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TOPIC

台湾が旧正月を迎えた２月６日の未明、台
湾南部を中心にマグニチュード６．４（中央気
象局の発表）の地震が発生した（以下：台
湾南部地震）。震央は台湾南部の高雄市美
濃区だったが、一番被害を受けたのは台南
市の中心部だった。台南市ではビル９棟が
全壊、５棟が傾くなどして、台南市全体で
５００人以上が負傷、１１７人が死亡する惨
事となった。このうち同市の永康区では地上
１６階、地下１階のビル「維冠金龍大樓」が
倒壊し、生き埋めになるなどして死者１１７
人中、１１５人が同ビルの倒壊により死亡し
た。

東日本大震災の際に世界一の義捐金を寄
付した台湾で起こった台湾南部地震での被
害は、日本メディアでも大きく取り上げられた。
しかし、その取り上げ方は最大の被害をうけ
た「維冠金龍大樓」の倒壊の様子に集中して
おり、ニュースをみた日本各界からは、台南

このたび台南市近郊で発生した地震で被災されました方々、ご家族、そして関係する全ての皆様に心より哀悼の意を表します。また、災害救助に当たら
れた皆様の尽力に深く感謝いたします。台湾新聞社一同、一日も早く復興する様心より念じております。これまで皆様から義援金や心温まるメッセージなど、
多くの援助そして心配する声、励ましの声が台湾新聞社に届いております。この気持ちは必ず台湾へ伝え、これからも絶える事のない日台の絆を深めて参
ります。 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　台湾新聞社

全体に同ビルのような被害がでているのでは
ないかという懸念が広まり、「今こそ台湾へ東
日本大震災でうけた恩を返すべきだ」と言わ
んばかりの義援金や支援、お見舞いのメッ
セージなどが相次いだ。

台湾メディアによると、台南市政府観光局
の王思詩局長は１１日、「台湾南部地震の後、
交通や断水などの被害は免れなかったが、
交通は正常に回復しており、断水も１３日に
は全面的に修復する予定だ。その後、元々
の観光ブームが復活することが期待される」と
した上で、「このほどの震災では、『維冠金龍
大樓』に被害が集中している」と現地の状況
を説明したという。

また、台南親善大使の一青妙さんは９日、
台南の状況を把握するために台南を訪問。
同市内の視察を終え、一青妙さんは文面で

「現場で感じたのは、被害者への支援の気
持ちは台南にも充分に届いているという事だ。

このため、物資や義援金を送ることの初期の
目的はすでに達成したと考えている。これか
らは『次のステップ』、すなわち日本人が台南
を訪れ、台南を楽しみ、台南の人たちが思っ
ている『台湾は地震後も変わっていない』と
いう気持ちに応えることが、今後の最大で最
良の支援になるのではないかと思う」と記し、
理解を求めた。

ニュースを見て台湾の被害を知った安倍
晋三首相は地震発生後すぐの６日午前、馬
英九総統にお見舞いのメッセージを送り、「亡
くなられた方々へのご冥福を心からお祈りす
るとともに、被害に遭われた方に対し、心か
らお見舞い申し上げます」と述べた上で「この
困難な時に日本は台湾に必要な支援を何で
も供与する用意があります」と伝えた。また、
菅義偉官房長官も８日、記者会見で災害救
助と復旧・復興に向けて日本政府として台湾
赤十字などに１００万米ドル規模の支援を行
うと表明。「困難に直面する台湾の方々を支
援する。現地の情報や台湾側のニーズを総
合的に勘案し、迅速に対応したい」と同時に

「亡くなった方々のご冥福を祈り、負傷者の
一日も早い回復をお祈り申し上げる」と語っ
た。現地での情報収集や台湾側のニーズを
総合的に勘案した上で、具体的な内容と金
額が２３日、決定され、結果的に１２０万米
ドルの緊急無償資金協力を行うとした。

また２月中、衆参両議員らや地方政界の
市長及び議長のほか、民間企業、芸能人か
らの義援金や支援なども毎日のように報告さ
れた。このほか、セブンイレブンやファミリー
マートなどコンビニでの募金箱設置、無料ア

プリ「ＬＩＮＥ」のチャリティースタンプ「Ｐｒａ
ｙ Ｆｏｒ Ｔａｉｗａｎ」の販売、日本各所での
イベント内・街頭での募金活動など、様 な々
形で多くの声が台湾南部地震の被災地に届
けられた。

日本からの支援を受け、台南市の頼清徳
市長は１１日、日本政府と安倍晋三首相に
対して謝意を示した上で、日本の人 の々迅速
な援助に台南市民を代表して感謝するとコメ
ント。さらに、台湾メディアによると頼市長は
２２日、被災された方々に対する各界からの
義援金が３５億元（約１１８億円）となり、支
援や復興に十分な金額に達したとして感謝の
意を表明するとともに、これ以上の募金は不
要だとの認識を示したという。これらの額に
は海外分は含まれておらず、今後も海外から
の義援金は受け付けている。

台北駐日経済文化代表処（以下：代表
処）によると、代表処に直接持ち込まれた
義援金と、口座に振り込まれた義援金を
合わせた額は２９日までの時点で５１７５万
円を超えたという。また、台湾南部地震緊
急支援募 金（Yahoo! 基金 ）に
は、１億２６００万円以上の義援
金が振り込まれ、さらに日本赤
十字の広報担当者によると、日
赤には２月２６日の時点でおよそ
１億６７００万円以上の義援金が
口座に振り込まれたとしている。

日本各界によるこの一連の支援
は、東日本大震災で多くの支援を
送ってくれた台湾への恩返しの気
持ちの表れなのだろう。東日本大
震災から５年がたった今、日本と
台湾の友好関係は確固たるものに
なっているようだ。

台湾南部地震の被害をうけ、俳
優の永瀬正敏さんは２月１９日、被
害が集中した同市内の「維冠金龍
大樓」の倒壊現場を訪れ献花し、
犠牲者に哀悼の意をささげた。永
瀬さんが出演した日本統治時代
を舞台にした台湾映画「KANO 
1931海の向こうの甲子園」では台

南付近での映画撮影も
行っており、台南市政府
観光旅遊局によると、永
瀬さんは『「KANO」出演
時に多くの台湾人にお世
話になった。今回の震災
には非常に心を痛めてお
り、現場を訪れて被災者
のために祈りたいと思って
いた」と語ったとしている。

また、永瀬さんは同日
午前に台北市で開かれた

「台湾ツーリズムアワード」（台湾
観光貢献奨）の授賞式に参加。同
式でも台湾南部地震に触れ、「今だ
からこそ多くの人々に台湾に出かけ
てもらい、台湾の素晴らしさを体感
してほしい」と述べた。

各地で台湾南部大地震に対する街頭募金活動が行われた

今こそ台湾へ恩返しを！～日本から台湾南部地震被災地へ、支援相次ぐ～

俳優・永瀬正敏さんが倒壊ビル前で犠牲者を哀悼

日本語版

●台北市・柯文哲市長、就任後初訪日� ２面
●台鉄×京急　友好鉄道協定締結１周年で成果を確認� ３面

中国語版

●日僑最高顧問羅王明珠辭世享壽９３歲　僑界不捨送最後一程���１面
●台北市長柯文哲訪日考察市政　互留聯絡窗口促交流 � ６面
●台灣跑者國旗上身參加東京馬拉松� ８面

日本各界、多様な
方法で台南にエール

−台湾南部地震の被災地に関して−

１番の被害を受けた維冠大樓（提供：中央社）

ビル倒壊現場で献花する俳優の永瀬正敏さん

２４時間テレビチャリティー委
員会は、日本赤十字社を通じて
台湾に５００万円の救援金を贈
呈した。左から台南出身歌手の
ジュディ・オングさん、日赤の総
務局組織推進部・成田裕資部長、
日本テレビ放送網の執行役員事
業局・中山良夫局長

　台南市の頼清徳市長（手前）
と抱擁を交わす石川県日華親善
協会の長井賢誓会長（奥）。同
会一行は台南を訪問し、義援金
を贈呈した。（写真提供：台南
市政府）

　「台湾を応援する会」は神楽
坂駅付近で街頭募金活動を実
施。同会のキャラクター・タイ
ワンダー☆も駆けつけた。同会
は３月４日に台南を訪問し、集
まった義援金を台南市の頼清徳
市長に贈呈する予定。（３月２
日現在）

　日華議員懇談会の古屋圭司
幹事長（左４）と衆議院の岸信
夫議員（右２）らは台北駐日経
済文化代表処を訪問し、沈斯淳
代表（右３）に義援金２００万
円を贈呈した。
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オンライン予約にて航空券をご購入の際、「ISFTP9」
をご入力いただくだけで、10％の割引を受けられます。

www.evaair.co.jp
※本キャンペーンは
2016 年 3 月末までの
出発が対象となります。

日 本 各 界 か ら の 支 援
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台北市の柯文哲市長は１月２４日より３０
日まで、市長就任後初めて訪日した。同市
交通局、衛生局、消防局、体育局、社会局、
文化局それぞれの局長および市議会議員ら
約３０人の訪日団とともに、東京、横浜、大阪、
香川（直島）を視察した。

柯市長一行は期間中、東京都の舛添要一
知事や前大阪市長の橋下徹氏、香川県の浜
田恵造知事らと会談したほか、衆議院及び
参議院、東京都議会、大阪市議会、横浜
市庁を表敬訪問して、それぞれ議長、市長
らとの会談を通じて外交した。

台北に帰国後、柯市長は現地メディアに
対し、「外交や市政面で多くの成果があった。
引き続き交流を強化し日本に学びたい。活発
な都市外交を展開し、将来的には専門の窓
口を設置して情報の円滑なやり取りができれ
ば」と成果と課題を述べた。

また、柯市長は今回の訪日目的の１つに、
東京オリンピックの五輪の準備状況などの
視察を挙げた。これはセキュリティー対策や
交通、会場に関する計画について理解を深
めるためで、１７年に開催されるユニバーシ
アード台北大会の参考にしたいとの考えであ
ると表示した。このため、27日の東京での
２０２０年東京五輪・パラリンピック組織委
員会の森喜朗会長との面会では、東京五輪
とユニバーシアード台北大会の準備について
意見交換したほか、東京臨海広域防災公園
の視察も敢行した。さらに、２５日には東京
都災害対策本部の訪問を行い、災害対策に
ついての説明を受け、翌26日には東京ドー
ムを視察するなど、連日にわたり積極的な姿
勢だった。また、２７日には千葉県柏市にも

足を伸ばし、柏地域医療連携センターや高
齢者対策のモデル地域となっている豊四季台
団地を視察した。

台北市の柯文哲市長は訪日５日目の１月
２８日、台北市とパートナー都市を結ぶ横
浜市を訪れ、横浜市庁にて林文子市長と面
会。両市とシティネット横浜プロジェクトオフィ
スの間で防災面での連携強化を図る協定を
締結し、台北市が主催する第９回シティネッ
ト防災クラスター会議を行う事などで合意し
た。

柯市長は、「横浜市とは、２００６年にパー
トナー都市を締結し、今年で１０年を迎える。
この１０年の間にスポーツ面や文化面でも多
くの交流があり、両市の関係は特に親密だと
言える。また、横浜市は、歴史的建築物が
あり、現在と過去が上手く程よく合わさって
いる魅力的な都市で、この点は台北市が見
習う立場である。２０１７年台北市ではユニ
バーシアードを開催する。その際にはぜひお
越しいただきたい。また、横浜と台北はとて

柯文哲市長は１月２６日、ホテルオークラ
東京で「台北ナイト」と題した交流会を行い、
出席した日本の政界や文化界、在日華僑界
の重鎮らと親交を深めた。会場には、来賓と
して衆議院の岸信夫議員や秋元司議員、台
北駐日経済文化代表処の沈斯淳代表、森美
術館の南條史生館長らの姿も見受けられた。

柯市長は挨拶で「日台間では非常に密接
な交流があり、お互いに学ぶことも多い」とし
たうえで、「日本は、すでにオリンピック開催
経験を持ち、また、２０２０年のオリンピック
開催に向けて準備も進められている。台北市
では２０１６年にワールド・デザイン・キャピ
タル、そして２０１７年に台北世界大学運動
会が開催されるので、日本の経験や交通面
などを参考にさせていただきたい」と、今回
の日本視察の目的を説明した。

また、岸議員は「私は１年に１回ほど台北
を訪れるが、毎年町の様子が変わってきてい
ると感じている。市長には強いリーダーシッ
プを持って前進してほしい。また、東京も
２０２０年のオリンピックに向けて日々変化し
ている。お互いに未来に向かっていい街づく
りが出来るように、我 も々努力していきたい」
と期待を述べた。続いて挨拶した沈代表は、
日台間の地方自治間の交流が盛んに行われ
ている事に言及。「昨年、日本の１６人の知
事及び８人の副知事が台湾を訪問しており、
台湾からは１８人の地方自治体のトップらが
訪日している。今回の柯市長の日本視察にお
いて、台北と東京、横浜、大阪の交流関係
が促進することを祈っている」と述べた。

同会ではこのほか、台北で開催予定のワー
ルド・デザイン・キャピタル及び台北世界大
学運動会の紹介ビデオが流されるなど、来
場者の理解を深めた。

も近い距離であるので、それ以前にも台北に
来ていただければ幸いだ。その際には最高の
おもてなしで迎えたい」と述べ、横浜市とのさ
らなる友好関係を期待した。

これに対し林市長は、「今年はパートナー
都市１０周年記念なので、ぜひお伺いしたい
と考えております」と訪台への希望を述べた。

また、柯市長一行は林市長との面会前、
横浜市議会を訪れ梶村充議長、加藤広人副
議長及び日華親善横浜市会議員連盟の森敏
明会長、横山正人副会長、仁田昌寿副会長
らとも面会。今後、議員同士の交流をさらに
密接にしていく意向を相互で確認した。

洋蘭、東洋蘭、日本の蘭など世界各地よ
り様々なジャンルの蘭を一堂に集めた「世界
らん展日本大賞２０１６」が２月１３日より１９
日までの７日間、東京ドームで開催された。
台湾からは台大蘭園、億晟蘭園、清華蘭園、
オーチス農業開発、ココアオーキッドファー
ムの５社が出展した。

蘭のデパートと呼ばれるなど、豊富に蘭の
種類を取り揃えている彰化県の台大蘭園は、
今年の目玉商品として、申年にちなんだ「リト
ルモンキー（小猴子）」という黄色にピンクの
斑点が特徴の小振りな蘭を推した。リトルモ
ンキーは胡蝶蘭で、やや暖かめ（15℃以上）
を好み、冬は室内の暖かい場所で、5月下
旬から9月下旬まではベランダなどの戸外で
管理する品種。贈り物に選ばれることも多い
事で知られる。同社の頼永翔さんは、「日本
のらん展は世界でも３本の指に入るほどの大
規模な展示会だ。台湾の蘭を日本、そして
世界の皆さんに知って頂き、全世界に輸出

出来るように事業を拡大していきたい」と豊富
を語った。

一方、台南で蘭を栽培しているオーチス農
業開発会社・海外営業部日本担当の呉吉容
さんは、２月６日未明に発生したマグニチュー
ド６．５の台湾南部地震の影響で、蘭栽培の
温室が倒れ、日本に持ってくるはずだった蘭
の花が破損し、今年の同展では蕾での販売
が比較的多くなってしまったという。しかし、
品質に問題はなく、１２日に行われた関係者
向けの内覧会には日本人の根強いファンらが
詰めよっていた。

また、清華蘭園は日本市場の不景気を踏
まえ、高額な蘭を最小限に抑え、お手頃な
値段で購入できる蘭を取り揃え出展するなど
の対応をしたという。

なお１２日に行われた関係者や報道向けの
内覧会には、台北駐日経済文化代表処の沈
斯淳代表夫妻も来場し、世界の蘭を堪能し
た。

一時間二十分の飛行時間で海外に行
ける身近な国「台湾」。これまで何度も訪
問しましたが、今回は那覇日台親善協会
の十五名の役員・理事と共に、１月２１日
から１月２３日の２泊３日、台北を中心に、
那覇日台親善協会の会員２５０人余の今
後の親善交流が活発に活動できるようにご
挨拶をして参りました。訪問先となる各機
関との日程調整を、台北駐日経済代表処
那覇分処処長　蘇啓誠様のお計らいで今
回の訪問が実現しました。訪問先での熱
烈な歓迎を受け、感謝と今後の交流に大
きな期待を持つ事ができ、参加者一同趣
旨に沿った親善交流の実現を図る確認を
致しました。

訪問初日は、中琉文化経済協会の蔡雪
泥終身名誉理事長の功文文教機構で展示
を観賞、蔡雪泥先生の台湾全土に広めた
教育の重要性の功績を垣間見る事ができ
ました。中琉文化経済協会の趙文瑜理事
長は、家庭と仕事を両立させながら、教
育と経済発展に奔走して居られる姿に敬服
しました。

１日目は、日台親善協会の母体の、台
日文化経済協会の訪問では、会長はじめ
役員理事とお会いし、日本各県が台湾と
親善交流を三十年前から進めて居られる
事に驚きを感じました。

外交部亜東太平洋司総領事回部辦事
の李明宗様や東亜関係協会の皆様との懇
親会では沖縄と台湾の話題で盛り上がり、
台湾のおもてなしに感無量の時を過ごしま
した。午後は台湾琉球協会の会長で桃園
市政府の 鄭文燦市長と市部局長の幹部
の皆様の玄関でのお迎えには感激いたしま
した。

明石元次郎顕彰会の役員らは１月３１日、
池袋の東明飯店で開いた新年会で、５月２０
日の蔡英文次期総統就任式典に向け、同会
が一般社団法人化に着手していると発表し
た。一般社団法人設立後に理事長に就任予
定の渡辺隆氏は、一般社団法人化は「明石
元二郎氏を一生にかけて讃え、顕彰してくた
めの試み」と設立理由を説明した。なお渡辺
氏は、桃園市顧問の盧孝治氏に対し、すで
に同会として１０人〜２０人以内の蔡次期総
統就任式典への招待状の発給を依頼してい
る。

同会は、台湾第７代総督で台湾の金融や
電力、教育に貢献した故・明石元二郎氏の
顕彰及び日台間の交流を目的に、５年前に
日台交流同友会から派生した組織。日台交
流同友会としては、８年前の陳水扁総統就
任式典の際も訪台し、現地で国民党から民
進党への政権交代を見届けた。

蔡氏が総統に当選してすぐに祝電を送っ
たという同会の相談役で明石元次郎氏の

２時間ほどの懇談で桃園市の経済・人
材育成・スポーツ等市政運営を拝聴し、
二百七十万人余の人口を幸福で活力ある都
市づくりと市民のためにより良い生活環境づく
りを構築することは、私共沖縄と共通する事
に感銘を受けました。その後、夕食懇談会
では台湾琉球協会の皆様と今後の沖縄と台
湾の交流について意見交換を行い、有意義
な時間を持つ事ができました。

台湾訪問から３日が過ぎ、台湾との親善
交流をどのように進めていくか理事の各部会
長会議を持ち、今後の活動の方向性を協議
しました。

台湾訪問の余韻も冷めぬ間に、２月６日、
台湾南部の地震で多くの尊い命が奪われま
した。犠牲になった方 の々ご冥福と被災者の
回復を心より願っております。３月２１日には
日テレ・ベレーザの試合では多くの皆様に観
戦してもらい、台湾南部地震チャリティとして
皆様の善意を一緒に届けたいと思います。多
くの皆様のご協力をお願いします。

那覇日台親善協会の趣旨は、青少年、ス
ポーツ、文化、学術、そして観光・経済の
分野で親善交流の促進を図ることを目的とし
ております。

沖縄が好き、台湾が好きな皆様のより良
い交流を進めましょう。

孫にあたる明石元紹氏は、「（今回の蔡政
権誕生は）台湾にとって大変な事だ。台湾
人として、台湾で主導権を握るために努力
した人の中には、すでにお亡くなりになっ
た方もいる。（今年は）その方々に是非見て
頂きたかったお正月だと思っている」と述べ
たほか、「国際関係は非常に複雑だ。民進
党は、実を取るようにすれば良い。民進党
は国民党に比べると純粋で策略的でないと
ころが有り、苦労なさると思うが、今度の
蔡総統はしっかりした人物なので期待したい。
また『自分たちは台湾人で大陸の人とは違う
のだ』ということを中心に活動して頂きたい」
と語った。

一方、同会に参加した元衆議院議員の中
津川博郷氏は、「今、台湾は先日の選挙によ
り大きく変化し、発展している。民進党との
関係が深い私としては毎日ワクワクしている。
早く日本の若者も（新政党の）時代力量の若
い議員らの様に活動し頑張ってもらいたいと
思う」と述べていた。

新年会はこのほか、板橋区議会の高沢一
基議員、「明石元二郎の生涯」著者の清水克
之氏、台湾と桜海老産業のビジネスなどを行
うジェイエムの堤真人社長なども出席した。

明石元二郎氏は、総督在任中、台湾電力
の設立や水力発電事業を推進したほか、日
本と台湾が均等に教育を受けられるよう法の
改正などを行うなど、多くの実績を残した人
物としても知られている。

台 北 市・ 柯 文 哲 市 長 が 就 任 後 初 訪 日

台北市と横浜市が
防災面でのＭＯＵを締結

「台北ナイト」で各界重鎮らと交流

世界らん展に台湾５社出展。申年にちなみ「リトルモンキー」が目玉

台湾訪問を終えて < 寄稿 >

明 石 元 二 郎 顕 彰 会 が 蔡 次 期 総 統 就 任 に 向 け 一 般 社 団 法 人 化 へ

両市とシティネット横浜プロジェクトオフィスの
間で防災面での連携強化を図る協定締結

左から清水克之氏、明石元二郎氏の孫・明石
元紹氏、元衆議院議員の中津川博郷氏、明石
元二郎顕彰会事務局長の不破光一氏、次期理

事長の渡辺隆氏 那覇日台親善協会、訪台

台北駐日経済文化代表処の沈斯淳代表（右２）
夫妻も参観

申年にちなんだ蘭のリトルモンキー

那覇日台親善協会　会長　伊藝美智子

経営不振に陥っている大手電機メーカー
「シャープ」（高橋興三社長）は２月２５日、
大阪市阿倍野区のシャープ本社で臨時取
締役会を開き、台湾の「鴻海（ホンハイ）
精密工業」（郭台銘会長、以下：鴻海）に
よる総額７０００億円規模の支援案を受け
入れ、鴻海の傘下入りを決めた。しかし、
鴻海の郭会長は同日の夕方、前日に受け
取った３０００億円超の偶発債務などのリ
ストの精査に時間がかかるとし、正式な契
約を先延ばしにした。

シャープは当初、昨年秋より複
数社との協議を同時並行させてい
たが、このなかで国と民間が作る官
民ファンド「産業革新機構」と鴻海
の提案が経営課題の解決に資する
と判断し、この２社に絞り協議を進
めていた。産業革新機構案では再
生に時間がかかり、金融機関から
の賛同を得るのも難しくなるとの見
方を強め、一方の鴻海側からは約
６５００億円という巨額の出資提案
及び関係者からの具体策の提示な

鴻海は台湾に本社を置く電子機器の製
造を請け負うサービスの世界最大手。郭
台銘会長が１９７４年に設立。iPhone な
ど、Apple 製品の部品を手がけており、
フォックスコンのブランド名で知られる。各
国から電子部品を仕入れ、安価に製品を
組み立てる手法で成長。日米の大手電機
から、スマートフォンやテレビ、ゲーム機な
どの生産を受託している。もし、シャープ
の買収が実現すれば、優れた液晶パネル

どが合理的とした点をシャープ側は評
価。この結果、多くの支持を得ることが
できシャープに選ばれた。

このほどの契約延期について日本メ
ディアは、シャープの高橋興三社長が
２６日、郭会長が滞在している中国で
会談を行い、１〜２週間の延期で合意
したと見られると報じた。同報道に対し、
シャープは２９日、台湾の鴻海による支
援をめぐる協議について期限は設定して
いないとのコメントを発表。シャープは、
鴻海と可能な限り早期の最終契約締結
を目指し、協議を進めていくとした。

一方台湾メディアによると、鴻海側の
調査団は２９日、大阪のシャープ本社
に向かった。調査団には、鴻海の各事
業部の担当者、財界関係者、顧問の
JPMorgan、法律顧問などが含まれて
おり、何組かに分かれて事細かに調査

した。調査２日目の３月１日、鴻海内部の関
係者はこのほどの調査について、「まったく答
えがでない」と話したという。

なお、鴻海とシャープは２０１２年も出資
交渉を行っていたが、シャープの巨額赤字発
表に伴う株価下落を受け出資条件の見直し
が迫られた経緯がある。今回も２０１２年と
同じ結果となってしまうのか、今後の動きに
日台双方から注目が集まる。（３月２日現在）

技術を取り込めるほか、EMSとして悲願だっ
たとされる最終製品のブランドを自ら持つこと
になる。

鴻 海 と シ ャ ー プ 、  
　 　 揺 れ る 買 収 交 渉

鴻海の郭台銘会長（提供：共同社）

シャープの高橋興三社長（提供：中央社）

（提供：中央社）

《 鴻 海（ ホンハイ）精 密工 業 》

台北市の柯文哲市長（左３）、 
東京都の舛添要一知事（右２）と面会
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台湾からのインバウンド客増を図るため、
様 な々取り組みを計画している福島県二本
松市は１月２９日、２月１２日、１６日の３回、
福島県二本松市の市役所で「台湾をたくさ
ん知ろう講習会」を開催した。

講師には元公益財団法人交流協会台北
事務所文化室の文化担当官で、現在豊島
池袋行政書士事務所の特定行政書士であ
る呉宗俊氏が務め、講習会は約３時間に
渡った。題材は「台湾とはどういう場所な
のか」、「３１１東日本大震災での台湾から
福島県への支援について」、「日本と台湾の
文化の違い」、「台湾の方を迎え入れる際に
使う中国語」などで、多くの二本松市民に
向けて台湾に対する理解を深める事を目的
とした。

台湾交通部台湾鉄路管理局（周永暉局
長、以下：台鉄）と京浜急行電鉄（原田
一之社長、以下：京急）は友好鉄道協定
締結1周年を迎えた２月２６日、羽田空港
国際線ターミナル駅２階到着ロビー階改札
内連絡通路に「台湾・台鉄 PRブース」を
設置して祝し、台湾・台鉄観光ＰＲパネル
の除幕式を行った。式典には原田社長を
はじめ、京急の関係者及び台湾からこの日
に合わせて来日した周局長ら一行、さらに
羽田空港国際線ターミナル駅の係員である
人型ロボット「Pepper」も参加した。日本
語と中国語両方で挨拶するなど、両社の
友好協定１周年に華を添えた。

周局長は同式で、「台北駅にも同様の京
急ＰＲパネルを昨年より設置しており、よく
お客様が足を止め、食い入るように観賞し
ているのを目にする。今回、羽田空港国
際線ターミナル駅に設置したパネルも、多
くの旅客の方々の目にとまり台鉄と京急の
コラボレーションの素晴らしさを発信でき
るだろう」と期待した。

また原田社長も、「１年間で様 な々取り組

群馬県の富岡製糸場が世界遺産に登録され、登録
前の平成２５年の入場者数314,516人に対し、登録
後の平成２６年は1,337,720人と大幅に増加している

（JTB 中部松本支店調べ）。この世界遺産登録の追
い風を受け、「絹・シルク」への関心度の高まりを契機
に、長野県の駒ケ根市を主体に、岡谷市、諏訪市、
下諏訪町、辰野町の５市町で現在、「信州シルクロー
ドを核とした広域観光連携事業」（以下：同協議会）
に取り組んでいる。国の地方創生交付金を活用し、外
国人観光客を主なターゲットにしているもので、参加す
る自治体は、富岡製糸工場と同様のシルクロードや絹
関連施設を観光資源として推奨している。

同協議会は、台湾系観光客及び欧米系観光客を
ターゲットに信州シルクロード広域観光周遊ルートの
開発及びモニターツアーの実施を計画している。同協
議会によると、同５市町では近年、台湾人観光客が
増加傾向にあり、この結果から海外観光客の中でも特
に台湾人をターゲットに設定した、としている。ツアー
を具体化させるため２月１５日、長野県の岡谷市役所
で信州シルクロード広域観光周遊ルート開発会議を開
催。会議では意見の偏りを回避するとともに、新たな
アイディアを取り入れるために選出された自治体関係者
や地域の観光協会、旅行エージェント、地域の学生、
シルク関係者、外国籍の委員らが集まり、より良い観
光周遊ルート開発に向けた協議が行われた。

唯一の外国人委員として選出された台湾新聞社の
錢妙玲社長は、同会議で「観光として重要なのはやは
り食。信州はソバと味噌が有名なので、『美と健康』を
テーマにしたツアーも出来るはず。また、久保田織染
工業株式会社の、『糸から着物が出来るまでの工程を
見学することが出来る』という体験は台湾人にとってと
ても興味深いと思う」と台湾人ならではのアイディアを
提案した。このほか、「シルクロードという名前は中国を
イメージしてしまう。ネーミングをもう少し考えた方が良

「 台 湾ランタ
ンフェスティバル

（台湾灯会）」が
２月２２日より３
月６日まで、台
湾北部の桃園市
で行われた。桃
園市長鄭文燦は
2月22日夜、台

湾高鉄桃園駅前の台湾フェスティバル点灯式に出席
し、馬英九総統、張善政行政院長とともに今年の台
湾ランタンフェスティバルのメインランタンである「斉天
創鴻運」への点灯を行った。

点灯式で鄭市長は、「ランタンフェスティバルは台湾
で最も有名な観光イベントであり、テクノロジーと文
化、伝統と現代、またクリエイティブと職人芸の融合だ。
２０１６年桃園の台湾ランタンフェスティバルには数え
切れない物語が詰まっている。１１００を超えるランタ
ンそれぞれが個性に溢れている。ランタンフェスティバ
ルが台湾の『テクノロジー産業の夢』と『多元文化の魅

同市は今回の講演会のほか、台
湾人観光客増加を狙う様々な分野
での具体的な取り組みを計画予定
している。現在、台湾男性アイドル
グループ「SpeXial」をゲストレポー
ターに起用して旅行バラエティ番組
で福島観光を PRしている。また、

「SpeXial」の SNS での収録映像
配信やファンミーティング、さらに台
湾セブンイレブン５０２０店舗での
PR 活動も予定している。

さらに独自の受け入れ体制として
今後、市内定額タクシーサービス、
市外周遊ルート定額タクシーサービ
ス、ヤマト運輸の輸送ネットワーク
を活用した手荷物のお預かりや宿

みを行ってきた。昨年の９月から、
台北駅に京急ＰＲパネルとジオラマ
を展示させて頂いて以来、沿線の
観光地である三浦半島エリアにも少
しずつ台湾人観光客がいらっしゃる
ようになった」と友好協定締結にお
ける成果を述べたほか、「同パネル
は台湾に旅行したくなるような、台
鉄に乗りたくなるようなものに仕上
がった。同パネル設置により、日本
人だけでなく羽田空港を利用される
様々な国の方々に台鉄さんの魅力
を発信していきたい。また、台湾に
展示しているジオラマも進化させて
いきたい」、「両社の沿線地域が多く
のお客様で賑わい、ますます発展
すると共に、台湾観光局さんが目
標に掲げられている日台相互往来
旅客数６００万人の達成に向けて日
台交流が増進するよう私どもも引き
続き尽力させて頂く」と意気込みも
述べた。

このほど展示されたのは、台鉄
や台湾観光協会東京事務
所が中心となって考案した
巨大な台湾観光パネルや
両社の友好協定締結協議
書及び記念品など。特に同
パネルは、台鉄沿線観光ス
ポットなどの写真をメーンに
しており、同駅利用者の目
に留まり易い演出が施され
ている。

なお、両社の友好鉄道
協定締結１周年記念企画
として、このほか２月２２日
より３月２６日（予定）まで、

いと思う」と提案
した。これに対し
同会議の座長を
務めた信州・長
野県観光協会誘
客促進部の原弘
文氏は、「錢社長
は唯一の海外か
らの目線であり、
ネーミングについ
ての意見は正し
いと思う。ネーミ
ングが変えられな
いのなら、カッコ
書きにするなどの
対応をしたほうが
良いだろう」と賛
同した。

また、下諏訪観光協会の横川辰美事務局長は、「諏
訪地域は台湾から沢山のお客様がいらっしゃっており、
台湾に関してのターゲット設定は正当だと思う。しかし、
欧米系観光客への PR は東京からのアクセスなどを踏
まえると少し難しいものがあるかもしれない」とした。

最後にツアーの運営を担当するJTB 中部松本支店
の勅使英博営業担当課長は、「まずは委員の方々にモ
ニターツアーで主な５市町の観光地を廻って頂き、そ
こに商品化するための要素をいかに取り入れるかが一
番の課題となってくる。皆さんと同ツアーの質を高めて
いけたら」と話した。

同協議会は今後、３月中旬に委員を中心にしたモニ
ターツアー及び第２回会議を行い、本ツアーに向けた
内容をさらにつめ、人、モノ、文化を結ぶ新たな観光
周遊ルートの創出を目指すとしている。

力』を表現するものとなることを願う」と述べた。
また、同日に行われた開幕パレードには千葉県の

ゆるキャラ「チーバくん」のほか、名古屋の「にっぽ
んど真ん中祭り」や三重「安濃津よさこい」、北海道

「YOSAKOIソーラン祭り」、高知「よさこい祭り」の
代表チームなども参加し、見物客の注目を集めた。

このほど桃園で開催された同フェスティバルは６つの
エリアから構成され、総面積は３２ヘクタール、展示
の目玉は斉天大聖と呼ばれる孫悟空の姿をモデルにし
た「斉天創鴻運」で、高さは２６m に及び、２００万個
のLEDランプを用いたきらびやかな色彩を放っていた。

また、「テクノロジーワールドエリア」は台湾テクノロ
ジーの実力をいかんなく発揮、スペースタワー、未来
の眼、テクノロジークラウド等の展示では、その無限な
可能性を表現していた。さらに青塘園の「新桃花源エ
リア」は台湾初の水上劇場で、「水上版のシルク・ドゥ・
ソレイユ」とも呼べるショーが毎晩３回行われるなど、
彩に華を添えていた。

泊先、空港などへの配送サービスを
提供し、手ぶらで観光やショッピング
を楽しめる様に「おもてなしサービスの
提供」を駆使し、おもてなしの心を表
していく構えだ。

京急ブルースカイトレイン２１００形の
車体、排障器に台鉄列車デザインの
ラッピングを施し、利用客に対し、台
鉄の魅力を発信している。

周局長は式典終了後、台湾新聞
の取材に対し、年々深まる鉄道関
連の日台交流について、「１つの路線
や駅同士の交流から始め、最終的
には点同士ではなく全体的な連携が
より密に盛んに出来ればと思っている」
と述べた上で、「日台鉄道提携は３つ
の概念がある」と説明。１つは観光面、
２つ目は駅の運営面、最後に技術的
な交流、この３つが考えられるとした。

「日本の鉄道は多くの素晴らしい技術
を持っているので、台鉄側としては勉
強させてもらう事が多い。今後も技術
面の交流は特に力を入れていきたい」

（周局長）と語った。

台鉄×京急　友好鉄道協定締結１周年で成果を確認 長 野 県 ５市 町 が 観 光 周 遊 ル ート 開 発、 台 湾 人 を 主 な ター ゲ ット に

二 本 松 市 が 台 湾 人 客 イ ン バ ウ ン ド 増 狙 う

台湾ランタンフェスティバル、 桃園で色 彩を放 つ
友好鉄道協定締結1周年を記念し、台湾観光パネル

展示の除幕式が行われた

左から周局長、Pepper、原田社長

夏の中央アルプス千畳敷カール

シルクミュージアム

「台湾をたくさん知ろう講習会」には毎回
約１００人の市民が参加した。

桃園ランタンフェスティバルの様子
（提供：桃園市政府）

不動産コンサルティング、お任せください

大家さん募集中！
台湾企業・留学生の皆様の不動産賃貸、
売買のサポートをいたします。

大家さん募集中！
台湾企業・留学生の皆様の不動産賃貸、
売買のサポートをいたします。
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　雅楽の世界を変えた
アーティストであり、台
湾観光親善大使を務める
東儀秀樹さん。東日本大
震災を機に台湾との絆を
深めた東儀さんが、自ら
オーディションを行い選
び抜いた台湾気鋭の若手
中国伝統楽器奏者たちと
組んだユニット「東儀秀樹　
ｗｉｔｈ　ＲＹＵ」が３月
１９日、渋谷のＢｕｎｋ
ａｍｕｒａオーチャード
ホールで記念すべき世界デビューコンサートを行う

（２部制、各１２時半・１６時半開演）。当日は、大
河悠久、誰も寝てはならぬ（歌劇「トゥーランドッ
ト」より）、ジュピター、朧月夜ほか、バラエティ
に富んだ名曲を演奏予定。チケットはＳ席が￥７，
５００（税込）、Ａ席が￥６，５００（税込）で、チケッ
トスペース、チケットぴあ、Ｂｕｎｋａｍｕｒａチ
ケットセンターほかで発売中。

問い合わせ↓
チケットスペース　Tel:03-3234-9999

「東儀秀樹　ｗｉｔｈ　ＲＹＵ」が世界デビューコンサート
　２０１５年プレナスな
でしこリーグで優勝した
日テレ・ベレーザとチャ
イニーズ・タイペイ女子
代表は３月２１日、沖
縄県南城市の沖縄県総
合運動公園陸上競技場
でプレシーズンマッチ

「FamilyMart DREAM 
MATCH 日テレ・ベレー
ザ VS  チャイニーズ・
タイペイ女子代表」を実
施する（１３時キックオ
フ）。同試合は、２月６日に発生した台湾南部の地
震を受け、被災地の支援を目的としたチャリティー
マッチとして行われる。当日は会場で募金箱や被災
地の状況を伝えるパネル展示の設置、台湾観光の紹
介を予定。同試合のチケットは、ファミリーマート
店内 Fami ポートで購入可能。パソコン・携帯から
は e+( イープラス ) で発売（大人：前売り１５００
円・当日２０００円、中高生：前売り５００円・当
日１０００円、小学生以下：無料）。

問い合わせ↓
株式会社 ShowNe　Tel：098-951-3885

沖縄で女子サッカー交流チャリティーマッチ開催
　優れたアジア映画の鑑賞
機会を提供することを目的
に開催されている「大阪ア
ジアン映画祭」が３月４日
より１３日まで、大阪市内
８箇所で開催される。今年
のオープニング作品には、
台湾の２０１５年ドキュメ
ンタリー映画として興行収
入 No. １の大ヒットを記録
した「湾生回家（わんせいか
いか）」が選ばれており、３
月４日、大阪・梅田ブルク７で上映予定だ。同作が
海外で上映されるのは初めて。また、特集企画「台
湾：電影ルネッサンス２０１６」では、同作のほ
か、雲の国（２０１５年、海外初上映）、私の少女
時代 -Our Times-（２０１５年、日本初上映）、欠
けてる一族（２０１５年、日本初上映）、The Kids

（２０１５年）、あの頃、この時（２０１４年）の全
６作が上映される。上演スケジュール他、詳細はこ
ちら→ http://www.oaff.jp/2016/ja/index.html。

問い合わせ↓
大阪アジアン映画祭　Tel:06-6373-1211

　台湾文化
センターは
３ 月 よ り、
同センター
内で文化体
験講座を開
始する。開
催 さ れ る
のは「台灣
原住民族舞踊を踊ろう（３月８日開始）」と「台湾民
謡を歌おう（３月７日開始）」の２講座。どちらも無
料。「台灣原住民族舞踊を踊ろう」では、舞踏家の若
林美津枝さんを講師に迎え、台湾原住民の豊年踊り
や山狩りの踊り、結婚式の踊りなど、今日に至るま
で、時代とともに変容しながら常に原住民の生活と
深く関わってきた賑やかで楽しい民族舞踊を体験す
ることが出来る（日程：火曜日と木曜日 午後２時〜
４時）。また、「台湾民謡を歌おう」では、声楽家の
張瑞銘先生が参加者に美しい台湾民謡を楽しく歌
うための歌唱指導を行う（日程：月曜日 午後３時〜
５時）。参加希望は台湾文化センターＨＰ、メール、
電話、ＦＡＸで申し込み可能。

問い合わせ→台湾文化センター　Tel:03-6206-
6180  Fax:03-6206-6190

　１９４９年、中国大陸で
の内線に破れ台湾に渡った
元国民党兵士たちが現在生
活を営む「栄民の家」に林
雅行監督がカメラを向けた
ドキュメンタリー映画「老
兵挽歌」が３月１２日よ
り、大阪のシネ・ヌーヴォ
／シネ・ヌーヴォ X で公
開される。台湾の未来を語
る上で知っておくべき老兵
達の人生、そして想いに
迫った同映画は、知られざる台湾の埋もれゆく歴史
を掘り起こすドキュメンタリー。初日の１２日と翌
１３日には林監督が登壇し、舞台挨拶を行う。料金
は一般が１７００円、学生が１４００円、シニアが
１１００円、会員が１０００円となっている。また、
同映画の上映を記念して、林監督の２０１３年のド
キュメンタリー映画「呉さんの包丁」も３月１２日
より１８日まで、シネ・ヌーヴォ X で上映される。
こちらの料金は一般が１５００円、学生が１２００
円、シニアが１１００円、会員が１０００円。

問い合わせ→シネ・ヌーヴォ／シネ・ヌーヴォ X　
Tel: 06-6582-1416

　台湾文化センター
とアジアンパラダイ
スは２０１６年３月
から１２月まで、「台
湾映画の新しい潮流
を感じよう！」と題
した上映会及びトー
クショーを実施する。
全８回のイベントを
通して新しい台湾映
画の潮流と現在を作品から感じ取ってもらい、その
背景や台湾映画界の最新情報を織り交ぜながらの
トークで台湾映画の魅力を発信することが目的。同
企画第１回目は映画「海角七号〜君想う国境の南」
を題材に３月２１日、台湾文化センターで行われる

（１３時半開場、１４時開演）。トークショーでは江
口洋子さん（台湾映画コーディネーター）が、魏德
聖監督の第一作目の同作が果たした役割と、魏監督
が準備中の新作情報などを語る予定だ。入場は無
料、予約制。申し込みは電話またはメールにて受付
中（Tel：03-6206-6180　Mail:moctokyo@gmail.
com）。

問い合わせ↓
台湾文化センター　Tel：03-6206-6695

　 団 体「 藝 家
人」は３月２３
日より２７日
ま で、 台 湾 文
化センターで

「藝術祭」を開
催 す る。 同 イ
ベ ン ト で は、
連日の若手台
湾作家四人に
よる写真展「台湾の記憶」に加え、２４日に台湾語
関連企画の「台湾語でひも解くタイワン」（１８時
〜）、２５日に藝家人の開幕パーティ＆台湾の若手
バンド廖文強＆ crispy の LIVE（１８時〜）、２６
日に張凱智監督の「孤独な東京ラプソディー」上映
会（１１時〜１９時〜の２回上映）及び日台合作映
画「金門島にかける橋 ( １９６２)」の日本版・台湾
版を比較する「台湾映画における日本表象」（１４時
〜）、２７日に作家の温又柔 × 小島ケイタニーラブ
の「朗読 × 演奏で奏でるタイワン」（１８時〜）など、
内容盛りだくさんで行われる。「台湾映画における
日本表象」の講座以外は当日自由入場。

問い合わせ↓
藝家人　Mail: yourikogo@gmail.com

大阪アジアン映画祭開催、オープニングに「湾生回家」

台湾文化センターで台湾文化講座が開講 ドキュメンタリー映画「老兵挽歌」が大阪でも上映５日間連続企画！「藝術祭」で台湾文化に触れる１年を通じた台湾映画トークショー＆上映会

Information エンタメ／イベント／日台交流

　台湾映画「orz ボーイズ
（２００８年、原題：囧
男孩）」の無料上映会が３
月１８日、台湾文化セン
ターで開催される（１８
時受付開始、１８時半開
演）。作品上映の前後に
は、台湾映画に関する

「認 識・ＴＡＩＷＡＮ・
電影 映画で知る台湾」と
いう著書を出版している
ジャーナリストの野嶋剛
さんを講師に迎え、台湾
映画ファンでもある野嶋
さんの視点から、作品の面白さや楽しみ方や、映画
の背景となる台湾の現代社会の実情についてのトー
クショーも行う。また、トークショー後にＱ＆Ａセッ
ションも予定。入場は無料だが、先着８０人限定の
予約制となっている。申込みは、イベント名、参加
者全員の氏名、代表者の連絡先（携帯電話番号かメー
ルアドレス）を台湾文化センター（Tel：03-6206-
6180、Mail：　moctokyo@gmail.com）まで。

問い合わせ→台湾映画同好会
Mail：tw.films.2015@gmail.com

トークショー付き！台湾映画「orzボーイズ」上映会

東儀秀樹 with ＲＹＵが世
界デビューコンサート

大阪アジアン映画祭で
台湾映画６作上映

台湾映画「orz ボーイズ」の
無料上映会開催

温又柔 × 小島ケイタニーラフ
朗読演奏会

文化体験講座で原住民民族舞踏を学ぼう！

老兵挽歌が大阪で上映

海角七号が上映Ⓒ 2008 ARS 
Film Production. All Rights 

Reserved.

「FamilyMart DREAM 
MATCH
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新会期を迎えた立法院で立法委員によ
る院長選挙の投開票が行われ、民進党の蘇
嘉全元同党秘書長が当選した。副院長は蔡
其昌氏が選ばれた。これにより、史上初の
民進党所属の立法院長が誕生する事となっ

た。対抗馬は国民党の頼士葆氏だった。定
数１１３の立法委員中、単独過半数の民進
党６８人と第３党の時代力量５人、無所属
１人が蘇氏に票を投じたため、頼氏は落選
となった。

Feb1 史上初の民進党立法院長誕生
台湾の元慰安婦を支援する人権団体「婦

女救援基金会」は、台湾初の慰安婦記念館
を９月に台北市の迪化街にオープンさせる
と発表した。３月８日に看板かけ式が行わ
れる予定。同記念館では、台湾の元慰安婦
が関わった人権運動の史料などが展示され

るほか、性暴力に関する教育を行うスペー
ス、カフェなども設置されるという。台湾
メディアによると、同基金会の康淑華執行
長は、「展示などを通じて社会の人々、特
に若い世代に、女性の人権問題である慰安
婦について知ってほしい」と述べたという。

Feb17 ９月に台湾初の慰安婦記念館が開館へ
  行政院は閣議で、「都市更新（再開発）

条例改正案」、「災害防止救助法改正案」、「建
築法一部条文改正案」の３つからなる「防
災三法」改正案を決定し、立法院での審議
に送るとした。これら改正案は立法院今会
期での優先法案とされる。２月６日未明に
発生した台湾南部地震の被害を受け、防災

に関する法案が施政の重点となっている。
内政部によると、「都市再開発条例」を改正
する事で、情報公開と市民の参与を拡大す
るとともに、「事業概要」での権利者の同意
のハードルを引き上げ、さらには公聴会を
都市再開発の手続きに加えるという。

Feb25 台湾南部地震受け防災三法改正へ

米人気歌手のマドンナが４日と６日、
台北市内でワールドツアー「レベル・ハー
ト・ツアー」の台湾公演を開催した。マド
ンナの台湾公演は初。４日の公演では中国
語を用いて「ニーハオ、謝謝」と挨拶した
ほか、ラスト曲の「Holiday」では中華民
国の国旗を羽織って登場するなど台湾を意
識したパフォーマンスを披露し、観客を熱
狂させた。なお、コンサートは予定から２

時間近く遅れの夜１０時１６分にスター
ト。日付が変わった５日午前０時２２分
まで続いた。一方、コンサートの前座と
して出演した DJ Mary Mac が誤って「I 
Love China ！」と叫ぶハプニングもあり、
DJ は自身の Facebook で「この間違いに
より皆さんを侮辱してしまいました」と謝
罪した。

Feb4 マドンナ初の台湾公演

台北市立動物園と高雄市寿山動物園は、
動物飼育の協力に関する覚書を締結した。
台北市立動物園によると、寿山動物園に対
し、コビトカバとエランドそれぞれのつが
い、シロサイ１頭を貸し出し、バーバリー
シープ３頭を贈与するという。いずれも希
少動物で、提携は絶滅の恐れがある野生動
物の種の保存と保護計画の成果を高めるの

が狙い。動物は２月２３日から３回に分け
て寿山動物園に運ばれる。台北市政府で行
われた調印式には、柯文哲台北市長と陳菊
高雄市長が立会人として出席。陳市長によ
ると、新たに高雄にやって来る動物に快適
な生活環境を提供するため、特別に展示場
を建設したほか、飼育員の専門能力強化な
ども行ったという。

Feb17 台北市と高雄市が動物飼育で協力

国民党の新たな主席を選ぶ国民党主席
補欠選挙の候補者と選挙番号が発表され
た。候補者は１番が陳學聖、２番が李新、
３番が黃敏惠、４番が洪秀柱となった。同

補欠選挙は１月１６日の総統・立法委員選
挙の大敗を受けての朱立倫元主席の引責辞
任に伴い行われるもの。３月２６日に投票
が行われる。

Feb26　次期国民党主席の４候補者出揃う

インテリジェント・コミュニティ・
フォーラム（ICF）は、 ２０１６年度の世界
の「スマート都市」トップ７のリストをイ
ンターネット上で公表し、台湾北部の新北
市と新竹県が選ばれた。その他の５都市
は、カナダ、ドイツ、ニュージーランドな
どだった。新北市は昨年に続くトップ７入
りを果たした。米国ニューヨークに本部を

置く ICF は昨年１０月に世界の数百の都
市から「スマート２１」として２１都市を
選出。台湾からは新北市、桃園市、新竹県、
高雄市、台東県の５都市が選ばれた。５都
市選ばれたのはアジアで最多。ICF は６月
に昨年のスマート都市のトップとなった米
オハイオ州コロンバスにおいて、２０１６
年度の最優秀スマート都市を発表する。

Feb10 新北市と新竹県が世界のスマート都市トップ7に

台湾国防部の羅紹和報道官は、中国が
南シナ海・西沙（英語名 : パラセル）諸島
のウッディー島に地対空ミサイルを配備し
たことを把握しており、今後の動向を注視
していると語った。その上で羅報道官は、
関係国は南シナ海の平和と安定を維持し、
緊張を高める一方的な措置を取るべきでは
ないと強調した。米 FOX テレビは、中国

がウッディー島に少なくとも８基の地対空
ミサイルを配備したと報道。米当局者は
FOX に対し、ロシアの最新鋭地対空ミサ
イル「S ３００」に似た射程約２００キロ
の「紅旗９」とみられると指摘している。

Feb17 台湾、中国のミサイル配備把握 台湾北東部の宜蘭県にある、台湾の伝
統芸能などレトロな台湾文化に触れること
ができるテーマパークの国立伝統芸術セン
ターは二・二八平和記念日を含む３連休（２
月２７日〜２９日）に、チャイナドレスま

たは日本の和服（浴衣も含む）を着て来場
した人を入場料を無料にした。対象は女性
のみ。このほか古美術品など古物の収集家
の朱南山さんが、かつて台湾でよく見られ
た物売りの口上を披露した。

Feb27 国立伝統芸術センター、チャイナドレスor 着物着用で無料に

台北市内の北門周辺で、都市の美化な
どのために２月７日から行われていた跨線
橋の撤去工事が終了し、上空を覆っていた
無機質な構造物がなくなり、約３９年ぶり
にすっきりとした景観を取り戻した。これ
により、長年隠れていた北門の姿が良く見
えるようになり、台湾でも大きく報道され

た。同跨線橋は以前地上を走っていた台湾
鉄路・縦貫線の線路を跨ぐために建設。台
北・新北両市境の淡水河にかかる忠孝橋の
一部とされていたが、１９８９年の鉄道地
下化で本来の役目を終えたほか、周辺景観
を損ねるとして柯文哲台北市長が撤去を決
めていたもの。

Feb13 台北の跨線橋撤去で北門の姿がはっきりと

台湾の馬英九政権と民主進歩党は台北
市内で政権交代グループの初会合を開い
た。馬政権側は総統府の曽永権秘書長、民
進党側は呉釗燮秘書長を筆頭に各６人が出
席した。馬政権側は、行政院の各部門の引

き継ぎを５月２０日の総統就任式当日から
始めの５日以内に完了することを提案。民
進党側は短期間での引き継ぎは困難だとし
て、柔軟に対応するよう求めた。

Feb19 台湾で政権交代グループ初会合を開催
台北市の柯文哲市長は台湾本島最北端

から最南端「鵝鑾鼻（ガランピ）灯台」（屏東
県）までの５２０キロを自転車で２４時間
以内に走破する企画に挑戦。２８時間３０
分で時間オーバーしたものの、見事完走し
た。柯市長は台湾１日縦断に挑戦した理由
について、現地メディアに、「今年は違っ

た方法で二・二八事件（の被害者を）追悼
した」と話し、自身のＦａｃｅｂｏｏｋ上
で「毎年の２月２８日には、私たち父・息
子ともに再び涙を流すことは止めにした
い。私たちは悲しい歴史から踏み出そう」
と記した。

Feb28 台北市長、二・二八事件追悼のため自転車で１日台湾縦断！

台湾南部の高雄市で開かれた女子テニ
ス協会（WTA）の台湾 WTA オープンでダ
ブルス決勝が行われ、台湾の詹詠然選手と
詹皓晴選手の詹姉妹が、日本の穂積絵莉選
手と加藤未唯選手のペアをセットカウント
２対０で下し優勝した。後半、相互がサー

ビスゲームのキープを繰り返したが、詹姉
妹が５－３と優勢のまま第９ゲームに入
り、詹詠然選手のサーブで始まったこの
ゲームをキープ、最終的には６－３で第２
セットも下し、優勝を飾った。

Feb14 台湾 WTA オープンダブルスで詹姉妹が優勝
嘉義市政府は３月１日から戸籍を管理

する戸政事務所で同性カップルの関係を認
めるパートナー登録の受け付けを始めるこ
とを明らかにした。台湾メディアによると、
嘉義市の涂醒哲市長は、「民法などの法律
改正前でも自治体として同性パートナーの

地位向上に力添えをしたい」と述べ、「緊急
時には手術同意書などへの署名が可能にな
る」と語ったという。なお、同登録制度は
台北、新北、台中、台南、高雄各市でもす
でに導入されている。

Feb24 嘉義市政府が３月より同性カップルのパートナー登録受付開始
世界中の空港などで高級品免税店を手

掛ける DFS グループが、新竹物流と共同
で台湾の名産食品メーカーに対する仕入れ
説明会を開催。新竹物流が台湾で買い付け
た台湾の食品は、DFS 香港国際空港店に
設けられる台湾名産品コーナーで販売され

る予定で、将来的には全世界の DFS 店舗
での取り扱いも考えているとした。同説明
会には菓子の糖村、喜年来、小林煎餅、太
陽堂、台湾ソーセージの黒橋牌香腸など、
台湾名産の食品を製造する２０社余りが招
かれた。

Feb29  免税店 DFS が世界の店舗に台湾食品コーナー

Digest News — 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります Ｆｅｂｒｕａｒｙ

台湾南部で２月６日未明に発
生した M ６. ５の地震による、
台南市街のマンション崩壊などの
被害及び被災者に対し、台北駐日
経済文化代表処には２月いっぱい
連日にわたり、問い合わせなどが
相次いだ。直接の義援金贈呈や電
話、郵便、電子メールを使った被
災者へのお見舞いと励ましのメッ
セージのほか、救援物資や義援金
提供についての問い合わせなど
で、様々な団体や個人からだった。
代表処を訪れた義援金贈呈者は、

「アジア・太平洋国会議員連合（Ａ
ＰＰＵ）」日本議員団 副団長の山
口俊一・衆議院議員、幹事長の山
本順三・ 参議院議員、事務局長
の井原巧・参議院議員、公明党の
魚住裕一郎・参議院議員及び富田

茂之 ・衆議院議員、東京都議会の川井しげお議長、
などだった。代表処はホームページ上で「日本の
皆様の励ましとご支援に、被災者のみならず、我
が国の多くの人々が勇気づけられ感謝しておりま
す。当代表処は中華民国（台湾）政府および国民
を代表し、日本の皆様からの哀悼に対し心よりお
礼申し上げます」と答えた。

台湾南部地震への支援や問い合わせ相次ぐ
駐日経済文化代表処

沖繩県の翁長雄志知事は２月
１６日、台湾南部地震の被災者へ
の見舞金１００万円を那覇分処の
蘇啓誠処長へ贈った。翁長知事は

「地震を報道などで見て、大変な
災害だったと心を痛めている。沖
縄と台湾は兄弟のような関係だ。
一日も早い復旧と被災者や関係者
の皆さんが元気になる事を願って
いる」と述べた。これに対し蘇処
長は「被災地は後片付けも一段落
し、これから復旧に向けて全力投
球する」と述べ、「被災者の生活の
再建として、大切に使わせていた
だきたい」と感謝を伝えた。なお、
沖縄県は２月１５日付で那覇分処
に見舞状も送付していた。また、
沖縄タイムスによると、琉球銀行

（金城棟啓頭取）と行員で構成す

る「りゅうぎんユイマール助成会」も2月10日、
台湾南部地震の義援金として１０万円を那覇分処
に贈呈している。蘇処長に目録を手渡した川上康
総合企画部長は「少しでも復興のお手伝いになれ
ばとの思いで寄付に至った」と説明した。

沖縄県知事、台湾南部地震の被災者へ１００万円の見舞金
駐那覇分処

大阪弁事処の張仁久処長と教
育秘書の羅國隆教育秘書は２月
１８日、同志社大学の村田晃嗣校
長の表敬訪問を受け、双方の学術
交流推進について話し合いが行わ
れた。同処によると、同志社大学
は台湾の國立台湾大學、國立清華
大学、輔仁大学、淡江大学など
13校と大学締結姉妹校交流協定
を結んでおり、関係は密接で交流
も盛んに行われているという。張
処長は村田校長との面会時、「今
後とも、同志社大学との友好関係
を基礎に、継続して台湾の大学と
の交流を拡大していきたい」と話
した。 村田校長は、米国外交及
び安全保障政策を主に研究してお
り、国際学術界でも名が知られて
いるほか、何度も訪台した経験が

あり、台湾とも密接な関係を築いている。また、
張処長はアメリカでの赴任期間に村田校長と共に
安全保障国際学術会議に参加した事があり、両者
は以前から交流を持っていたという。

同志社大学校長が大阪弁事処を表敬訪問
駐大阪弁事処

「第６７回札幌雪まつり」が２
月５日より１１日まで、札幌市中
心部・大通公園で開催され、大通
西五丁目「毎日氷の広場」会場で
は、台湾「女王頭・平渓派出所」
をテーマに高さ１０m、幅１８
m の大氷像が展示された。初日
の大氷像前でのオープニングセレ
モニーで台北駐日経済文化代表
処の陳調和副代表が挨拶し、「日
台間で観光客の相互往来が年間
５００万人を突破している」と紹
介。今後のさらなる交流の拡大に
期待を込めた。なお、テープカッ
トは陳副代表のほか、札幌分処の
陳桎宏処長、札幌市の町田隆敏副
市長、札幌雪まつりの星野尚夫実
行委員長、毎日新聞社の原敏郎取
締役が行った。最終日の夜には、

チャイナエアライン・エバー航空・トランスアジ
ア航空の提供による賞品計１２枚の新千歳－台北
間航空券の大抽選会が開催された。その後、陳処
長が氷像前で終了に合わせて挨拶した。陳処長
は、２月６日に台湾南部で発生した地震の被害に
係り各界から頂いた御見舞いの言葉に感謝の意を
表し、「今後、北海道の方により一層台湾の魅力
を御理解頂くため、是非日本と固い絆を持つ暖か
い台湾へ多くの方に観光に行って頂きたい」と述
べ締めくくった。

札幌雪まつりで台湾「女王頭・平渓派出所」氷像展示
駐札幌分処

福岡弁事処の戎義俊処長が2月
22日、同処で産経新聞のインタ
ビューに応じた。同処によると、
戎処長はインタビュー時、２月６
日に発生した台湾南部地震への九
州各界からの支援に対し、「日台
双方の絆はさらに強まった」と感
謝の意を伝えたという。また、日
台の政府間及び民間の交流につい
ては、５月２０日の台湾新政権発
足後、「従来の民間にとどまらず、
閣僚や官僚など官民の幅広い層で
の交流を拡大させるべきだ」と述
べ、日台関係の発展に期待感を示
した。また、産経新聞によると、
戎処長はインタビューのほか、同
紙に寄稿したという。そのなかで
戎処長は、日台交流について、「日
本政府観光局によると、２０１５

年に来日した台湾人観光客は３６７万人で、前年
に比べ３割増加した。日本から台湾を訪れた観光
客は１６３万人で、相互の往来者数は５００万人
を突破した。九州地区についても台湾からの観光
客は年々増加しており、外国人入国者のほぼ１割
を占める。台湾では１４年、九州を専門に扱う「美
好九州」という旅行雑誌が刊行された。九州の知
名度が大幅にアップし、旅行ブームが起きている」
と記した。

戎処長が産経新聞の取材で台湾南部地震への支援に謝辞
駐福岡弁事処

神奈川県日華親善協会は２月
１９日、横浜のローズホテルで新
春新年会を開催した。会には横浜
分処の粘信士処長夫妻、衆議院の
田中和德議員、拉致‧國際戰略
擔當局の大竹准一局長、神奈川県
議員の松田良昭議員 ( 神奈川県日
華議員連盟会長 )、横浜市議会の
森敏明議員 ( 日華親善横浜市議員
連盟会長 ) のほか，横浜華僑総会
の羅鴻健会長、僑務委員の鄭尊仁
氏、河道台氏など華僑方面からの
参加者と合わせた約９０人が新春
を祝った。同会の藤代耕副会長は
挨拶で、２月６日に発生した台湾
南部の地震による被災地及び被災
者に対し、２月１３日に桜木町駅
で震災募金活動を行い、集まった
義援金を横浜分処経由で台南市政

府に贈呈したことを発表したほか、１月の台湾の
総統選挙で、新たな総統の誕生に祝辞を述べた。
また、同会は今年の９月に訪台を計画していると
いう。粘処長は、日本からの台湾政府に対する支
持に対する感謝の意を表し、さらに台湾南部地震
発生後、日本から多くの支援を受けた事に対して
も謝辞を述べた。

神奈川県日華親善協会が新年会開催
駐横浜弁事処

台北駐日経済文化代表処・各分処
〜活動内容情報〜

日本にある台湾の代表機関である台北駐日経済文化代表処では、在外邦人の保護、ビザの発給、
貿易推進、学術・科学技術・文化・スポーツ交流など、大使館や総領事館並の業務を推進しています。
ここでは代表処及び各分処の最新情報を毎月お届けしていきます。

※資料提供：駐日経済文化代表処・各分処※

青森県の三村申吾知事（右）と青森県りんご
輸出協会の太田一民理事長（左）

翁長知事（右）は蘇処長（左）に見舞金を贈呈

張処長（右）と同志社大学の村田校長（左）

大氷像の前でオープニングセレモニー

産経新聞のインタビューに応じた戎処長

新春新年会で挨拶した粘処長
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台湾人気俳優のジョージ・フー（胡宇威）
は２月１４日、虎ノ門のポニーキャニオン本
社で開催された「ジョージ・フー来日記念バ
レンタインイベント」に出席し、日本全国、台
湾、マレーシアなどアジア各地から駆けつけ
たファンたちと交流した。久しぶりの来日だと
いうジョージは、ファンたちとバレンタインを
祝うとともに、１６年１月６日よりDVD がリ
リースされた主演ドラマ「Love Cheque 〜
恋の小切手〜（原題：幸福兌換券）」を、裏
エピソードなどを交えながらPRした。また、
昨年１０月にバイクの練習中に転倒し肋骨を

台 湾 新 聞 を
ご 覧 の 皆 様 の
中から抽選で1
名様に「ジョー
ジ ･ フーのサイ
ン 入 り「Love 
Cheque 〜恋の
小切手〜」ポス
ター」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
（3月中に発送予定）。
締切り：3月2０日（消印有効）
台湾新 聞社編集部〒171-0021東京

都 豊 島 区 西 池 袋4-19-4／ tel:03-5917-
0045

折るなどの怪我をしていたジョージの怪我の
回復を祝い、「祝賀病愈」と書かれたチョコ
レートクッキーがプレゼントされた。

さらに、司会者から２月６日未明に台湾南
部で発生した地震の話題には、「来日してすぐ
コンビニへ行ったら、台湾南部地震への募
金箱が設置されていて、とても感動した。日
本の皆さん本当にありがとう」（ジョージ）と感
謝の気持ちを話した。

同イベントは、ジョージのトークショーや司
会者及びファンからの質問に答えるQ&A の
コーナー、さらに握手会及び２ショットチェ
キ撮影会など、盛り沢山の内容で行われた。
Q&A で、自身のバレンタインの想い出エピ
ソードを聞かれたジョージは、「日本ではバレ
ンタインで女性から男性にプレゼントをするん
ですよね。今日もファンの皆さんから沢山の
チョコレートを頂きました。糖尿病になっちゃ
うかも知れないけど全部美味しく頂きます！」
と上手く質問を交わす場面もあった。

イベント中、ファンらは「ジョージ大好き」

Ｑ、日本からも励ましの声がありましたか？
Ａ、色々お祈りしてくれたりメッセージを頂い
たりして、とても励みになりました。自分は俳
優をやるためにこの世に生を受けたのだから、
そのために突き進もうと思わされました。ファ
ンの皆さんには本当に感謝しています。
Ｑ、休みがあったら？
Ａ、休みはあまりないのですが、あればＮＹ
の実家に帰ります。もし日本に休みで来ること
があれば、素晴らしいバカンスにしたいと思っ
ています。
Ｑ、日本で行きたいところは？
Ａ、北海道かな ･･･ 他にも沢山ありすぎるよ！
Ｑ、日本料理は好きですか？
Ａ、もちろん！一番好きなのは刺身、天ぷ
ら、、、。僕は新しいことに挑戦するのをいとわ
ないので食べ物は何でも挑戦しますよ！
Ｑ、共演したい日本の女優さんはいますか？
Ａ、 共 演 し た い の は ウ ル ヴ ァリン : 
SAMURAI に出演した TAO（岡本多緒）さ
ん。または小雪さんですね！
Ｑ、日本のファンに向けて一言！
Ａ、皆さんの反応はとてもエネルギッシュで
見ているとこちらも笑顔になってしまいます。
次の僕の作品はもっと楽しいものになるので
楽しみにしていて下さいね！台湾と中国大陸
の合作です。一番早くて今年の夏に見ること
が出来ると思いますよ！

Ｑ、主演ドラマ「Love Cheque 〜恋の小切
手〜（原題：幸福兌換券）」の見所は？
Ａ、このドラマはコメディであり家族ドラマで
もあり、珍しいタイプの作品だと思います。見
ると元気が出るし、普段の日常に花を添えて
くれるようなもの。是非ストレス解消に使って
もらえればと思います！また、家族の問題に
関してだったり、恋愛に関してだったり、違っ
た視点で見ることができるので参考になると
思う。

Ｑ、昨年１０月に負っ
た大怪我を乗り越え
て心情の変化はあり
ましたか？
Ａ、強くはなったかな、
とは思います。また、
自分の行動には犠牲
が伴うということも認
識しました。自分ひと
りで生きているわけで
はなく、怪我をすると
多くの人たちに心配
をかけてしまう。結果
を考えてから行動し
なければならないと自
覚しましたね。臆病
になったわけではな
いのですが、人様へ
の影響を意識するよ
うになりました。

などと書かれた自作の内輪やプラカードを持
ち寄り、終始満面の笑顔でジョージを歓迎し
ている様子だった。ファンの女性（２０代）は、

「ずっと昔からジョージのファンです。日本で
のイベントはなかなか無いので、今日は参加
出来てとても嬉しいです。またすぐに日本に来
て欲しい！」と話していた。

ジョージも握手会の後のエンディングで、
「またすぐに来日したいです。今後も色々な
作品に出たいと思っているので、皆さん楽し
みにしていて下さい」とコメントし、再来日を
ファンたちに約束した。

ジョージ・フー、日本のファンと「ハッピーバレンタイン」 SHOW が お 台 場 ガ ン ダム 前 で
ニューアルバ ム PR イベント開 催

アジアで活躍する台湾人アーティスト
の SHOW（羅志祥／ショウ・ルオ）は２月
２８日、お台場の名物・巨大ガンダム前の
ダイバーシティ東京プラザ２階フェスティバ
ル広場で、２月１７日にリリースされたオリ
ジナルアルバム「REALITY SHOW？／
真人秀？」日本版のリリース記念来日イベン
トに登壇した。

同イベント内特典会は同アルバム購入者
対象に行われたもので、SHOW は観覧自
由のトークショーの後、サイン & 握手会、
ハグ & ツーショット会の特典会を行い、
日本や台湾、香港など各地から訪れた約
６００人のファンと交流した。 

SHOW はトークショーで、流暢な日本
語と中国語を交えて同アルバムを PR。同
アルバム名については、「どうしてこのタイ
トルをつけたかというと、ファンの皆さんに
もっと本当の SHOW を知って欲しかった
から」と話した。

また、MC から前日大阪で行った同イ
ベントについての感想を問われると、「日
本に来るのは久しぶりだったから不安だっ
たけど、沢山のファンの方が来て下さって
嬉しかった」と喜びを話したほか、大阪で
たこ焼きを食べたかどうか聞かれた際には

「うーん、僕はタコを食べない方がいいね。
なぜかというと今月公開された映画『美人
魚（マーメイド）』でタコ人間の役をやった
から共食いになっちゃう」と笑いを交えなが
ら自身が出演する映画を紹介し、「この映
画では初めて人間以外の役を演じたんだ。

上半身は人間、下半身はタコで演じるのはと
ても難しかったよ。タコの歩き方は３日間か
けて研究したんだ。日本でも上映することが
あったらみんな見に来てね」とファンに呼びか
けた。

さらに、今後の日本での活動については、
「４月から新しいツアーが始まる。出来れば
このツアーで日本にも来たいと思っています。
このツアーの名前は『クレイジーワールド』。
だからすごくクレイジーだよ！」とコメントする
と、ファンからはこの日一番の黄色い声援が
上がった。

子連れで同イベントに参加した女性ファン
は、「私よりも子供が SHOWくんのファンで
す。今はまだ４歳でライブに入れないけど、
大きくなったら２人で SHOWくんのライブを
見に行きたいです。あと、日本のドラマにも出
て欲しいですね」とコメントし、SHOW の日
本での活躍に期待を示していた。

台湾新聞227号 プレゼント

ジョージ・フー単独Ｑ＆Ａ

ファン約６００人がＳＨＯＷを歓迎
（C）PONY CANYON

ジョージ ･ フーが日本でバレンタインイベント

ジョージ ･ フーのサイン入り「Love 
Cheque 〜恋の小切手〜」ポスター

「Love Cheque 〜恋の小切手」
© 2014 Sanlih E-Television All Rights Reserved.

© 2014 Sanlih E-Television All Rights Reserved.
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台湾人向け！東京不動産投資セミナー！！台湾人向け！東京不動産投資セミナー！！ 台湾新聞主催台湾新聞主催

不動産の御相談
承ります!!

不動産の御相談
承ります!!渋谷FORUM8　502会議室

（東京都渋谷区渋谷道玄坂2-10-7新大宋ビル５階）

台湾出身、台湾国籍の方
※ 基本は日本語でのセミナーとなります。通訳担当者もいます
ので日本語が不得意の方でもご安心ください。※個別相談につき
ましては、先着順となり、当日対応できない場合もございますので
予めご了承ください。事前にご相談されたい方は備考欄に個別相
談の旨をお書きください。※同業の方のご参加は固くお断りしております。同業者でないことを確認するため
、受付の際に名刺と保険証を確認させて頂く場合もございますのでご了承ください。

お 申 し 込 み は T E L 0 3 - 5 9 9 2 - 2 0 0 1 ま で ！ お 気 軽 に お 問 い 合 わ せ 下 さ い ！

各部10名
限定

通 訳 帯 同

会場

参加資格

セミナー当日
多数物件ご紹介！！
セミナー当日

多数物件ご紹介！！

日興パレス南平台　602号

ダイアパレス新宿一丁目　203号

ダイアパレス四谷舟町　303号

1,580万円(税込)

1,650万円(税込)

3,282万円(税込)

築年数→31年
専有面積→41.83㎡
価格→3,282万
家賃→138,000円

築年数→32年
専有面積→20.29㎡
価格→1,580万
家賃→90,000円

築年数→37年
専有面積→30.21㎡
価格→1,650万
家賃→86,000円

一部台灣新聞限定先行公開一部台灣新聞限定先行公開

台湾では中国語の他に、台湾語も広く使用されて
います。台湾特有の言葉を覚えて台湾への理解を
深めましょう！

ダイエット編

台湾語：ギャンブイ

日本語：ダイエット
中国語：ジィェンフェイ（減肥）

台湾語：ワ　ビー　ドゥワコ

日本語：わたし、太りました
中国語：ウォ　ビェン　パン　ラ（我變胖了）

台湾語：リ　ビー　サン

日本語：あなた、痩せましたね
中国語：ニー　ビェン　ショウ　ラ（你變瘦了）

※台湾語は地域により様々な言い回しが
あります。
同コーナーでは一般的に良く使われる
台湾語をカタカナで紹介しております。
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中国大陸にへばりつくような島、金門島
は厦門からからわずか１０キロ。台湾にとっ
て最前線の島で長い間、中国と対峙してき
た軍事拠点だ。１０万の兵士が要塞の中に
配置され、海岸には地雷が敷き詰められ、
戒厳令下、深夜になると双方から闇夜にま
ぎれて工作員が進入し敵方の兵士を殺害す
る作戦も遂行された。今では戒厳令も解除
され、中国観光客が押し寄せて要塞は観光
地になっている。金門島から船で１５分の
小金門島には観光客はほとんど足をのばさ
ないが、私はこの小島に行くと心がなごむ。
海風が心地よい。農家の軒先には小金門
名物の大きな芋がつまれているが、その横
に空の砲弾が並べられている。かつて大陸
から撃ち込まれたものだ。林清渠さんは、
金門島の砲弾包丁職人の呉増棟さんの妻、
洪秀暖さんの実兄である。小金門島で暮し
ている。温和な表情で暖かみのある眼差し
の林さんは１９５８年の８２３砲戦の後の家
族を語る。「まわりには台湾本島への引っ越
しを勧められたが、その時、祖父も父も一
緒にここに留まった」。当時、林さんはわず
か２歳だった。「８２３の時、家の近くで中学
生たちが廟で行なわれる祭りの出し物の練
習をしていたが、そこに砲弾が落ちた。幸
い怪我人はいなかった。でも、その話を聞
いた時の恐ろしさは今も脳裏に焼き付いてい
る」。８２３砲戦後、小金門と金門から多く
の島民が台湾本島に引っ越したが、林さん
一家は先祖の土地を離れたくなかったとい
う。多くの島民が去り、代わりに大量の軍
隊がやってきた。「基地を建設するために木
を切ってしまった。民家も軍に提供させられ
た」。林さんには、どうしても忘れられない

出来事がある。「祖先の位牌も兵隊が持って
行ってしまったんだ」。

戒厳令は厳しかった。夜９時以降は外出
禁止。町から離れる時は検問で兵士に合い
言葉を言わないと銃で撃たれた。

金門島は台湾本島と異なり、徴兵がない
かわりに18歳になると自衛隊という民間防
衛隊に入り、軍を支援することが義務づけ
られていた。男子は戦闘訓練を中心に、女
子は戦闘訓練や傷病兵看護などである。林
さんも自衛隊に入った。

現在、林さんは有名な陶芸家として活躍
している。ちょうど、取材で訪れた時、海
の見える公園で作品を製作していた。仏教
でいう「中庸之道」をテーマに、中には空洞
がある大きな煉瓦を組み立てていた。完成
したら、まわりに花や木を植えるのだという。

「戦火をくぐった私の気持ちを表現した」。
この作品は、この場で８００度で三日間か
けて焼き上げたという。林さんの仕事場に
は金門人を体現したようなもっとストレート
な作品もあった。煉瓦を組み合わせて作っ
た大きな鶏。一つひとつのブ
ロックは、国民党軍、共産
軍、アメリカ軍、８２３、古
寧頭、鳥をイメージしたもの。
８２３は、１９５８年８月の中
国との間で戦われた砲撃戦、
古寧頭は１９４９年の国共内
戦での戦場（ここで国民党軍
は共産軍の進撃をくい止め
た）をさす。鶏は小金門島の
シンボル「風雞」である。この
風雞には「鳥は悪い害虫を食
べる。だから農作物を実らす」

という意味があり、縁起が良いと言われてい
る。ちなみに金門島のシンボルは「獅子」で
ある。「小金門の土は陶器の原料に適してい
る」と林さんはいう。陶芸家として芸術作品
を作りながらこの島の子供たちにも陶芸のす
ばらしさを教えたいと熱っぽく語った。

林さんの妹の洪秀暖さんは生まれて間も
なく「育ての親」に預けられたので別々に育っ
た。実母が母乳が出なかったからだという。
洪さんは本連載の第２回（２０１５年２月２
日、２１４号）で紹介した。金門島で生活し
ている洪さんは小金門島を訪れる時、「育て
の親」と共に必ず実父母を訪ねる。現在、
林さんが実父母と一緒に暮している。林さ
んは自らの家に誘ってくれた。母は出かけて
いて父と妹の洪さんの３人でティータイムに。
お皿の家に出て来たのは小金門名物の芋の
揚げ物。この微笑ましい３ショットの一枚。
私、気に入っております（左から、林さん、父、
洪さん）。

今、私は日本のカフェに居ます。パソコン
で作業をしている途中にネットを開きたくて、
Wi-Fi に接続しようと思い店員さんに Wi-Fi
があるか聞いたのですが、なんとこのカフェに
はお客さんが使用できるWi-Fi がないとのこ
と！断念して自分の iPhone のインターネット
共有でネットを繋ぎました。これだとiPhone
の電源が減っちゃって嫌なんですよね…。

実はこのような Wi-Fi に関する不満、日本
に遊びに来る台湾人の友人からも良く聞きま
す。台湾人の友人に日本旅行で大変だった
ことを聞くと大体が「日本は使えるWi-Fi 少
なすぎ！ネット出来なくて困るよ」と言っていま
す。常に SNS を使い、自分の状況などを投
稿することが習慣になっている台湾人からする
とこの状況はイライラするそうです。

確かに最近日本でもコンセントが使えるカ
フェ、Wi-Fi が使えるカフェは都内を中心に
増えてきていますが、しかし、そのようなカフェ
は土日になると席取り合戦状態！都内で空い
ているWi-Fi があるカフェを探すのは至難の
技と言えるでしょう。私もカフェで作業をする
ため都内に出たとき、カフェ探しだけで1時

間かかり、時間を無駄にしたこともあります
…。

さて、それでは台湾はどうでしょう？台湾は
無料 Wi-Fi の普及がかなり進んでいて、カ
フェでいうとチェーン店でも個人経営でもほ
ぼ９０% 位の確率（私の個人統計です！）で
無料 Wi-Fi があります。カギがかかってい
ても、お店の人に聞けばすぐにパスも教えて
くれます。そしてカフェ以外でもセブンイレブ
ンなどのコンビニに Wi-Fi が備わっているほ
か、台北だと、MRT などの駅、MRT 地下
街、公園、夜市、住宅街などの公共スペー
スで伝える無料 Wi-Fi の「Taipei Free」、

「iTaiwan」、などがあり、観光客にもとて
も便利です。観光客がこれを使うには登録が
必要ですが、インターネットから事前登録が
可能なのでとても便利！しかも登録サイトは英
語、日本語の表示もあるので安心ですよ。

さらに、「iTaiwan」は昨年９月に大幅な
エリア拡大を実施。台北のお隣の新北市
政府が提供するWi-Fi サービスも９月から

「iTaiwan」に加入したので、これによって、
アクセスポイントは7000カ所から２万3000

カ所に増えたそうです！というわけで、旅行の
前に Wi-Fi の登録しておけば、わざわざ旅
行前に Wi-Fi ルーターを借りる必要がない
わけです。これはとても嬉しいですよね！

台湾では昨年、台湾を訪れる外国人観光
客の人数が１０００万人を超えました。この
ような Wi-Fi 事情もこれに関係しているので
は？日本でも台湾みたいにストレスなくWi-Fi
が使えるようになればいいのになぁ〜。

今年で映画宣伝に携わり１０年目となっ
た。日本アカデミー賞のこの時期になると
思い出すのが２０１２年公開の「桐島、部
活やめるってよ」だ。宣伝プロデューサー
を担当した作品が日本アカデミー賞の作品
賞を受賞することは宣伝生涯で一度経験
できるかどうかという、この上ない喜びと
達成感を感じることができた。しかし桐島
の宣伝は試行錯誤の連続だった。「全員、
桐島に振り回される」というコピーは、高
校生向けのモニター試写の感想で「桐島く
んに振り回されて疲れた」という言葉があ
り、それをヒントにしている。また当時「ア
ベンジャーズ」が「日本よ、これが映画だ」
というコピーを見て、「ハリウッドよ、これが
日本映画だ」というコピーを使って話題にし
たりした。作品が口コミで広まり始めると、
その渦が徐 に々大きくなっていくことを実感
し、その勢いのまま、数 の々映画賞を総な
めにしていったのだった。そして、私が台
湾と触れ合うことになったのは桐島に沸い
た次の年のことだった。

今月のコラムでは、私自身が日本と台湾
をまたいで働くようになった転機を書きた
いと思う。桐島が日本を席巻した翌年の
夏、私は新たに宣伝を担当することになっ
た日台合作映画「一分間だけ」と向き合っ
ていた。映画宣伝では映画ポスターを作
るという重要なミッションがある。多くは本
編の撮影期間中にポスター用の写真撮影
をするが、この「一分間だけ」も同様、私
は日本公開に向けたポスター撮影のために
台湾の撮影現場を訪れることになった。こ

今、世界的に再注目されている活版印
刷。かつて主流だった印刷技法で、鉛で
出来た活字を一文字ずつ組んで一つの文
章にし、それをそのまま紙に印字していくも
のです。現在の印刷技術と比べれば、は
るかに気が遠くなるものなのですが、活版
には印字によるレトロな風合いがあり、主
に紙を扱うデザイナーたちから再評価され
るようになりました。

ただし、手間がかかり、当然予算もか
かるので日本国内でも活版印刷業者は限
られる上、年々減っていくばかり。しかし、
台湾で活字の販売と、活版印刷を請け負
う唯一のお店がありました。それが日星活
字行です。

僕がこの印刷所の存在を知ったのは7
年ほど前のことで、日本の新聞で紹介され
ている記事を読んだのがきっかけでした。
僕の本業は出版物の編集・制作全般なの
で、印刷や紙のことは常々気にしているの
ですが、まさか大好きな台湾に、僕の仕
事にも通ずるこんな素敵な場所があったと
は……。

日星活字行は台北駅の北側、徒歩5～
6分の路地にあります。印刷物フェチの僕
は、駆り立てられるように日星活字行に伺っ
てみました。オーナーの張介冠さんは言葉
も喋れない僕を快く受け入れてくれ、さら
には日本語のできる知人を呼んでくれ中を
案内してくれました。日本の活版印刷所で
は昔ながらの職人気質の方が多く、おいそ
れと話はさせてもらえない感じもあるのです
が、台湾だからなのでしょうか、それが外
国人であろうと、興味がある人にはできる
限り応じてくれるような優しい印象を受けま
した。

聞けば、張さんは2代目で政府からも表

彰される技術者で、台湾でのデザイナーたち
の間では神格化された方。張さんの支持者
によって作られた「活版印刷文化保存協会」
というボランティア・グループも存在するそう
です。ただし、ご存知の通り、台湾の常用字
は、画数の多い繁体字で漢字の数もとにかく
多く、この「繁体字の活字」を維持し後世に
受け継いでいくには、より多くの人からの支
持、支援が必要だともお聞きしました。

実際に見せていただいた活字の数に圧倒
されながらも、台湾ファンでもある僕はいっそ
日本国内ではなく、こちらで活版印刷のオー
ダーをしたくなって来ました。張さんに告げる
と「OK」と言っていただき、以来、自分の会
社の年賀状の印刷を何度かお願いできるよう
になりました。そのやり取りから、張さんが日
本に来られた際には、僕の知り合いの東京
の活版印刷所をご案内させていただくように
もなりました。

日星活字行さんでの活版印刷のオーダー
の仕方やコミュニケーションは、日本国内か
らのメール等は難しそうですが、活版印刷に
興味のある方で、台湾に行かれる機会のある
方は、実際に伺ってみて相談に乗っていただ
くのが良さそうです。うまくいけば、台湾そし
て活版でしか出せない風合いの印刷物が出
来上がるかもしれません。

の訪台が私にとっては台北日本人学校を卒
業して以来２０年ぶりとなった。台北松山空
港を降りたときに吸い込まれる湿気高い熱風
や、照り返すアスファルトの匂いが、２０年と
いう空白を一瞬で埋めるかのようだった。懐
かしさと感動で身震いしたことを今でも覚えて
いる。そして「一分間だけ」の撮影現場では、
台湾スタッフ・キャストの全員がこの作品に
前向きで、ポスター撮影やコメント撮りなど、
何をするにしても全力で協力してくれた。「この
仲間達ともっと仕事がしたい」そう思ったのが
私の台湾帰省の第一印象だった。

撮影も無事に終わり、帰国後の私は、あら
ゆるところで台湾の土産話しをし、今後の映
画作りの可能性を語るようになった。そんな
ときに宣伝依頼を受けたのが「KANO」だっ
た。２０１３年の年末には、ウェイ・ダーショ
ンプロデューサーとの打ち合せが日本で行な
われ、彼の熱い想いが注入された。「台湾映
画を見た事がない人達にもこの作品を見ても
らいたい。日本と台湾の素晴らしい歴史をた
くさんの人に伝えたい」と。そして翌２０１４
年２月には、台湾で「KANO」が公開され、
誰もが知る大ヒットとなった。日本展開として
は、３月に大阪アジアン映画祭で日本初上
映され観客賞を受賞した。また同映画祭には

「一分間だけ」も出品しており、両作品のキャ
スト。監督が台湾から一挙に日本を訪れた。

さらに私事だが、３月１５日からは台湾テ
レビドラマ「GTO TAIWAN」の宣伝のため、
日本キャストの台湾訪問があった。この期間
の全ての行程やキャスト対応、メディア仕込
み、現場仕切りなどを担当したが、今振り
返ってもこの時期以上に忙しかったことはな
い。しかし、その全てが日台作品だったこと
は、我が人生本当に強運だったと思う。日
本中で「台湾」というキーワードがたくさんの
メディアで取り上げられ、「台湾」が盛り上が
りを見せていること自体が嬉しかった。そして
私の中で、このようにエンターテインメントの
領域から日台を盛り上げていきたいという想
いが溢れ、２０１４年７月に台湾を本社に会
社を立ち上げたのだった。流れに身を任せ嵐
のような時期を過ごしたあの時期が、自分の
価値観や将来を変える大きな転機となったこ
とに間違いはない。この時期になると毎年「桐
島の歓喜」と「怒濤の台湾」を思い出す。

「風雞」を形造る−陶芸家•林清渠さん

台湾は Wi-Fi 天国！！

第十五回 松田義人（deco／編集者・ライター）

台湾に唯一残る活字販売、活版印刷

台湾、活版でしか出せない印刷物
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本書は台湾北部の商店で働く（？）“ 看板ニャ
ンコ” たちを地域別、お店ごとに紹介した全ペー
ジカラーのフォトエッセイ。食べ過ぎでぽっちゃり
の食料品店の猫から、近所の人に愛されるアイ
ドル猫、ネズミを捕らずにゴロゴロばかりのグー
タラ猫まで…。店の人や地域の人に愛されて育
つ、約３０匹の看板猫約２００枚の写真が集録さ
れている見ごたえ充分の猫好きにはたまらない構
成となっている。台湾でのんびり暮らす表情豊か
でかわいい猫たちの姿に癒されること間違いなし。
特にエッセイ部分には台湾の猫と人との交流エピ
ソードがつづってあり、心温まる１冊ともいえる。

著者の猫夫人（簡佩玲）は台湾桃園県出身の
作家であり写真家。猫好きがこうじて撮影を始め、

店主は、猫 -台湾の看板ニャンコたち

著者：猫夫人
翻訳：天野健太郎・小栗山智
刊：WAVE 出版
頁： 176ページ
定価：本体1,600 円＋税
発売日：2016/3/5

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で4名様に同書「店主は、猫 - 台湾の
看板ニャンコたち」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（3月中に発送予定）。
締切り：3月20日（消印有効）
台湾新聞社編集部〒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

台湾新聞227期読者プレゼント

猫がいると聞けばフットワーク軽く台湾中を駆け
回ってカメラを構える。猫写真を掲載したブログ
は大人気となり、１０００万ページビューを数え（現
在は閉鎖）、Facebook の公式ページでは９万い
いね！を突破するほど。台湾では多くの個展を開
き、新聞・雑誌・テレビの取材のほか、ディスカ
バリーチャンネルの出演経験も。

また、野良猫とコミュニティとの共存を目指し、
台北郊外の猴硐（ホウトン）で去勢手術や環境美
化など息の長いボランティア活動を続けるなど、ひ
なびた旧炭鉱町を世界中の猫好きが訪れる「猫
村」に変えた事でも知られている。

（文：You Li Xiang）

日本と台湾をまたいで働く若者達の過去・現在・未来！

文：林 雅行（映画監督）

左から、林さん、父、洪さん

日星活字行の様子。棚には無数の活字が
並んでいる。

渡辺タカトシ

Taipei Free

iTaiwan
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