
私に『何人リストラするのか？』と聞くが、わ
たしは社員をリストラするとは言っていない。
シャープの最大の問題は上部のリーダーシッ
プの問題だ」と指摘した。

さらに、約３５００億円の負債を抱える
シャープだが、これについては、「累積された
シャープの負債は、１つの良い対策で処理し、
資金を注ぎ込む」と述べた上で、「シャープは
多くの負債はあるものの、白物家電などの沢
山の資産も持っている。多くの方にシャープ
の買収額が高いと言われるが、それは彼らが
シャープの持っている優れた物を知らないか
らだろう。見るべきものは価格ではなく、そ
の物が持つ価値だ」とした。

このように、郭董事長はシャープの白
物家電を高く評価しており、「倒産直前の
シャープだったが、日本の白物家電、黒物
家電においても１位で、例えば空気清浄機
のプラズマクラスターは日本国内で半分以
上のシェアを占めている」と語る。また、な
ぜシャープ商品が売れなくなったかについて、
倒産を恐れ、購入後に修理をする人がいな
くなると思うからであるとし、「私がシャープと
手を組んだ後は、シャープが現在達成する
事が出来ない日本市場における目標の７０％
を２年のうちに達成してみせる」と意欲をみせ
た。

高橋社長も記者会見の際、「鴻海と共に創
り上げる新たな戦略的提携と、それによる販
売路の拡大、新たなサプライチェーンや製造
能力の活用など、グローバルな競争力が強化

される。今後もシャープのブランドを維持し、
世界中の顧客に向けて引き続き新しい価値
を提供し続けていく。シャープ自らが脱皮し、
これから１０年、１００年に渡り、なければな
らない会社として新しい価値を提供していく」
と述べ、鴻海との協力体制に期待を示した。

今回の買収契約の一連の動向は、日本の
一部メディアでは鴻海があたかも悪者である
ように報道された経緯があり、日本に誤解を
与えている。郭董事長は２日の記者会見で、
時間をかけて鴻海の対応や熱い想いを説明

巷を賑わしていた台湾の「鴻海（ホンハイ）
精密工業（郭台銘《テリー・ゴウ》董事長、
以下：鴻海）」と「シャープ（高橋興三社長）」
は４月２日、買収契約に正式調印した。鴻海
によるシャープ買収契約計画は、２０１２年
から郭董事長が異常なまでに力を入れ、熱
望していた事だ。台湾ではこの関係を恋愛に
見立て、「鴻夏恋 ( ホンシャーリエン、シャー
プへの恋 )」と称されるほどだった。

郭董事長がこれほどまでにシャープと手を
組みたかった理由の一つは、シャープが世界
で初めて量産化に成功した、人の手によって
創り出した透明な酸化物半導体「IGZO」技
術の取得であると言えるだろう。買収契約の
調印式を終えた郭会長は２日、台湾メディア
の取材に対し、IGZO 液晶の生産拡大計画
について詳しく説明した。

郭董事長は最初に、「シャープが持つ
IGZO 技術は、テレビやスマートフォンの高
画質と薄型化を実現できる次世代の表示装置
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鴻 海 が I G Z O 技 術 で
シャ ープの立て直し目 指 す

元行政院長の謝長廷氏は４月２７日、記
者団の取材に応じ、同日付の日本経済新聞
が報じた台北駐日経済文化代表処の次期代
表への就任を認めた。日本メディアの報道に
よると、謝氏は就任を認めた上で、将来の日
台関係について「戦略的パートナーか、運命
共同体のような関係に変えたい」と意欲を示
したという。

謝氏は１９８６年の民進党結成に関わり、
同党主席や行政院長、高雄市長などを歴任
してきた党の重鎮で、日本の京都大学への
留学経験を持つ知日派。（その他、新政権の
人事表は２面に掲載）

調印式と記者会見は鴻海とシャープが共同経営
する堺工場で開かれた

鴻海グループの戴正吳副総裁（左）と鴻海グループの郭台銘董事長（中）
及びシャープの高橋興三社長

シャープの白物家電を説明する郭董事長

次期駐日代表に就任を認めた謝長廷氏
（提供：中央社）

新たな駐日代表に
謝長 廷・元行政院長

『有機 EL』に負けていないが、経営難に陥
り資金が不足しているシャープでは、IGZO
技術を携帯電話やテレビなどの商品に運用す
る事が出来なかった」と問題点を指摘。その
上で、鴻海が投資を行う事により生産量を
増加させ、IGZO 技術を兼ね備える商品を
増やして行きたいと意気込んだ。また近い将
来、IGZO 技術を８K 液晶パネルに運用し、
２０２０年の東京オリンピックの際に市場の
主力になる事を目指す、とした。

郭董事長が話した有機 EL に勝るIGZO
強みは、省エネ、色彩が鮮明である、無機
で劣化しにくい、など点だ。加えて IGZO は
現在台湾のサプライヤーが所有している設備
とほぼ同等の設備を使用するため、全て更新
する必要がないなどの商品競争力にある。さ
らに「IGZOと有機 EL は現在五分五分であ
る。私がシャープに加わったあとは、IGZO
の勝る点が多くなるだろう。しかし強調した
いのは、有機 EL を作らなくなるわけではな
いという事だ。私たちは３年の時間をかけて
シャープを理解してきた。パネル事業として、
１００パーセント手を取り合い、必ず世界一
になる」と話し、自信をみせた。

郭董事長はシャープに対して、「シャープは
１００種類以上の優れた点を持っている上、
多くの優れた技術者もいる。ただ、商品化
の術が無かっただけだ。私はシャープの商

品化を手助け
したい。鴻海
はシャープの
スピーディー
な商品化を助
ける事ができ
る。私は彼ら
が安価で優秀
な商品を大量
生産出来るよ
うに支援する」
と協力体制を
話した。また、
郭 董 事 長 が
シャープで見
たものは、倒
産しそうなとき
でも自分の仕
事を放棄しな
かった社員た
ちだったとい
う。「日本人は

し、日本側の鴻海に対する理解を深めた。
今後、鴻海がどのようにシャープを立て直

していくのか、その舵取りには日台両サイドか
ら注目が集まるものとみられる。

郭董事長から見たシャープとは
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台湾の中国信託金融ホールディング（以
下：CTBC）傘下の中国信託商業銀行と東
京スター銀行（東京都）は４月１８日、熊本
地震における被災地の復旧のために、義援
金として計１０００万元（約３４００万円）を寄
付すると発表した。CTBC の顔文隆董事長
は「日台は政府や民間の交流が頻繁なのはも
ちろん、同グループと日本の縁も深い」と強
調し、「熊本県の被災者に１日でも早く普通の
生活を取り戻してもらうために援助を行うべき
だ」と述べた。このほか、熊本県のマスコット
キャラクター「くまモン」をテーマにした台北
市内のカフェ「KUMA cafe」も募金を開始し
ている。

なお、華僑界としては、在日台湾不動産
協会が１００万円、日本台湾商会連合総会
が２００万円、媽祖廟が２２６万円の義援金
をそれぞれ熊本に寄付した。
（元＝ニュー台湾ドル）

５月の民進党政権発足に伴い次期
行政院長の林全氏は４月２０日、新
内閣人事の一部を追加発表した。教
育部長には現・台中副市長の潘文忠
氏、文化部長には民進党立法委員の
鄭麗君氏、国立故宮博物院の院長に
は前・国立台湾美術館館長の林正儀
氏が選出された。また、４月１５日に
発表されていた新しい外交部長には
李大維氏（駐オーストラリア代表）が
選出されている。李氏はベテランの外
交官で、国民党の李登輝政権では政
府報道官も兼ねた行政院新聞局局長
を、民進党の陳水扁政権では駐米代
表を務めた経歴を持つ。

なお、林全氏は２２日、政策を説
明するための会議を開き、新政府の
方針を説明。「それぞれの代表らには、
単独でも各自の仕事をやり遂げる能力
はもちろん、団結の精神を持ってくれ
る事に期待したい」と強調した。

ここ数年、地震などの天災が多発している
日本と台湾。大きな被害がでる度に、日台
間で救い合いの連鎖が起きている。熊本県
で４月１４日夜に最大震度７を記録した大地
震発生後も、熊本県を中心に余震が相次い
でいる事や被害の苛酷さを受け、台湾からの
支援の動きが広がった。

１５日に熊本県に対して１０００万円の義
援金を送ると発表した中華民国政府は１６
日、馬英九総統の指示で５０万米ドル（約
５４００万円）の増額を決定し、約６４００万
の義援金を被災地へ贈った。馬英九総統は
１５日、台北駐日経済文化代表処を通じて
安倍晋三首相に見舞いの言葉を送ったとして
おり、民進党の蔡英文次期総統も同日、馬
総統よりも早い段階で日本の対台湾窓口機
関の交流協会に対し、協力が必要な場合は
力を尽くすと表明していた。さらに民進党も、
１６日に１００万元（約３４０万円）を寄付する
と発表した。台湾メディアによると、国民党
主席に当選した洪秀柱氏や蘇嘉全立法院長

熊本地震の「本震」とされた４月１６日から
僅か４日後の２０日、台湾から大量の支援物
資が被害の大きかった益城町に届き、被災
者を大いに勇気づけた。

これを届けたのは、福岡市の台湾寺院「臨
済宗日本佛光山・福岡佛光山寺」の満淨法
師をはじめとする僧侶と信者たち１５人で、４
トン積と２トン積のトラック２台とワゴン車２
台の計４台で、一部に損壊した道路を避け、
渋滞に耐えながら通常２時間で到着する行
程を５時間かけて現地にたどり着いた。

物資の中身は事前に益城町役場と入念
に打ち合わせて台湾佛光山と國際佛光會
(BLIA) で調達したもので、海外からのまと
まった支援物資としては､ おそらくこれが最
初のものだったと思われる。

実は福岡佛光山寺では最初の地震(前震)
があった１４日のニュースを聞いた後、すぐに
被災者支援を決め、益城町役場に電話を入
れた。混乱のため最初は繋がらなかった電
話が何度目かにやっとつながり、必要なもの
を聞き取りながら支援物資リストを作成した。

被災地の要請に沿った支援物資を購入し
て１６日の朝７時に福岡を出発しようとしたと

新 内 閣 の 人 事 が 明 ら か に熊 本 地 震、 台 湾 か ら の 支 援 広 が る

鈴鹿のノウハウを台湾・高雄へ

「SUZUKA CIRCUIT PARK」オープン！

熊本を勇気づけた台湾の救急ネットワークと仏教の心
ころ、その日の未明に更に大きい地震 ( 本震 )
が発生したため、身動きが取れないまま待機
せざるを得なくなったが、その間も國際佛光
會福岡協会の吉沢浩毅会長など１０数人が
物資を追加購入して箱詰め・積込みをするな
ど、準備を怠らなかった。

１７日になって「現地入りが可能」との連絡
を受けたため、覚岸法師と青年女子の龔培
鋅、遅美娜の３人が物資を積んで待機してい
た１．５トン積のトラックに乗り込み、６時間
かけて先ず益城町役場に、次いで八代市の
宗覚寺に届けた。距離の離れた2ヶ所を回っ
たため、午後２時に出発し、翌日未明の２時
半過ぎに帰着するという強行軍であったが、
これが第１回目の物資送達となった。

このとき思った以上に厳しい状況を目の当
たりにした覚岸法師がさらに突っ込んでニー
ズを聞いたところ、益城町１０カ所の避難所
の物資を管轄する吉本秀一氏から佛光山と
國際佛光會の早急な支援に感謝するととも
に、さらに毛布５０００枚、懐中電灯５０００
個、テント１０００個、子どもと高齢者用のオ
ムツ、粉ミルク、水、食料などの不足を知ら
され、追加支援の要請を受けた。

これに応えて台湾佛光山と國際佛光會は、
１８日に追加物資の調達と輸送を決めた。そ
れらが中華航空 ( チャイナエアライン ) で福
岡空港に届いたのが冒頭の様子である。

通常、台湾から日本へ送られた荷物の受
取りには、輸送と通関を合わせて２日間かか
る。これを少しでも縮めたい。中華航空の黄 
世惠・福岡支店長は２０日の朝６時に台湾
で積み込んだ物資を当日の午後２時に福岡
で受け取るという離れ業をやってのけた。ま
た輸送費と通関費を全額同社が負担してくれ
たこともすべてをスムースに進める大きい力に
なった。

おかげで午後２時に空港で受取った物資

は待機していた２５人信者の手で直ちにトラッ
クに積み込まれ、５時間後には台湾の真心
を添えて益城町に届けることが出来た。支援
の要請から物資が届くまでの過程は、まさに
時間との戦いであり、大勢の関係者の真心の
リレーでもあった。これが第２回目の物資送
達となった。

第３回目は 九州台湾商工會 ( 頼玉汝会
長)の１４人と中華料理店のオーナーシェフら
３人が合流して、１０００人分の暖かい食事
の炊き出しとともに支援物資を届けるべく２１
日の早朝５時３０分に福岡を出発したが、大
雨による土砂災害警報が出されたため、道
半ばの基山から引き返さざるを得なかった。
先方に迷惑をかけず、ボランティアメンバー
の安全も考慮した上の苦渋の決断となった。

第２回目以降の活動の指揮を執った福岡
佛光山寺の満淨法師は､ 釈尊の教えの中の

「布施の精神」の重要性を説く。支援活動
をはじめ、人の役に立とうとする行動は、自分、
相手、お金、物資、道具、時間などの要素
に加えて､ これらを結ぶ「縁」があってはじめ
て実現できる。この「縁」を大事にしなければ
ならない。

熊本の人 に々はまだまだ支援が必要だ。こ
れから支援活動をしようとする人は、我々の
活動に合流しても良いし、自分たちでやるの
もいい。どんなやり方をするにしても関係する
人や物資や時間を結ぶ「縁」があり、それを
考えて行動することで、相手も救われ、自分
の心も満たされると。

そして、これから熊本地震のボランティア
活動に参加したいという人に対しては、「現地
の要望をよく聞くこと、支援のための方法、
時間、内容などについてのルールを守ること、
そして何よりも避難している人や避難所の迷
惑にならないことが大事」とアドバイスをして
話を締めくくった。

１９６２年に日本初の本格国際ロードコー
スとして日本の三重県に誕生した「鈴鹿サー
キット」と同じコンセプトで運営されるモビリ
ティのテーマパーク「SUZUKACIRCUIT 
PARK」が５月９日、台湾・高雄市にオープ
ンする。パーク内には大型商業施設「大魯
閣草衙道 (Taroko Park Kaohsiung)」も
併設され、初年度の入場者数は施設全体で
１０００万人を目指す。

SUZUKA CIRCUIT PARK は、日本の
鈴鹿サーキットの運営母体の「モビリティラン
ド」が鈴鹿サーキットのライセンスを提供し、
台湾の大魯閣エンタテイメントが建設した。
運営は大魯閣エンタテイメントで、台湾メディ
アの報道によると、同社傘下の大魯閣開発
は同施設の今年の売上高目標を３０億台湾元

（約１００億円）に設定しているという。
パーク内には鈴鹿サーキット国際レーシン

グコースを模倣し、同じレイアウトの全長約
６００m のコースを走るレンタルカート場や、
モビリティランドオリジナルの遊戯機種が導
入されるほか、乗り物を通して様々なチャレ
ンジができる仕掛けが用意されており、鈴鹿
サーキットの「ゆうえんちモートピア」の理念と
ノウハウが活かされている。なお、S 字や立
体交差、シケインなど特徴的なコーナーが１
／１０スケールで本格的に再現されるレンタ
ルカートコースは、鈴鹿サーキットの名称と
レイアウト、付帯のアミューズメントが海外の
事業者へ輸出される日本初のケース。日本の
モータースポーツ、レジャー業界にとって新し
いビジネスモデルとなる事も予想される。

さらに、日本の鈴鹿サーキットと同じく手
塚プロダクションが生んだモビリティランドの
キャラクター、コチラファミリーも台湾に初上
陸。大人も子どもも楽しめるパフォーマンス

なども被災地の状況を案じるコメントを発表
している。

なお、地方政治の首長らからも支援の声
は続 と々寄せられた。台北市の柯文哲市長
は「台湾の過去の災害で日本の友人は最大
の協力をしてくれた」とフェイスブックに書き込
み、支援の意向を表示。さらに台中市の林
佳龍市長、台南市の頼清徳市長、高雄市の
陳菊市長は給与の1カ月分を寄付し、市に
義援金を募る窓口を開設する考えを示した。
一方、新北市政府消防局では隊員３０人と
救助犬1匹からなる救援隊を結成し、随時
出動可能な態勢を整え、台北市、基隆市な
どのレスキュー隊も派遣に向けた準備を整え
た。

また、台湾におけるバナナの主要産地であ
る屏東県の呉麗雪副県長は１８日、交流協
会高雄事務所の中郡錦藏所長に対し、熊本
地震の被災地にコンテナ1個分のバナナを提
供したい考えを示した。呉副県長は、行動
によって支援と被災者救援の意を表す事で、
被災地の人々が一刻も早く震災の痛みを乗り
越えられるよう後押しできればと話した。また、

「必要があれば、災害救助の経験豊富な救
援隊と果物の物資をいつでも被災地に送る
用意がある」とも述べた。

中郡所長は、現在熊本県は多くの場所で
道路が寸断され、交通網に影響が出ている
ほか、物資も足りているとし、現時点では物
資支援の必要はないとした。さらに、屏東県
からの温かい気遣いについては、日本政府と
被災者に伝えるとした。

熊本城の城壁崩壊（提供：中央社）

蔡英文氏も真っ先に Facebook
でメッセージを送った

物資は信者の手で手際よく積み込まれた

日本と同じくコチラファミリーも登場

完成イメージ図

を披露し、パークを盛り上げるほか、期間限
定で鉄腕アトムとのコラボレーションも企画さ
れている。 

パーク内の大型商業施設「大魯閣草衙道
(Taroko Park Kaohsiung)」には H&M、
Guess などのグローバルファッションブラン
ドや、台湾南部最大規模のアップルストア

（Studio A）、韓国のファッションブランド
であるH:CONNECT が台湾南部に初めて
出店する。また、メンズ＆レディースアパレル
とカフェの複合旗艦店、各国料理、地元料
理レストラン、特産品販売ショップなど、約
２００のテナントが入っている。さらに大型複
合スポーツ施設「WeSport」もあり、メーン
ショップとしてフィットネス、バッティングセン
ター、ボウリング、バスケットボールなど様々
なスポーツに挑戦できる事に加え、スポーツ
ウェアや用品ショップも完備されるなど、台
湾初のスポーツテーマパークとしての機能も
備える。

このほか、最先端のテクノロジーによる美
しい映像とクリアなサウンド、座り心地にこだ
わった椅子、見やすく迫力のある大型で広角
のスクリーンなど、理想を追求した映画館「シ
ネマコンプレックス」も設置している。

同ショッピングモールは、高雄国際空港か
ら地下鉄（高雄 MRT）で１駅の草衙駅に近
接し、最寄りの高速道路出口からは２５０m
と、公共交通機関、マイカーともにアクセス
の良いエリアに位置する。台北駅からも台湾
高速鉄道を利用すると９０分と、内外から多
数の来客に期待が寄せられている。

民間、華僑界からも支援相次ぐ

ショッピングモールには
約２００テナント
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本語・中国語を勉強する「勉強会」、日本の
伝統文化を体験できる「伝統体験講座」、台
湾・日本料理を学ぶ「料理会」などを開催し
ている。５月は１４日に浴衣体験クラス、１８
日には三味線体験クラスなどが実施される予
定。詳細は Facebook ページ「TJL- 台日友
好連盟」に掲載。

台湾の魅力を日本でPRするためのイベント
「台湾フェスタ２０１６」が７月３０日と３１日、
代々木公園広場の野外ステージで初めて開
催される。

主に観光、グルメ、芸能にスポットを当て
てリアルな台湾を紹介し、さらなる台湾への
理解を得る事が目的だ。

台湾出身歌手・欧陽菲菲の姪で、１５歳
の台湾人チェロ奏者の Nana（欧陽娜娜）は
４月１７日、ゲートシティ大崎ウエストタワー
地下１階アトリウムで日本デビューアルバム

「Ｎａｎａ １５」の発売記念ミニライブ & 握
手会を開催した。

Nana は自身のテーマカラーとする赤のロ
ングドレスでライブ会場に登場し、同アルバ
ムでボーナストラックとして収録されている叔
母の大ヒット曲「ラブ・イズ・オーバー」のチェ
ロカバーを含む全３曲を披露した。

日本での演奏は今回が初めてだったという
Nana は、「会場にお客さんが居なかったらど

郭俊麟投手に加え、今年からC.C.リー
投手、呉念庭選手が加入し、台湾との関
係がさらに濃くなった埼玉西武ライオンズ

（以下：西武）は４月２４日、西武プリン
スドームで行われた対楽天イーグルス公式
戦において、台湾観光局特別協賛イベント

「台湾デー」を開催した。西武が台湾デー
を開催するのは昨年に続き２回目で、昨年
の好評を得た上での実施だった。

当日は、台湾観光局スーパーミッション
隊組長「喔熊（オーション、OhBear）」と
台湾セブンイレブンや台湾プロ野球チー
ム“ 統一ライオンズ ” でもお馴染みのマス
コット「OPENちゃん」とOPENちゃんの妹

「PLEASE ちゃん」が来場し、ドーム前広
場特設ステージでダンスを披露したほか、
台湾伝統芸能の「台湾獅子舞」はグラウン
ドでもパフォーマンスを披露し、球場を盛
り上げた。また、始球式は台湾観光協会
の江明清所長が務めた。

さらに台湾観光局は、来場者への台湾
観光 PR のため、西武球場前駅外・台湾
観光 PRブース・西武プリンスドーム内に
設置されたスタンプを3つすべて揃えると

徳島インディゴソックスはこのほど、今年
１月に同球団に入団した台湾出身・張泰
山内野手の LINE スタンプの発売を発表
した。現在は申請中で、５月からの発売を
予定している。

スタンプは、同球団のユニフォームを着
た張内野手のイラストに、「勝った（贏了）」
や「いいよ～（不錯唷）」など、張内野手が
よく使う言葉を添えている。日本語版と中
国語版の２パターンがあり、どちらのスタ
ンプも台湾と日本から購入が可能だ。デザ
インなどは張内野手自身も念入りにチェッ
クしているという。

徳島インディゴソックスの南啓介代表取
締役は「情報が迅速なネットを利用して、
張内野手や徳島インディゴソックス、そして

抽選で台湾デーオリジナルタンブラーや台湾
お茶パックなどが当たるスタンプラリーや、1
組2人に台湾旅行（3泊4日間）が当たる抽
選会、写真撮影が可能な台湾観光名所及び
台湾出身3選手がデザインされたパネルの設
置、同じく台湾出身３選手の出身地の観光
名所がデザインされたクリアファイルの配布を
行った。また、ドーム前広場では、本格的な
台湾の味が楽しめるグルメワゴンや、郭俊麟
投手おすすめの魯肉飯販売も行われ、どちら
も長蛇の列が出来るほど大人気だった。

試合終了後、夫婦で観戦に来ていた日本
人女性は、「昨年も台湾デーに来ましたが、
今回もとても楽しかった。欲を言えば、もっ
と台湾人の選手に活躍して欲しかったです。
次回台湾デーを行う時には、台湾のチームと
対戦したり、台湾の観戦チケットを持ってい
たら入場が無料になるなど、何か台湾と実際
に交流出来るような企画をしてほしい」と話し
た。

試合は西武がメヒア内野手の３打席連続
本塁打の活躍でみごと西武が勝利を獲得し
た。メヒア内野手は３回にソロ、５回に２ラン、
７回に逆転満塁本塁打を放ち、チームの全
７打点を１人で稼いだ。なお、３回に先発の
岸投手が右足内転筋に違和感を訴えて降板
し、５回には救援の小石投手が失点、７回
には台湾人で３番手の C.C.リー投手が両足
をつって降板する場面もあった。西武の広報
担当者によるとリー選手は幸い大事には至ら
ず、病院に行かずにアイシング治療などを行っ
たという。

日本、徳島を PR するため LINE スタンプの
作成を企画した」としている。

また、同じく５月からは、張内野手の日本
での公式戦初安打を記念し、オリジナル T
シャツも発売予定だ。南代表取締役は、「張
内野手の入団も起因し、現在では試合観戦
に訪れる台湾人も着実に増加している。今
後は様子を見つつ、同じ
く台湾人の陽建福投手
が入団した愛媛マンダ
リンパイレーツとの試
合の際などに、『台湾
デー』のようなイベン
トを企画できればと
考えている」と意気
込みを話した。

約１年前に創立した TJL はこれまで、「台
湾と日本の交流、友好関係の促進」をモッ
トーに様 な々形態で３０回以上の日台交流会
を主催してきた。日本が好きな台湾人、台
湾が好きな日本人らに交流の機会を提供し、
友達作りにとどまらず、言語交換、文化交流
を目的に開催しているのが特徴。

TJL代表のデイビットさん「みんな(台湾人)
は日本が好きで、日本語を勉強するために日
本に来たのにもかかわらず、日本人と知り合
う機会がなく、日本文化を理解することも日
本語の練習も出来ない。そんな日本での生活
を私は非常に残念に感じた。それは台湾が
好きな日本人も同じで、彼らもこういった機
会を必要としていた。私は日台交流会を通し
て台湾と日本の友好関係をさらに築けたらと
願っている。これからも様々な日台交流のイ
ベントを続けて行きたい」と熱く語った。

TJL は通常の日台交流イベントのほか、日

日本を拠点に活動する台日交流団体
「TJL- 台日友好連盟」（以下：TJL）は４月
１０日、新宿御苑で「台日花見大会」を開
催した。TJL の花見は昨年に続き２回目で、
今年は昨年の４０人を大きく上回る２５０人
が参加した。なお、台湾人と日本人の参加
者比率は半々。参加者は歓談などを通じ交
流を深めた。

４月２０日に祐天寺の匯豐齋で行われた
台湾フェスタ実行委員会の会合で実行委員
長の朱恭亮氏（日本華商総会 副理事長）は

「２０１１年に発生した東日本大震災の際
に、日本に多額の寄付をしてくれた。その出
来事もあり、今の日本と台湾の関係は本当に
良い関係である。しかし、残念ながら観光
面でいうと圧倒的に台湾から日本にくる観光
客が日本から台湾へ行く観光客を上回ってい
る」とした上で、「台湾の良いところを知らない
日本の人はまだまだ多い。今回は今後、日本
と台湾の渡航者数を増加させるためにも、日
本の人達にもっと台湾を知ってもらい、日台
交流をさらに促進するために同イベントを開
催する」と意気込みを述べた。

なお、同イベントは告知として、メトロガイ
ド（５月２日発売）、夏 Walker（５月１２日発
売）、スカイマーク（６月１日～搭載）、まっぷ
る夏あそび本［首都圏版］（６月１６日発売）、

うしようという心配もありましたが、今日は小
さい子からお年寄りまで沢山の方に来て頂い
て嬉しいです。このようなオープンスペースで
演奏するのは初めてで、普段とは違うシチュ
エーションに緊張しましたが、ショッピングや
食事をしている人まで自分の音楽を聞いてく
れのるが嬉しかったです」と感想を話した。

また、叔母については、「叔母の音楽は小
さい時から聞いていました。大きな影響を与
えてくれた人です。今回の日本デビューもと
ても喜んでくれています。私はまだ勉強の身
ですが、早く追いついて、叔母と一緒に共演
したいです」と将来の希望も口にした。さら
に同アルバムのネーミングについて聞かれた
Nana は「２０１５年に収録、アルバムの曲数
も１５曲、そしてわたしは１５歳です。このよ
うな理由でアルバムに『１５』を入れました」と
説明した。

当日会場で演奏を聞いた家族は、「とても
綺麗な演奏で素敵でした。子供はバイオリン
を習っているのですが、Nana さんのように
成長して活躍欲しいと思います。日本でコン
サートがあれば、家族全員で必ず見に行きた
いです」とコメントした。

４月６日にアルバム「Ｎａｎａ １５」で日本
デビューした Nana は、１２歳で台湾のチェ
ロコンテストの１位に輝き、１３歳の時に米・
名門音楽学校「カーティス音楽院」に最年

家族でおでかけ［季刊発行］（６月８日発売）
などに情報を掲載する。

同 イベントの 詳 細 は ホ ー ムペ ー ジ
→ http://twfes.com

少で入学。その実力は全額奨学金を取得す
るほどだった。また、可憐な美貌を武器に
２０１５年からは台湾で女優活動も開始して
おり、SNS では５５０万人のフォロワーを持
つなど大注目のチェロ奏者として人気を誇っ
ている。なお、日本でのデビューリサイタル
は、今年６月２９日に東京・千代田区の紀尾
井ホールにて開催される。「今年は忙しい１年
になりそうです。今、ファンの方 と々約束して
いるのは、６月にツアーをする事です。今年
のツアーは台湾だけでなく、日本と中国も廻
りたいと思っています。さらに、自分のスキル
を磨き、皆さんに良いものをお届けしたいです」

（Nana）とファンに向けてコメントした。

日 台 交 流 団 体 TJL が お 花 見 大 会 を 開 催

２０１６年７月、代々木で台湾フェスタ初開催

１５歳の台湾人美少女チェロ奏者 Nana が日本デビュー！
ミニライブで叔母・欧陽菲菲の「ラブ・イズ・オーバー」披露

今 年 も 西 武 が 台 湾 デ ー 開 催

徳島インディゴソックス・張泰山内野手の LINE スタンプ誕生

台湾フェスタ実行委員長の朱恭亮氏

日本ﾒﾃﾞｨｱからも大注目の Nana

Nana がミニライブ開催

お花見に２５０人が参加

代表のデイビットさん

観光ブース横で台湾キャラクターたちと
記念撮影

西武が勝利も C.C. リー投手降板

張泰山内野手の LINE スタンプ

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！

くだもの編

※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。

台湾語：スワィヤー

日本語：マンゴー
中国語：マンゴー（芒果）

台湾語：ギンジョー

日本語：バナナ
中国語：シャンジャオ（香蕉）

台湾語：ナイチー

日本語：ライチ
中国語：リージー（荔枝）

台湾語：オンライ

日本語：パイナップル
中国語：フォンリー（鳳梨）
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昨 年 ５ 月
に 台 湾 で 公
開 さ れ た 台
湾 の ラ ブ ス
ト ー リ ー 映
画「若葉のこ
ろ（原題：五
月一號）」が
５月２８日よ
り日本のシネ
マート新宿、シネマート心斎橋ほか全国で順次公開
する。主人公の母が１７歳だった１９８２年とその
娘の１７歳の２０１３年のそれぞれの時代に行き交
う内容で、観る者を心疼く純愛の世界へと引き込ん
でいくもの。眩しくも切ない初恋の記憶を辿る珠玉
のラブストーリー。監督は Mayday（メイデイ）な
ど人気アーティストのミュージックビデオを手掛け
てきた、アジア MV 界で注目を集める周格泰（ジョ
ウ・グーダイ）監督で、同映画が長編初監督作品と
なっている。本編に映し出される各シーンは、ミュー
ジックビデオ出身の監督ならではの映像美でこちら
も必見だ。

問い合わせ→シネマート新宿
Tel:03-5369-2831

Information エンタメ／イベント／日台交流

聶永真、王志弘、小
子などが注目されるな
ど、いま活況を呈して
いる台湾のブックデザ
イン界。その最前線を
現 地 取 材 し、「T ５ 台
湾書籍設計最前線」と
いう書籍にまとめたの
が編集者の藤崎圭一郎
氏。そして同書の表紙
デ ザ イ ン と コ ー デ ィ
ネーションを担当した
のはグラフィックデザ
イナーの林唯哲氏。そ
の両氏が台湾のブックデザインの魅力について語
る「なぜ台湾ブックデザインが面白いのか？」が５
月１４日、千代田区立日比谷図書文化館4階スタ
ジオプラス（小ホール）で開催される（１３時半開
場、１４時～１５時半）。参加費用は１０００円で
定員６０人（事前申込順）。申込みは電話（03-3502
-3340）、E メール（college@hibiyal.jp）、来館（1
階受付）いずれか。①講座名 ( または講演会名）②
お名前（よみがな）③電話番号を伝えて申し込む。
問い合わせ→千代田区立日比谷図書文化館
Tel：03-3502-3340

一般社団法人台湾を
愛する会（愛台灣會）は
５月２８日と２９日の
２日間、東京都・墨田
区錦糸公園ふれあい広
場で「台湾フェスティ
バル ™ 日台食文化交流
２０１６」を開催する

（入場無料）。テーマは
台湾の食文化。同イベ
ントのメーンコンテン
ツはライチの種を飛ば
して飛距離を競う「台
湾ライチ種飛ばし大会」

（参加費５００円）。このほか、高雄より直送される
金鑽（きんさん）パインの即売、愛玉子（オーギョー
チー）もみもみ体験、ちまき作り、日台ゆるキャラ
プレゼント交換会、台湾原住民・泰雅族舞踊、台
湾料理の屋台ブース、台湾グッズの販売など。台
湾・高雄フルーツの妖精（キャラクター）、「高通通

（カオトントン）」の来場も予定している。詳細は
→ http://lychee.taiwanlover.org/about
問い合わせ→日台食文化交流実行委員会事務局
 （一般社団法人台湾を愛する会）
Tel：050-3580-6694

台湾ブックデザインの魅力と最新事情 今年は高雄のゆるキャラ登場！「台湾フェスティバル ™ 日台食文化交流２０１６」
台 湾 を 拠 点 に 世 界

各地で活動している劇
団 Shakespeare's Wild 
Sisters Group（ 莎 士 比
亞的妹妹們的劇團）が５
月１３日～５月１５日ま
で、百景社アトリエで公
演「Zodiac（ゾディアッ
ク）」を上演する。百景社
アトリエで海外から劇団
を招くのはこれが初めて。
また、日本での同作品上
演も初。Shakespeare's Wild Sisters Group は台
湾を拠点に活動する現代演劇を上演する劇団で、同
作品は２００１年に台湾で初演し、舞台空間と映像
をミックスした演出手法が高く評価され、その年の
台湾における１０大パフォーマンス芸術賞を受賞し
ている。チケットは一般前売が３０００円で当日が
３５００円。１８歳以下は前売、当日とも ５００
円。専用の予約フォーム（https://www.quartet-
online.net/ticket/zodiac）、またはＥメール（info@
hyakkeisya.org）にて申し込み可能。

問い合わせ→百景社
Tel: 029-896-3099

台湾現代演劇「Zodiac（ゾディアック）」日本初上演
古美術、工芸から近代

美術、現代アートに至る
幅広いジャンルや時代の
作品を一堂に会する日本
最大級のアートの見本市

「アートフェア東京」が５
月１２日から１４日まで、
東京国際フォーラムで開
催される。第１１回目を
迎 え る 今 回 は、 過 去 最
多の国内外１５７ギャラ
リーが出展し、台湾のギャ
ラリーからはRich Art（台
中）と Ming Dian Gallery（台北）の2点を展示す
る。なかでも Rich Art は会場内で最大の広さで展
開する。また、会期中の１２日に開催されるシンポ
ジウム「東京アートサミット」には10:30～12:15
に「APAGA（ASIA PACIFIC ART GALLERY 
ALLIANCE）」及 び13:30～15:15の「Asian Art 
Forum」には台湾画廊協会の王瑞棋（リック・ワン）
氏が他国の画廊協会理事長らや、各国アートフェア
のディレクターらと共に登壇し、アジアのアート
マーケットの展望などについて語る。
問い合わせ→アート東京
Tel: 03-5797-7912

アートフェア東京に台湾からも２ギャラリー参加

人気俳優の劉以
豪（リウ・イーハ
オ）× 陳匡怡（ア
ンドレア・チェン）
× 張睿家（レイ・
チャン）が豪華共
演する華流ドラマ

「元カレはユーレ
イ様 !?（原題：我
的鬼基友）」の日本語字幕版が５月１９日よりドラ
マ専門チャンネル「ホームドラマチャンネル」で日
本初放送を開始する（毎週木曜 深夜１：１５～２：
１５他）。同ドラマは元カレの幽霊とオタク男の異
色な三角関係が繰り広げるラブコメディ。高画質の
映画撮影技術や CG を使用しているところも見所の
一つとなっている。また、放送に先駆けＹｏｕＴｕ
ｂｅホームドラマチャンネル（公式）では第１話の
無料先行配信が決定している（配信期間は５月５日
～１８日予定）。「『元カレはユーレイ様 !?』は、とっ
てもロマンティックな要素を持った文芸的ラブ・コ
メディだと思います。みなさんにぜひ、気に入って
もらいたいです」（アンドレア・チェン）。
問い合わせ→松竹ブロードキャスティング株式会社　
Tel:03-5250-2330

（午前10:00～午後6:00 土日祝は除く）

２０１４年夏に
開催され好評を得
た「台湾巨匠傑作
選」の第２弾、特
集上映「台湾巨匠
傑作選２０１６ 世
界の映画作家に影
響を与え続ける台
湾ニューシネマの世界」が４月３０日から６月１０
日まで、東京・新宿のK's cinemaで開催されている。
同イベントは台湾ニューシネマ誕生３０周年を記念
したドキュメンタリー「台湾新電影 ( ニューシネマ )
時代」の公開に際し、台湾ニューシネマの代表作と
その後の台湾映画２３作品の大回顧上映を行ってい
る。上映作は、「悲情城市」「珈琲時光」「黒衣の刺客」
など侯孝賢（ホウ・シャオシェン）監督作７本をは
じめ、「愛情萬歳」を含む蔡明亮（ツァイ・ミンリャ
ン）監督作４本、「恐怖分子」など楊德昌（エドワード・
ヤン）監督作３本に加え、アン・リーの監督作や、
永瀬正敏の主演映画「KANO ～１９３１海の向こう
の甲子園～」、是枝裕和監督による侯孝賢監督と楊
德昌監督のドキュメンタリー「映画が時代を写す時 
― 侯孝賢とエドワード・ヤン」など豪華作品が揃う。
問い合わせ→ K's cinema
Tel:03-3352-2471

ROOTOTE 
の無地トート
バッグ「トー
ト・アズ・キャ
ンバス」の主
旨に賛同した
各界著名人が、
アートワーク
を施した作品の展覧会とチャリティーオークション
を開催する「ROOTOTE チャリティーイベント」の
台湾版「第６回 台湾版 ROOTOTE チャリティーイ
ベント」が５月２日から８日まで、統一阪急百貨台
北店で日本と同時開催される。さらに、同イベント
に出品された台湾の参加著名人の作品が５月１７日
より２２日まで、代官山のモンキーギャラリーでも
展示される。このイベントには辰亦儒（チェン・イー
ルー）（歌手／司会者／俳優）、張泰山（チャン・タ
イシャン）（野球選手）、張惠妹（チャン・ホェイメ
イ / アーメイ）（歌手）、張榕容（チャン・ロンロン）（女
優）など５０人以上の台湾著名人が参加する。イベ
ントの売上金の全額を香園社會慈善基金會に寄付
し、台湾の知的障がい者支援活動のために活用され
る。
問い合わせ→株式会社スーパープランニング
Tel: 03-3780-4738

「元カレはユーレイ様？！」
日本初公開

「元カレはユーレイ様 !?」が日本初放送 「台湾巨匠傑作選」の第２弾開催中第６回 台湾版 ROOTOTE チャリティーイベント「若葉のころ」が５月２８日より公開

なぜ台湾のブックデザインは
面白いのか？

食文化がテーマのイベント
開催

アートフェア東京に台湾
２ギャラリー参加

「zodiac」日本初上映

「若葉のころ」上映 ©South of the 
Road Production House

ROOTOTE 台湾版が代官山で展示 台湾新電影時代
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第５回「台日文化交流および東
日本大震災復興支援～台日ベジ
フェスティバル in 池袋～」のイ
ベントが４月２日と３日の両日、
台日文化交流実行委員会（ＮＰＯ
法人国際ブリアー、以下：ＢＬＩ
Ａ）の主催により、豊島区の池袋
西口公園で開催された。初日午前
に行われた開会式に、来賓として
出席した台北駐日経済文化代表処
の沈斯淳代表は挨拶で、「台湾と
日本は、台風や地震など自然災害
に見舞われるたびに、互いに支援
し合い、試練に向き合ってきた」
と述べた。さらに、今年２月６日
に発生した台湾南部地震の被災者
に対し、日本各界からの支援に「台
日間の揺るぎない友情の深さを実
感した」と強調した。主催者の邱

美艶委員長は、「困ったときに助けあえる事こそ
が真の人と人とのお付き合いだ。日台間にはこの
ような真の交流がある。これからもお互いに協力
し合っていきたい」と挨拶した。開会式には豊島
区の高野之夫区長、豊島区議会の村上宇一議長、
ＢＬＩＡの満潤法師ら日台双方の関係者も登壇し
た。

「台日ベジフェスティバルin池袋～」に沈代表出席
駐日経済文化代表処

那覇市の波の上うみそら公園
を中心に「島ぜんぶでおーきな祭　
第８回沖縄国際映画祭」が4月21
日より24日まで開催された。今
年は日本、沖縄、台湾、中国大陸、
香港及び東南アジア各国からの
チームが参加した。県内各地で多
彩なイベントが行われ、４日間で
延べ３５万人（主催者発表）が訪
れた。最終日にはレッドカーペッ
トが那覇市の国際通りで開かれ、
お笑い芸人、俳優、タレント、映
画関係者など多彩な芸能人が笑顔
を振りまいて歩き、多くの観客か
ら歓声が上がった。また、２２日
の午後には、桜坂劇場で台湾出身、
馮凱執監督の「神廚」の試写会が
開催され、駐那霸弁事処の蘇啓誠
処長が挨拶した。この後馮監督及

び出演者が登壇し、観客と交流を図った。観客ら
は、「神廚」の試写会を通じて、沖縄県民の台湾食
文化への理解を深めた。また、オープニングライ
ブには台湾で活躍するアジア住みます芸人台湾担
当の漫才少爺（漫才ボンボン）が登壇した。

「島ぜんぶでおーきな祭」の試写会で蘇処長が挨拶
駐那覇分処

大阪市立美術館（大阪市天王寺
区、天王寺公園内）で４月１２日
より、同館８０周年と日本書芸
院創立７０周年記念の特別展「王
羲之から空海へ 日中の名筆 漢
字とかなの競演」が開催されてい
る。開催前日の４月１１日には記
念式典及び内覧会が行われ、駐大
阪経済文化弁事処の張仁久処長が
出席した。このほか、各界から約
７００人が出席するなど、式典は
盛大に行われた。同展には、台湾
から台北國立故宮博物院（以下：
故宮）所蔵の、宋から明の巨匠た
ちの名立たる傑作が初展示され
た。また、明清の書のコレクショ
ンを中心とする台湾の何創時 ( か
そうじ ) 書法芸術基金会からは明
末清初の逸品が出展された。この

特別展は、故宮が２０１４年に東京国立博物館と
九州国立博物館で開催した「国立故宮博物院－神
品至寶展－」が成功裏に終わった事を受け、さら
なる深化を目指すための開催に至ったもの。故宮
と日本の博物館の交流による、日台における文化
交流意義の強化が実現したものでもある。なお、
同展は５月２２日までで、合計２２９点の書道作
品と並びに、様々な国の重要文化財が展示されて
いる。

「王羲之から空海へ 日中の名筆 漢字とかなの競演」が開催
駐大阪弁事処

「北海道地区台湾留学生会」新
入生歓迎会が４月１６日、札幌市
内で開催され駐札幌弁事処の陳桎
宏処長夫妻、翁淑婷秘書が出席し
た。陳処長は挨拶の中で、まずは
学生の本分たる学業に専念するよ
う、参加した台湾人留学生に向け
て激励のメッセージを述べたうえ
で、「日本での留学生活において
は、ただ学業に没頭するのではな
く、積極的に数多くの交流活動に
参加することで見聞を広め、また
機会を見つけて日本の友人に対し
先進的な台湾の現況を紹介する事
で、『国民外交』を一人一人が展開
することも大変重要である」とし
た。また、同処や北海道の友好団
体の役割にも触れつつ、「生活や
学業のうえで何か困難があれば、

いつでも気軽に連絡をしてもらえれば協力を惜し
まない」とし、「特に北海道では丁度長い冬が終わ
り、季節の変わり目を迎えているところであり、
各位体調管理には十分気をつけるように」と注意
を促した。

駐札幌弁事処が「北海道地区台湾留学生会」新入生歓迎会に出席
駐札幌分処

外交部は4月17日、熊本地域
で発生した大地震の影響で台湾の
留学生２８人が孤立状態となって
いたが、台北駐大阪経済文化弁事
処福岡分処が車両を手配して全員
を救助したと発表した。外交部に
よると、同14日夜に熊本県で発
生した大地震により、同県内では
多くの地域で断水や停電などが続
き、生活機能に深刻な影響が出て
いる。福岡分処は直ちに緊急対応
チームを組織し、全職員及びその
家族を動員して被災地に住む台湾
出身者及び台湾の留学生の安否確
認を行った。現在までに台湾出身
者や留学生たちは全員の無事が確
認されている。福岡分処は同１６
日以降、絶えず情報を提供すると
ともに、熊本市内で足止めされて

いた台湾の観光客２５人のためにタクシーを手配
し、福岡県福岡市まで移動させた。また、熊本地
震発生後、台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処は
不眠不休で情報収集に努め、救助に当たったほか、
福岡で学ぶ台湾の留学生たちを動員し、熊本へ派
遣する車両の運転を依頼した。救出された台湾の
留学生のための臨時の宿泊場所は、福岡に住む台
湾出身者（元留学生）が提供した。

福岡分処が熊本地震の影響受けた留学生２８人を無事救出
駐福岡弁事処

恒例の横浜台北のアーティス
ト交流プログラムで、今年の1月
より滞在して制作を手掛けていた
邱昭財（Chiu Chao-Tsai）氏の個
展「淨‧境」が４月８日から１７
日まで BankART Studio NYK
で開催された。同展は、スタジオ
として使用していた NYK の部屋
をギャラリー用に変換し、今回
の滞在で制作した作品を展示し
た。８日に行われたレセプション
では、横浜市政府文化観光局の中
野浩一郎課長、台湾文化センター
の朱文清センター長及び日本の芸
術家ら約３０人のほか、横浜分処
の粘信士処長夫婦も出席した。ま
た、台湾からのプレスクルー４人
が、延べ５日間の密着取材を行っ
た。粘処長は挨拶で、「BANKART

と台北市が共同で催行している台北・横浜アー
ティスト交流事業が今回で１１回目を迎えまし
た。同事業は実り多いものであり、横浜市政府及
び BankART が台湾芸術家に創作の機会を与え
て頂いている事と、ご協力に感謝申し上げます」
と述べた。また、挨拶後は朱センター長が乾杯の
音頭を取り、同個展の成功を祝した。

邱昭財氏の個展レセプションに粘処長夫妻が出席
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※

阿里山森林鉄路が５月１日より運賃を
値上げする。運賃改定は２０年ぶり。運賃
は、嘉義－奮起湖間が現在の２４０元か
ら３８４元（約１３０５円）に、阿里山－
祝山間は１００元から１５０元（約５１０
円）に、阿里山－神木・沼平間は５０元
から１００元（約３４０円）にそれぞれ引
き上げられる。また、２割引の往復乗車

券廃止に代わり、支線（祝山・沼平・神
木線）の乗り放題切符が新設され、同１
日より販売される。１日周遊券は４００
元（約１３６０円）、二日券は５００元（約
１７００円）となる。５月から１カ月間、
嘉義－奮起湖間に乗車すると支線乗車券１
枚を贈呈し、指定席利用客には数量限定の
特別冊子を無料進呈する。

Apr7 阿里山森林鉄道が５月より２０年ぶりの値上げ
法務部調査局航業調査処台中調査站は、

台湾史上最大規模の違法薬物摘発があった
とし、受取人となっていた二人を逮捕、麻
薬など約1784キロを押収したと明らかに
した。 押収されたのはケタミン264キロ
と覚せい剤の原料となるプソイドエフェド

リン1520キロ。3600万回分の使用量に
匹敵するとされている。関係者によると、
違法薬物はパンダやマッシュルームの置
物、自動車用ワックスの中に隠され、中国
大陸からのコンテナに積まれていた。

Apr13 麻薬など1784キロ　台中で台湾史上最大規模の薬物押収
エバー航空のビジネスクラスで提供さ

れるワインが、英誌ビジネストラベラー主
催の機内ワイン表彰制度「2015セラーズ・
イン・ザ・スカイ」のベスト・ビジネスク
ラス・セラーで１位を獲得した。赤ワイン
部門でも1位、スパークリングワイン部門
では２位となった。エバー航空によると、

機内に搭載されるアルコール類の銘柄は毎
年異なっており、毎回専門職員が２００種
類以上を飲み比べ、路線や搭載される機内
食などに合わせて調整。日本線では日本酒
の獺祭、キティジェットではクリュッグの
ロゼがそれぞれ人気だという。

Apr18 エバー航空の機内ワインが高評価＝セラーズ・イン・ザ・スカイ

新竹市の林智堅市長は、５月末までに
同市で自転車シェアリング（レンタサイク
ル）「ユーバイク」（YouBike）を実施する
と表明した。これで「ユーバイク」を実施
する都市は新竹市は、台北市、新北市、台

中市、彰化県、桃園市に続いて台湾で６番
目となった。当面は１０カ所のステーショ
ンを設置し、年内をめどに３０カ所に増や
す構え。林市長は、「ユーバイク」の実施に
より、観光客が増えることを期待している。

Apr7 新竹市が５月に「ユーバイク」実施、観光客増を期待 米「タイム」誌の「２０１６年世界で最
も影響力のある１００人」を選ぶインター
ネット投票の結果発表され、中華民国（台
湾）の蔡英文次期総統が１９位に選ばれた。
トップは米国の次期大統領選で民主党の候

補指名を目指すバーニー・サンダース氏
だった。蔡英文次期総統は得票率１．２％
で、アジアの国家指導者のうち得票率が２
番目に高かった。

Apr14 蔡英文次期総統が「２０１６年世界で最も影響力のある１００人」で１９位
台湾桃園国際空港は、二つの滑走路を

結ぶ「WC 誘導路」の移設と複線化を行う
ため、７月から空港につながる道路で速
度制限やルート変更を実施すると発表し
た。空港側は混雑時には空港到着までの時
間が最大約20分増加するとみており、国
際線を利用する人々に対して、早めの出発

と公共交通機関の利用を呼び掛けている。 
WC 誘導路は複線化によって２機の超大型
旅客機エアバス A380型機が同時に双方
向に通行できるようになり、同空港の運用
効率が大幅に向上するとしている。従来の
同誘導路は第３ターミナルなどが建設され
る予定。

Apr19 桃園空港、誘導路移設で速度制限など実施へ

立法院はこれまで同院のウェブサイト
上で行っていた国会中継の配信を試験的に
拡大した。これにより提携する計14社の
ニュースサイトやテレビでも現在進行中の
審議が視聴可能になった。立法院では、１
月の立法委員選挙で当時の最大野党の民主

進歩党が初めて単独過半数を獲得。２月に
同党初の院長となった蘇嘉全氏が、新たな
国会は透明化されてこそ人民の信頼を得ら
れるとして、審議の公開を進める考えを示
していた。

Apr8 台湾の国会中継、テレビやニュースサイトでも視聴可能に 頂新グループ傘下の食品大手・味全公
司（Wei Chuan）は、今年第２・四半期（４
～６月）に「台北カルビー」を清算し、スナッ
ク菓子製造から撤退する事が分かった。「台
北カルビー」は日本のカルビーが51％、味
全が49％出資する合弁企業だが、日本側
は味全の株式を収得せず、会社を清算し、

台湾工場も閉鎖するとみられる。「台北カ
ルビー」の昨年３月～今年３月の売上は
1300万元で前年比47％減少した。味全は
本業の食品事業に注力するとし、松青スー
パー、UCC コーヒー、王徳伝茶荘の売却
に続き、四つ目の事業を手放す。

Apr15 味全がカルビーと提携解消し合弁会社は解散へ

交通部民用航空局は、国際テロへの対
応を目的に、５月１日より国際線旅客の搭
乗時におけるパスポートと搭乗券確認の義
務化を公布した。中華航空、遠東航空、復
興航空はすでに搭乗口でのパスポート確認

を実施しており、今後は旅客がさらにス
ムーズに搭乗できるよう案内するとしてい
る。エバー航空は北米・欧州線のみでパス
ポート確認をしていたが、５月からは全線
で実施する。

Apr21 国際線搭乗口でのパスポート確認、５月から完全義務化

総統府前のケタガラン大道で、死刑廃
止に反対する民間団体主催のデモが行われ
た。白いバラを手にした多くの市民が参加
し、社会の安定や司法制度の改善を訴え
た。台湾では死刑廃止を求める声が高まる
一方、２０１４年には台北メトロ（MRT）

車内で男が刃物を振り回し２６人が死傷し
たほか、昨年５月と先月28日には台北市
内で８歳と４歳女児がそれぞれ男に殺害さ
れる凶悪事件が相次いで発生。デモでは「死
刑に値する凶悪犯には死刑判決を下すべき
だ」などと呼びかけられた。

Apr10 「死刑廃止に反対」　凶悪犯罪相次ぐ台湾でデモ 衛生福利部国民健康署が発表した癌に
関する最新統計によると、台湾では2013
年に９万9143人が新たに癌と診断され
た。前年比2449人増加。平均すると５
分18秒に一人の割合で罹患しており、前
年より８秒短縮された。11年連続の加速。
癌の種類としては、大腸癌、肺癌、肝臓

癌、乳癌、口腔癌、前立腺癌、胃癌、皮膚
癌、甲状腺癌、食道癌の順となった。大腸
癌は８年連続でトップ。また男性の標準化
罹患率は10万人ごとに340.1人で前年を
下回ったのに対し、女性は10万人ごとに
264.3人で上昇した。国民健康署では、乳
癌の発生率上昇が原因とみている。

Apr15 台湾の癌患者の発症頻度は５分18秒に一人
キャスター付きの事務用チェアに乗っ

て商店街を駆け抜ける「いす -1GP（グラ
ンプリ）」が、台南市で台湾初開催された。
日本からの2チームを含むおよそ100チー
ム約1000人が参加。多くの観客で賑わっ
た。今年3月、同市の商店街、正興街の商
店主らが京都府京田辺市で行われた大会に

出場したのをきっかけに、台湾での開催を
決定。台南市も全面協力し、中心部を南北
に貫く目抜き通りの海安路2段を12時間
にわたって車両通行止めにした。参加者ら
は思い思いの衣装に身を包み参加してい
た。

Apr24 「いす-1GP」 台湾・台南で初開催 事務用チェアが商店街を疾走

蔡英文次期総統は、民進党本部で山口
県の村岡嗣政知事らの訪問団と面会した。
両者は日台の観光発展や交流促進について
意見を交換。蔡氏は昨年訪日した際、岸信
夫衆議院議員の協力の下、山口県を訪問し、
村岡知事と面会している。今回台北で再会
出来た事に喜びの意を表した。村岡知事が

山口県には多くの観光資源があると紹介し
た上で、台湾と同県を結ぶチャーター便の
就航を実現させたいとの希望を述べると、
蔡氏は前向きな姿勢を見せ、新政権の発足
後、日台交流の促進を後押ししていく考え
を示した。

Apr12 蔡英文次期総統が知事と面会で日台交流の促進に意欲
事実上解散しているアイドルグループ

5566のリーダー、トニー・スン（孫協志）は、
桃園球場で記者会見を開き、台湾プロ野球・
ラミゴのチアリーダー「ラミガールズ」の
メンバー23人をアイドルグループとして
デビューさせると発表した。また７月にシ
ングルと写真集がリリースされる見通しと

した。トニーは、ラミガールズはデビュー
して数カ月が経つと出番が減っていく一般
的なアイドルグループと違い、シーズン中
は球場で定期的にパフォーマンスを行う
という「強み」を持っていると強調。一方、
デビュー後もチアリーダーの仕事には影響
を出さないとした。

Apr16 美人チアリーダーがアイドルデビュー、７月にシングル発売 台湾の台北郊外の遊園地「八仙水上楽
園」で昨年6月、イベント中に火災が発生
して15人が死亡した事件で、同市の地方
法院は、イベントを主催した呂忠吉被告に
対し、業務上過失致死罪で懲役4年10月
の実刑判決を言い渡した。事件では、参加
者にかけられたカラーパウダーがステージ

上の照明器具の熱で発火。命懸けで逃げ出
す人々で大混乱となり、死者15人のほか、
重傷者200人余りを含む500人近くの負
傷者を出した。呂被告はイベントを主催し
た会社の所有者で、昨年10月に起訴され
ていた。地裁の外にはこの日、犠牲者の遺
族が集まった。

Apr26 台北の遊園地火災、イベント主催者に懲役4年10月

開会式の様子 挨拶をする國立故宮博物院の何副院長

新入生歓迎会の様子
蘇処長（右一）と「神廚」

の馮凱監督（右二）

台湾留学生を無事に保護
（提供：中央社）

粘処長夫妻も出席
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現在、台湾で圧倒的人気を誇る台湾発
のキャラクター LAIMO（ライモ）と爽爽猫

（ソウソウネコ）。それぞれ Facebook や
Instagram などの SNS で生まれ、約２年前
に SNS で出会った２つのキャラクターがコラ
ボレーション。今ではコンビとしてイベントや
コラボレーションに引っ張りだこです。

昨年より日本にも進出し、ファン急増中の
LAIMO の作者・Cherng さんと爽爽猫の
作者・SECOND さんにキャラクター誕生か
らヒットまでの知られざる秘話を教えてもらい
ました。
空前の大ヒットとなっているキャラクターを生
み出されたお二人、いったいなぜイラストレー
ターを目指されたのですか？
Cherng（以下C）：もともと、小さい頃からずっ
と絵を描く事が好きだったので、絵を描かな
い人生は考えていませんでした。大学時代で
も絵を描くことに関係のある学科を選考でき
たので、今に至っているのだと思います。
SECOND（以下 S）：僕も小さいときから絵
を描くことは好きでしたし、高校と大学はデザ
インや絵画を学ぶ学校でした。僕は大学院
卒業後、周りのみんなが仕事を始める中で、
やはり大好きな絵を描き続けたいという思い
が強くありました。しかし、将来の道を考える

と不安で夜眠れない状態が続き、そんな時、
夜中にスケッチブックに落書きするのが日課
になったのです。そしてたまたま猫を描いてい
て…それで誕生したのが爽爽猫でした。大
学の時もキャラクターを考えてスケッチした
ことはありますが、ちゃんとした形でキャラク
ターを発表したのは爽爽猫が初めてです。
それでは、Cherngさんが LAIMO を描いた
きっかけは？
C：僕はもともと漫画スタイルから始まって
います。ある時、漫画の中でブラックユーモ
アを用いてパンダと喧嘩をするマレーバク、
LAIMO を書いたのがきっかけですね。
なぜマレーバクをキャラクターにしたのです
か？
C：見た目が不思議、当時の台湾人はほとん
どマレーバクの存在を知らない、そして自分
がモノクロの作風が好きだった、この３つが
合わさったのがマレーバクでした。僕はマレー
バクを皆さんに紹介したいと思い、キャラク
ターとして描きました。マレーバクはそんなに
可愛くないけど、ずっと見ていると親しみを感
じてくる動物だと思います。ちなみに LAIMO
の一番のポイントはブラックユーモアを交え
た性格です。あまり大衆の意見に背くことが
出来ない人が多い中で、僕が代弁者になっ
てそれを描いてきた事がブームのきっかけに
なったと自分では思っています。
爽爽猫は片方だけ描かれた眉毛が特徴的
ですよね！

S：最初、猫の絵に片方の眉毛だけ描き
込んだときに、「この表情は僕の煩いや

その他全ての思いを共有してくれる」
と思ったのです。さらに
は、良い方向に持って
いってくれるようなキャ
ラクターであるという確
信もありました。世界
は憂鬱な事もあるけど、
角度を変えればユーモ
アな事も沢山あるという

ポジティブなメッセージを表情に表した結果、
この形になりました。もし２つ眉毛があったら
困りすぎてる表情になってしまうからね（笑）。
この子は皆さんの悩みをそっと吸収してくれる
ような存在です。なので、爽爽猫を描く時は
必ずポジティブなポエムを添えています。元々
は自分のために書いていたものが、SNS に
乗せて皆さんに発信していくにつれて、今で
は皆さんに少しでも勇気を与えられる存在に
なれたことに驚いています。これからも描き続
きたいです。
次に、お二人の出会いについて教えて下さい
C：僕たちは約２年前、SNS の Instagram
の中で知り合いました。当時、初めて見た爽
爽猫は今のような完成形ではなく、初期の時
代だったのですが、直感で「すごいな」と思
いました。そのあと、Instagram でコメント
を残したりFacebook でタグ付けしたりする
ところから始まり、爽爽猫が開催した初の展
示会で初めて顔合わせになりました。その時、
お互いに人間的にとても気が合うと思ったの
です。また、お互いのキャラクターにおいて
は、普通なら衝突しそうな負のオーラを持つ
LAIMOと正のオーラを持つ爽爽猫が、逆に
良い融合を生むのではないかと考え「面白い
な」と感じたのがコラボレーションのきっかけ
です。その後、初めてイラストでコラボしたの
が Rody（イタリアのレードラプラスティック社
で生まれた馬をモチーフにした乗用玩具）も
交えたミラクルな企画でした。
S：Rodyとのコラボのときのグッズはとても
人気で、展示会１日目で全て売り切れました。
昨年、日本にも進出されましたが、進出後で
変化はありましたか？
C：去年から日本のファンが増えていって、
SNS のコメントも日本語のものが増えました。
S：台湾でファミリーマートとのコラボレーショ
ンイベントをしたときも、わざわざ日本から飛
行機に乗ってグッズを集めに来てくれた日本
のファンも沢山いてとても感動しました。
他の海外への進出は？

C：韓国で本を１冊出しています。
S：僕は香港で台湾の観光を紹介するイラス
トを発表しました、また、この１、２ヶ月の間
に中国で簡体字の書籍を販売することが決
定しています。
C：もちろん色んな外国に進出したい気持ち
もありますが、でもやっぱり日本が一番好き
な国なので、まずは日本市場で僕たちのキャ
ラクターを広めていけると嬉しいです。
日本で好きなキャラクターは？
C：僕はちびまる子ちゃんですね！見た目だけ
ではなく、そのストーリー性が好きです。さり
げないユーモアが色々なところに散りばめら
れているところが僕の作風にも似ています。も
しかしたらちびまる子ちゃんからインスピレー
ションを受けているかもしれないです。
S：僕は芸術家の「奈良美智」さんの絵が好
きです。好き過ぎて１人で彼の故郷、青森
に行った位です（笑）。
今後、日本でやってみたいことはありますか？
S：僕のスタイルはイラストとポエムです。日
本で本を出版したいというのは直近の目標で
すし、欲を言うならばキャラクターカフェを
やってみたいですね。
C：僕は最近、ショートアニメーション作りに
こっているので動画に力を入れていきたいで
す。動画を作っているときは楽しす
ぎて寝られない位ですよ。日本用に
LINEスタンプも作りたいなという気
持ちがあります。
この約２年間を振り返って
S：この2年は僕たちにとって、と
ても特別で素晴らしい時間でした。
もちろん自分のキャラクターが商
品になっているのを見れば興奮
しますし、まるで夢の
中にいるみたいです。
しかし、このように広がりを
見せていても、初心を忘れず、
自分たちがイラストを使って
皆さんを喜ばせたいんだっ
ていうことは自分たちの中
にちゃんと持っておこうと
思っています。
C：今は走り続けていま
すが、いずれアイディ
アが枯渇してしまわな
いかという事も心配で

台湾で愛されるキャラクター、LAIMOと爽爽猫とは？
２ 人 の 作 者 に 独 占 イ ン タ ビ ュ ー ！！

す。なので、仕事に対して一つ一つしっかり
とまじめに取り組んでいきたいです。皆さん
応援宜しくお願いします！

新商品発売を記念し
東京でイベント開催！

★新商品★

▶熊本地震の被災者に向けて「1日
も早く元気になってもらいたい」と
いう気持ちを込めて「愛と平和」を

テーマにイラストを制作

◀春水堂
で行われたイ
ベントの様子
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九份の石畳の階段。観光パンフに必ずと
いっていいほどのる目玉スポットだ。ずらっと
ならぶ茶藝館。その中で、はたまた必ず九份
の一枚として写真で取り上げられるのが阿妹
茶酒館である。日本人観光客にも大人気の
店だ。基山街から石畳の階段を下っていくと
右側にその店はあり、そこから急な木の階段
を昇ると店の入り口がある。左はカフェ的な
雰囲気で右にはまた木の階段。数段昇って、
またさらに左上に昇っていくとやや広いフロ
アがある。そこにある円卓が私のお気に入り
である。九份と金瓜石に行った時には必ずと
いっていいほど立ち寄る阿妹茶酒館である。
「はい、はい。また来たね」といつも笑顔で

迎えてくれるのはこの店のオーナーの許俊郁
さんである。この店で出される料理は「地の
料理（この土地の料理）だよ」といつも言う。
台湾に来る日本の観光客は美食（？）を求め
てくるのだが、あえて「地の料理」。いいかえ
えれば素朴な家庭料理といったところだ。

許さんは1930（昭和５）年生まれである。
この石畳の階段を昇りきった場所には台湾の
子供が通う九份国民小学（小学校）がある。

皆さんが台湾の空港に着いて、一番最初
にやる事は何ですか？私はお金の両替です。
台湾のお札は日本のお札に比べて色とりどり
で、しかも描かれている柄はなんだかポップ
でノスタルジック。今回はそんな台湾のお金
の種類について、説明したいと思います。

まずは基本の台湾のお金の呼び方につい
て。台湾の通貨は台湾元。略称は元（ユェン）。
ニュー台湾ドル（NTD）、圓（ユェン）とも表
記され、口語では塊（クァイ）と呼ばれる事が
多いです。ここでは「元」で統一させてもらい
ますね！

台湾のお金の中でも一番目にするのが
１００元札です。カラーはピンク。表は国父
の孫文、裏には中山楼と梅の花（国花）が
描かれています。まぁ、お札の柄としては普
通かな？といった感じですね。そして次に茶
色？っぽい５００元札。こちらの表には少
年野球チームの絵、裏は大覇尖山をバック
にした「梅花鹿」と竹。私は５００元札を見
たとき、この野球チームは日本でも公開さ
れた映画「KANO」に登場する日本、台湾
人、原住民の混合チームだと思っていたの
ですが、調べてみると１９６９年に日本、ア
メリカを下して世界で優勝した台湾の原住民
の少年野球チーム「金龍少棒隊」の絵なの
だそうです。また、ブルーの１０００元札に
は表に地球儀を見ている子供たちの絵、裏
には帝雉（キジ）の雌雄と玉山が描かれてい
ます。台湾のお札を調べていたら、他の国

のお札も気になってきて調べてみたのですが、
ほとんどのお金に偉人などが描かれていて、
子供の絵が描かれているものは台湾以外見
当たりませんでした（もっと探せばあるのか
も？）。

さらに調べてみてわかったのが、台湾に
も日本の２０００円札の様に、２００元札と
２０００元札があるということ！これは私が留
学していた半年間で１度も見た事がなかった
ので、あると知ったときはとてもビックリしまし
た！２００元札はグリーンで表に蒋介石、裏
に総統府と蘭の花、２０００元札は濃い色の
紫で表に衛星パラボラアンテナ群と裏に台湾
鮭と南湖大山となっているそうです。２０００
元札は２００２年７月１日に、２００元札は
２００２年１月２日に、２０元硬貨は２００１
年７月９日に初めて発行されたそう。これは
手に入れたい！

ここで少し余談ですが、台湾で一番用意し
ておいた方がいいお札はやはり１００元札で
す。夜市での買い物や、電車やバスなどの支
払いの際、１０００元しかないときはとても気
まずいです。タクシーでワンメーター乗った
時に１０００元出したときも運転手さんもお釣
りの用意がなくて、コンビニでお金をくずした
こともあります。台湾に行くときは１００元を
沢山持っていくことをオススメします！

“ 日台合作映画 ”とはよく聞く言葉です
が、私もこれまで、映画『KANO』、映画

『一分間だけ』での宣伝プロデューサー、そ
して台湾で公開された台湾ホラー映画『The 
BRIDE』では企画プロデュース、台湾で放送
されたテレビ番組「KISS HOTEL」では企画
から制作、放送を全て統括するプロデュース
などを行なってきました。台湾スタッフや台
湾メディアと直接のやりとりが多く、その度に
色々な失敗を経験し、日々刺激的な毎日を
送っています。この原稿は東京から北京行き
の飛行機の中で書いています。明日午前中の
北京での打ち合せに出席し、明日の夜には
台湾に向かいます。台湾で打ち合わせが終
わったら明後日には大阪入り。台湾で起業し
て間もなく２年、こんな毎日ですが、日々素
晴らしい出会いがあり、そして国は違えど同じ
ような挑戦マインドを共有できる仲間や、同
世代の仲間は続々増えています。そんな仲間

国際語学社より、中国大陸で使用され
ている「中国語」ではない、台湾で使用さ
れている「台湾華語」を習得できる語学本
がこのほど出版された。

台湾の旅や日常生活の様々な場面で使
える台湾華語を文法解説とともに紹介して
いるところに本書の特徴がある。漢字は全
て繁体字を使用し、台湾華語のフレーズ
には台湾のみで使用される注音符号「ㄅㄆ

ㄇㄈ（ボポモフォ）」も付されている。さらに、
ネット上で台湾人ネイティブが収録した音
声もダウンロード可能であるなど、台湾好
きが待ち望んでいたであろう、実践的で充
実した台湾一色の一冊となっている。

全ページカラーの紙面では、初歩的な
語学からの構成で、丁寧に解説しているだ
けでなく、台湾と中国大陸との言葉の違い
や台湾人のクセ、台湾のガイドブックには

載っていない現地の詳細な情報などが
掲載されており、細部までこだわりを感
じる事が出来る。台湾を訪れる前には
是非読破しておきたい。
作者の樂大維さんからのコメント

「『漢語（大陸の中国語）は沢山あるの
に、なぜ華語（台湾の中国語）の参考
書はほとんどないのだろう』と来日以来、
私はずっと寂しく思っていました。『よし、
それなら私が書いてみよう！』と一念発起
したのが本書の出発点です。ただし中
国語の解説書は、漢語とは言え、多く
の本が出版されています。そこに埋もれ
ずに、華語に関心を持ってもらうにはど
うしたらいいか？旅行を切り口にすれば、
華語に興味を抱きやすいのではと考えま
した。台湾は日本人にとって身近で人気
の旅行先だからです。本書は、台湾旅
行で役立つ言葉や情報を盛り込むことを
心がけました。語学書としては基本的過
ぎる内容かもしれませんが、楽しくすん
なりと華語に触れられる入門書になった
と思います。また、ピンインではなく注
音符号で表音していることも大きな特徴
です。この本をきっかけに台湾華語に関
心を持つ人と華語での交流が少しでも増
え、その結果人と人との絆が深まれば嬉
しいです」。

いる人がいたりしますが、その中に前述のよ
うな一般流通品ではない物が売られていま
す。もちろん中古品となり、お世辞にも綺麗
な状態ではない物もありますが、観光だけで
は知り得ることの出来ない台湾人の生活感が
伝わってくる物、歴史を感じさせる物などが
沢山売られています。

そして、もう一つが重新橋観光市場。こち
らはほぼ毎朝開催されていて、福和橋に比
べれば比較的見やすく、お店ごとの回転も激
しい分毎朝行っても商品展開に動きがありま
す。また、流通からハジかれた B 級のスナッ
ク菓子や、試飲も出来る台湾茶などが驚くほ
ど安く売られているのでお友達への台湾土産
を購入するのも良いと思います。

僕は台北に行く度、いずれの蚤の市にも必
ず立ち寄り、まだ見ぬ台湾ヘビーデューティー
発掘をしています。しかし、注意しなければ
いけないのは、台北からさほど遠くないもの
の、どちらも川沿いで行われている上、何故
か近隣の橋が複雑に入り組んでおり、蚤の
市会場に行き着くまでがやや大変という事で
す。言葉で説明しずらいのですが、「橋と橋を
どう渡ったら、その蚤の市に行けるのか」が
難しく、スマートフォンのナビゲーションでも
出てこない事もあります。

ですので、行かれる方は道に迷う事も含み
つつ、時間には余裕を持って向かったほうが
良さそうです。また、あくまでも地元の人向け
の蚤の市で、定休日などが変わる事もあるの
で、事前に確認してから行くほうが良さそうで
す。

日本統治時代は九份公学校と呼ばれていた。
許さんもここに通っていた。

戦前、九份はゴールドラッシュで賑わって
いた。台湾各地から金を求めて鉱夫たちが
集まった。鉱夫たちだけでなくその家族、鉱
山関係の道具や鉱夫相手の飲食業、そして
娼婦たち。この地に住む人は２万人とも３万
人とも言われた。

許さんの父は鍛冶屋を営んでいた。阿妹
茶酒館のポスターに写っているのが許さんの
父である。鉱夫たちは交代で坑道の中に入っ
た。24時間操業の山であった。金を掘り当
てたら高級料理屋に、収穫がなければ安酒
場で鉱夫たちは酒を飲んだ。石畳の階段の
両脇には今、茶藝館が立ち並ぶが、その頃
は食堂、飲み屋、娼婦の館が並んでいた。
「いつも酔っぱらいが道端で寝ていた」とい

うのが、許さんの少年時代の記憶である。
ゴールドラッシュに湧いた九份の公学校は

1500人もの子供が通う大規模な学校で、鉱
山のオーナーの顔家の寄付もあり、近代的
校舎が建てられた台湾有数の学校だった。
公学校では日本語が教えられたので許さんも
日本語を話す。

戦後のゴールドラッシュが去るとこの街か
ら男たちや鉱夫相手の商売人も去っていっ
た。その頃、許さんはこの地で小さな食堂を
営んでいた。「僕はここにとどまった。皆いなく
なり静かな街になった」。かつては台湾各地
から肉や魚など豊富な食材が集まっていた九
份も貧しい街になった。女性達は地元にある
芋を使って、工夫して料理をつくった。九份

達と今、今年台湾で撮影予定の映画を数本
企画しているほか、テレビ番組では、台湾日
本両方での放送を狙ったバラエティ番組など
を絶賛企画中。このコラムでも少しづつ活動
紹介していければと思います。

さてさて、今月のコラムでは、台湾から日
本に来て１週間！日本生活を始めたばかりの
２０代女性をご紹介します。台湾桃園出身の
リ・ペイルンさん。現在日本語レベルは、挨
拶と少し聞き取りが出来る初級レベル。台湾
で会計事務所に勤務していた彼女は、今回
会社を辞めて日本に来たとの事。スゴい勇
気！！ちなみに、日本に興味を持ったきっかけ
は、学生時代に見ていた「ワンピース」「コナ
ン」「暗殺教室」などのアニメ。当時から、い
つか日本に行きたいという想いはあったようで
すが、具体的に日本行きを決めたのは今から
半年前くらいとの事。会計事務所での日系企
業クライアントとの仕事を通じて、「いつか台

湾にある日系企業で働きたい」という想いを抱
くようになり、より日本人の多い環境で語学
勉強しようと、今回の来日を決めたとの事で
す。予定ではこれから１年間、語学勉強に
励む彼女ですが、今一番困っている事を聞く
と、“ アルバイト探し”との事。取材前日も
不採用の連絡があったようです。しかし、希
望に満ち溢れた彼女の表情は、不安よりも期
待でいっぱい。将来の夢を聞くと、台湾で日
系企業に務め、結婚して幸せな家庭を築く事。
と笑顔で語ってくれました。まずはこれからの
１年で、問題なく日本語で会話できるように！
今まさに、台湾と日本の架け橋という夢に向
かって１歩を踏み出した彼女を、これからも
応援したいと思います。情熱と勢い！トライ＆
エラーに幸あれ！

名物の芋団子はこの時発案されたものだ。
九份は当時、台湾一寡婦が多い街と言わ

れた。鉱夫たちの多くは鉱山事故、深酒、
重労働、そして珪肺で５０歳を待たず生命を
落とした。ゴールドラッシュの裏には鉱夫と残
された女性の哀しい歴史がある。

この地に残った人々はこの街の美しさに気
がついた。許さんは「山があり海がある。何
とすばらしい景色なのか」と思ったという。「台
北と違って夏でもクーラーはいらない。夕方
になると海から風がふいてきて涼しい」。閉山
後、この街を再興しようと映画や芸術家の誘
致が始まった。商店街は土産物店に、料理
屋、飲み屋は茶藝館に生まれ変わり、許さ
んの店も拡張していく。観光客が押し寄せ阿
妹茶酒館は九份一と呼ばれる人気店になっ
た。九份小学は1910年に開校し、2010年
に創立100周年を迎え盛大なレセプションが
催された。その前夜祭には体育館で私のド
キュメンタリー映画『風を聴く』が上映された。
会場には許さんの姿があった。翌日、阿妹
茶酒館に行くと「はい、はい、また来たね」。
いつもの笑顔で、許さんが迎えてくれた。

九份一の人気店。阿妹茶酒館−オーナーの許俊郁さん　

台湾のお札はなんの柄？

文：林 雅行（映画監督）

第十七回 松田義人（deco／編集者・ライター）

台湾の蚤の市で、市場で買えないお宝発掘！
⑤
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台湾新聞229号 読者プレゼント

（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！ 5

台湾を何度も旅行していると、だんだん
普通のお土産では満足しなくなるものです。
やがて、「台湾ビールのショッキグラスが欲
しい」「台湾の家庭やお店で使われている、
あのコップが欲しい」「一般には売られてい
ない業務用のものが欲しい」となりがちで、
かくいう僕も、ちょっと病的とも思える「台
湾ヘビーデューティマニア」と自負していま
す。

最初のうちは、台湾の金物屋さんで、あ
の「ピンクと白のシマシマのビニール袋」を
買って満足する程度でしたが、マニア病は
さらに進み、大学の名前の入った学生用
ノート、小学校の指定ジャージ（大人サイ
ズもある）、巨大な茶筒、台湾企業のノベ
ルティ人形、店舗の看板などを手に入れ、
それらを身の回りに置いて悦に浸りつつ次
の台湾旅行に思いを馳せながら仕事をが
んばる……という自分でもやや異常とも思
える感じになっています。

ただし、そういった物は当然一般流通し
ていないので台湾国内でも手に入れにくい
です。台湾ヤフオク（yahoo! 奇摩拍賣）
に出品されることもありますが、言葉の問
題、お金のやり取りの問題で、これも難し
いです。数少ない台湾の友だちに、この悩
みを打ち明けると「どうしてそんな……」と、
すごく奇怪な反応をされながらも「それなら
蚤の市に行けばいい」と教えてくれました。

普通のガイドブックにはあまり載っていな
い台湾の蚤の市ですが、各地で地元の人
たち向けに行われるものがあり、台北近郊
でも大きなものが主に2箇所で行われてい
ます。

一つは福和橋跳蚤市場。畜産物、農
産品に並んで、急に中古の工業機械が売
られていたり、唐突にカラオケを熱唱して

普通の台湾土産では
満足しない体に…

台北近郊にある
必見の2つの蚤の市

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で1名様に同書「街ぶら台湾華語」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

オーナーの許俊郁さん

阿妹茶酒館

1000元

500元

100元

ほぼ毎日開催の重新橋観光市場の様子。
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