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安 倍氏 弔問に約 1 万 5 00 0 人
台湾へ の 貢献に感 謝

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 2
●「日本・台湾スタートアップサミット2022」
、台日の新たな連携の機会探る
2面
面
●一般社団法人
「日台ロータリー親善会議」が発足 2
2面
面
●台南市、安倍元首相の地元山口県との友好協定締結目指す
●第5回東亜城市足球大会2018in
Taiwan
が開催
2
●台湾観光協会が東京駅で「台湾に来て」
とＰＲ
4面
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追悼、安倍晋三元総理 3 面

●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
●台日攜手淨零減碳 再續林業百年情
●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
●第三十屆亞總交接
陳五福接任總會長
●
蔡 英 文： 持 續 與 日旅日僑胞自發備鮮花做卡片
本合作創造雙贏
●悼念安倍前首相
建立友好交流契機
●宮古島市長下地敏彥拜會台南市
●桃園市與銚子市簽友好協定 促進各層面交流
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●日本台灣不動產協會講座
宿泊業投資及買賣登記
8
面
●關西地區僑界急難救助協會年度大會 為疫情後做好準備 11 面
●中華田協與健銀集團合作成立東京辦事處備戰奧運 11 面

蔡総統は弔問に訪れ、安倍氏の写真の前に献花した
（写真提供：総統府）

総統府では11日、半旗が掲げられた
（写真提供：中央社）

安倍晋三元首相弔問記帳の特設会場（写真提供：中央社）

「台北101」では安倍氏を追悼するライトアップが
実施された（写真提供：中央社）

日本の対台湾窓口機関「日本台湾交流協
会」は7月17日、安倍晋三元首相の死去を
受け、同協会が台北市と高雄市にある両事
務所に設置した弔問記帳の特設会場を訪れ
た弔問客が同日までに累計 15000 人に達し
た事を明らかにした。
弔問記帳の受け付けは7月11日に開始さ
れ、台北会場には最終日の17日までに約 1
万 2750 人、13日まで弔問を受け付けた高
雄会場には計 1693 人が訪れ、安倍氏に弔
意を表した。
台北会場には17日、
炎天下にもかかわらず、
多くの家族連れが足を運んだ。安倍氏への
思いを付箋に書き、安倍氏が生前、訪台し
た際に気に入っていたとされる家庭料理を紙
で再現し、台湾支持を表明してきた安倍氏に
それぞれ感謝の意を伝えた。
同協会台北事務所の泉裕泰代表は FB で
来場者に感謝するとともに「明日からも共に日

安倍氏を追悼するメッセージボードに記入する一般市民
（写真提供：中央社）

本と台湾の美しい未来のために邁進していき
ましょう」
と綴った。
蔡総統が日本の窓口機関弔問
安倍元首相悼む「台湾の永遠の良き友人」
蔡英文総統は7月11日午前、台北市にあ
る日本の対台湾窓口機関「日本台湾交流協
会台北事務所」を弔問に訪れ、安倍氏の写
真の前に献花した。メッセージ色紙には「台
湾の永遠の良き友人。台日の友情と世界の
民主主義、自由、人権、平和への貢献に感
謝します」
と綴った。
蔡総統は談話で「安倍氏とは十数年来の
友人」と言及。今年 3月、安倍氏とリモート
形式で会談した事に触れ
「フレンドリーな笑顔
と温もりある挨拶を今でも覚えている」と振り
返った。安倍氏が台湾訪問を承諾したばかり
だった事を明かした上で、多くの民間の人々

蔡 総 統 が 訪 台 の スコット米 上 院 議 員と面 会

「今後も米国と密 接に連 携 」

蔡総統はスコット上院議員と面会した（写真提供：総統府）

蔡英文総統は7月8日、台湾を訪問した米
国のリック・スコット上院議員と面会した。蔡
総統は、スコット上院議員が長年台湾を支持
している事に言及し、
「スコット議員は今年リト
アニアを訪れた際にわざわざ駐リトアニア台湾
代表処を訪問されました。リトアニアにおける
台湾の代表処に初めて訪台した米国の国会
議員であり、民主パートナーが団結して助け
合う精神を示してくれた」と評価した。蔡総統
はまた、スコット議員が昨年と今年、台湾の
安全保障に関する法案を議会に提出した事に
感謝の意を表し「これからも米国と密接に連
携して共同でインド太平洋地域の安定と繁栄
を守っていく」
との考えを伝えた。
スコット議員は今年 5月、バイデン大統領

宛てに連名書簡を送り、インド太平洋経済
枠組み（IPEF）に台湾が参与することへの
支持を表明している。蔡総統は、経済貿
易面での台米関係強化に向けたスコット議
員のこうした努力に感謝。また、台米間の
貿易協議の新たな枠組みである「21 世紀
の貿易に関する台米イニシアチブ」が今年 6
月に最初の会合を開くなどすでにスタートし
ていることを挙げ「将来の貿易協定締結に
向けてより明確な青写真を共同で描き出す
ことが出来た」
と評価した。
蔡総統はさらに、6月末に米国のワシン
トン D.C. で行われた「セレクト USA 投資
サミット」に台湾が参加国中最大規模の企
業代表団を派遣した事に触れ「これら企業

が安倍氏と共に進めるイベントやプロジェク
トを計画していたとし「これらは安倍元首相
と台湾の交流がどれほど密接だったかを示
している」
と話した。
さらに「安倍元首相の死去にみんなが悲
しみ惜しんでいる」とし「政府と人々を代表
して、安倍元首相の遺族に最も深い哀悼を
ささげる。不法な暴力行為に対し、われわ
れは改めて最も厳しく非難する」と述べた。
また、安倍氏の台日関係への貢献に感謝し
「台湾と日本は今後も手を取り合って協力
し、双方の友好関係を深め、自由で開か
れたインド太平洋地域を共に築いていく」と
強調した。

張氏は「台湾が困難や挑戦に立ち向かう時に
安倍氏は台湾を強く支持した」と強調。台湾農
産品の販売や日本政府による台湾への新型コロ
ナウイルスワクチン供与、台湾海峡やインド太
平洋地域の安全保障を巡る戦略的枠組みの構 高層ビル「台北 101」は7月8日夜、追悼のラ
築などに尽力し「台湾人民は感謝の念を抱いて イトアップを実施した。ライトアップは夜 8 時か
いる」と語った。半旗の掲揚については「台湾と ら約 4 時間行われた。ビルの壁面には「謹んで
日本が肩を並べ、民主主義と自由の価値を断固 哀悼の意を表する 安倍首相」
、
「台湾の永遠
として守る理念と決意を示す」
と説明した。
の友」
、
「感謝 安倍首相」
、
「台湾への支持と友
安倍晋三元首相の死去を受け、台北市の超 情」などのメッセージが次々と映し出された。

欧州議会の 二コラ・ベ ーア副議長一行が
蔡 総 統を表 敬 訪 問

政府機関など半旗掲揚へ
台湾総統府の張惇涵報道官は7月9日、
安倍晋三元首相が銃撃されて死去した事
を受け、蔡英文総統が政府機関や公立学
校で7月11日に半旗を掲揚する事を決め
た、と発表した。生涯にわたる台湾への貢
献に感謝するとしている。

は多くの州を訪問して米国への投資につなが
る。より多くのビジネスチャンスを探った」と
指摘。
「こうした交流が台米の連携によりしっ
かりとした基礎を築いてくれるだろう」と期待
感を示した。
一方スコット議員は、台湾人の粘り強さや
ビジネス面でのパワーと努力、そして自由など
原則の維持に力を尽くしていることに常に敬服
して来たと称賛。その上で「自分は1 人のビジ
ネスマンである前に、フロリダ州知事として、
貿易関係の発展が非常に重要だと考えてお
り、そうなってこそ両国の人々は繫栄し、豊
かな生活を享受することが出来るのだ」
と持論
を展開した。そして「世界各国との経済成長
を推進している」として蔡英文政権に大いに感
謝した。また「米上院商務委員会の一員とし
ては、台湾の政財界のリーダーたちが台米の
貿易関係をどう推進すべきと考えているかを
聞けるよう希望し、上院国防委員会の一員と
して、また、責任感ある米国公民、そしてフ
ロリダ州を代表する上院議員として、台湾及
び台湾の人々の自由と安全保障に向けて努力
したい」
と述べた。
スコット議員は「ロシアと中共の行いを見れ
ば、台湾と米国は引き続き努力して連携し、
台湾が自分たちの自由、民主を守り抜けるよ
うにしなければならない事は明らか」と指摘。
「米国とその他自由を愛する世界の国々はこ
れからも協力し、台湾が自分たちの未来を自
分たちで決め、他国の干渉は受けなくてもす
むようにしていく」
と強調した。
今回、日本、台湾、韓国を訪問したスコッ
ト議員は、
「社会はそれぞれ異なっていてもこ
れらの国々の人たちはみな自由に繁栄して暮
らせるべきで、そうした目標を自分と米国の全
ての国民は全力でサポートする」
と強調した。

表敬訪問の記念撮影（写真提供：総統府）

台湾蔡英文総統は7月20日、欧州議会の
ニコラ・ベーア副議長一行の表敬訪問を受け
た。蔡総統は「欧州議会の上層部による公式
な台湾訪問は初めてで、台湾との関係深化に
とってその意義は大きい」
と一行を歓迎した。
蔡総統は冒頭の挨拶で「ベーア副議長と欧
州議員の支持により、近年欧州議会の台湾
問題への関心はますます高まっている」と指
摘。2021 年１月より現在まで、欧州議会で
可決された台湾に友好的な決議は20 項目に
上るとし「台湾と欧州連合（EU）は近い理念
を持つパートナーであり、双方の各分野にお
ける協力・交流はますます強化されている」と
歓迎した。また、EU が推進する
「欧州グリー
ンディール」や「デジタル・トランスフォーメー
ション」に関する計画については「台湾が力を
入れている戦略的産業と方向性が一致してい
る」と説明。今年の元日談話でも「欧州との
連結強化計画」を提示しており「台湾と EU
が堅実なパートナーシップを築き、投資協定
の締結を急ぐ事で双方の住民がより多くのメ
リットを享受できるようにしたい」
と伝えた。
蔡総統はさらに、権威主義が拡張傾向に
ある中、台湾は民主主義防衛の最前線に位
置するが「我々にはその経験を、世界各国と
共有する能力も意欲もある。民主主義のパー
トナーとの連携を強化し、より強靭性をもっ
た民主陣営を築き上げたい」と訴えた。また、
一行の訪台が台湾と EU の関係強化につな
がるよう期待を寄せるとともに、自由と民主主
義の生活方式を守るために一丸とって努力し
ようと呼びかけた。
これに対してベーア副議長は「欧州議会は
これまで台湾に友好的な決議の数々を可決し

欧州議会のニコラ・ベーア副議長（写真提供：総統府）

てきたが、これは欧州議会の信念であるだけ
でなく自分個人の理念でもある」と説明。
「台
湾と欧州は地理的には遠く離れているが、共
有する価値が双方をしっかりと結び付けてい
る。自分は権威主義の脅威下にあったドイツ
の家庭で生まれ育った。だから台湾が日々
受けている脅威を我が身の事の様に感じる事
ができる」と述べた。また「台湾社会はボトム
アップの民主体制を選択した。そして台湾の
人々は政治的立場の異なるさまざまな政党の
下で、依然として台湾を発展させ、活力のあ
る民主制度を維持している。台湾にはアグレッ
シブで活気があり、自信に満ちた民主体制が
あり、人々に言論の自由、経済繁栄、民族
自決の権利を提供し、これらを守るために取
り組んでいる」と、台湾の民主主義を高く評
価した。
ベーア副議長はまた「世界の近い理念を持
つ民主陣営は台湾の訴えを直視すべきだと
し、欧州議会は台湾と深く、強固で多様な
関係を発展させるべく取り組んでいると」述
べた。最後に「我々は平和と安定の維持を願
い、現状を変更しようとするいかなる挑発行
為にも反対する。EU は中国と友好な関係を
維持したいと願うが、現状を一方的に変更し
ようとする中国の行動には厳しい目を注ぐべき
だ。一方的な現状変更はどのような状況であ
れ決して許されない。台湾の未来を決められ
るのは台湾の住民だけなのだ」とした。その
上で「中国に対しては台湾への威圧を停止し、
台湾の発展を破壊しないよう警告したい。台
湾と尊重し合い対話する事で中国は現状の維
持に積極的且つ建設的な役割を果たすべき
だ」
と述べた。
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チェコ訪問の游立法院長、 上院で演説

「日本・台湾スタートアップサミット 2 0 2 2 」

台湾へ の 支持に感謝

台日の 新たな連携 の 機 会探る

台湾のスタートアップと日本企業との
複数の協力計画が発表されている

台湾国家発展委員会（NDC）が主催す
る「日本・台湾スタートアップサミット
2022」が7月5日と6日の両日、日本の六
本木ヒルズ森タワー49階アカデミーヒル
ズで開催された。台湾と日本のスタート
アップの交流イベントとしてはこれまでに
ない規模だった。
国家発展委員会が7月5日に発表した報
道資料によると、このサミットには同委員
会の高仙桂副主任委員をはじめ、台湾の選

サミットの記念撮影

りすぐりのスタートアップ33社の関係者
が参加した。また、日本側からは商社、ベ
ンチャーキャピタル、銀行、スタートアッ
プ関係者など500人以上が参加した。
高仙桂副主任委員は開会の挨拶で「日
本・台湾スタートアップサミット2022
は、デジタルトランスフォーメーションを
主軸としたもの。台湾のスタートアップ企
業と日本企業、戦略的投資家、および日本
のスタートアップ企業の三方との連携を強

化することで、台湾＋日本が1＋1＝2以上
になることを期待している」と述べた。ま
た「これまで台湾は米国のシリコンバレー
とのつながりを重視してきたが、今後は日
本のスタートアップ企業との連携強化を目
指し、日本のスタートアップ企業の台湾進
出も歓迎したい。台湾と日本のスタート
アップの協力促進により、ともに海外市場
へ進出していきたい」と期待を寄せた。
国家発展委員会によると、今回のサ
ミットでは台湾のCoolBitX（クールビッ
トエックス）による日本HashPort社の
海外仮想通貨市場の拡大支援や、企業の
ペーパーレス化と業務効率化を支援する
電子署名サービスを推進するためのKdan
Mobile（ケーダンモバイル）とKabob
Technology Japanの業務提携など、台湾
のスタートアップと日本企業との複数の協
力計画が発表されている。

中 国 は「 両 岸 の 感情傷つけた」

游立法院長はチェコの下院を訪問した（写真提供：中央社）

チェコを訪問中の游錫堃立法院長（国
会議長）は7月20日、上院で演説し、同
国の台湾への支持に感謝した。同国国会
で台湾の立法院長が演説するのは初め
て。
游氏が上院議場に到着すると、およ
そ80人の議員らは起立して歓迎。ビス
トルチル同院議長は「歴史的な瞬間だ」
と述べた。游氏は「台湾とチェコの距離
は遠い」としながらも「台湾人はチェコ
を長い付き合いの友人のように思ってい
る。両国は自由や民主主義、人権、法の
支配などの普遍的価値を共有する国」と
強調した。2020年に訪台したビストル
チル氏については「初めて立法院で演説
した国交を持たない国の現職国会議長で
す」とし「春の使者のようだった」と指
摘。その後欧州では多くの人が行動で台
湾への支持を示し「台湾の人々にぬくも
りと力を与えてくれた」と語った。

游立法院長はチェコの上院で演説した（写真提供：中央社）

また、ミャンマーや香港、ウクライナ情
勢に触れた上で「民主主義の版図は縮小
し、専制政治やいじめ、迫害に取って代
わられている」と警鐘を鳴らし、さらに
「チェコの民主化に尽力したバーツラフ・
ハベル元大統領の精神に倣って自由や真
実、尊厳のある生活を堅持すべき」と主張
した。
游氏は「台湾は中国と違い、民主主義と
自由を重んじる国であり、台湾の安全を確
保する事は世界の公共の利益」と述べ、台
湾とチェコが手を取り合って自由と民主主
義を守る努力をするよう呼び掛けた。その
後下院を訪問し、アダモワ同院議長らと面
会。台湾とチェコの直行便開設や台湾の
チェコに対する半導体産業への投資などに
ついて話し合われ、游氏は面会後の記者会
見で「アダモワ氏に訪台を打診したところ
快諾された」と明かし、「来年春にも実現
できる」との見通しを示した。

～台北市長柯文哲
柯文哲市長の挨拶（写真提供：中央社）

台湾台北市と中国上海市の交流組織で
ある「台北上海都市フォーラム」が7月19
日、オンライン形式で開催された。台北市
の柯文哲市長は挨拶で、中国による台湾の
農産品や水産品の禁輸、軍用機の台湾周辺
への派遣に言及し「両岸（台湾と中国）の
民衆の感情を傷つけた」と指摘した。
フォーラムは中国に融和的な台湾国民党

言していた柯市長だが、21年は中国に交
流や対話を呼び掛けるに止まり、任期満了
前最後となった今年は強硬路線に傾いた。
柯市長は、ロシアによるウクライナ侵攻に
触れた上で「両岸関係において反省すべき
点が多々あると考えさせられる」と指摘。
経済の交流や民間の往来は頻繁であるにも
かかわらず、近年は悪意が強まる一方だと
台北上海都市フォーラム記念撮影（写真提供：中央社） し「台湾海峡情勢の緊張は両岸の対立を深
の郝龍斌氏が、当時台北市長を務めてい めた」との考えも示した。
た2010年より始まった。その後、毎年両
イベント後、路線の転換について記者に
市が交互で主催し2～3日間の日程で夕食 問われた柯市長は、コロナ前は実際に訪問
会なども行われている。しかし20年に新 して食事の席などで非公式に話せたが、オ
型コロナウイルスの影響でオンラインに切 ンラインでは公の場でしか話せなくなった
り替わったのを機に、規模は縮小の一途を とし「今日は台湾人がいら立っている事を
辿っている。
伝えたまで」と説明。両岸関係の悪化は良
20年までは「両岸は一つの家族」と発 い事ではないとの見解を示した。

台南市、 安倍元首相の地元山口県と

屏東県産ハタを日本へ 輸出

友 好 協 定 締結 目指す

輸出開拓の チャンス拡大か
オンライン会談（写真提供：台南市政府）

黄市長の挨拶（写真提供：台南市政府）

台南市議会は2021年5月、オンライン
で山口県議会と友好協定を締結したばか
オンライン会談の記念撮影（写真提供：台南市政府） り。台南市議会の郭信良議長は「これを
台湾台南市（黄偉哲市長）の黄市長は7 代表して哀悼の意を表する。安倍元首相は きっかけに山口県と台南市の友好協定締結
月13日、銃撃を受けて亡くなった安倍晋 日本の人々から尊敬を集めていただけでな につながる事に期待したい」と話した。
三元首相の地元山口県（村岡嗣政知事）の く、台湾の人々からも深く愛されていた。
これを受けて村岡知事は「安倍元首相の
村岡知事とオンラインで会談した。冒頭、 長年台湾を強く支持し、2016年に台南市 死去はいまだに信じられず、非常に残念
参加者全員が起立して安倍元首相に黙とう （台湾南部）で地震が発生した際にいち早 だ。安倍元首相は生前、山口県と台湾の交
を捧げた。黄市長は「今秋をめどに山口県 く専門家を派遣して行方不明者の捜索・救 流に力を入れていた。今後山口県はその遺
と友好協定を締結し、安倍元首相の遺志を 助に当たり、物資の支援を行ってくれた。 志を継ぎ、台湾との関係を深化させていき
継いで台湾と日本の友好関係を深めて行き 2021年は安倍元首相の支援の下、日本政 たい」と述べた。また、黄市長が時間を割
たい」と述べた。
府から台湾へ新型コロナウイルスワクチン いてオンライン会談の場を設けた事、参加
会談には台南市から黄市長のほか、台南 計420万回分が無償供与された。このよう 者が台日交流を支持してくれている事に感
市議会の郭信良議長、新聞暨国際関係処の に重要な日本の友人を失った事は台湾そし 謝した。さらに「山口県は現在、観光客の
蘇恩恩処長が参加。山口県側は村岡知事の て台南にとって大きな損失でありショック 誘致や県産品の海外マーケティングなどで
ほか、日台友好促進山口県議会議員連盟の を受けている。我々は安倍元首相が残した 台湾とさらに踏み込んだ交流を行いたい。
島田教明会長、台北駐福岡経済文化弁事処 台日友好の信念を継承し、これからも台日 2021年の議会同士の友好協定に続き、今
の陳銘俊処長が参加した。
交流を深化させていきたい」と述べた。ま 年は山口県と台南市が友好協定を結び、よ
黄市長は挨拶で「安倍元首相の逝去は全 た、村岡知事に台南訪問を要請して台南市 り積極的に交流を深めて行きたい」と述べ
世界に大きなショックを与えた。台南市を との友好協定の締結を呼びかけた。
た。

オンライン形式で談（写真提供：屏東市政府）

台湾屏東県（潘孟安県長）の高品質な
ハタが日本に輸出される事が7月11日に
決まり、同日、県庁舎で契約調印の記者
会見が行われた。屏東県はハタの輸出市
場開拓に積極的に取り組んでおり、供
給元の「屏東県優質認証水産品生産合作
社」と購入者の「亜細亜智慧財産保護股
份有限公司」が屏東県の潘県長立ち合い
の下で試験販売分の契約を結んだもの。
屏東県産ハタの日本向け輸出のチャンス
が一気に拡大した。
「亜細亜智慧財産保護股份有限公司」
がハタ科の「タマカイ」3トンをこのほ
ど購入したのに合わせ、屏東県の潘県長
は、日本側「株式会社林養魚場」の林慎
平会長、「安倍晋三之友会」の陳唐山会
長とオンライン形式で対面。屏東県にお

記者会見の記念撮影（写真提供：屏東市政府）

けるハタの養殖環境とその優位性をアピー
ルし、日本の消費者に美味しく、健康的、
そして安全なハタを提供出来る事に期待を
寄せた。
潘県長は、日本の安倍元首相の死去を
「大変残念」とし、今回のハタの試験販売
が安倍元首相の故郷で行われる事を「一層
有意義になった」と指摘した。今回「亜細
亜智慧財産保護股份有限公司」は「屏東
県優質認証水産品生産合作社」の「タマ
カイ」を3トン試験的に購入し、日本の国
内市場での反応を確認する。その後も活
魚30トンを日本に送る見込み。潘県長は
「ハタを直接日本に販売する機会を少しず
つ増やし、屏東県産ハタの市場多角化とリ
スク分散の目標を達成したい」と述べた。

2022 年 8 月 1 日発行（毎月第 1 月曜日発行）No:303

全面企画

3

ありがとうございました、安倍晋三元総理
日 本 は 素 晴らしい 国 で あり
日 本と台 湾 の 友 好 に 多 大 な 功 績 を 残 され た
勇 敢 な 指 導 者 に 謹 ん で 敬 意 を 表します
S HIN ZO A B E 1 9 5 4 - 2 0 2 2

内閣官房内閣広報室 ,
CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>,
via Wikimedia Commons

台湾を想 う 志 も 絆 も 永 遠 に
全国日台友好議員協議会副理事長・神戸市会議員 上畠のりひろ

渋谷国際皮膚科医院 院長 蕭悧悧

医療法人明晶会 理事長 中山嘉仁

中華民國行政院 政策顧問 謝美香

守谷眼科皮膚科医院 院長 游泰慶

日祥株式会社 代表取締役 陳鳳玉

中華民國僑務委員會 僑務委員 俞秀霞

医療法人社団育心会 理事長 三井俊賢

奈良県町村議会議長会 会長 新澤良文

日本台灣商會聯合總會 總會長 俞秀霞

日本台灣後援會 副會長 中西美姬

京都相思会会長 莊子慧玲

日本台灣商會聯合總會 第六屆總會長 陳潘淼

日本賴清德之友會 副會長 中西美姬

銚恩株式会社 代表取締役 林伊曼

日本台灣後援會會 會長 陳天隆 暨全體會員

株式会社登豊商事 代表取締役 陳五福

RG21 研究所 代表 歐孝明

日本賴清德之友會 會長 陳天隆 暨全體會員

カキウチ商事株式会社 代表取締役 洪麗華

KKday 日本商品責任者 林恭慶

日本關東賴清德之友會 會長 蕭悧悧 暨全體會員

HAPPY TOUR 郡司理江

綾瀬產婦人科產後ケア 院長 布施政庭

日本台南市後援會 會長 陳天隆 暨全體會員

日本李登輝友の会 副会長 辻井正房

元山医院 理事長 元山妙子

日本屏東友好協會 會長 陳天隆 暨全體會員

山梨台湾総会 会長 孫亞彤 暨理監事一同

在日台灣同郷会 会長 岡山文章

日本關西台商協會 會長 楊立寧 暨全體會員

株式會社達勝 代表取締役 蔡美娟

永康醫院 理事長 葉山哲夫

日本千葉台灣商會 會長 鍾幸昌 暨理監事一同

株式会社シー・エム・エル 代表取締役 錢妙玲

学校法人神戸学園 理事長 蔣惠萍

大阪台灣同鄉會 會長 王坤保 暨全體會員

有限會社 名家 華中華 代表取締役 會長 陳天隆

NPO 法人八王子・台湾友好協会 理事長 黒須隆一

世界華人工商婦女企管協會日本分會 會長 紀秋美 暨理監事一同

台灣實踐家專在日校友 亞細亞舟代表 楊秋霞

一般社団法人台湾友の会 会長 黒須隆一

世界華人工商婦女企管協會日本關西分會 會長 劉雯玲 暨全體會員

中華民國在日近畿大學校友會 副會長 陳信宏

鎌倉市議会日台友好親善議員連盟 会長 松中健治

社会福祉法人阪南福祉理事会 理事長 永野孝男

中華民國在日近畿大學校友會 名譽會長 蔡伸雄

芦屋市議会議員 川上あさえ

企 画 ：日本台灣後援會·日本 賴清德之友會·日本關東賴清德之友會

※申込順
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台湾観光協会

東京駅で「台 湾に来て」とＰＲ

東京駅のイベントスペースで観光ＰＲをする鄭所長

台湾観光協会東京事務所（鄭憶萍所長）
は７月１５日、日本旅行業協会（ＪＡＴ
Ａ）主催の「海外旅行再開プロジェクト」
に参加し、ＪＲ東京駅八重洲口のイベント
スペースで「海外旅行再開宣言」と書かれ
た団扇（うちわ）などを配りながら台湾へ
の旅行を呼び掛けた。
このプロジェクトは「行こう！世界が元

モーションを行った。これからコロナ禍で
旅行を控えていた老若男女に再び海外旅行
を検討してもらうため、旅行会社が中心と
なってアウトバウンド全体の営業活動を強
化する。
鄭所長ら東京事務所スタッフは、そろい
の赤い法被を着て、団扇、イラスト入りマ
スク、クリアファイル、台北＆基隆ガイド
マップの入った袋を手渡しながら、台湾旅
そろいの法被姿で観光ＰＲをする台湾観光協会 行をＰＲした。
東京事務所スタッフ
都内の大学に通う女性（２１）はグッズ
気になる旅」をキャッチフレーズに日本の を受け取りながら「大学で中国語を勉強し
大手旅行会社１０社、世界の航空会社２３ ているので、台湾に行ってみたい。早くコ
社に加え、台湾観光協会など各国の観光協 ロナ禍を抜け出し、台湾への旅行を解禁し
会１７などが集結し、コロナ禍で激減した てほしい」と話していた。グッズを受け
海外旅行の需要喚起をめざすもの。ＪＡＴ 取った人たちは台湾旅行への関心が高く、
Ａはこの日、東京のほか、札幌、仙台、名 グッズ配布のスタッフらは手ごたえを感じ
古屋、大阪など計８か所で、街頭でのプロ ていた。

一 青 妙さん の エッセ ー を 舞 台 化

台湾三カ所で上映
中の一幕が披露された。会見に出席した盧
秀燕台中市長は「ワンシーンを鑑賞して深
く感動した」と話した。
作品は一青妙の「私の箱子」と「ママ、
ごはんまだ？」を翻案したもの。女性と一
族の後裔の視点から、日本統治時代に鉱業
で繁栄した台湾の五大家族の一つ、基隆顔
家の家族の物語が描かれている。舞台は
舞台「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」の記念撮影（写真提供：中央社） 2019年に初演された。20年と21年にも上
女優で作家の一青妙のエッセーを原作に 演が予定されていたが、新型コロナウイル
した舞台「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」 スの影響で中止となっていた。
映画監督のガン・リー（李崗）がエグゼ
が7月22日より台湾台中市の台中国家歌劇
院を皮切りに台湾3カ所で上演される。記 クティブプロデューサーを務め、蔭山征
者会見が7月5日、台中市内で行われ、劇 彥、大久保麻梨子、一青妙、ヤン・リエ

（楊烈）らが出演する。初演時とは一部の
キャストやスタッフを入れ替えた。リー氏
は「この舞台は大きな時代の中の小さな物
語」と説明。登場人物からその時代の人や
当時の人々の衝突、文化的アイデンティ
ティー、人々が直面する環境などを見て取
ることができるとし「劇場に足を運んでい
ただき、埃りがかかった箱を一緒に開けて
ほしい」と来場を呼び掛けた。
上映は台中国家歌劇院で7月22日より
24日まで、台北市の国家戯劇院で同29
日より31日まで、台南市の台南文化セン
ター演芸ホールで8月5日より7日まで上演
される。

台南産マンゴー、 笠間市 内の 学校
給食用に 2500 人分提供～台湾農糧署

生徒たちが台湾マンゴーを試食

台湾行政院農業委員会農糧署（胡忠
一署長）は7月5日、茨城県笠間市（山
口伸樹市長）の市内全中学校6校（笠間
中、稲田中、友部中、友部第二中、みな
み学園（後期課程）、岩間中学校）向け
に、台湾台南市産のマンゴーを「給食用
として提供する」と発表した。約2500
人分を7月中旬に届ける見通し。同署は
「台湾と日本の交流深化に期待していま
す」とコメントした。
同署は2019年7月に、笠間市と「食
を通じた文化交流と発展的な連携強化に
関する覚書」を締結している。これまで
バナナ、マンゴー、文旦、パイナップル
などを学校給食に提供した経緯がある。
胡署長は「台湾のマンゴーの生産につい
て紹介したランチョンマットも制作して
提供しました。日本の児童や生徒たちに
台湾の美味しい果物を食べてもらうだけ
でなく、台湾の産業や文化についても理
解を深めてもらえれば」と話した。
これを受けて山口市長は「台北市には
笠間市の台湾交流事務所があり、農糧署

笠間市の市内全中学校6校向けに台湾台南市産のマ
ンゴーを給食用として提供する
（写真提供：農糧署）

の皆様には日頃から大変お世話になってお
ります。今般は台湾の美味しい果物をご提
供いただけるとの事に感謝申しあげます」
と謝辞を述べた。また「台北駐日経済文化
代表処の関係者様も笠間によくお越しいた
だいており、地元の中学生と交流させてい
ただいております。これからは観光から経
済への交流を深めていきたいです」と述
べ、さらに「笠間市は栗の生産量が日本一
です。今秋には収穫時期を迎えます。台湾
の子供たちに是非食べて欲しいです。機を
見て提供させていただきますので楽しみに
して下さい」と述べた。
笠間市台湾交流事務所（日本笠間台湾
弁事処）の木下知香所長は「台湾のマン
ゴーが初めて給食で提供された2020年7
月は、「みなみ学園義務教育学校の6～9
年生の 約70人に提供しましたが、今年は
笠間市内の全部の中学校に提供させていた
だきます」と喜んだ。また「新型コロナ収
束後には台湾の皆様に笠間市を訪れていた
だき、美食を堪能して欲しいです」と話し
た。

第 7 代 台 湾 総 督「 明 石 元 二 郎 」の

ドキュメンタリー 映 画 が 完 成

上映後に開催されたトークショー

筥崎宮外苑に建立された顕彰碑

日本統治時代の台湾で第７代総督とし
て台湾の近代化に尽力した明石元二郎
（1864～1919）の生涯などを描いたド
キュメンタリー映画「我、死して護国の
鬼とならん」がこのほど完成した。福岡
市総合図書館内の映像ホール・シネラで
7月3日に上映会が行われ、陳銘俊駐福
岡台湾総領事も飛び入り参加し、トーク
ショーが開かれた。
明石は幕末の1864年に福岡・大名町
で生まれ、陸軍の幼年学校、士官学校、
陸軍大学校を経て情報将校となり、ヨー
ロッパにおいて対ロシア諜報活動を行
い、日露戦争における日本の勝利に貢献
した。ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は「明
石元二郎一人で、満州の日本軍20万人に
匹敵する戦果を上げた」と称えたと伝え
られている。その後、1918年(大正7年)7
月に第7代台湾総督に就任、在任中は台
湾電力を設立して水力発電事業を推進し
たほか、西海岸の鉄道敷設と高雄港の整
備、台湾人にも帝国大学進学への道を開
くなど、今日の台湾最大級の銀行である
華南銀行を設立した。また、八田與一が
嘉南平原の旱魃・洪水対策のために計画
した嘉南大圳の建設を承認し、台湾総督
府の年間予算の3分の1以上にもなった建
設予算の獲得に尽力した。
総督在任1年4か月の1919年（大正8
年）1 0月、公務のため本土へ渡航する
洋上で病を得て郷里の福岡で死去したも
のの「余の死体は台湾に埋葬せよ。いま
だ実行の方針を確立せずして、中途に斃
れるは千載の恨事なり。余は死して護国

うとどうしても固く響いてしまうが、明
上映会に集まった人たち。右下は映画のワンカット 石役に抜擢した穂高ゆうさんがそれを薄
の鬼となり、台民の鎮護たらざるべから め、観客との距離を縮めてくれた」と話
ず」との遺言により、遺骸はわざわざ福 した。しかし、当の本人は「細い体を大
岡から台湾に移され、台北市の三板橋墓 きく見せるため、軍服の下に2枚のセー
地（現在の林森公園）に埋葬された。
ターを重ねた事や、宝塚の男役以来25年
映画化は、こうした偉業を成し遂げた ぶりの付け髭に戸惑った」と会場を笑わ
人物が地元福岡で意外に知られていない せ、苦労話を披露した。
事を憂慮した有志が、今年4月に福岡市
陳銘俊総領事は「福岡に来る前に蔡英
東区の筥崎宮外苑に顕彰碑を建立した 文政権の機要室主任として3年間総統府
事を記念して企画された。明石の生涯や に勤務したが、明石はその建物(旧総督
功績、顕彰碑の建立に情熱を注ぐ人たち 府)を完成させた人でもあり、不思議な縁
の姿をドラマとドキュメントタッチで描 を感じている。明石総督の時代は激動の
き、作家でジャーナリストの門田隆将氏 時代だったが、それは今も同じ。当時ロ
が要所を解説している。
シアは自国民に鉄砲を向けた。現在も自
上映後には異色のキャストとして再現 国民を機関銃やタンクで鎮圧する国が日
ドラマの明石役を演じた元宝塚歌劇団男 本の近くにある。こんな事はあってはな
役の 穂高ゆうさんを真中に、森田拡貴監 らない。日本はその国にODA（Official
督、井上政典・歴史ナビゲーター、観客 Development Assistance：政府開発援
代表の 伊豆ほずみさん、さらに陳銘俊総 助）で3兆円もの資金を提供したが、そ
領事が飛び入りで加わってトークショー れはどこへ行ったのか？弟分の国に渡っ
が開催された。
て日本に向けたミサイルになっていると
森田監督は「制作当初は明石の業績だ いう人もいる。本当に悲しいことだ。今
けに重点を置こうとしていたが、ロシア の日本は大きいマーケットに目がくらん
のウクライナ侵攻が始まった事で日露戦 で、自国の安全を忘れているような気が
争とウクライナ戦争のイメージが交錯。 してならない。『明石工作』は日本を
今こそ明石元二郎のような存在が日本に 救ったが、いま日本は逆に工作を受ける
必要だという事をこの映画から分かって 立場になっている。今日の映画が今後の
もらえれば幸い」と語った。観衆を代表 日本と台湾のあるべき姿を考えるきっか
して伊豆ほずみさんは「明石が生まれた けになることを願っている」と述べた。
福岡に住む人間として、いま世界情勢を
最後に井上政典氏から「この映画を一
正面から考えなければならない事を痛感 人でも多くの人に見てもらいたい。学校
した。この映画から得たことを周囲に繋 や地域のサークル、団体での上映要請
いでいきたい」と話した。
は、株式会社ワクワク化計画（森田監督
顕彰碑の建立から映画作りまで推進役 ＝090-3075-3123）まで連絡をお願いし
を務めた井上政典氏は「明石元二郎とい たい」との話があり終了した。

高雄開催のクリエーティブエキスポ
地元発の 巨大キャラがお 出迎え

高雄発の人気キャラクター「暇そうなアザラシ
ちゃん」
（写真提供：中央社、高雄市） 地元発の巨大キャラがお出迎える
（写真提供：中央社）

台湾のクリエーティブ産業の祭典「ク
リエーティブエキスポ台湾」（台湾文博
会）が台湾高雄市で8月に開催される。
これに先立ち会場近隣の愛河湾でこのほ
ど、高雄発の人気キャラクター「暇そう
なアザラシちゃん」（無所事事小海豹）
をかたどった「巨大バルーン」が登場
した。同市は「このほかにも高雄のクリ
エーターが手掛けた5つのキャラクター
の巨大装置が続々とお目見えする予定」
として来場者を出迎える。
同イベントは台湾のクリエーティブ
商品やキャラクターの展示、商談の場
として2010年から開かれており、高雄
での開催は初めて。今年はLINE（ラ
イン）スタンプと協力し、「暇そうな
～」のほか、「猫爪抓」（Meow Zhua
Zhua）、「塔仔不正経」、「DOCA」
（豆卡頻道）、「まちこ」（ㄇㄚ ˊ
幾）、「PP mini 小小企鵝」の計6つの

人気キャラクターを「ウエルカム大使」
に起用した。6つのキャラクターをあし
らったラッピング列車を高雄ライトレール
（LRT）で運行するほか、交通系ICカー
ド「iPass」（一卡通）やTシャツも発売
する。
高雄市文化局は2013年にオランダ人芸
術家、フロレンティン・ホフマンさんが制
作した「巨大アヒル」を高雄港に登場させ
た際「1カ月で300万人以上を動員した」
と話し、「台湾のキャラクターも高い競争
力を有しているはず」とアピール。高雄の
海の姿や都市景観、乗り物がクリエーター
にとって作品を紹介する舞台となるよう期
待を寄せた。
同イベントは文化展示が8月5日から14
日まで高雄流行音楽センターで。クリエー
ティブブランド展とライセンシング展が同
10日から14日まで高雄エキシビションセ
ンターで開かれる。
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オンラインで居留証申請の受付けを試験的に開始

台湾内政部移民署は、台湾労動部より 出禁止）期間中に居留証をオンライン申請
就労許可を取得した外国専門人材とその家 できる。オンライン申請の受付は移民署の
族を対象に、オンラインでの居留証（ARC） 専用システムにアクセスする。
申請の受付を試験的に開始した。いつでも
申請可能になるほか、申請窓口までの移動
時間や待ち時間が不要になるなど利便性が
向上する。また、この日よりオンラインで
も申請可能になる。移民署は「導入の成果
に応じて台湾教育部など就労許可を発行す
るその他の機関にも導入を拡大するか検討
する」としている。コロナ禍で入国した外
オンライン申請の専用システム
国専門人材とその家族は、
入国時の検疫
（外

Jul.1

も高い場所とされている」と説明した。開
発面積は約2万平方メートル。将来的には
金山、万里など周辺地域の開発を積極的に
推進し、持続可能な発展を目指したいとし
ている。

中国軍の戦闘機が台湾空域内侵入で非難～国防部

台湾国防部はこの日「中国軍の戦闘機が
同日の午前、台湾海峡上空の中間線を越
えてわが国の空域内に進入した」と発表し
た。国軍は空中哨戒させていた部隊を派遣
し、無線での警告や地対空ミサイルによる
監視、追跡で対処した。同部は中国軍の挑

台湾にある民間団体「台湾安倍晋三友の
会」
（陳唐山会長）はこのほど、台湾に詳し
い「知台派」の日本人育成のため、18～30
歳の若者数人を対象に奨学金の給付を計画
している事を明らかにした。陳会長はこの
日「1人当たり最高100万円を支援する」
との方針を示した。同会は「台日関係の促
進には台湾政府に加え、民間の力が必要」
と強調。
「多くの日本の若者にさらに台湾

への理解を深めてもらうほか、台湾留学し
てもらい台湾の文化を体験して欲しい」と
した。対象者は、日本国内に在住する日本
国籍保持者で、2023年夏までに台湾へ渡
航し、大学や大学院、語学学校などに半年
以上通う事などが条件。募集人数は10人
以内とし、給付期間は1年間。8月31日
まで応募を受け付けている。

Jul.21 世界パスポートランキングで台湾 34 位
寄贈式記念撮影（写真提供：台南市政府）

Jul.12 楊碧雲さんが死去～淡水の名物「鉄蛋」
の創業者
台湾新北市の景勝地として知られる、淡
水の名物「鉄蛋」
（黒い煮卵）を販売する「阿
婆鉄蛋」の創業者楊碧雲さんがこの日脳卒
中で亡くなった。享年84歳だった。卵を
醤油ベースのたれでじっくり煮込んだ「鉄
蛋」
。長い時間をかけて煮込むため卵の色
は黒く染まり、硬く歯応えのある食感が楽
しめ、淡水土産として親しまれている。同
店は1980年創業。楊さんは地域の団体に
度々寄付をしていた事でも知られた。

Jul.19 「知台派」の日本人育成～一人あたり100万円支援も

淡水「阿婆鉄蛋」の創業者楊碧雲
（阿婆鉄蛋のフェイスブックから）

Jul.15 神木駅の新ホームが供用を開始～利便性が向上

英コンサルティング会社のヘンリー・
アンド・パートナーズがこのほど発表し
た世界各国のパスポートの強さに関する
最新版ランキングで、台湾は34位に入っ
た。前回から2つ順位を落とした。首位は
日本だった。業界団体の国際航空運送協会
（IATA）のデータを基に、ビザ（査証）なし
で渡航できる国や地域の数によってスコア
を算出。世界199カ国・地域のパスポー
トに順位を付けたもの。台湾はスコア145
でドミニカと並んだ。近隣諸国では韓国2
位、香港18位、マカ35位、中国69位な
どだった。

台湾のパスポート（外交部から）

Jul.22 入国者から派生株「BA.2.75」
の初感染者を確認
台湾中央感染症指揮センターは、海外
からの入国者から新型コロナウイルスのオ
ミクロン派生株「BA.2.75」がこの日初め
て検出された、と明らかにした。ワクチン
を3回接種した北部在住の30代男性だっ
た。男性は7月10日、家族と友人各1人
と共にインドから入国し、ともに PCR 検

阿里山林業鉄路神木駅の新しいホーム し、神木駅では汽笛を鳴らして新ホームの
がこの日供用を開始した。同日の午前、特 供用を告げた。
別列車が運行され、多くの地元住民や鉄道
ファンらで賑わった。同鉄道を運営する阿
Jul.22
里山林業鉄路と文化資産管理処によると
日本政府がこの日公表した2022年版防
「木を多用した新たなホームは従来に比べ
衛白書で、岸信夫防衛相が台湾を巡って
およそ3倍の広さとなり、バリアフリーに
「
（中国は）統一に武力行使も辞さない」と
対応したスロープも設置され利便性が向上
言及したほか、台湾に関する記述が倍増さ
した。雨の多い地域のため屋根も新設した」
れた事について、台湾外交部は同日「日本
という。特別列車はかつて主力車両として
活躍したシェイ式蒸気機関車などがけん引 神木駅の新ホーム（写真提供：中央社） 政府が台湾海峡の安全情勢を重視し、密接
に注視していることの表れ」とコメントし
金山硫磺子坪（写真提供：中央社）
た。外交部の欧江安報道官は
「防衛白書で、
台湾はわが国にとって自由、民主主義、基
本的人権、法の支配といった基本的価値を
共有する極めて重要なパートナーであり、
大切な友人。わが国の安全保障にとっては
Jul.15
もとより、
国際社会の安定にとっても重要」
台湾教育部はこのほど「台湾で華語（中 ついて同部は「国内の基準を満たした検疫
ルス後の国境開放に備えるのが狙い」とし
国語）を2カ月以上学習する学生の受け入 用ホテルまたは地方自治体の衛生当局が認
た。浴衣を着た人々による日本舞踊のパ
れをこの日より再開した」と発表した。学 めた学校の検疫用宿舎とし、同部を通じた
フォーマンスも披露された。乗客の台湾人
校間や学部間などの協定に基づき、派遣さ 集中検疫所の利用も可能」としている。同
Jul.25
女性は「短冊に願い事を書くのは特別感が
れる交換留学生については8月1日より認 部は、今後も中央感染症指揮センターの規
台湾北部7県市でこの日、防空演習「万
ある。日本で乗り継ぎ、米国で暮らす子供
可する予定。入国後は規定に従い、3日間 定の範囲中で、海外学生の募集状況や交流
安45号演習」
が行われた。同日の時30分
や孫を久しぶりに訪問する」と話し、短冊
の在宅検疫（外出禁止）と4日間の自主防 の必要性に応じて入国に関する条件を調整
より同2時までの30分間、屋内への退避
では新型コロナ下での家族の健康と無事を
疫が必要。学校側が手配する検疫の場所に する方針。
が求められ、指示に従わなかった場合は過
祈った。
料が科された。国民の安全意識の向上や空
襲による被害を抑えるのが目的。対象地域
は台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹
市、新竹県、宜蘭県だった。サイレンが鳴
り次第屋内に移動してドアや窓を閉める。
Jul.16
電気を消して水道やガスも止め、床に伏せ
て避難姿勢をとる。バス乗車中の場合は一
発行為はすでに地域の平和と安定を破壊し
自動車教習所に通った人は、
通わなかっ
台湾海峡の離島・澎湖県にこの日、自 は、
時下車し、警察などの指示に従って避難す
ていると厳しく非難するとともに、国軍が
動車教習所「澎大海駕訓班」が開所した。 た人に比べ、交通違反リスクが約3割、事
る。などが指示の内容。一般道で自動車を
情報収集・警戒監視・偵察などの手段によ
台湾の離島としては初めて。澎大海駕訓班 故リスクも約2割少ないとする交通大学の
運転している場合は車道脇に停車し、車内
り、台湾海峡周辺の海、空域の動向を十分
では、自動車（普通車）のほか、オートバ 研究結果を引用し「オートバイの免許取得
にとどまる。ただ台北市では車を降りて付
に把握し、
適切に対処していると強調した。 イ（原動機付自転車）の教習も行う。高雄 にも教習所の利用を」と呼び掛けた。
近の防空施設に退避する行動が採られた。
監理所（運転免許センター）の李瑞銘所長

七夕イベント開催でコロナ後の搭乗客回復に期待

日本航空（JAL) はこの日、台湾桃園国
際空港で「七夕イベント」を開催した。東
京行きの便の搭乗待合室に七夕飾りを設置
し、乗客に願い事を短冊に記してもらうも
の。イベント後に宮城県仙台市の大崎八幡
宮に奉納するという。JAL は「この日の便
には120人余りが搭乗した。イベントを
通じて乗客と交流を深め、新型コロナウイ

Jul.8

ばかりか、今も嘉南平原を潤し、台日間の
友情をつないでいる。本を通じて市の生徒
に八田氏の貢献を知ってもらい、石川県と
の友好関係をさらに緊密化させられるだろ
う」と述べた。

地熱発電所の建設工事が来年にも開始か～金山硫磺子坪

台湾新北市政府経済発展局は、大屯山
の麓に位置する「金山硫磺子坪」で、早け
れば来年にも「地熱発電所の建設工事が始
まる予定」と発表した。完成すれば4人家
族が住む住宅6392戸が1年間に必要とす
る電力量を賄えるとしている。同局の何怡
明局長は同地について「台湾経済部エネル
ギー局及び台湾財政部国有財産署と新北市
政府が共同で立ち上げたエリア」と説明。
建設を請け負う企業が開発申請の段階に進
んだ事も明らかにした。同局は「地熱発電
は天候に左右されず、24時間年中無休で
運転でき、
安定して発電できる特徴を持つ。
これまでの研究や調査で、大屯山の地下に
ある地熱貯留層は今後の可能性が全国で最

Jul.7

台湾台南市（黄偉哲市長）を拠点に活動
するライオンズクラブがこのほど、日本統
治時代の水利事業に尽力した八田與一技師
に関する書籍を同市政府に寄贈した。今後
は市内の高校などに配布される。寄贈さ
れたのは、北國新聞社が2020年に出版し
た「水明り（復刻版）故八田與一追偲録」52
冊。1943
（昭和18）
年の八田氏の一周忌に、
妻外代樹さんが私家版として親しい人たち
に配った「水明り」の復刻版。中国語訳も
併記されるほか、八田氏が東京から家族に
宛てた手紙や絵はがき、親族による追憶集
なども収録されている。贈呈式典に出席し
た黄市長は「八田氏が築いた烏山頭ダムと
嘉南大圳は後世に語り継がれる傑作である

放射性物質の海洋拡散に関する情報プラットホームの運用を開始

台湾行政院原子能委員会は「放射性物質 公開していた処理水に関する情報サイトの
の海洋拡散に関する情報プラットホームの 「進化版」としており、ビジュアル面を強化
運用を開始した」と発表した。海洋モニタ した。今後も引き続きモニタリング結果を
リングデータと地理情報マップを統合し、 更新し、機能向上を図るとしている。
科学のさらなる普及と公開する情報の効果
拡大が期待される。同委は「2021年に日
本政府が23年春から福島第1原子力発電
所のトリチウムを含む水「処理水」を海洋
放出する方針を発表した」と説明。
「市民の
安全と権利を確保するため、台湾周辺海域
の放射性物質データベースの構築を含む準
備を行った」と話した。同委がこれまでに 放射性物質の海洋拡散に関する情報プラットホーム

Jul.5

Jul.11 八田與一技師に関する書籍を台南市政府に寄贈

査の陰性証明書を所持していた。しかし空
港での検査で3人とも陽性と判定され、男
性以外の2人は別の派生株「BA.4」の感染
者だった。男性は同10日に発熱や目まい、
咳などの症状が見られ、リモート診療の結
果感染が確認された。3人はすでに在宅隔
離（外出禁止）が解除されている。

台湾海峡の安全重要の現れ～日本の防衛白書の記述に

中国語学習者の一部受入れ再開～交換留学生も8月1日より

との記述に「外交部として肯定的な見方を
示した」とコメントした。

日本の防衛白書（写真提供：中央社）

台湾北部 7 県市で「万安 45 号演習」始まる
台北メトロ（MRT）は通常通り運行された
が、演習が行われている30分間は駅内に
残っていた。北部に加え、26日には中部、
27日には南部、28日には東部と離島でそ
れぞれ実施された。

離島・澎湖県に初の自動車教習所開所

バス乗車中の場合は一時下車し、警察などの指
示に従って避難する（写真提供：中央社）
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留学生コラム：夏の食べ物

松田義人
（deco ／編集者・ライター）

いずれにしても、うなぎを食べれば暑
い日の体力減退を防げますし、この夏に
一度食べてみてもいいですね！
台湾：夏だったら「愛玉（アイユー）」

皆さん、こんにちは。今年の夏はすご
く暑いですね！台湾でも日本でも、しっ
かり水分補給をしないと熱中症になりう
るので、必ず注意してくださいね。とこ
ろで、最近出かけると、いろんな店では
うなぎ料理の看板を出したことに気づき
ませんか？もちろんうなぎはとてもうま
くて、看板に載せる写真を見るだけで食
欲が湧いてきますが、調べてみるとなん
と、うなぎの旬は初冬らしいです。では
なぜ日本人は夏にうなぎを食べますか？
台湾では夏にどんなものを食べますか。
日本：「土用の丑の日にうなぎ」
文部科学省が公開した食品成分データ
ベースによれば、うなぎには豊かなビタ
ミンが含まれ、夏バテの解消について最

愛玉 (photo by mk_is_here)

適な食材として認識されています。でも
なぜ、最もおいしい時期が初冬になるう
なぎは夏の代表的な食べ物になりました
か？
日本人が夏にうなぎを食べ始めた時期
を溯ってみれば、せめて江戸時代中期か
ら流行っています。
日本人からよく聞いたのは、江戸時代
の大発明家平賀源内は夏になると売り上
げが落ち込むうなぎ屋さんから、この状
況をなんとも改善してみたいが、何かい
いアイデアがありますかと聞かれたら、
店の外で「今日は土用の丑の日」という
看板を置けばいいと返事したみたいで、
まるで現在の商売のイベントですね。そ
の結果言うまでもなく、大成功で納めま
した。この話について真偽不明ですが、
結構面白い物語です。

考えたら、台湾の夏とはうなぎのよう
な栄養満点の食べ物でなく、スイーツや
アイスなどを楽しむのほうが普通です。
今回は台湾伝統的なスイーツ「愛玉」を
紹介したいと思います。
日本人が初めて「愛玉」を見たとき
は、おそらく卵の料理では？と勘違いし
たかもしれませんね。愛玉というのは、
台湾独自の果物愛玉子の果実を水の中に
揉んで、その水がゼリー状になることで
す。愛玉を冷蔵庫に入れて、少し時間を
置けばとても涼しく、飲み物やアイスの
サイドメニューなどに幅広く使えます。
では最初に誰が愛玉のおいしさを見つ
けたのか？私が聞いた話では、昔ある少
女が農作物を担って町に行った途中、天
気が暑くて耐えられないからいったん川
の隣に少し休んだ時、知らない果物が川
に落ちたことを見て、しかも水の色が変
わってゼリーの形になりました。それを
食べてみると大変おいしく、少女はこれ
を商売にすると大人気になったという。
台湾の夜市で結構愛玉を売る屋台がた
くさんあるほか、この前に日本のスー
パーで愛玉の粉も見つけましたので、
興味がある方はぜひ試してみてくださ
い。
文：ワンワン

クチン接種率が一定程度に達するのが緩和
の前提条件」との考えを示した。
水際対策のさらなる緩 和
国際交流の促進のため台湾は同日、外国
乳幼児のワクチン接種 率 が 鍵 ～コロナ指 揮 官
人の入国制限を一部緩和。ボランティアや
宣教、宗教関連の研修、実習、国際交流、
ワーキングホリデーを目的とした外国人の
ビザ申請の受付けを再開させた。しかし一
部の専門家からは、さらなる緩和について
「早く進めすぎるべきではない」との懸念
がある。
王指揮官は、世界の感染状況を注視した
上で「乳幼児へのワクチン接種がある程度
進んでからさらなる制限緩和を検討する」
幼児へのワクチン接種（写真提供：中央社）
台湾松山空港（写真提供：中央社） と説明。一方で「接種率の目標値はまだ設
新型コロナウイルスのオミクロン株派生 揮センターの王必勝指揮官は7月25日、水 定していない」と述べた。
同年齢層の乳幼児へのワクチン接種は7
型「BA.4」と「BA.5」の感染が世界的に 際対策のさらなる緩和の見通しについて
拡大しているのを受け、台湾中央感染症指 「生後満6カ月から5歳までの乳幼児のワ 月21日より始まっている。

土地房屋調查員的工作內容介紹（４）

日本法律停 ‧ 看 ‧ 聽

手續。在新建建築的時候，或者還未登記
的建築、從新建開始一個月以內，建築所
有者有登記申請的義務。
關於「建物表題登記」手續流程如下：
（新建建築的場合）

針對「土地房屋調査員」的工作，我們
為各位簡單介紹由委託至完成的流程手
續。本次將針對「建物表題登記」進行詳
細的說明。
建物表題登記是指登記建築的所在地，
種類，構造，地面面積，所有者，情報的

・新建建築
↓
・土地房屋調查員被委託人（房屋所有
者）委託進行「建物表題登記」
↓
・資料調査
（建築圖紙、法務局資料等）
↓
・土地房屋調查員現場確認

《本專欄內容由黑澤事務所提供》

↓
・土地房屋調查員協助
委託人（申請人）所需資料
※所需資料：
委託書、工事完成交接證明書等
↓
・收到所需資料
↓
・準備申請
(申請書，建築圖紙的作成等)
↓
・登記完成

本文作者：吉田浩之
黑澤事務所所長

「にわか台湾」と「リアル台湾」

どっちのお 店で食 事する！？
▼京鼎樓・成城学園前駅店にて

衰えない台湾ブームにあやかろうと
増殖中の「にわか台湾」の店

伝統をストイックに守り抜く鼎泰豊と
常にニーズに合わせて攻め続ける京鼎樓

個人的な見方では、鼎泰豊が伝統的な味
をストイックに守り続けているのに対し、京
事実上、観光で台湾に行けなくなって約 鼎樓はベーシックなところを維持しながらも、
2 年半。それでも台湾ブームは衰えることが 続々と変わるニーズに合わせて柔軟にアレン
ないようです。今年は東京近郊で複数の台 ジを加えていくような印象を抱いていました。
湾フェスが復活し大盛況となったり、台湾 この点、どちらが正しく、どちらが間違いとい
ブームにあやかった「にわか台湾」とも言う うことではなく、僕はどちらも台湾らしくて好
べき飲食店が急増したりしています。先日 きでした。
よって僕は東京にいても両方のお店で好ん
久しぶりに横浜中華街に行ったところ、
「台
湾」の看板をやたらと目にするようになり台 で食べていたわけですが、この成城学園前
湾小吃を売る店、台湾料理を打ち出す店 駅のお店でも明太子小籠包、XO 醤小籠包、
烏龍小籠包といった、言わば進化系小籠包
などが増えていました。
そんななか、成城学園前駅という東京で のメニューを数多く展開しており、これがま
も屈指の高級住宅街に、新店がオープン た美味。このほかにも、大海老の淡雪仕立
しました。そう、台湾の小籠包の名店・京 て～濃厚ミルク風味、広東風蒸し魚～ナンプ
鼎樓の日本版です。
台湾の小籠包といえば、 ラーソース～など、数多くの一品料理を用意
鼎泰豊が世界中に名を知られているのはご しています。言い換えれば小籠包を主人公に
存知の通り。
僕も大好きで、
あの味が恋しく、 しながらも、主人公を食うほどの多彩な脇役
東京のいくつかのお店に食べに行くこともあ を数多く展開しているのが京鼎樓の最新店・
成城学園前駅前店ということになりそうです。
ります。
日本版京鼎樓を運営する株式会社 JIN
その鼎泰豊でトップ点心師をしていたあ
る兄弟が独立し、1997 年に台北に誕生さ DN ROU の社長にもお話を聞きましたが、
せたのが京鼎樓で一時鼎泰豊と双璧の人 「餃子が日本人に欠かせない料理になったよ
気を誇るほどの支持を得たそうです。言うま うに、小籠包も日本人に欠かせない料理にし
でもなく「にわか台湾」とは全く違うわけで、 たい。そんな思いで運営している」とのことで
これまた僕も台北・東京双方の京鼎樓に した。なるほど、だからこそこれだけの斬新メ
ニューを続々と展開し続けているということな
何度も足を運んでおりました。
東京の京鼎樓は、日本の企業が台湾 のかもしれません。
台湾ブームに便乗した「にわか台湾」増殖
本社と契約を結び、全国に複数のお店を
チェーン展開しているわけですが、この新 中の今だからこそ、台湾ファンの方は、本当
店が成城学園前駅にできたお店ということ の台湾をバックボーンに台湾らしいスピリッツ
になります。たまたまこのオープンに際し、 を持ったお店で食事をするほうが良いと思い
お店にお邪魔する機会があり、あらためて ます。京鼎樓のラジカルな姿勢と美味しい小
籠包、今後の展開にも期待大です。
京鼎樓の味に再会することができました。
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チャイナエアライン路線・時刻表（２０２2 年 8 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

毎日

14:30～16:55

CI220

毎日

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

火金日
8/20 以降、火金土日

14:30～17:20

CI100

火金日
8/20 以降、火金土日

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

水木土
8/19以降、水木金土

14:00～16:00

CI152

水木土
8/19 以降、水木金土

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

水金および 8/30

16:30～18:40

CI154

水金および 8/30

11:30～15:20

福岡－台北桃園

台北桃園－福岡

便名

運航日

時間

便名

運航日

時間

CI111

水

14:00～15:35

CI110

水

09:50～13:00

CI117

土、8/19 以降、金土

20:00～21:30

CI116

土、8/19 以降、金土

14:40～18:00

札幌千歳－台北桃園

I nforma ti on

台北桃園－札幌千歳

便名

運航日

時間

便名

CI131

8/23 以降、火金

15:00～18:15

CI130

運航日

時間

8/23 以降、火金

08:35～13:30

※時刻は予告なく変更になることがございます。

執などのハードルを乗り越えていく内容。第四巻では組織
内の葛藤や社内の不正発覚、会社への訴訟などの難題
を克服すべき内容となっている。
第三巻 第四巻 第五巻
そして最終の第五巻は「生きている者は自分を大切にす
るもんだ。オレたちにはまた明日がくるから」と、それぞれ
台湾最高峰の漫画賞をダブル受賞するなど、台湾で大 の選択した未来が、新たな日常となっていく。そして「あ
人気の漫画家ルアン・グアンミン（阮光民）氏の原作「用 なたの場所が、きっとある」
と結ぶ。
九商店」
（用九柑仔店商店）の日本語版漫画シリーズ（全
本書は、忘れていた大切なもの、忘れてはいけない
五巻）の第三巻、第四巻、第五巻がこのほど刊行された。 もの、でもいつも忘れてしまいそうになるものが、胸を
これで全シリーズが揃い完結した。第一巻と第二巻も販 ぎゅっと締めつけ続ける内容が連続する。台湾文化の
売中だ。
繊細さも描写され、日常を懸命に生きた人々との交流、
台湾のコミックアワード2017 年の「金漫奨」で、
「年間 そして一人の青年の学びと成長を描いた作品でもある。
漫画賞」
と
「青年漫画賞」をダブル受賞し、2020 年の「イ 台湾で生まれた漫画の最高傑作と言っても過言ではない。
ンターネット人気賞」でも第一位を獲得した本作は、台湾 心にしみる渾身のシリーズ作でもある。
で2020 年にドラマ化されている。さらに2022 年 2月より
本書は電子書籍でも配信している。WEB コミックサイト
「テレビ神奈川」で「いつまでも君を待っている」の題名で 「路草（みちくさ）
」で試読できる。
実写がドラマ化されている。
ストーリーは主人公の祖父が経営していた「よろず屋」
https://michikusacomics.jp/product/youkyushoten
商店に関わる人間模様と経緯、商店存続について葛藤の
また、一部の書店にて完結を記念
末に引き継ぎを決めた主人公の成長と学びの内容だ。第
して「用九商店オリジナル台湾おみく
三巻は個人商店としての誇りと歴史、そして巨大ショッピ
じ栞」を配布している。
ングモールに建設による窮地、存続の危機や親族との確

「用九商店」

著者＝ルアン・グアンミン
訳＝沢井メグ
発行＝トゥーヴァージンズ
体裁＝ A5 版 / 第三巻全 200 頁 / 第
四巻全192頁 / 第五巻全202頁
定価＝本体価格900円＋税（第三巻四
巻第五巻共通）

台湾新聞３０3号 読者プレゼント

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で1 名様に本書『「用九商
店」第三巻 第四巻 第五巻』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
。締切り：8月15日（消印有効）
させて頂きます（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

（新潟）越後妻有 大地の芸術祭 ( 台湾 （東京）ジャパンドラッグストア
作品出展 )
ショー（台湾 6 社出展）
場所：越後妻有地域
時間：4/29 ～ 11/13
主催：NPO 法人越後妻有里山協働機構

（横浜）台湾祭 in 横浜赤レンガ 2022
場所：横浜赤レンガ
時間：7/30 ～ 8/14
主催：台湾祭実行委員会

場所：東京ビッグサイト
時間：8/19 ～ 8/21
主催：JAPAN ドラッグストアショー推進事務局

（愛知）国際芸術祭あいち 2022（台湾人
アーティストらが出品）
場所：愛知芸術文化センター、一宮市、常滑市、名古屋市有松地区
時間：7/30 ～ 10/10
主催：国際芸術祭「あいち」組織委員会

※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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台日攜手淨零減碳

台日協贊會關懷之旅

再續林業百年情

送暖到兒童養護設施

透過防腐木，讓台日攜手一同向淨零減碳前進
商聖宜赴台灣演講

【東京／採訪報導】2 0 3 0永續發展目標
（SDGs）是現今許多國家所重視的目標，
特別是在日本不僅是政府，許多企業也以
SDGs為己任，落實企業社會責任，其中位
於福井縣的株式會社Marvel Corporation，不
僅推出防腐木材實現SDGs，更將這份技術
帶到台灣，讓台日攜手合作向淨零減碳前
進，同時也重新牽起了台日林業百年的緣
分。
在日本許多建築都是以木造為主，但隨
著時間的推移，木材往往因為潮濕、通風
不當等各種問題，導致木材被腐蝕，相信
如果有在看日本改造住宅節目的人都能看
到這些問題，此外室外像是公園的長椅、
陽台的木地板，在風吹日曬下也難逃損壞
的狀況，為此往往都會在木材中注入含有
化學、重金屬等的防腐劑，使木頭具有防
腐蝕、防潮、防蟲、防水等特性。
雖然透過防腐劑，讓木材的使用期限得
以延長，但對環境就不友善，在綠色環
保的時代，像是使用鉻化砷酸銅(CCA)的
防腐劑都被禁止使用，台灣雖然在2016年
起禁止 C C A 使用於木材防腐劑，但還是
納入其他對環境較為友善的木材防腐劑如
ACQ(銅、烷基銨化合物系)、CuAz(銅、唑
化合物系)、BAAC(硼、烷基銨化合物系)
等。
為了更進一步友善環境，Marvel
Corporation開發出防蟲、防腐性兼具的木材
「Marvel Wood」，其最大的特色就是使用
專用的灌入機器，將防腐防蟻藥劑浸透至
木材內部的處理方法，不僅使用的藥劑不
含重金屬等，對環境影響低，木材的外觀

也不會因為藥劑產生變化，且耐久性也通
過日本住宅・木材技術中心優良木質建材
等AQ1級 (等同JIS K 1571)的室內和戶外防
腐防蟻試驗認證。
而台灣也在去年4月22日世界地球日時，
由總統蔡英文宣示，2050淨零轉型是全世
界的目標，也是台灣的目標，並於今年
3月正式公布「2050淨零排放政策路徑藍
圖」，其中也提到在住宅部門推動淨零建
築，目標在2050年達到100%新建建築物及
超過85%既有建築物為近零碳建築，並將減
碳技術、工法列入四大項目之一，除了自
主研發以外，也將積極參考國際淨零建築
相關技術。
Marvel Corporation營業部長，同時也是旅
居日本的僑胞商聖宜就決定協助牽線，讓
Marvel Wood投入台灣協助推動淨零建築，
因此參加了由日本台灣交流協會所舉辦的
日台產業合作搭橋方案補助事業，並獲得
認可補助，希望藉此將木材保存技術導入
台灣，並讓建構起新興的木材新創事業，
讓對環境友善的木材普及，同時達到永續
且減碳的目標。
Marvel Wood木材也是與福井當地的木
材業者、化學工業業者、森林工會整合起
來，再透過Marvel Corporation與台灣進行業
務上的對接，商聖宜也說，前陣子也有回
到台灣調查，走訪木材的相關單位，包括
政府、大學、工會、設計公司建商等，尋
找可以合作的機會。
商聖宜提到，現在已經有跟雲林科技大
學合作，舉辦全台灣高中高職的木造實作
競賽，並由Marvel Corporation來贊助材料，
將由學生設計圖紙，並選出8組去，再用防

腐木來製作涼亭。
除了木造的實作競賽外，商聖宜也
說，將舉辦台日木材企業商談會，以及
木材防腐保存技術的研討會，特別是商
談會，預計會在十月時，邀請福井的業
者們實際到台灣，跟台灣的製材相關業
者交流。
商聖宜說，台灣跟日本的林業關係非
常深，從一百多年前日本政府在阿里山
建設鐵路起，至今台灣的有許多的林業
規範也都是參考日本。除此之外，其實
當時日本不僅在台灣開採林木，也配合
實際的治水調查，規劃台灣森林的利用
和治水計畫，甚至改變原住民的焚林習
慣，實施森林計畫，並推動國立公園
法，選出玉山、阿里山等地計畫設立國
家公園。
戰後為了加速國家的發展，木材的砍
伐撐起了經濟成長，但卻也使原始林傷
痕累累，直到1991年全面禁伐天然林，
才讓森林得以喘息，但也對林業造成衝
擊，木材有99%都是仰賴國外進口，雖然
在2017年喊出「國產材元年」，但已經
停滯30年的林業技術，使得復興之路顯
得遙遙無期。
因此在這次的木造的實作競賽中，在
木材使用上也特別分成台灣材和日本
材，希望讓大家能藉此比較兩者的差
異，商聖宜也提到，自己出生在嘉義，
對阿里山有特別的感情，剛好自己跟福
井有緣分，社長也想推進台灣的事業，
而對於木材事業，不是只有去賣藥劑，
自己本身也是建築師，希望能在台灣推
動木造建築文化，以及將保存技術推廣
到台灣。
商聖宜說，木造建築台灣人其實不排
斥，但因為台灣30年禁止砍伐，許多台
灣的建築師不太懂木造建築的技術，因
此平時也會發表文章、在學校教課推動
木造建築的發展，而這也符合2050淨零
排放的目標。
另外關於後續的計畫，商聖宜也提
到，目前是在日本做好防腐木運到台

蔡美銀會長（左）代表捐贈，由設施長橘川英和代表收下

台日協贊會關懷之旅紀念合影

【靜岡／採訪報導】台日協贊會於七月二日
舉辦「關懷之旅暨慶賀僑務委員會成立90週
年紀念」活動，特別前往兒童養護設施伊豆
長岡學園捐贈和參訪，了解該學園的現況，
聽聞學園對孩子們的用心照顧，讓不少人都
感動不已，也很高興能為照顧孩子們盡一份
力。
這次的捐贈和參訪，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
宋惠芸也出席見證，除了來自台日協贊會的
愛心捐款外，張淑玲處長也與僑務委員洪益
芬分別捐贈台灣芒果和香蕉，送給園內孩童
品嘗，設施長橘川英和也表示，不論是東日
本大地震或其他災害，台灣都在第一時間伸
出援手，真的很感謝台灣的愛心。
會長蔡美銀受訪時也表示，這次帶領大家
來參訪伊豆長岡學園，雖然因為疫情的關係
沒辦法見到孩子，但聽聞藉由這樣的關懷方
式，實現台日協贊會的宗旨，我覺得做得非
常成功、功德圓滿，大家也都很歡喜，也讓
我非常高興，未來也會持續關心伊豆長岡學
園。
處長張淑玲則表示，在疫情的這兩年，僑
胞們捐贈了無數的口罩、防護衣等醫療物資
給日本各地的社福機構，前陣子也捐贈了台
灣鳳梨給中途之家，去年熱海土石流時，蔡
會長也在第一時間表達關心，並帶領台日協

贊會捐款，傳達台灣對日本的關懷。
組長謝延淙表示，台日協贊會在蔡會長的
帶領下，每年都會關心、關懷台灣、日本各
地的社福機構，只可惜這兩年因為疫情的關
係，沒辦法一一去訪問有需要幫助的社福機
構，但蔡會長還是會與過去協助過的機構保
持聯繫，持續提供協助，也相信將來蔡會長
會持續帶領台日協贊會幫助更多需要的團
體。
參訪結束後，台日協贊會則安排前往欣賞
淨蓮瀑布和修善寺的竹林小徑，帶大家也能
感受到大自然的芬多精，讓大家的身心靈都
能獲得滿足，不少人在關懷之旅心得分享
時，都紛紛感謝蔡會長和執行團隊的安排，
讓他們過了非常充實且有意義的一天。

灣，但這樣的成本比較高，因此等這次推廣
活動後，年底委託中興大學檢測防腐劑的試
驗也能拿到報告書，接下來就是跟台灣業者
合作加工生產，對日本和台灣的木材業交流

起到很大的作用，未來也想將這樣台日合
作淨零減碳的合作方式推廣到東南亞等國
家去，取代含有重金屬的防腐藥劑，減少
對環境的影響。

蔡美銀會長致詞
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日本中華聯合總會常務代表委員會及會員大會

會議中大家討論熱烈

【東京／採訪報導】日本中華聯合總會於七
月九日舉行常務代表委員會暨會員大會，會
中大家發言踴躍，積極討論各項議案，另外
也因日本前首相安倍晉三不幸離世，會議開
始前總會長朱恭亮也帶領全體出席人員一同
默哀，並感念安倍前首相對台灣的貢獻。
在這次的會議中，日本中華聯合總會討論
到許多議案，其中討論度最高的是關於改名
的事宜，因為不少人反應會名很容易被當成
中國人的會，因此提案希望能將日本中華聯
合總會改名，另外在開會前一天，遇上日本
前首相安倍晉三遭槍殺的事故，為此朱恭亮
總會長也帶領朱全體出席人員一同默哀一分
鐘。

總會長朱恭亮表示，安倍前首相是我們僑
界也有參加的，日本台灣親善協會第五屆會
長，祖父岸信夫則是第一屆會長，安倍前首
相為了中華民國台灣，做了很多的努力，有
太多的恩情，但就這樣不幸離世，我們也由
衷的請家人節哀順變。
朱總會長也說，終於在疫情有所緩和後舉
行實體的會員大會，會中大家也提出很多寶
貴意見，我們也會努力持續帶領會發展，特
別是現在世界上面臨烏克蘭等問題，大家都
是保持著無論如何，都想維護以民主主義為
本的國家中華民國台灣，也請全體理監事繼
續給予日本中華聯合總會支持。
在會員大會後則舉辦了懇親會，駐日副代
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第三十屆亞總交接

積極討論議案

朱總會長致詞

僑界動態

陳五福接任總會長

會員大會紀念合影

江總會長與陳總會長

表李世丙也專程出席，李副代表也提到，
安倍前首相的事真的很可惜，不論對台灣
或日本都是大事，而接下來台灣和日本的
連結也非常重要，需要大家的支持，協助
政府推動僑務工作、支持台灣加入國際組
織等。同時李副代表也提醒大家，日本感
染人數又有持續上升的狀況，要大家多加
留意防疫和身體狀況。
此外這次的會議中，也有透過日本林氏
宗親總會的協助，安排七位旅日的留學生
一同參與，讓他們更了解日本僑界組織的
運作狀況，以及平時的活動內容等。同時
也宣傳七月二十三日青年部將舉辦的駐日
代表謝長廷演講會，以及七月二十九日登
場的台灣Festa。

【東京／綜合報導】亞洲台灣商會聯合總會
於七月十九日在台中舉辦第29、30屆總會長
交接儀式，由來自日本台灣商會聯合總會的
陳五福接任，陳總會長也感謝全體理監事的
支持與肯定，未來會帶領團隊積極推展會
務，幫助台商一同走向國際。
這次的亞總總會長交接，在僑委會副委員
長徐佳青見證、世界台商總會長王德監交
下，由第29屆總會長江福龍交接給第30屆總
會長陳五福，徐副委員長也頒發感謝獎牌及
感謝狀給江總會長和第29屆監事長洪勝統，
同時也頒發賀狀給陳總會長及第30屆監事長
林在良，此外亞總青商會長則由林韋漢接
任、監事長由侯錦芳接任。
江總會長致詞時感謝僑委會和各政府機關
單位的協助與支持，也謝謝執行團隊一年來
的努力與付出，並恭賀新任總會長陳五福及

關東兩僑團發揮愛心辦募款

協助埼玉冰雹受災農民

徐副委員長見證、世總王總會長監交下，
江總會長交接給陳總會長

監事長林在良，相信未來亞總在他們的帶領
下，會有更亮眼的成績。
徐副委員長則肯定第29屆執行團隊過去一
年對亞總的付出與貢獻，雖然歷經疫情考
驗，但仍持續舉辦各項商會活動，讓亞洲台
商都能獲得充分資訊，而陳總會長和林監事
長兩人在僑居地貢獻良多，並積極推動僑民
外交，「三十而立」的亞總，必定能在第30
屆執行團隊的帶領，以及前輩們所奠定的良
好基礎下，更加發光茁壯。
陳總會長致詞時則先感謝所有理監事的支
持與肯定，未來會與執行團隊積極推展會
務，並全力支持政府和僑委會的政策，落實
海外僑台商的發展，也鼓勵所有台商善用多
加運用媒合平台，掌握先機，也會積極培育
中生代人才，加強青商間情報交流，讓亞洲
台商一同走向國際。

日本中 華聯合總會青年部定期總會
討論演講會活動規劃

捐贈式紀念合影
埼玉台灣總會與大野知事合影

世華日本分會與大野知事合影

【埼玉／採訪報導】世界華人工商婦女企
管協會日本分會與埼玉台灣總會於七月六
日前往埼玉縣廳拜訪縣知事大野元裕，並
捐贈義援金，為之前受到冰雹影響的農民
提供一些幫助，對此大野知事也特別感謝
兩會的愛心，並希望台灣和埼玉、日本的
友好關係能持續下去。
埼玉縣在六月二日時，受到不穩定的天
氣影響，突然降下大雷雨，甚至還下起冰
雹，造成不少災情，為此世華日本分會和
埼玉台灣總會分別發起募款活動，分別捐
贈100萬和30萬日圓，希望能為受災的農
民帶來幫助，捐贈由紀秋美會長、石井許
子會長代表，縣知事大野元裕親自代表受
贈。
大野知事提到，很感謝世華日本分會和
埼玉台灣總會溫暖的義援金，這次的冰

雹災害共有22個市村町受到影響，埼玉縣
在1978年設置了農業災害對策特別措施條
例，用來對應農業災害，而這次的冰雹災
害是條例設置以來最大的災害，共造成38
億日圓的損失。
大野知事也說，自己也有到受災地訪
視，看到很多農作物受損，對農家造成很
大影響，真的很心痛，但還好兩會的支
援，也希望台灣與埼玉、日本這樣的友好
關係能持續下去。
世華日本分會會長紀秋美表示，過去和
埼玉縣知事、議員都有多次交流，這次聽
聞冰雹災害後，原本是想個人出一點點力
量，後來想說現在是世華會長，就用世華
的名義來捐贈，並號召世華姊妹們共襄盛
舉，回報自己的僑居地，也能促進台灣和
日本的交流。

埼玉台灣總會會長石井許子則表示，
原本是從住在本庄市的理事所發起的募
款，後來透過埼玉台灣總會號召更多人
加入，希望透過一點點心意，為僑居地
提供一些幫助，也很高興能夠有這機會
捐贈給埼玉縣聽和本庄市，希望能繼續
保持日台的交流和友好關係，這也是埼
玉台灣總會的宗旨。
這次捐贈埼玉縣議會日台友好議員聯
盟會長小島信昭、議員鈴木正人、田村
琢實、藤井健志都出席見證，小島會長
除了感謝兩會的愛心外，也提到過去在
疫情嚴峻時，時任的埼玉台灣總會紀秋
美會長就有捐贈口罩等醫療物資，日台
友好議員聯盟也發起支持台灣加入WHO
的意見書，並交付給中央單位，透過這
次的捐贈，希望能促進日台交流，深化
雙方的友好關係。

又井部長致詞

【東京／採訪報導】日本中華聯合總會青年
部於七月八日舉行第四屆第三次定期總會，
這次主要討論的重點是預定在七月二十三日
舉辦邀請駐日代表謝長廷的演講會，同時也
預定明年三月青年部要組成歸國訪問團，返
台參訪。
在定期總會招開前，遇上安倍前首相不幸
身亡，為此由又井公久部長帶領全體出席人
員默哀，又井部長表示，安倍前首相盡力於
促進日台友好關係，發生這樣的事真的很可
惜，但我認為我們青年部的大家可以繼續努
力將日台友好關係持續下去。
駐日代表處僑務組組長謝延淙、副組長宋
惠芸也出席這次的總會，謝組長表示，這一

日本中華聯合總會青年部定期總會紀念合影

周來東京的感染人數又有持續上升的現象，
特別是也出現新的變異株，雖然已經恢復正
常生活，但還是需要多加留意防疫對策，而
青年部規劃了那麼多活動，也期待青年部有
更好的發展。
這次總會包括橫濱中華學院理事長羅鴻
健、千葉中華總會會長濱田裕子、京都華僑
總會會長魏禧之、留日台灣同鄉會會長蕭玉
蘭、日本中華聯合總會事務局長賴浩生、廣
東同鄉會會長馮明輝也專程出席，主要以討
論七月二十三日的演講會活動為主，同時也
討論了2023年組團回台參訪的規劃等，總會
結束後，也舉辦懇親會讓大家互相交流。

日本中 華聯合總會青年部演講會
駐日代表謝長廷談台灣史及未來

關東地區青年跨域交流

促進年輕僑胞與僑界互動

日本關東地區青年跨域交流活動紀念合影
大家專心聆聽僑界前輩分享

這次也安排禮儀講師為年輕僑胞們上課

【東京／採訪報導】駐日代表處僑務組於七
月十日舉辦日本關東地區青年跨域交流活
動，關東地區僑團負責人、青年及留學生都
踴躍出席，同時也安排日本禮儀講師教導青
年相關知識，希望能藉此促進年輕人與僑界
交流，也能了解禮儀知識，對工作都會有很
大的幫助。
這次出席的僑界先進包括僑務委員張碧
華、大山青峰、濱田裕子、林月理、陳憲
文、日本中華聯合總會總會長朱恭亮、東京
台灣商工會會長藤田礼子、橫濱台商會會長
林隆裕、日本千葉台灣商會會長鍾幸昌、世
界華人工商婦女企管協會日本分會會長紀秋
美、台灣新聞社社長錢妙玲、華僑協會總會

日本分會會長林育良都出席與年輕僑胞共襄
盛舉。
僑務組組長謝延淙受訪時表示，今天舉辦
這個活動有兩個目的，第一個是我們有很多
僑界的前輩都來參加，希望前輩能利用他們
的經驗、知識，來幫助新到的年輕華僑，第
二個是這次也開了一個簡單的禮儀課程，希
望能讓華僑青年了解一下日本的禮儀，對他
們將來的工作也能夠有所幫助。
謝組長也說，僑界的前輩們來日時間平均
都三、四十年以上，我想他們經驗都是很寶
貴的，且僑界前輩們也都從事各行各業，年
輕僑胞和留學生都可以透過這個機會來交換
名片。

這次除了安排年輕僑胞與僑界前輩們交
流外，僑務組也請到日本禮儀講師王靜慧
講解在接待客人上的禮儀和注意事項等，
同時也帶著年輕僑胞一同模擬，讓大家能
更快學習到，隨後則舉行餐會，讓年輕僑
胞們能與前輩們互相交流認識。
這次一同參加的台灣留日東京同學會會
長林均蓉表示，很謝謝僑會可以邀我們參
加那麼多活動，也很希望支持我們留學生
們跟僑會各位成員們多多交流，促進我們
的關係。副會長邱建方也說，平常沒有
這樣的機會可以認識僑界、商界的領導人
物，透過這樣活動，可以讓前輩們給予我
們未來建議，我們也能學習前輩們平時是
如何為台日交流努力，這是很好的機會。

謝代表分享台灣史及未來展望

演講會吸引不少僑胞、留學生等報名參加

【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慶祝中華民國台
灣110年紀念演講會，邀請到駐日代表謝長
廷，以「中華民國台灣的軌跡和今後100年
的方向」為題，分享台灣民主化，以及與日
本的友好關係等，活動吸引不少僑胞與日本
民眾報名參加。
演講中，謝代表首先提到台灣民主化的過
程，以及憲法的問題，同時也提到台灣與日
本從一百年前開始的羈絆，像是嘉南大圳、
高雄車站等，他也說明台灣今後的方向是民
主自由進步，以及永續發展等，同時也提到
台灣目前面對的現實問題，像是中國的武力
威脅，內部多元分歧等。
青年部部長又井公久受訪時提到，這次演
講主要的目的是讓青年部和其他年輕華僑交
流，以及因為華僑第二世、三世與台灣的連

結逐漸減少，為了加強連結，並讓華僑界的
年輕人們能活絡起來，因此才邀請謝代表分
享台灣的歷史等，希望能讓僑胞們有興趣參
與。
日本中華聯合總會總會長朱恭亮也出席共
襄盛舉，他在致詞時提到，自己也是華僑第
二代，小時候對於台灣的事情也不是很清
楚，印象最深的是1972年台日斷交，但自己
的父親和前輩們，仍持續促進台日關係，也
因為這個原因讓自己加入僑會，也希望透過
今天的演講，讓年輕的僑胞也能持續促進中
華民台灣和日本的關係。
其實這次的演講原本是訂於去年舉辦，但
因為受到日本疫情的影響，才延至今天舉
行，演講會後，青年部也安排了懇親會，讓
青年部能與參加的年輕僑胞、留學生，以及
日本民眾有更多的交流。

10

綜合

2022 年 8 月 1 日発行（毎月第 1 月曜日発行）No:303

悼念安倍前首相

玉山法 律相談 所

旅日僑胞自發備鮮花做卡片

株主代表訴訟

對於安倍前首相的離世，大家都很不捨
僑胞自發性前往自民黨本部前悼念

【東京／綜合報導】為了感謝日本前首相
安倍晉三在生前，為支持台灣所做出的
努力，旅居在關東地區的僑胞、留學生自
發性號召台灣人們，於七月十一日、七月
十二日分別前往自民黨本部前、增上寺悼
念安倍前首相。
這次號招的發起人廖上瑋表示，我們這
次聽到安倍前首相被槍擊的消息，在日本

的台灣人都非常難過，安倍前首相在
生前就非常支持台灣，不管是從以前
台灣缺疫苗的時候，或是鳳梨賣不出
去時，都給台灣人非常大的幫助。是
台灣最重要的國際友人，他說台灣有
事就是日本有事，這句話其實打動蠻
多台灣的心，所以這次想說集合台灣
人一起悼念安倍前首相。
台灣新聞社社長錢妙玲表示，這次

是希望能安倍前首相看到我們對他的
敬愛，也希望他一路走的平安，也希
望他之後也有人來幫我們促進台日關
係，另外看到賴清德副總統訪日，也
給我們很大的振奮，我們也很高興政
府官員能夠過來，雖然是以私人的行
程，但我們還是非常感動，也會讓日
本民眾理解台灣人對日本的愛，會讓
台日關係更好。
雖然現場因為還有許多日本民眾要
悼念安倍前首相，因此大排長龍，但
即便天氣炎熱，這群台灣人們也還是
堅持下去，並自己製作卡片、海報，
以及準備鮮花、國旗等，希望能展現
出台灣是善良、重情重義的民族，留
日台灣同學會會長林均蓉也表示，謝
謝前首相一直致力於台灣跟日本的友
好關係，我們也非常感謝前首相之前
的努力。

臺灣留日東京同學會年度跨區線上交流企劃

第一屆全日本以德報怨大會

第一屆全日本以德報怨大會海報

臺灣留日東京同學會致力於建立、
活絡關東在日留學生間連結。為促
進跨區域學生間交流，特地邀請台
灣在日福岡留學生會舉辦線上交流分
享會「第一屆全日本以德報怨大會」
同時，關西、京滋、名古屋等地區同
學會也協助辦理，擴大此活動推廣範
圍，做實跨地區交流之機會。活動以
分享在日經驗談及生活雜事，學習如
何適當地宣洩潛在情緒，並成熟地釋
放負面影響以助於維持身心健康。
「抱怨不只是抱怨，抱怨有益於身
體健康」。活動內容分為主題式討
論、紓壓小物製作、及紓壓方式分享
三部分。參加者將在活動前收到參加
者小包，內含活動冊、DIY材料包、
及表情道具。主題式討論依六大主題
分組，沿著主題分享日常生活瑣事、

述說自身所面對到的挫折與問題。同
時參加者能使用道具即時地互動與問
答，抒發平時積累之情緒，藉由共通
話題之共鳴達到實質交流的機會。
分享結束後將進行紓壓小物DIY及個
人紓壓方式分享，參加者能在會後將
所得之物運用於日常之中。透過以德
報怨大會的舉辦，讓各自的煩惱及困
惑有抒發的管道及空間，同時能尋求
認同與共鳴、認識夥伴，清淨身心後
讓參加者能繼續闖蕩在充滿光明未來
的留學生活中。

日台新創高峰會首度登場

盼加強合作攜手進軍國際

記者會紀念合影
現場也公布新的台日新創合作方案

【東京／採訪報導】國發會副主委高仙桂率
團於七月五日、六日在東京舉辦「Together,
Go Big日本台灣新創高峰會」，這也是首次
大規模的台灣跟日本新創交流活動，有33家
台灣新創企業參與，國發會希望透過這次高
峰會，配合日本的新創元年，盼加強雙方合
作，甚至是共同攜手進軍第三國市場。
日本台灣新創高峰會於五日舉辦開幕記者
會，這次共有33家台灣新創企業隨團參與，
其中也特別公布九家台日新創合作的方案，
像是FunNow宣布與顧問公司MCI簽署戰略
合作協議，目標疫情後的旅遊商機；騰雲則
與日本富士軟件旗下公司VINX及HITACHI
SOLUTIONS簽訂MOU，共同開發日本及東
南亞市。
副主委高仙桂致詞時表示，這次應該是有
史以來最大規模的台日新創交流活動，這次
高峰會設定的主題是數位轉型DX，希望透
過這次的高峰會議，讓台灣的新創跟日本公
司、策略投資人、新創進行連結，發揮日本
加台灣，1+1>2，達到Together,Go Big.的目
標。
高仙桂也說，為何主題會定為數位轉型，
主要是疫情發生、中美貿易戰等因素，催化
每個國家都必須做數位轉型，這是每個國家
重要的競爭力的來源，轉型最重要的就是技
術創新，新創是很重要的技術創新來源，
這就是為何台灣政府在2016年就啟動創新產
業的活動，就是認為過去台灣在硬體製造很
強，但軟體服務實力及創新能力有欠缺，將
來一定是軟硬整合，甚至是，例如AI區塊

鏈驅動的一些創新的活動，這是我們定
位為數位轉型的理由。
高仙桂指出，我們的新創在國際間已
達可以嶄露頭角的地步，台灣和日本有
很多合作的空間，這也是我們定位為數
位轉型，將台灣的新創帶到日本來，透
過3個鏈結，公司的鏈結、策略投資鏈
結還有新創的鏈結，一起攜手來打世界
盃，也非常歡迎國際新創來到台灣，希
望透過這樣的鏈結，讓台日新創可以合
作，並進軍第三國市場。
對於這次國發會加大強化對日本的合
作，也可以說是正式時候，岸田內閣在
新提出的新資本主義政策裡，也把今年
定為日本新創的元年，在高峰會的前一
天，也宣布設立新創大臣，採用跨部會
的形式籌劃支援政策，協助推動企業創
業及其後的事業擴張。
高仙桂說，台灣的新創廠商，他們在
軟體服務、軟硬整合提供的智慧解決方
案，足以成為日本企業可信賴的夥伴，
一起啟動或協助日本企業的數位轉型，
這也非常符合岸田內閣現在啟動的數位
創新，希望成為日本下一波經濟成長動
能，同時也帶那麼多新創廠商參加高峰
會的原因，就是讓日本企業知道台灣新
創的智慧解決方案的內容。
在受訪時被問到日本在新創方面現在
正急起直追，對此高仙桂也說，台灣
在2016年亞洲·矽谷計畫的時，就已經
啟動新創創新創業的相關的措施，目前
經濟部、科技部、國發會其實都有創新

的活動，並透過亞洲矽谷計畫的工作小
組，也有由龔主委主持的跨部會的會
議，甚至還有民間諮詢委員會來提供我
們新創的相關建議。所以我們的架構其
實早就已經在那個地方了。
另外也有記者提問到，日本政府如果
想參考台灣的例子的話，高副主委也
說，如果我們有可以那些政策給他們借
鏡的話，我們當然是樂意，因為現在在
疫後的數位轉型時代，大概沒有任何一
個國家，不需要靠其他國家，去維持他
自己的競爭力。
對於明年明年是不是繼續舉行日台新
創高峰會，高副主委說，其實我們並不
是只辦一次活動，希望將來是常態性
的，透過這次活動建立常態性的交流管
道，以後台日創新不會只有舉行高峰會
才有交流，從現在開始，台日的新創就
會持續交流。
這次與FunNow顧問公司MCI的社長
松村勳受訪時表示，我們從2020年開始
輔導日本新創公司到海外去，所以我們
輔導新創公司到海外去的經驗是比較多
一點，再加上我們本身是出生於台灣、
開始於台灣，也希望我們台灣新創的公
司從台灣出發，到日本來落地，往世界
去發展，這就是我們團隊的最終的使命
跟志願。
松村也說，現在我們跟台灣新創公司
有簽合約的已經有8家，其中有一家比
較幸運的是今年年初我們順利帶他們到
日本來落地，然後第4個月就已經被日
本一個知名大公司給併購了。如此我們
創造了一些未曾有過的快速的、順利的
合併，讓他們能夠在日本落地生根。
對於日本加速新創的發展，松村表
示，大家是說日本可能動作比較慢，但
是我是認為日本是比較謹慎一點，我們
台灣是比較隨和、迅速，所以日本的謹
慎加上台灣的迅速，我覺得可以做成更
大的效果。

（本文由玉山法律事務所提供）
2022年7月13日，東京地方裁判所民事第8部
的朝倉佳秀裁判長對東京電力公司舊經營陣的
4位取締役（董事）判了如下的賠償命令：
｢被告勝俣、被告清水、被告武黒、及び被
告武藤は、東京電力に対し、連帯して、13兆
3210億円及びこれに対する平成29年6月2日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。」
這其實是個刻意喚起社會反響的判決，據共
同通信社當天16點42分的報導，朝倉裁判長在
宣讀該判決之前，向媒體等傍聽席的在席人士
呼籲，「7カ月かけて書いた判決です。最後
までしっかり聞いてください」。看起來這位
裁判長有些個人理念希望藉這由這個判決傳達
給社會。
本文不解釋這個13兆3210億円判決的實質判
斷部分，不過該案件為所謂的「株主代表訴
訟」，因此借用這個案例，向讀者簡單介紹
「株主代表訴訟」。
「株主代表訴訟」的制度理念
「株式会社」（股份有限公司）為私人所有
的法人主體。因此其經營、營虧之歸屬皆為民
間事項，原則上不受國家管制。不受國家管制
的意思是，只要不觸犯外部的法律的話，法院
與行政機關都不會過問公司內部的事項，即使
公司內部訂了十分不公平的內部法，只要是依
內部法運作的話，國家都不會過問。不過，因
為「株式会社」是依公司法（会社法）而成立
的主體，如其經營方法、內容違反了公司法
（会社法）時，法律允許「株主」（股東）代
替公司向經營陣的個人（取締役）索賠。
因為股東只是代替公司索賠而已，所以賠償
金不是付給股東，而是付給公司。因此上述
的東京電力公司的判決寫的是「東京電力に
対し・・・13兆3210億円・・・を支払え」，
而不是「株主某に対し・・・1 3兆3 2 1 0億
円・・・を支払え」。換句話說，為此事件提
訴的股東，不是為了個人的私益，而是為了公
司所有相關人士的「公益」而提訴的。
「株主代表訴訟」的勝訴的要件定於公司法
423條1項（会社法423条1項），簡而言之，只
要是公司的董事（取締役）因為職務上的懈怠
而造成公司的經濟損失時，即可勝訴。

会会社法
第423条 取締役・・・は、その任務を
怠ったときは、株式会社に対し、これに
よって生じた損害を賠償する責任を負う。
「株主代表訴訟」的提訴權者
這個制度因為是公益性的訴訟，因此，即
使董事懈怠其職務時尚未成為股東的人，事
後取得股份成為股東之後，也可以提訴追究
已卸任董事的賠償責任。
「株主代表訴訟」的提訴費用
有提訴經驗的讀者大都知道，求償額度愈
高的話，提訴時要繳納給法院的印紙費用也
愈高。詳細公式定於「民事訴訟費用法」的
第3條。舉幾個實例來說:
・求償300万円→提訴時的印紙費為2万円
・求償3000万円→提訴時的印紙費為11万円
・求償30億円→提訴時的印紙費為70万2000円
明顯可知，求償額度愈大，提訴人需要事
先準備的費用也愈大。以上述東京電力公司
的案子來說，該訴訟的提訴人一共48人，而
提訴的求償額度高達「22兆円」。如果依上
述的費用計算方法的話，該案提訴時應繳的
印紙費高達「22億0060万2000円」。即使48
個原告平均分擔的話，每個人都要想辦法調
動約4500万円的提訴費用。
不過因為「株主代表訴訟」為公益性訴
訟，因此法律上也有特別的優惠。法律明
定，不論求償額度如何，提訴費用一律為1
万3000円（会社法847条の4第1項・民事訴
訟費用法4条2項），因此48位原告平均每個
人只要拿出271円即可提訴。
無薪董事的責任
坊間常聽聞「我只是掛名而已，也沒領薪
水，怎麼會有責任。」的辯解。這個說法是
完全錯誤的。
董事（取締役）與公司之間的契約關係屬
委任契約（会社法330条），而委任契約無
論有薪或無薪皆擔負所謂的「善管注意義
務」（民法644条）。日本法制上，因為無
薪而責任減輕的契約關係只有民事寄託契約
的無報酬受寄者而已（民法659条），如果
是商事寄託的話，即使無償也是應負「善管
注意義務」（商法595条）。

桃園市與銚子市簽友好協定
促進各層面交流

銚子市簽署儀式出席人員紀念合影

【千葉／綜合報導】桃園市政府於七月十一日與
千葉縣銚子市簽訂友好交流協定，雙方透過線上
的方式簽署，最初桃園市與銚子市因為市長鄭文
燦造訪犬吠埼燈塔及離岸風力發電廠，才建立起
連繫，未來希望除了燈塔交流外，也能在觀光、
漁業、體育、離岸風電等方面的交流合作。
這次的簽約包括日本台灣交流協會台北事務所
首席副代表服部崇、台北駐日經濟文化辦事處代
表謝長廷、副代表李世丙、銚子市議會議長地下
誠幸、千葉縣議員信田光保、宮川太、銚子市副
市長島田重信、銚子跳太鼓保存會會長宮崎義
政、銚子市國際交流協會副理事長梅津佳弘、日
本千葉台灣商會會長鍾幸昌等分別於桃園及日本
出席線上簽署儀式。
鄭文燦市長指出，銚子市是位於千葉縣的濱海
城市，是日本的三大漁港之一，也是日本離岸風
力發電的發源地，他在2019年8月曾率團訪問銚
子市，當時參訪了犬吠埼燈塔及離岸風力發電
廠，印象深刻；而桃園觀音區附近有永安漁港，
漁業發達，同時也是離岸風電的故鄉，許多離岸
風電設備的重要廠商都在觀音區，因此，兩市除
了燈塔交流，未來也將拓展觀光、漁業、離岸風
電等方面的交流合作。
此外，鄭市長也提到，銚子市的高中棒球隊在
甲子園聯賽中經常獲得優異成績，桃園的平鎮高
中也在台灣各種高中棒球聯賽中表現傑出，特別

是黑豹旗賽事，目前已創下三連霸記錄，未來
兩市也能推動棒球交流。
銚子市長越川信一表示，銚子市位於成田
機場東邊車程約1小時的地方，人口數約5萬
7,000人，擁有5項號稱日本第一的頭銜，包括
漁獲產量、高麗菜產量、犬吠埼燈塔參觀人
數、海鳥種類及日本太陽最早升起的城鎮。此
外，銚子市積極推動離岸風力發電，預計2028
年開始商轉營運，計畫設置31大型風車，預估
發電量可達39萬千瓦。
越川市長也說，桃園市觀音區與銚子市擁有
許多共通點，包括觀音的白沙岬燈塔與銚子市
的犬吠埼燈塔有同樣的磚造結構、兩地都發展
漁業及離岸風電，他曾於2019年1月造訪桃園
市，當時受到非常熱情的接待，同年8月，鄭
市長也率領桃園市政府團隊至銚子市參訪，兩
市針對燈塔、離岸風力發電設備進行視察及交
流，期待透過簽署友好交流協定，繼續深化桃
園市與銚子市、台灣與日本之間的友好關係。
台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷表
示，桃園市觀音區與千葉縣銚子市自2018年
起展開交流，就兩市觀光、燈塔等共通點，
進行許多交流活動，今日締結友好交流協
定，象徵兩市關係向前邁進一大步，期待未
來桃園市與銚子市能推動更多、更緊密的交
流合作。
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世華日本關西分會服裝走秀及慈善拍賣

展現魅力做公益

日本關西分會的姊妹們展現出世華女性的魅力

世華日本關西分會姊妹走秀

【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7月3日舉辦「世華服
裝走秀魅力100 台日親善義賣會」活動，邀
請世華姊妹們進行服裝走秀，並舉行慈善
義賣，共募得228萬日圓，並當場宣布捐贈
50萬日圓予僑委會「艱困地區僑校師資輔助
金」，活動在熱鬧歡愉、愛心滿溢的氣氛
下，順利圓滿結束。
活動由會長劉雯玲主持，名譽會長謝美
香、創會會長俞秀霞、輔導會長洪麗華、大
阪辦事處處長向明德及夫人周淑玉女士、僑
務秘書楊慧萍、神戶市議員上畠寬弘、東大
阪市議員野田彰子、日本台灣後援會會長陳
天隆、日本欣華會會長李忠儒等關西地區僑
領、神戶學園總長蔣惠萍、世華日本分會會
長紀秋美、朝日放送電視台社長山本普也伉
儷、世華姊妹及眷屬等約百餘人出席。
首先由世華姊妹齊唱「世華之歌」揭開序
幕，隨後在世華姊妹進行服裝走秀掀起一
波高潮，千紙鶴祝福則帶給現場來賓一股
暖意，續進行的慈善義賣，現場共募得228

萬日圓，並當場宣布捐贈50萬日圓予僑委會
「艱困地區僑校師資輔助金」，活動在熱鬧
歡愉、愛心滿溢的氣氛下，順利圓滿結束。
會長劉雯玲致詞表示，世華是一個可以創
造夢想、實現夢想的舞台，世華關西姊妹們
不僅多才多藝、有智慧且熱心公益，透過這
次活動不僅希望可以展現姊妹自信與團結的
力量之美，也希望以微薄的力量協助僑務並
為台日親善盡一份心力。
劉會長也感謝僑委會長期以來對海外僑胞
的關愛與僑團的協輔，因此，特別準備蛋糕
並將募得的善款撥出部分捐助僑委會「艱困
地區僑校師資輔助金」，作為祝賀僑委會90
歲生日禮物，也藉此支持僑教。
處長向明德則表示，世華日本關西分會雖
然成立到現在只有5年的時間，但世華姊妹
除了各自在商場上、職場上有傑出的成就，
更可貴的是在台日交流、社會公益上所做的
努力與貢獻。包括疫情期間多次捐贈防疫物
資、贈送便當熱食給西成區街友，力挺臺灣
農民採購臺灣鳳梨及香蕉分送給社福機構、

寒冬中在鬧區街頭舉辦捐血活動等等；不
僅可以促進臺日交流，也可以提升在日華
僑婦女的形象，對辦事處而言是很大的助
力，他也代表政府表達誠摯的感謝。
隨後由俞秀霞、洪麗華、上畠寬弘致
詞、謝美香領導乾杯，並由劉雯玲分別頒
發名譽顧問、顧問聘書予周淑玉及蔣惠
萍。緊接著活動進入第一波高潮，由世華
姊妹及部分大太陽(稱呼世華姊妹的先生)
分別以旗袍風華、絲巾巧配、魅力女神帽
及無限可能四個主題進行服裝走秀，現場
部分貴賓也受邀上臺走秀同樂。
結束熱鬧歡愉的走秀表演後，由劉雯玲
將世華姊妹親手摺的千隻紙鶴貼在裙襬
上，並偕俞秀霞及執行團隊獻上祝福與祈
禱，據說在日本會以摺紙鶴來換取祝福，
因此，藉此祈求疫情快結束，也祝福與會
貴賓平安、健康。
接著進行慈善義賣會，本次義賣作品
是由山本普也捐出已故畫家父親山本
敏雄10餘幅畫作及數本畫冊，包括陳天
隆、李忠儒、謝美香及俞秀霞等僑領均
共襄盛舉，現場共募得228萬日圓善款。
劉雯玲更當場宣布捐出50萬日圓予僑委
會「艱困地區僑校師資輔助金」，祝賀
僑委會90週年，由向明德代表受贈，另
捐出30萬日圓予「東大阪市母子寡婦福
祉會」，由野田彰子代表受贈，其餘善
款將適時運用在其他社福機構或弱勢團
體，活動歷時三個半小時，順利圓滿結
束。

盼達成理念發揚客家文化

大家開心合影留念

【東京／採訪報導】日本國際客家文化協
會於七月三日舉辦懇親交流會，吸引不
少人報名參加，希望透過懇親交流會來促
進大家的感情，會長岡村央棟也說，會持
續實踐日本國際客家文化協會的使命，達
成四海一家的理念，並將客家文化發揚光
大。
這次的懇親交流會是繼今年一月新年會
後，日本國際客家文化協會再度隨著疫情

緩和舉辦的活動，駐日代表處僑務組組長
謝延淙、副組長宋惠芸、板橋區議員長瀨
達也都出席共襄盛舉，乾杯儀式也由理事
長吉田夢花帶領大家一同乾杯。
會長岡村央棟表示，日本國際客家文化
協會的理念就是四海一家，要達成這個理
念，就有兩個使命要實踐，分別是發揚客
家文化，尤其是在日本，就是需要借助日
本人的力量，因此與其他僑會不同，日本

國際客家文化協會除了僑胞，也有不少
日本人參加，第二個使命就是促進台日
文化交流，從創會至今已經十八年，都
努力實踐著這個理念，持續將客家文化
發揚光大。
組長謝延淙則表示，今天很高興能參
加活動，比起上次的新年會，這次參加
懇親交流會的人數又更多，這也代表大
家認同日本國際客家文化協會的理念，
起希望大家能持續支持這份理念，並邀
請更多人一同參加，此外謝組長也提醒
大家，最近天氣越來越炎熱，需要留意
身體健康狀況。
雖然日本疫情已有所緩和，但還未完
全消滅，岡村會長也說，原本有計畫想
舉辦客家料理教室等活動，但因為疫情
的關係，必須考慮到大家的健康，只能
將活動推遲舉辦，也希望疫情能夠早日
結束，讓活動和交流都能擴大舉辦。

大阪地區海外搭僑計畫圓滿結束

臺灣青年表示受益良多

搭僑學員拜會大阪中華總會

搭僑學員與李世丙副代表及僑界青年們合影

【大阪／綜合報導】日本大阪地區「2022年
臺灣青年海外搭僑計畫」於6月17、18日及
7月13日展開3天的行程，分別前往拜會僑
團、僑校、僑商，列席僑社會議及共同參與
公益服務等，活動圓滿順利完成，學員對於
參與這次活動均表示獲益良多。
這次參與計畫的學員有京阪神地區的戴
嘉、劉子安、謝孟軒、向敏萱、羅鼎媛及王
韻媗等六位臺灣留學生組織幹部，行程內容
包含僑務見習、連結主流、僑青交流、職涯
發展及文化參訪等多元面向。
今年的搭僑計畫由日本臺灣商會聯合總會
辦理，6月17日上午安排六位學員拜會大阪
辦事處，處長向明德表示搭僑計畫可以增進
臺灣青年對政府涉外事務及僑務工作的認
識，他鼓勵學員畢業後不論是留日發展或學
成歸國，可以貢獻所長，成為臺日溝通橋
樑，並親自引導參觀各組及說明工作內容。

隨後由僑務秘書楊慧萍及教育秘書林育柔
陪同前往拜會日總理事經營的餐飲店並與數
位臺商餐敘交流。當天下午及6月18日學員
在楊慧萍及林育柔陪同下以及日總總會長俞
秀霞、秘書長上島彩等幹部帶領下，出席日
總在滋賀縣及京都府舉辦的「第十屆第二次
理監事聯席會議」、「十週年慶祝晚宴」及
「文化參訪活動」。
俞秀霞總會長特別在會中介紹僑委會搭僑
計畫，並鼓勵日總成員多與學員互動，學員
也藉機與前來參加活動的駐日本代表處副代
表李世丙、滋賀縣議員川島隆二交流合影，
輔導總會長陳五福也分享經驗提供建議，日
總幹部、理監事、青商也就旅日生活及事業
發展現況等與學員交換意見，學員均感獲益
匪淺。
7月13日在楊慧萍陪同下陸續拜會「大阪
日華親善協會」、「大阪中華學校」、「大
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世華日本關西分會傳遞溫暖
關懷在地弱勢與偏郷僑教

日本國際客家文化協會懇親交流會

岡村會長提到日本國際客家文化協會的理念－四海一家

綜合

阪中華總會」、臺商「日本聯合設計株式
會社」，分別由事務局長岸田妃佐香、校
長蔣燁、會長郭重信僑務顧問、社長廣川
啟智僑務顧問等人親自接待，雙方並就臺
日交流、僑團(校、商)歷史與現況、旅日
生活、未來職涯規劃等議題交換意見。
隨後一行人前往大阪市西成區，參與世
界華人工商婦女企管協會日本關西分會捐
贈便當公益活動，在會長劉雯玲等幹部帶
領下，學員協助發放便當予當地街友，街
友露宿街頭的髒亂環境與極度弱勢的處
境，雖然讓學員內心受到不小的衝擊，但
同時也感受到僑界回饋日本社會的愛心善
舉。
18日晚間學員前往拜會日本臺灣後援會
會長陳天隆僑務顧問經營的餐廳，同時見
證向明德代表頒發僑委會感謝狀予捐助電
腦支持僑教的僑務顧問洪麗華、世華日本
關西分會前秘書長鄭雅馨，以及頒發當選
證書予今年青商潛力之星得主胡智偉，
餐敘席間胡智偉介紹自己在日奮鬥發展過
程，陳天隆及洪麗華則鼓勵青商及留學生
未來可多參與僑社活動並貢獻一己之力，
餐會結束後也完成今年搭僑計畫。
六位臺灣留學生對本次能參與僑委會搭
僑計畫3天行程均表達感謝，並表示對政
府駐外單位及僑團運作有進一步瞭解，未
來有時間也會積極參與僑社活動。

世華日本關西分會前往 NPO 法人釜ケ崎支援機構「愛鄰屋」發放愛心便當

捐贈紀念合影

【大阪／綜合報導】世界華人工商婦女企管
協會日本關西分會會長劉雯玲率第一副會長
林伊曼、副會長王玲玲在東大阪市議員野田
彰子陪同下於七月十三日捐款給大阪地區三
間社服機構，同時也前往NPO法人釜ケ崎支
援機構「愛鄰屋」發送愛心便當。
這次受捐款的單位為「東大阪市社會福祉
協議會」捐款予「東大阪市母子寡婦福祉
会」、「東大阪市ふたば里親会」及「障害
兒の親の會-大阪手を繋ぐ育成会」，三間
社福機構會長和理事長都親自出席受贈，並
感謝來自旅日僑胞的愛心善款，大阪辦事處
副處長張永賢偕僑務秘書楊慧萍，以及東大
阪市社會福祉協議會常務理事樋口峰夫受邀
出席見證。
同日，世華日本關西分會也前往大阪市西
成區，發放230個便當予夜晚住宿在NPO法
人釜ケ崎支援機構「愛鄰屋」及露宿騎樓的
日雇勞動者，這些勞動者多數連向政府申請
低收入戶津貼的基本條件都不符合，至於
日雇工作一個月僅有約2、3萬日圓的微薄收

入，因此，提供三餐溫飽對他們而言是最直
接、最實際的幫助。
此外僑務秘書楊慧萍也特別帶領僑務委員
會搭僑計畫6名學員一同協助發放便當，並
說明多年來慈濟志工每月定期煮熱食、僑團
不定時發送便當物資予這一群極為弱勢的民
眾，期望透過關懷弱勢、回饋日本社會。
世華日本關西分會於日前舉辦「世華服裝
走秀魅力一百 臺日親善義賣會」活動，會
中義賣「朝日放送電視台」社長山本晉也所
捐贈畫家父親山本敏雄生前所作畫作及畫
冊，僑界發揮愛心響應義賣共募得228萬日
圓善款，活動當天劉雯玲也當場宣布由善
款中撥出50萬日圓捐贈僑委會「艱困地區僑
校師資輔助金」，以祝賀僑委會成立90週年
慶。
會長劉雯玲表示，義賣活動因為結合臺日
力量才能順利募得許多善款，秉持世華宗旨
「心懷世界，關照地球每個角落」，一定會
妥為運用善款並發揮最大效益，不辜負山本
社長及僑界的一番美意。

關西地區僑界急難救助協會年度大會
為疫情後做好準備

會議紀念合影

【大阪／綜合報導】日本關西地區僑界急難
救助協會於七月一日舉行2022年年度大會暨
懇親餐會由會長魏禧之主持、副會長洪里勝
信、謝美香及理事約20人與會，駐大阪辦事
處處長向明德、副處長張永賢、僑務秘書楊
慧萍、僑務委員俞秀霞及林裕恆、四國華僑
總會會長上島彩等人亦應邀列席。
會長魏禧之表示，隨著疫情逐漸緩和，接
下來會有越來越多台灣觀光客來到日本，明
年留學生也會大幅增加，各地區的僑團都需
要做好準備，同時也要考慮各式各樣的問
題，如果大家有什麼意見的話，也很歡迎來

跟事務局聯繫。
處長向明德則表示，海外的僑胞就是國家
強而有力的後盾，也是推動台灣在國際上前
進的原動力，而大阪辦事處館的區域含括2
府18縣，範圍非常廣泛，但人員有限，必須
依賴僑界急難救助協會的力量，期望未來能
持續透過僑界急難救助協會在當地的影響
力、人脈、資源，協助辦事處處理急難救助
案件。
這次日本關西地區僑界急難救助協會討論
議題包括協會成員替補，以及擴大邀集其他
僑會派員參與，同時也報告了近兩年處理急
難救助案件經驗分享，另外也預計在今年下
半年舉辦AED心臟電擊器講座等事，隨後的
懇親會由大阪中華總會會長郭重信帶領乾
杯，僑務委員林裕恆致閉幕詞。
「日本關西地區僑界急難救助協會」成立
於2019年2月，成員是由關西地區各僑團遴
薦代表組成。近幾年來因免簽證、距離近、
密集的台日航班等，使得日本一直是台灣人
出國旅遊的首選，台灣旅日觀光人次也大幅
增加。

大阪辦事處攜手華文教室辦國畫研習營
體驗畫荷感受水墨畫之美

眾人拿作品合影留念

【福井／綜合報導】大阪辦事處僑務課結合
福井縣「中文工房福蝶」於七月三日首度舉
辦國畫研習活動，邀請福井縣著名書法家暨
畫家石田吉啓先生現場揮毫示範畫荷，以及
羅婷婷老師教導蓮花等相關華語文教學，不
僅增進，對於第一次接觸的人都覺得非常有
意義。
活動透過石田吉啓先生仔細教導參加者當
場畫荷，讓大家藉此體驗感受水墨畫之美與
樂，石田先生也提議大家共同合作完成「前
人種樹 後人乘涼」書法作品；另由羅婷婷
老師介紹蓮花所代表的意寓並進行簡單華語
文單字教學。由於這次的參加者都是首次體
驗畫荷，大家對於透過畫國畫、寫書法，增

進台日交流以及進一步認識中華文化之美都
覺得非常有意義。
「中文工房福蝶」負責人羅婷婷從事華語
文教學20餘年，旅居福井縣多年，多次獲邀
參與當地國際文化交流活動，積極推展中華
文化，她表示，很高興再次獲大阪辦事處僑
務課邀請協助承辦文化研習營，由於荷花自
古就受到人們的喜愛，有潔身自愛、不同流
合污的涵義，因此特別邀請石田先生以荷花
為主題進行示範教學。
此外，羅婷婷提到，配合宋朝哲學家周敦
頤的「愛蓮說」及「畫蓮」解說蓮花，也能
讓參加者進一步認識古詩詞，只是礙於場地
限制無法開放更多的人現場參與，但示範
畫荷的教學影片已放在「僑委會在大阪」
FB，歡迎有興趣者可隨時瀏覽。
大阪辦事處僑務課為推廣中華文化，今年
結合僑委會備查僑校教師已辦理多場搭配春
節、元宵節、端午節民俗文化在地研習活
動，引起熱烈迴響，不僅讓旅日僑胞一解鄉
愁，也讓日籍友人更進一步了解華人民俗文
化節慶，並有助促進臺日交流，今年將陸續
再辦理臺灣茶道線上文化研習營及中秋文
化研習活動等，希望讓更多的人認識認識臺
灣、喜愛臺灣。
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