，
卻仍不減大家的熱情，不論是前往哪個
景點，歡笑聲都從未停過，久違的旅遊
都讓大家感到滿滿的溫暖。
旅日榮光聯誼會理事長河道台則表
示，這次很難得有這樣的機會由五個僑
團憶起舉辦活動，再加上因為疫情大家
都很久沒出來，透過參訪旅遊活動不僅
讓大家感到心理上的溫暖，也讓僑胞們
更加團結，也希望這樣的活動未來也能
夠持續舉辦，並擴大到全日本，讓大家
的感情能更加增進。
日本華商觀光產業協會會長陳乃華也
提到，除了恭喜僑委會邁入九十周年
外，這次活動也是疫情後大家第一個大
活動，雖然正值清明節的濛濛細雨，但
大家仍然玩得很開心，也很感謝張處
長、謝組長、宋副組長的陪同，希望接
下來大家能持續團結，與僑委會一起邁
向九十一年。

東京臺灣商工會青商會在日青年交流會

理監事會上討論今年十月將舉辦的台灣週事宜

【靜岡／採訪報導】日本橫濱台灣商會於四
月三日舉辦第五屆第三次理監事會，這次的
會議中提到了接下來會舉辦的活動，其中去
年大受歡迎的台灣週也將於今年十月再度舉
辦，因此這次理監事會也特別討論了舉辦的
相關事項等。
橫濱台灣週於去年十一月首度登場，當初
是因為日華親善橫濱市會議員連盟會長橫山
正人促成，希望能在橫濱舉辦台灣相關活
動，彌補大家無法去台灣旅遊的心情，後來
因為大受歡迎，主辦單位橫濱台灣商會再度
受邀於今年十月在橫濱市役所，屆時預計規

橫濱中華學院入學典禮
喜迎新生加入大家庭

創造青年商機平台

出席人員表達支持台灣參加世界衛生組織

出席人員自我介紹

【東京／綜合報導】東京臺灣商工會青商
會4月16日首次舉辦在日臺灣人異業種交流
會，來自不同行業的在日青年齊聚一堂，出
席青年把握這難得機會交換商機，拓增人
脈。
東京臺灣商工會為讓在日工作的臺灣青年
有交流機會，特別協輔所屬青商會籌畫在日
青年異業種交流會，期盼藉此活動加強旅日
臺灣青年交流，讓他們了解東京臺灣商工會

的功能，進而加入商會，為商會引進年輕力
量。
東京臺灣商工會藤田禮子會長除致詞歡迎
年輕人參加這個活動外，並說明東京臺灣商
工會成立的宗旨及目的，希望大家能夠加入
商會，善用商會這個平台。
駐日本代表處僑務組謝延淙組長致詞表
示，各位青年平常忙於工作，很少有機會可
以與不同行業的人交流，很高興青商會舉辦

這個活動，了解彼此從事行業，繼而創造
未來合作機會。
日本臺灣商會聯合總會陳五福名譽會長
致詞表示，希望藉此活動讓在日打拼青年
了解國家政策及對海外青年的照顧，僑界
前輩也很樂意分享在日本奮鬥過程，希望
年輕人加入僑界，增加自己的人生閱歷。
僑務組宋惠芸副組長介紹僑胞服務手
冊、僑胞卡及僑務電子報等僑務政策及說
明「臺灣＋」網站，希望年輕朋友踴躍上
網瀏覽及下載APP。
隨後進行自我介紹及產業說明，讓出席
人員藉此了解其他業種發展情形，藉此尋
覓合作機會。
本次活動是東京臺灣商工會青商會理事
游晉豪及吳廷中的規劃，參加人員均表示
收穫很多，更重要的是認識很多在日工作
臺灣人，找到故鄉溫暖，支持臺灣的平
台，出席人員藉此機會表達支持臺灣參加
第75屆世界衛生大會的立場。

模也會有所擴大，讓更多橫濱人能夠體驗台
灣的氣氛。
會長林隆裕也提到，謝謝橫濱辦事處處長
張淑玲和大家專程從東京和橫濱前來參加理
監事會，這次主要就是針對今年十月將舉辦
的台灣週，討論相關的籌備工作等，希望能
從理監事會議上集思廣益，讓活動辦得更加
完善，同時也報告了去年的狀況供大家參
考。
橫濱辦事處處長張淑玲則提到，也要特別
藉由這個機會感謝橫濱台灣商會，不僅長期
以來協助駐處業務的推動，去年橫濱台商會
所舉辦的鳳梨祭和台灣週，都讓橫濱人、全
日本最大的都市橫濱市看到台灣，今年舉辦
的時間也已經確定，希望各僑會、會長都能
踴躍來幫助。
僑務組組長謝延淙也提到，日本疫情逐漸
穩定下來，之後政策也會朝著跟役情共存，
台商們的生意應該也會漸漸地回復到以前狀
況，另外也要感謝橫濱台灣商會在去年台灣
鳳梨農民比較辛苦的時候，協助推銷台灣鳳
梨，也舉辦了兩次台灣祭，對台灣的農民和
代表處都幫了很大的忙。

在校生歡迎新生的加入

【橫濱／採訪報導】橫濱中華學院於四月七
日舉辦民國111年學年度入學典禮，迎接小
學部、中學部、高中部一百多位新生，橫濱
辦事處處長張淑玲也專程出席勉勵新生，校
長杜文劍也提到，橫濱中華學院就像大家
庭，歡迎新生們的加入。
校長杜文劍致詞時表示，橫濱中華學院是
國父孫中山先生在日本最先創立的學校，擁
有一百二十年以上的歷史，以學習中文、傳
承中華文化為目的的華僑學校，以校訓禮義
廉恥為基礎，努力打造應對時代變化的學習
環境，並注重中日英語教育，培養國際視
野。

杜校長也說，橫濱中華學院就像大家庭一
樣，對小中高實施一貫教育，教導學生友愛
同學、合群互助、尊師重道，培養健全人格
培養，而全校不論是在運動會、畢業典禮等
大型活動上，都會同心協力完成一件事，這
也是橫濱中華學院令大家印象深刻的事，期
許新生們能全力以赴去做眼前的事，學習不
會輸別人的技能或知識，雖然可能會遇到挫
折，但也要一種學習，要將這些經驗化為人
生重要的財產。
橫濱辦事處處長張淑玲提到，今年不僅橫
濱中華學院重要的一百二十五年周年，也是
值得紀念的一年，因為從校舍重建，到體育
場落成，都在今年完成，也很高興看到新生
們跨出人生中一大步的里程碑，相信學生們
不僅能在良好的環境中，快樂學習多元語言
教育，也能與來自不同國籍的孩子們切磋成
長，累積經驗，未來也能扮演中華民國台灣
與日本之間的友好橋梁。
而在入學典禮中，橫濱中華學院也特別安
排四年級的學生，分別以中文、日文、英文
致歡迎新生的演講，典禮後也安排來賓和新
生、家長們一同合影留念，為這重要的一瞬
間留下紀念。
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日本國際媽祖會辦金媽祖聖誕千秋懇親會

玉山法 律相談 所

歡慶媽祖 1062 聖誕

遲延利息以及法定抵充

紀念合影
頒發執行部聘書

【東京／採訪報導】日本國際媽祖會於四
月二十三日舉辦金媽祖聖誕千秋．懇親
會，慶祝媽祖1062歲聖誕，關東地區各僑
領，以及日本各界人士約近120人參加一同
慶祝，日本國際媽祖會除了會持續堅持宗
旨，促進媽祖與日本的交流，也祈求媽祖
保佑國泰民安、無災無難等。
金媽祖聖誕千秋．懇親會在會長曾鳳蘭
帶領大家一同向媽祖參拜後正式開始，活
動上同時也介紹第四屆的執行團隊和理監
事，並頒發顧問和執行部聘書，以及僑委
會的賀狀，會中也特別準備蛋糕來慶祝媽

祖生日，同時也高舉布條呼籲日本支
持台灣加入WHO。
會長曾鳳蘭表示，日本國際媽祖會
有三十幾年的歷史，過去也曾受到國
際媽祖論壇邀請，以日本總代表參
加，但因為疫情還無法出席，但國際
媽祖會也會持續秉持宗旨，促進台日
交流，以及日本宮廟與台灣媽祖的交
流，邀請各更多日本宮廟赴台參訪，
並祈求媽祖保佑國泰民安、無災無
難、離苦得樂、闔家平安。
駐日副代表李世丙、僑務組組長謝
延淙、副組長宋惠芸也受邀出席，李

副代表表示，自己在淡水出生長大，
淡水的渡船頭附近有間供奉媽祖的福
祐宮，從小就跟著參拜媽祖，所以也
是媽祖的信徒之一，而媽祖也是全台
灣重要的宗教信仰，每年的媽祖繞境
都能吸引數百萬人參加，同時也希望
媽祖保佑台灣，讓日本國際媽祖會欣
欣向榮，也保佑大家身體健康平安。
國際佛光會關東協會會長河道台表
示，媽祖的信念跟佛光山的信念一
樣，都是慈悲為懷，現今社會就是缺
少慈悲為懷，才造成像是現在的俄烏
戰爭，對老百姓造成苦難，所以希望
大家都能秉持慈悲為懷的信念，讓世
界更和平。
懇親會則是在日本台灣商會聯合總
會名譽總會長陳五福的帶領乾杯後
開始，懇親會中除了大家互相交流
以外，也特別請到周東寬醫生演唱歌
曲，讓場面十分熱鬧，最後則是在執
行長錢妙玲的帶領致閉幕詞後順利結
束，日本國際媽祖會也準備了壽桃、
素麵等台灣物產送給大家。

佛光山法水寺發起健走種樹

響應減碳愛護地球

大家也與自己種下的樹合影留念

【群馬／採訪報導】日本佛光山法水寺於
四月二十三日響應世界地球日舉辦健走和
植樹活動，並號召全日本各地的國際佛光
會一同參加，並成功種下108棵樹，希望能
藉此達到減少二氧化碳，並與大家一起為
地球環境努力。
這次的活動中，國際佛光會東京協會、

關東協會、大阪協會、名古屋協會、
福岡協會、大和協會都專程來到法水
寺參加活動，活動一開始先以健走為
主，大家戴上計步器等挑戰走一千或
三千步，接著則是在法水寺內種樹，
駐日代表處副代表李世丙、僑務組組
長謝延淙、日本台灣商會聯合總會名
譽會長陳五福，以及當地各界人士也
到場響應。
佛光山日本教區總住持滿潤法師表
示，在這次的疫情中，收到很多來自
各地協會的支援，像是大和協會防護
服等，信徒代表謝明達也捐了二十萬
枚口罩，讓來到法水寺的觀光客都能
拿到七個口罩回去，這次則是為了
地球，每種下一棵樹就可以減少一萬
一千七百五十多的碳，因此號召各地
協會一同參與活動，種下108棵樹，

也希望今後大家能一起為地球環境努
力。
副代表李世丙表示，這次是他第一
次到法水寺，而法水寺自從2018年設
立以來，吸引世界各地的人前來參
拜，相信接下來的日本黃金周會有更
多人前來，同時佛光山長年以來一直
致力於台日文化、宗教交流，促進社
會福祉、人道支援等，在此也要代表
政府至上最深的謝意，只可惜台日交
流目前因疫情中斷，但也期盼著開放
的那一天到來。
植樹活動在敲響鑼後正式開始，大
家分別將自己認領的樹種進土裡，並
紛紛與樹合影留念，活動結束後，法
水寺也專程帶領李副代表參觀內部，
並與來自各地的信徒們一同享受當地
有名的水澤觀音烏龍麵。

幫客戶追債為常見的律師事務，有時會遇到
長期逃債的個案。
長期逃債後常發生的問題是，逃債人常以為
自己將債務的「本金」部分償還即可，而忘了
契約中的約定利息，民法上的遲延利息（遅延
損害金）以及民法上的法定抵充（法定充当）
的問題。法律意識較高的企業會在契約書上明
訂約定利息條款，這種「意識高い系」的客戶
通常也不會將問題擴大到需要請律師來追債的
狀況。至於登門法律事務所請律師幫忙追債的
客戶通常不只未設定約定利息，也忘了計算法
定利息以及法定抵充等法律授與債權人的權
益。
本文簡述幾個例子，呼籲債權人留意自己的
法律上的權益。
遲延利息（遲延損害金）的法定利率
於2020年4月1日變更
遲延利息又名遲延損害金。日本在明治時期
民法施行以來一直都以 5% 的固定利率計算，
平成29年民法改成後以 3% 的變動利率(雖曰
「變動」利率，但制度上其變動頻率很低，可
暫不考慮)計算，該規定於2020年4月1日(以下
簡稱為「施行日」)起施行。
至於施行日之前生效的契約，在施行日之後
仍是以契約生效時的利率來計算。因此，即使
是在計算施行日之後利息時，也是以施行日之
前的 5% 來計算。
每月應償還定額之實例
曾有受託收款的人士，在收款金私自挪用。
受託財務業務的人士私用金錢時，刑法上當然
屬「業務上横領」（日本刑法253条）。而同
時在民法上，應連本帶息償還（日本民法647
条）。
日本民法
第６４７条 受任者は、委任者に引き渡すべ
き金額又はその利益のために用いるべき金額
を自己のために消費したときは、その消費し
た日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。

連本帶息償還時的利率如未明定於契約書
上，則適用上述的 3% 或 5% 的法定利息。
假設從2020年1月1日開始每個月逃掉100萬
的債務的話，1年的息是 5%，逃掉5年的話
則變成 25%，最後被追到債的時候則須挪
出125万円方可償清所有債務。
清償額度不足之實例
另外，有些人雖不明顯逃債，但每次償還
款項時的清償額度都略有不足，最後在清算
關係時才被抓到有漏還的款項。請問長期漏
還債務的時候該如何計算?
讓我們看一個每月初(每月1日)增加10万
円的欠款之例。假設債務人每半年(6月15日
以及12月15日)都一口氣償還50万円，依此
每半年漏還10万円的方式，持續了50個月。
下圖為使用 Excel 試算出的結果。圖的最上
方、「fx」的右邊列出了 Excel 的算式，供
熟悉試算表程序的讀者驗算。

由上圖第8行可見，每月欠款10万円的人
士，即使第6個月的15日償還了50万円，未
償還債務不是只有10万円，而是10万7458
円。
由上圖第59行可見，即使每半年償還了60
万円欠款之中的50万円，但這種狀況如果持
續了50個月之後，逃債人可能自以為只有
100万円的尚未償還本金，但實際計算上未
償還額度卻高達114万6206円。等於債務人
應額外支出 14% 以上的利息才能將債務還
清。
（本文由玉山法律事務所提供）

日本北陸台商聯誼會首次舉辦線上講座
邀周東寬醫生談健康

向明德處長與葉山祐造僑務顧問捐贈

台灣鳳梨和防疫物品給天理市社會機構

左起楊秘書、大橋議長、葉山僑務顧問、向處長、並河市長、 葉山祐造僑務顧問捐贈台灣鳳梨給天理市社會機構
上畠議員、清水裕翔同學、石津議員於天理市役所合影 楊慧萍秘書、李碧娟秘書及葉山祐造僑

【大阪／採訪報導】大阪辦事處向明德處長
與葉山祐造僑務顧問於4月20日共同拜會奈
良天理市長及市議會議長、天理大學校長、
養德院院長及フードバンク天理設立準備
會， 並捐贈台灣鳳梨和防疫物品給天理市
各機構，促進日台雙邊友好交流。
駐大阪辦事處向明德處長於4月20日偕同

務顧問共同拜會奈良縣天理市並河健市
長、天理市議會大橋基之議長及石津雅
惠議員，以及天理大學永尾教昭校長、
東馬場郁生副校長等，由神戶市議會上
畠寬弘議員同行。
駐大阪辦事處向明德處長與奈良縣天
理市並河健市長雙方就經濟、城市、體

育、青少年交流等議題廣泛地交換意
見，並希望在未來促進天理市與台灣的
地方城市進行各種交流。
此外，一行人也拜訪フードバンク天
理設立準備會負責人中山大亮，及兒童
養護設施「天理養德院」久保悟院長，
並捐贈共20箱重達200公斤的台灣鳳梨
及防疫包給這兩處機構(每一處10箱)。
養護院的小朋友們看到又大顆又香氣濃
郁的台灣鳳梨，都很興奮而且開心。
葉山祐造僑務顧問表示，為了支持台
灣農民，今年他已進口6百多箱台灣鳳
梨，希望推廣美味的台灣鳳梨給更多日
本友人品嘗，很榮幸通過上畠寬弘議員
的介紹，有機會捐贈一批台灣鳳梨給天
理市的社會機構，希望促進日台友好交
流，加深雙方的友誼。

留日大學教師聯誼會春季演講會

邀請 SNET 台灣分享經驗談

紀念合影
赤松教授介紹 SNET 台灣的 youtube

【東京／採訪報導】留日大學教師聯誼會於
四月二十四日舉辦春季演講會，這次也是因
應疫情首次以線上的方式舉辦，讓不少人感

到新鮮，而這次也邀請到SNET台灣前
來演講，分享在疫情中如何持續讓日本
學生可以認識台灣，以及規劃的專案和
學生的反應等。

這次的演講主要介紹到日本台灣教育
旅行支援學者連線（SNET台灣），是
由帝京大學教授山崎直也、大妻女子大
學教授赤松美和子、一橋大學教授洪郁
如所發起，當初創立時是因為想讓日本
學生有更多機會接觸台灣，進而協助日
本學校去台灣教育旅行，後來疫情爆發
後，活動受到限制，SNET台灣則轉為
規畫許多專案，前往高中、大學演講，
或是YouTube線上教材等方式，讓日本
學生即便在疫情中，也能持續認識台
灣。
會長詹秀娟表示，因為疫情的關係，

線上講座紀念合影

周東寬醫師演講

【東京／採訪報導】日本北陸台商聯誼會於四月
二十四日舉行首次的線上的講座，邀請到醫學博
士周東寬以「正確的健康生活法是什麼」為主
題，教導大家如何保持自己的身體健康，日本台
灣商會聯合總會會長俞秀霞、大阪辦事處僑務秘
書楊慧萍也受邀出席。
周東寬醫師在演講做成中，除了特別提醒大家
平時的抽菸喝酒會致癌以外，也特別提醒如果特
定的食物吃太多，或是其他的壞習慣的話，也都
很容易造成癌症，並特別強調細胞的重要性等，
此外平時要保持好的生活習慣、適當的運動等才
會讓自己的細胞更加年輕
會長島田惠表示，自己是在因緣際會下認識周
東寬醫生，而也從周東醫生那獲得很多協助，就
覺得應該讓優秀的台灣醫生多多跟大家分享健康
資訊，才舉辦這次的線上講座，而周東醫生也展
現出專業，提醒了很多大家平時都不會注意到的
壞習慣，真的很感謝周東醫師，也感謝俞總會長
和楊秘書的支持和協助。

日總總會長俞秀霞致詞時表示，北陸台灣商
會聯誼會成立差不多一年，在島田會長的領導
下，活動辦得有深有色，不僅與當地的日本政
要交流，也多次參加日總活動交流會務，對於
島田會長和北陸台灣商會聯誼會的用心，大家
都是有目共睹，希望不久的將來北陸台灣商會
聯誼會也能成為日總的團隊之一。
僑務秘書楊慧萍表示，今天很高興在線上跟
大家見面，北陸台灣商會聯誼會成立短短一
年，即便人數不多、規模不大，但還是舉辦了
各式各樣的活動，像是淨灘活動，以及這次的
線上講座，也期待北陸台灣商會聯誼會在島田
惠長的帶領下，持續發展擴大。
島田會長也提到，原本日本北陸台商聯誼會
會去老人院探訪或舉辦台灣祭活動等，但現在
因為疫情的關係都取消了，今年活動除了海邊
淨灘活動外，也預計在五月二十九日端午節前
夕，與石川當地市役所合作，教導日本民眾包
粽子，希望促進當地與台灣的交流。

這次第一次嘗試線上演講會，但也對大家感到抱
歉，原本預定的研修活動等都無法舉行，不過最近
因為台日關係友好，在日本的台灣人教師持續增
加，同時也讓留日大學教師聯誼會有年輕的會員參
加，未來希望有更多的新老師加入，讓留日大學教
師聯誼會持續傳承。
駐日代表處教育組組長黃冠超表示，其實留日大
學教師聯誼會在台日關係中占很重要的角色，因為
老師們是在日本大學教書，肩負著教育、青年等領
域的交流，也為台日關係的友好帶來很大的貢獻，

在此也代表駐日代表處致上最深的謝意，同時
也非常敬佩老師們在工作之餘，也致力提升自
己的專業素養，進修更多學術領域，現在疫情
還在持續中，也希望大家持續注意身體健康。
演講會結束後，留日大學教師聯誼會也特別
安排線上的茶會，讓大家一同高舉手邊的茶杯
乾杯合影，同時也彼此交換意見等，再加上多
虧線上的演講會，讓遠在青森等地的會員也能
一同參加，雖然無法實際見面，但大家仍透過
網路科技跨越障礙聚在一起。
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在日台灣原住民訪山梨

唱歌跳舞好歡樂

拜訪顧問與當地原住民交流

謝美香名譽會長帶領大家比手語演唱改編過的「望春風」
世華日本關西分會前往毛馬櫻之宮公園賞櫻

賞櫻聯誼活動紀念合影

【大阪／綜合報導】世界華人工商婦女企管
協會日本關西分會於四月二日舉辦第三屆第
一年度第二次理監事會議，會後也特別前往
大阪的「毛馬櫻之宮公園」舉辦賞櫻聯誼活
動，且大家都拿出看家本領表演各式各樣的
餘興節目，讓世華日本關西分會姊妹久違的
享受到聚會的溫暖和櫻花的美景。
理監事會由會長劉雯玲主持，創會會長俞
秀霞、名譽會長謝美香、輔導會長洪麗華及
理監事約三十餘人出席。大阪辦事處僑務秘
書楊慧萍受邀列席，除說明目前防疫措施，
並鼓勵加入「僑委會在大阪」FB及「僑務
電子報」，以獲得最新僑務相關資訊。會

中針對舉辦CPTPP線上講座、臺日慈善義賣
會、配合世華總會辦理聲援台灣加入WHO
活動等議題進行熱絡討論。
賞櫻聯誼活動則在「毛馬櫻之宮公園」舉
行，會長劉雯玲表示，今天共有六十三位出
席賞櫻活動，這是非常強大的凝聚力，可見
大家都很喜歡世華日本關西分會，未來也會
努力策畫更多更有意義的活動，讓更多朋友
能一起來參加。俞秀霞創會會長則對超過九
成的出席率表示肯定，也感謝大家對世華關
西分會的支持。
在活動中也有會員贈送的台灣口罩、冷凍
牛肉湯包、櫻花手帕、小零錢包及豐富點心

等，讓大家在飽覽櫻花、飽餐一頓之餘，
還能滿載而歸。名譽會長謝美香也帶領大
家比手語演唱改編過的「望春風」，副會
長鄭彩琴、王玲玲、財務長陳鳳玉等人也
使出渾身解數，載歌載舞助興，除帶領大
家一同合唱「梅花」、「高山青」等臺灣
歌謠，並進行「花落誰家」唱歌傳東西遊
戲。
活動結束前，劉雯玲會長也帶領大
家一同大聲籲請支持台灣加入W H O及
C P T P P，也不忘以「光輝九十 僑見未
來」祝賀僑務委員會生日快樂；自疫情
爆發以來，久違的溫馨聚會配上滿開的櫻
花，讓大家渡過一個非常歡愉的周末。

千葉台灣料理來來吹熄燈號

僑胞不捨到場支持

交流過程十分融洽

【東京／綜合報導】在日台灣原住民聯合會
於四月十六、十七日前往山梨縣與當地原住
民交流，並拜訪該會顧問陳慶仰、李禾，以
及山梨台灣總會名譽會長鄭玉蘭，這次的交
流只是先試水溫，會長米田華繪也表示，之
後會帶領更多原住民朋友前去交流，大家一
起在日本推廣原住民文化。
米田會長表示，在今年的活動安排中，就
有決定要前往山梨縣與當地原住民交流，但
因為原住民們是在山梨台灣總會旗下，會長
人剛好在台灣，所以這次僅帶領一些成員前
往交流，過程中也非常融洽，他們也很高興
在日本也有原住民的會成立，並希望可以多
與在日台灣原住民聯合會互動。

米田會長也表示，之後會再次正式帶領理
監事們前往交流，同時也邀請山梨的台灣原
住民們一起參加七月三十一日預定舉辦的豐
年祭活動。此外，米田會長也提到，除了山
梨以外，在名古屋等地也居住許多台灣原住
民，可以計畫前往拜訪，以及之前收到駐日
副代表李世丙的建議，有機會的話也想拜訪
北海道的原住民愛奴族。
這次除了與當地原住民交流外，也前往拜
訪在日台灣原住民聯合會的顧問陳慶仰夫
婦，交流會務推動等意見，另外也去探望顧
問李禾，同時也拜訪山梨台灣總會名譽會長
鄭玉蘭，並在當地的台灣料理店品嘗家鄉
味，讓大家度過愉快的假日。

四國華僑總會賞櫻健行
搭配台灣美食解郷愁

浜浜岡夫人感謝僑胞們的支持

即使要結束營業，浜岡名譽會長盡心盡力做好每道料理

濱田會長贈花祝福浜岡名譽會長

【千葉／採訪報導】由千葉縣中華總會名
譽會長浜岡禎雄所經營的台灣料理來來，
在四月十七日結束五十六年來的營業，為
此不少人都感到不捨，千葉中華總會也特
別在四月十六日特別前往來來享用美食，
同時也有不少當地的日本民眾搶在結束營
業前再吃一次。
來來是從1966年開始營業，店長同時也
是千葉縣中華總會名譽會長浜岡禎雄，在
地方上有不少的名氣，其中又以炒飯、炸
雞翅、餃子等料理最為受歡迎，但浜岡名
譽會長表示，自己年紀已經大了，有時候
料理做起來都力不從心，才覺得該結束營
業好好休息，同時他也感謝客人們長期以
來對來來的支持。

千葉縣中華總會會長濱田裕子表示，來
來結束營業雖然會感到很寂寞，但也要
給予浜岡名譽會長祝福，這家餐廳已經有
五十六年的歷史，跟浜岡名譽會長也是從
他爸爸媽媽那個時代就認識，同時浜岡名
譽會長在千葉縣中華總會的努力大家都看
在眼裡，因此這次理監事們特別來給浜岡
名譽會長，而俗話說得好，人生七十才開
始，希望浜岡名譽會長休息後也能好好享
受第二次的人生。
副會長伊藤和己也說，自己是加入千葉
縣中華總會後，才有機會來到來來品嘗料
理，自己最喜歡的料理是麻婆麵，來了好
幾次都是吃這道料理，只是很可惜以後吃
不到這樣的味道，但也希望浜岡名譽會長

千葉縣中華總會的僑胞們特別在關店前來品嘗

持續健康、活躍下去。
除了僑胞感到不捨外，也有很多當地
的日本民眾得知要結束營業後，都專程
跑來回味台灣料理，特別是有日本民眾
提到，自己從小就在來來吃飯，已經吃
了三十年，家人們也很喜歡來來的料
理，一想到沒辦法再來吃美味的料理，
就真的覺得很可惜。

京 都 華僑總 會中 文教 室春 季團 康

大家一同品嘗美味的台灣料理

眾人前往金刀比羅宮健行賞櫻

【四國／綜合報導】中華民國留日四國華僑
總會於四月三日首次舉辦「賞櫻健行續鄉情
台灣美食解鄉愁」活動，前往金刀比羅宮登
山、欣賞櫻花美景，下山後也一起享用各式
各樣的台灣料理，吸引不少會員、留學生、
日籍友人和眷屬等參加。
這次活動在會長上島彩帶領下，一行人沿
著前往金刀比羅宮的山路，一邊健行一邊欣
賞滿開的櫻花。下山後，大家也聚在一起，
品嚐包括炒米粉、紅燒牛肉、貢丸湯、客家
小炒、滷雞翅及蘿蔔糕等道地的台灣美食，
一解鄉愁，這次的健行共有會員、留學生、
日籍友人及眷屬等約20餘人參加，大阪辦事
處僑務秘書楊慧萍也受邀出席活動。
會長上島彩表示，原本健行活動是預定二

月舉行，但因為受到新冠疫情影響被迫中
斷，但四國華僑總會就像是一個大家庭，為
了讓家人們可以相聚話家常、吃美食，因此
特別在櫻花季舉辦這次的活動，也希望透過
鼓勵帶家眷參加，凝聚旅居四國的僑胞向
心，並且讓從小在日本出生長大的小朋友，
知道自己的故鄉是台灣，這也是她接任會長
以來最大的心願之一。
在賞櫻的同時，上島彩也籲請大家支持台
灣加入CPTPP及WHO，楊慧萍告知出席人
員今年適逢僑務委員會九十周年，因此，大
家齊聲以「光輝九十，僑見未來」祝賀僑務
委員會生日快樂。自疫情爆發以來，久違的
花見賞櫻、登山健行、臺灣美食，讓大家渡
過一個輕鬆愉悅、紓解鄉愁的周末。

大阪中華學校舉行

大人小 孩 都 玩 得 不 亦 樂 乎

新舊校長交接儀式

活動也準備了滿滿台灣風味的獎品

台灣關連食物的字卡

團康活動紀念合影

【京都／綜合報導】中華民國留日京都華僑
總會於四月十七日在台北駐大阪經濟文化辦
事處僑務組的協辦下，在京都御所公園(日
本天皇的居所)舉行了中文教室的春季團康
活動，其中還特別體驗了扯鈴和踢毽子，讓
所有人都玩得非常開心。
京都華僑總會的中文教室目前有13個班
級，在每年的冬天為了讓每個班級的學生有
進一步的互相交流，都會舉辦年末餐敘，但
是至從新冠肺炎的影響己經有二年多無法舉
行，因此這次的活動是大家期待以久的戶外
活動。
活動的當天以團體積分賽來進行了蘿蔔
蹲，大風吹，障礙賽接力賽等遊戲，另外也

進行由僑務委員會所提供的扯鈴及踼毽子的
個人賽。在團體積分賽中將參加者分成四個
隊伍，而蘿蔔蹲遊戲進行時的律動讓無法立
即反應的隊伍失分而取得優勝。
大風吹則是每位參加者發兩張有關台灣關
連食物的字卡（如小籠包及芒果冰等），被
唸到持有字卡的人必須立即移動位置，而沒
有位子的人就會失分被淘汰。在障礙接力賽
時仍是每個隊伍得挑戰完成，比賽項目包括
吸管挑橡皮筋、扯鈴及踼毽子等項目，雖然
每個隊伍涵蓋了男女老幼，但是大家都盡力
為自己的隊伍加分及給予隊友們加油鼓勵，
真的非常感動。而在個人賽的扯鈴及踼鍵子
競賽中，分別則以扯鈴時間最久的人及踼鍵

關西僑界僑領出席陳雪霞校長歡送會
參加校長交接儀式典禮來賓合影

踢毽子比賽讓大家玩得不亦樂乎

子次數最多得以獲勝取得獎品。
雖然在這次的活動進行時遇到烏鴉來偷
搶午餐三明治等的小插曲，但是大人小孩
們對台灣的團康遊戲都是玩的樂此不疲，
「扯鈴還想多多練習」、「今天真的好開
心，好想再參加」等感想，替這個活動畫
上了一個完美的句點。

【大阪／採訪報導】大阪中華學校於3月31
日上午舉行新舊校長交接儀式，擔任校長職
務14年的陳雪霞校長光榮退任，在理事長連
茂雄、家長會長王明裕，以及到場貴賓駐大
阪辦事處處長向明德，僑務秘書楊慧萍，大
阪中華總會會長郭重信等人見證下，將學校
印信交接給新校長蔣燁。蔣燁為大阪中華學
校資深教師，服務年資長達28年，原擔任教
頭和總務主任，接任校長實至名歸。
向明德處長在交接典禮中，代表僑務委員
會委員長童振源頒發獎狀給陳雪霞校長，感
謝她長期以來，對僑校教育的傑出貢獻。
交接典禮的前夕3月30日，大阪中華學校

也在大東洋餐廳舉行陳雪霞校長的榮退歡送
宴，全體教職員及向明德處長和多位關西僑
領們均出席參加。
向明德處長在晚宴中，代表大阪辦事處頒
發感謝狀在陳雪霞校長，感謝她一生執教作
育英才， 桃李芬芳難以計數，功成身退載
譽杏壇。
陳雪霞校長表示，感謝各界對僑校的大力
支持，以及所有教職員的貢獻付出，在大
家的協助之下，她才能順利擔任校長職務14
年，退任後若有機會，她願意以志工的形
式，繼續為僑界服務。相信剛過75周年慶的
大阪中華學校，在新任校長蔣燁的帶領下，
將邁向更輝煌的一百周年。
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