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蘇院長ら一行は８月２日、東京・永田町にある参議院
議員会館を訪れ、民進党の蓮舫代表代行、枝野幸男幹
事長らと懇談した。

台湾人の父親と日本人の母親を持つ蓮舫代表代行は、
９月に行われる日本の民進党代表選挙への立候補を検
討しており、もし当選した場合、台湾の与党である民主
進歩党（民進党）主席の蔡英文総統と面会するか記者か
ら問われた際、「それが最も理想的だ」と答えた。

枝野幹事長は、台湾との関係強化は、日本および東
アジアにとっても大切であり、「台日交流交流聯誼会」が
発足した事により、今後の日台関係のさらなる深化を期
待した。また、“ 民進党 ”という名前が同じである点につ
いては、「民進党という名前になりましたが、是非、国民
党の皆様も含めて、親しみを持って受け止めていただけ
ればありがたい」と話し、笑いを誘う場面もあった。

さらに蘇院長は、台湾は日台関係を重視している事か
ら、謝長廷元行政院長が台北駐日経済文化代表処の代
表に任命された事などを説明した。

なお一行は同日、自由民主党本部も訪問した。細田
博之幹事長代行、組織運動本部の山口泰明部長、青
年局の牧原秀樹局長らと懇談。蘇院長はここでも、「この
たびの訪日団は、国内の４つの政党（民主進歩党、中国
国民党、親民党、時代力量）の各立法委員により結成さ
れている。これは与野党の各政党が日本の国会および国
民とより一層密接な関係を築いていきたいという共通の
目標を表している」と強調し、日本重視の姿勢をみせた。
細田幹事長代行は、「台日交流聯誼会の設立は、立法院
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就任後初来日した立法院の蘇嘉全院長を団長とする台湾
の与野党立法委員からなる「台日交流聯誼会」メンバー計２２
人の訪日団は８月４日午後、東京都庁を訪れ、女性初の東
京都知事となった小池百合子知事を表敬訪問した。以前より
“ 親台派 ”としても知られる小池都知事と日本重視とされてい
る蔡英文新政権下の立法院メンバーの初めての顔合わせとな
り、台湾と東京のさらなる交流促進について、双方で期待を
語りあった。

小池氏は蘇院長ら一行に対し、東京都と台北市が９年にわ
たって相互に協力して防災訓練を行っている事を強調。今後
も関係をより強化させていきたい考えを表した。さらに、台湾
のその他の地方自治体とも関係を発展させていきたい意向を
伝え、東京と台湾の交流拡大に強い意欲をみせた。

また、東日本大震災や熊本地震に対し、台湾からの多くの
援助を受けた事を挙げ、「これらの善意は日本の人 の々心に深
く刻まれている」と感謝の意を表した。１９９９年の台湾大地
震発生時には、阪神大震災のプレハブ小屋を被災地に運んで
いたという小池氏は、日台は地震が頻発する地域のため、困っ
た時には助け合えればと述べた。

これに対し蘇院長は、小池都知事が当選したばかりにもか
かわらず面会を果たせた事、並びに長きにわたる台湾への支
持に感謝の意を表し、「知事となった小池氏との面会は訪問団
が台湾に持ち帰る最高の土産だ」と述べ、喜びを伝えた。ま
た、小池氏を台湾に招待したいとの旨も伝え、小池知事が引
き続き日台間の各種交流活動および地方間の関係発展に取
り組まれる事に期待した。なお、このほど立法院で新たに創
設された議員連盟である「台日交流聯誼会」には、立法院の

の日本に対する友好、重視の表れであると理
解している。今後もより一層緊密に台湾と交
流していきたい」と話した。

日本からの支援があったと振り返り、「台湾が
泣けば日本も泣き、日本が笑えば台湾も笑う」
という表現を用いて、両国の友好関係を強調
し、日本が災害に見舞われた際は、手を差
し伸べると語った。

大橋会長は、台湾各界からの災害に対す
る支援に感謝の意を述べたほか、「安倍首相
もおっしゃっている通り、台湾は日本の重要
なパートナーであり、太い絆で結ばれた友人
である」と日台の良好な関係を協調し、日台
の友好関係が国際平和のモデルになる事に
期待を示した。

このほか訪日団一行は、行程の中で同１日
に横浜地区を廻り、媽祖廟で弘宛然古典布
袋戯団による台湾伝統人形劇（布袋戯）を観
劇したほか、日本中華連合総会主催の華僑
らによる歓迎パーティーにも参加し、各界で
親交を深めた。また、同２日に東京国立博
物館、４日に東京スカイツリーにも足を運び、
日本の文化資産保護や修復、耐震施設につ
いても理解を深めた。

総人数１１３人のうち１０４人もの
立法委員が参加していることを紹
介し、「これは超党派で日台関係
を極めて重視している表れである」
と強調した。

直接祝意を伝えたいという台湾
側の想いから実現した同訪問を
受けた小池都知事は、一行と団
体で記念撮影をした上で、個別
にも写真撮影に応じるなど、訪問
団を温かく歓迎。日本メディアの
報道によると、当選に祝意を表す

ため都庁を訪問したのは海外からでは蘇嘉全院長らが初めて
だったという。

小池都知事は面会の機会を借りて、８月１日に送られてい
た蔡英文総統からの都知事当選祝電への謝意伝言を蘇院長
に頼む場面もあった。小池都知事と蔡総統は２０１５年８月に
小池都知事が台湾を訪問した際に会談を行っており、お互い
が「都知事」、「総統」の座に就く前から面識を持っている。お
互いに女性リーダーとなった両者の面会にも期待したいところ
だ。

立法院の蘇嘉全院長率いる訪日団一行は８月１日より４日
までの日程の目的を、先日の参議院選挙で再当選を果たした
議員を祝福すると同時に、日台間の関係促進や問題解決に向
けて双方の距離を縮める事だとしていた。

この狙いの通り、蘇院長らは自民党や民進党の議員と面会、
安倍晋三首相の実弟である衆議院の岸信夫議員が会長を務
める「日本・台湾経済文化交流を促進する若手議員の会」メ
ンバーとの面会、日台関係強化を目的とした超党派の議員連
盟「日華議員懇談会」メンバーとの面会を通じ、意見交換を
行った。

訪日団一行は８月３日、今年の５月の「台日友好聯誼会」発
足式に出席した自民党の岸信夫衆院議員率いる「日本・台湾
経済文化交流を促進する若手議員の会」の国会議員メンバー
へのお返しも兼ねて同会を訪問。岸議員は一行の訪問を歓迎
し、「今年は日台関係において新たな再スタートの年だ」と位
置づけた。

岸議員は、「現在、地理的に近い関係にある事から、様々
な問題がある事も事実だ。農産物の問題、ＴＰＰやＦＴＡなど
の問題も議論を深められればと思う」と述べた上で「今年、台
日交流聯誼会も設立した事もあり、これまで以上に日台関係
を促進していきたい」と述べた。

一方、蘇院長は、「台湾と日本の心は一つに結びついている。
過去には不愉快な事もあったが、じっくりと話し合い、力を合
わせて色 な々問題も解決してきた。今後も１つずつクリアして
いきたい」と応え、今後の協力関係にいっそう期待した。

蘇嘉全院長一行訪日団は８月２日、日本の対台湾
窓口機関である交流協会の大橋光夫会長と面会し、
熊本地震に対して台湾の市民から集められた義援金
２４５５万４９１１元を熊本地震義援金贈呈式の場で
手渡した。義援金は募金受け入れの専用口座を開設
した衛生福利部に寄せられたもの。

蘇 院 長
は、２０１４
年の高雄大
規模爆発や
２０１５年
の新北市娯
楽 施 設 火
災、今年２
月に起きた
台南を中心
とした地震
など の 際、
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第 ５ ２ 回 目 と な る 「 JA PA N  D I Y  
HOMECENTER SHOW ２０１６」が８月
２５日から２７日まで、幕張メッセ国際展
示場で開催され、台湾企業計２３社が台湾
パビリオンに出展し、台湾発の優良商品を
日本市場にＰＲした。また、昨年まで台湾
パビリオン内に出展していたタイムラプ
スカメラや防犯カメラを扱う台湾企業の

「brinno」は、昨年の出展をきっかけに代
理店と契約した事から、日本側の電気用品
ブースでの出展だった。
「brinno」が紹介した、世界でも珍しいタ

イムラプス専用カメラＴＬＣ１２０は、２
週間連続撮影が可能、防水加工、Wi-Fi 接
続でスマートフォンから画面確認も出来る
などの優位性を持つ。

代理店に名乗りを上げたのはデジタルサ
イネージと IT 業務支援を行うサイホープ
ロパティーズ（本社＝埼玉県さいたま市、
平沼大二郎社長）だ。同社営業企画部の
佐々木大祐部長は、「企業として精力的で新
しい事に取り組んでいて、デザイン性もあ
り、商品の開発に関する考え方も良く、長
い期間でお付き合いが出来るパートナーだ
と思った」と契約に至った心境を語ってい
た。商品だけではなく、台湾社員の人柄や
就業態度なども決め手になったようだ。ま
た、「最近では専門領域のカメラが増えてき
ているが、タイムラプスを専門に取り扱う
メーカーはここだけだろう。２週間もつタ

イムラプスカメラは他にない」と商品に対
する自信も見せた。今後、日本のカメラ販
売店でも発売予定だという。

一方、台湾パビリオン出展企業の多くは、
ＤＩＹにおいて成熟した市場である日本で
の代理店やパートナー探しを目的に同展に
出展していた。

今回初出展となった専門性の高いソケッ
トレンチセットや小道具セット、エアー工
具などを取り扱う「ＴＩＥＮ－Ｉ」は、中華
民国対外貿易発展協会（TAITRA）が設定し
ているシンボル・オブ・エクセレンス賞「台
湾精品（＝台湾ブランド）」を受賞しており、
デザイン性にも優れた点に特色がある。今
までは欧米で市場を拡大してきたが、年々
拡大する日本市場に重点を移し展開してい
く構えだ。特色としては、ソケットに日本
から輸入した素材を使用し、さらに世界で
一番短く小さいものとなっているという。

同社のブースで商品を手にとっていた日
本の業者は、「通りすがりで気になり足を止

めたが、台湾の商品はデザイン性が高いと
感じた。重さも軽く、使い勝手が良さそうだ」
と話していた。

台湾の商品は優良なだけでなく、働く人
の人柄やデザイン性など、プラスアルファ
の点がある事が魅力になっているようだ。

台湾の格安航空会社（LCC）の V エア
（威航＝ VAX/ZV）は8月9日の取締役
会で決議した親会社のトランスアジア（復
興）航空との合併を一転、このほど一年間
の休業に方針転換した。

台湾メディアによると、吸収合併をする
はずだったトランスアジア航空側の関係者
は、「Ｖエアは設立以来とても評判が良く、
チケット業務やマーケティングにおいて優
れた点も少なくない。しかし、短期内での
利益向上ができなかったため、Ｖエアを吸

台湾の優れた「メードイン台湾」製
品を紹 介するＰＲイベント「TAIWAN 
EXCELLENCE CYCLE&SPORTS 
FAIR」が８月１９日から２１日までの３日
間、大阪府吹田市の「ららぽーとＥＸＰＯ 
ＣＩＴＹ」で開催された。
「TAIWAN EXCELLENCE（以下、台

湾精品）」は、日本で2014年に福岡で
初開催され今回で３回目。今回のイベン
トは自転車にフォーカスし、「TAIWAN 
EXCELLENCE CYCLE&SPORTS 
FAIR」として、世界的に有名な「GIANT」

（巨大機械工業）のロードバイクや Ming 
Cycle（永祺車業）の折り畳み式ベルトドラ
イブ自転車「STRiDA」、さらに自転車用
パーツやサイクルキャリア、サイクルウェア
等関連製品が多数展示された。

経済部国際貿易局の主催で台湾貿易セ
ンターが実施する台湾精品は、品質・研
究開発・マーケティング・デザインの観点
から審査・選抜され、「メードイン台湾」製
品に対して贈られ、経済部および専門家
から構成される審査委員会により決定され
る。受賞製品には「台湾精品」の認証ロゴ
が与えられ、海外の展示イベントでＰＲさ
れる。

イベント初日の１９日には台北駐大阪経
済文化弁事処経済組の何坤松組長、台
湾貿易センター（TAITRA）大阪事務所の
李泓章所長、劉慧明課長らが出席し、挨
拶とメディア向け記者会見を行った。会見
で李所長と劉課長は、台湾精品イベント
の開催目的について、「台湾政府が認定し
た優れた製品を日本の消費者に紹介する
事とメードイン台湾製品のイメージ向上を
図る事」とし、今回自転車関連製品にフォー

台湾の李登輝元総統（９３）は７月３０日か
ら８月３日までの５日間、曽文恵夫人や家族
らを伴い沖縄県石垣島を訪問した。到着し
た南ぬ島石垣空港には台北駐日経済文化代
表処の謝長廷代表や交流協会の今井正理事
長、前参議院議員の江口克彦氏らが出迎え
たほか、今回の訪日招聘事業で事務局を担っ
た八重山経済人会議のメンバー、地元華僑
ら多数が駆けつけ盛大だった。

このほどの訪日のメーン行事として李登輝
元総統は７月３１日、沖縄県の石垣市内の
ANA インターコンチネンタル石垣リゾートで

「地方から発信する日台交流の深化─石垣
島の歴史発展から提言する日台交流のモデ
ル」と題した講演会を行った。講演会には
李登輝元総統の講演を聴くため、各地から

収合併し、Ｖエアの優れた点を利用してター
ンアラウンドしようと考えていた。しかし実際
に合併作業を進めてみると、執行が容易でな
い事が判明。Ｖエアを1年休業させ、その後
の情況をみて合併の有無を決定する」と報じ
ている。

Ｖエアは２０１４年１２月に就航し、今年
６月には累積搭乗者が５０万人を突破したも
のの、競争の激化で業績が低迷。台湾で
行われた董事会（取締役会）で親会社のトラ
ンスアジア航空（復興航空＝ TNA/GE）へ
の吸収合併を正式発表していた。しかし１ヶ
月もたたないうちにこの “ 合併 ” を “ 休業 ”
に転向したのだ。休業は今年１０月４日より
２０１７年１０月３日までの１年間。

一方、トランスアジア航空の日本支社勤務
関係者によると、まだ日本支社にはこの話は
伝わっておらず、職員もネットニュースをみて
知ったという状況だという。今後の動きに注
目したい。（８月２９日現在）。

カスした事については「来場者の客層にファミ
リー層やレジャー層が多くを占めていると感
じ、自転車関連に絞った」と説明した。また、
台湾の自転車産業の歴史について劉課長は

「台湾の自転車メーカーはこれまでＯＥＭ製
造を中心に、欧米メーカーとの技術提携を
基に商品競争力を蓄えてきた。近年はメード
イン台湾としてのブランド力向上に戦略をシフ
トし、具体例として『A-TEAM（台湾自転車
業界改善団体）』を２００３年に結成させ、業
界が自発的に改善活動を行うなど、技術革
新及び産業競争力のレベルアップを図ってい
る事です」と話した。

一方、日本市場進出について李所長は、
「台湾自転車メーカーは古くから欧米との取
引きが盛んで、自転車世界輸出割合の約７０
% を占めている。しかし日本は規制・ルール
等により、参入が難しいため割合としてはま
だ小さいが、今後は意欲的に参入していきた
い。ただ当面は認知度向上を優先する」とし、

「TAITRAとしては日本市場に進出する台
湾企業を積極的にバックアップし、日本企業
とのビジネスマッチングなど行っていきたい。
また、日本の自治体などとも連携していけれ
ば」と展望を語った。

臺灣自行車輸出業同業公會（台湾自転車
輸出同業組合）の統計によると、２０１５年
度の台湾自転車全世界輸出実績は、販売
台数が約３９９万５０００台、売上高が約
１８億９３４７万 USドルに対して、日本に
おける販売台数は約２６万７４００万台（６．
６９%）、売上高は１億１０９０万 USドル（５．
８６%）に留まっている。

なお次回の台湾精品イベントは１０月７日
から９日の３日間、東京での開催を予定して
いる。

５００人以上が集まった。
同 講 演 で 李 登 輝 元 総 統 は、「 戦 前、

１９３０年代より石垣にはパイナップル栽培な
ど開墾のため、台湾から移民だけでなく水
牛も持ち込んだ深い歴史がある」、「戦後には
台湾と石垣に国境線は出来たが、台湾から
石垣に技術指導としてパイナップル缶詰技術
などを教えるなど、戦時中一時衰退した石垣
のパイナップル産業復興に台湾移民は貢献し
た」などと述べ、戦前・戦後の石垣と台湾の
繋がりに言及した。

また日台関係については、あらゆる機器を
インターネットにつなぐ IoT の分野での協力
体制を提言。日本が研究開発を担い、半導
体の生産技術を構築している台湾が製造を
担う経済政策の起爆剤となると提言した。そ
の上で日本側の問題として「日本はなかなか
実現するまでに時間がかかる。高い技術が
閉じこまったままである」と述べ、「台湾はグ
ローバル生産技術に優れている。日台協力し
大きな経済発展の可能性年３% 成長なども
考えられる。研究は日本、製造は台湾という
形態で、石垣の台湾との歴史のようなスタイ
ルで相互協力の形が生まれるのではないか」
との考えを示した。

講演に先立ち来賓の謝代表が挨拶し、閉

会挨拶は国際教養大学教授で元仙台市長の
梅原克彦氏が行った。

講演のほか、李登輝元総統一行は名蔵ダ
ムで行われた「台湾農業者入植顕頌碑」での
セレモニーや石垣市の中山義隆市長主催の
歓迎晩餐会、華僑総会主催の晩餐会に出席
するなど、多くの石垣における関係者らと親
交を深め８月３日、無事台湾へ帰国した。

なお、日本李登輝友の会の報道によると、
７月３０日に李登輝元総統夫妻と３０年近い
親交がある江口前参議院議員に対し、財団
法人李登輝基金会の最高日籍顧問任命書が
贈られていたという。

Ｖエアがトランスアジアへの吸
収合 併を一転、１年間休業へ

「 T A I W A N  E X C E L L E N C E 
CYCLE&SPORTS FAIR」大阪で開催

「 T A I W A N  E X C E L L E N C E 
CYCLE&SPORTS FAIR」大阪で開催

李 登 輝 元 総 統 が 石 垣 で 講 演 会
～ 石 垣 × 台 湾 の 歴 史 ス タ イ ル を お 手 本 に ～

優 良 台 湾 商 品 が 勢 ぞ ろ い ！
「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW ２０１６」

に ２ ３ 社 出 展

展 示 商 品 p i c k u p

台湾資本の LCCとして誕生した V エア

「GIANT」（巨大機械工業股份有限公司）
のロードバイク

石垣で講演した李登輝元総統

空港では多くの関係者らが出迎えた

「brinno」のタイムラプスカメラ 「台湾精品（＝台湾ブランド）」を受賞している
「ＴＩＥＮ－Ｉ」の商品

ヘルスケア＆犬、猫、ねずみ撃退器などを専
門にしている。ねずみ捕りを仕掛けると、猫
や犬が間違えてかかってしまう事、また、か
かったあとのねずみの処分があまりにも残酷
である、という理由から、超音波を使って寄
せ付けないという方法による撃退器を推奨し
ている。

ＤＩＧＩＭＡＸ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＶＥ
ＰＲＯＤＵＣＴＳ

環境に優しい素材にこだわりをもつ建築木工
向け、住宅設備向け、家電製品向けネジなど
を扱う高雄の企業。1994年に設立した同社
は20年のノウハウと協力工場の特長を生か
し、カスタマイズ製品、市場ニーズに適用し
たねじの開発や製品機能を高め、顧客に合
わせた商品を提供している。

ＢＯＳＳ　ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ　ＷＯＲＫＳ

会場風景「ららぽーとＥＸＰＯ ＣＩＴＹ」
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観光や産業、芸能・文化、そして「美食
の国 台湾」の魅力を伝える「台湾フェスタ 
２０１６」（以下：台湾フェスタ）が７月３０日
と３１日の２日間、代々木公園イベント広場
で開催された。出展数は80店を超え、東京
都や日本企業からのブース出展もあった。期
間中は台湾さながらの熱気に包まれていた。

会場には、タピオカミルクティー、マンゴー
カキ氷、臭豆腐、麺線、台湾の夜市で定番
の特大フライドチキンの豪大大雞排など３０
ブースを越える台湾グルメの飲食店出展をは
じめ、台湾観光局、エバー空港、トランスア
ジア航空など観光ブース、台湾最大のオート
バイブランド「KYMCO（キムコ）」の日本法
人であるキムコジャパン、台湾の総合エレクト
ロニクスメーカーであるASUS（エイスース）
など台湾企業も出展し、多岐に渡る台湾の
魅力を PRした。

さらにメーンステージでは、２０１２年のフ
ジロックに張懸 (Deserts Chang)という名
で出演した「安溥（アンプ）」や、骨太なテク
ノサウンドと脱力系ボーカルがどこか電気グ
ルーヴを想起させる「台客電力公司（タイカー
デンリョクコウシ）」、原住民シンガーソングラ
イターの「巴賴 ( バライ)」、２０１０年に台湾
最大の音楽賞である第２１回金曲獎での最
優秀ユニットにノミネートされた「來吧！焙焙！

（ライバ・ベベ）」、台湾ポップス界の注目の
シンガー「陳零九 ( ナイン・チェン )」などが
来日ゲストとして演奏した。このほか台湾に
縁のある多くのアーティストが出演し、日本人
の知らない未知なる台湾を発信した。

新たな台南の魅力を展示・講演で伝え
る台南市政府観光旅遊局のイベント「私と
私の台南ようこそ、本当の台湾へ」が８月
１２日と１３日の２日間、大阪市中央公会
堂にて開催され、名産品や所縁ある名所
などが PRされた。

会場の一角にある展示コーナーでは、
講演者と台南を知り尽くした達人らが推薦
する名産品が展示され、さらに名所の写
真など６２種類が「紅椅頭（アンイータウ）」
と呼ばれる椅子の上に陳列されるなど、奇
抜な展示方法で台南の魅力を視覚的にも
ＰＲしていた。

イベント２日目の１３日には３００人を越
える来場者でステージ客席は満席。講演
会では女優でエッセイストの一青妙さん、
一級建築士の渡邉義孝さん、イラストレー
ターでエッセイストのヤマサキ兄妹、エッ
セイストの柳沢小実さんなど、それぞれ豊

交通部観光局率いる代表団「台湾観光
舞踊団」は８月３日から７日まで東北各県
を訪れ、岩手県・山形県・宮城県のお祭
りなどに参加した。

日台観光交流を目的に、１０年以上前
から東北の夏祭りに参加している同代表団
は、伝統芸能団、伝練堂綜芸団からなる。
毎年スケジュールに合わせ、東北６県の祭
りに出来る限り参加してきた。

今年は、４日に盛岡さんさ踊り、５日に
山形花笠まつりのパレードに出演し、６日
には仙台七夕まつりに参加した。また同日、
JR 仙台や JR 盛岡駅では台湾観光協会に
よる観光 PR イベントが実施され、各所で
獅子舞などの台湾文化を紹介し、台湾観
光をアピールした。

台湾観光協会東京事務所の鄭憶萍所
長は、東北における祭り参加について、「東
北の代表的なお祭りは、地元の方々への
PR のみならず、全国から集まった日本人
観光客の方々にもPR できるため、とても
効果的な活動だと考えている」と話したほ
か、「このような活動を続けることで、台湾
観光の知名度拡大に繋がっている。また、
盛岡さんさ踊りは台湾のランタンフェスティ

甲子園球場で連日熱戦が繰り広げられ
た「第９８回全国高校野球選手権大会」の
開幕前日、台湾文化センターで「台湾映画
の新しい潮流を感じよう！～上映会＆トーク
ショー～第５回『KANO１９３１海の向こう
の甲子園』」が開かれた。

同イベントは、台湾文化センターとアジア
ンパラダイスの共催により２０１６年３月から
１２月までの期間に実施している「台湾映画
の新しい潮流を感じよう！」と題する上映会＆
トークショーの第5回として行われた。

当日は、映画「KANO１９３１海の向こう
の甲子園（以下：KANO）」の主演の永瀬正
敏さんをゲストとしたため、参加は同イベン
トシリーズ初の抽選となり、３倍近い競争率
だった。なお、聞き手はアジアンパラダイス
の江口洋子さんが務めた。

KANO は２０１３ 年に台 湾で 公 開、
２０１４年に日本公開、そして DVDも発売
されているが、現在も全国各地の映画祭や
上映会が行われているという希有なロングセ
ラー作品。

この上映に際しては、スケジュールの許す
限り駆けつけている永瀬さんが同イベントに
も登壇した。江口さんによると、通常、映画
のプロモーション期間は公開から２～３ヶ月

今年の７月に台湾観光協会東京事務所所
長に就任した鄭憶萍所長は、「台湾フェスタ
は台湾の美食や観光を PRし、台湾観光促
進に効果があると感じた。来場者の方 に々は
是非実際に台湾に足を運んで頂きたい。現
地にはもっと美味しいものが沢山あります」と
話した。

また、２児の母である女性来場者は、「子
供も楽しめる内容で、とても充実していまし
た。実際に子供を連れて台湾に行ってみたい
です」と話し、３０代男性来場者は、「ちょう
ど台湾に行く予定があったので、予習として
来ました。どの飲食ブースも長蛇の列でビック
リ！代々木公園で行われる他の国のイベント
との区別がもっとあると雰囲気が伝わって良
いと思う」と話していた。

台湾フェスタ実行委員長の朱恭亮氏（日本
華商総会副理事長、中華民國留日東京華
僑総会 名誉会長）によると、台湾フェスタは
２０１１年に中華民国１００年のお祝いに合
わせ、同年の８月開催を予定していたが、同
３月１１日の東日本大震災の関係で延期とし
ていたため、５年越しの開催となった。

朱委員長は３０日に行われた開会式で、
「２０１１年、日本が東日本大震災に見舞わ
れた際、台湾から２００億を超える義援金が
ありました。私も日本の華僑の１人としてとて
も感動し、今回は台湾への感謝の気持ちも
込めての開催となった」と挨拶した。

なお、代々木公園を開催場所とした理由
に常にイベントが行われているため、なかな
か会場が取りにくい状況だったが、都の日台
議員連盟の議員らの協力を得て、会場を確
保したという。これについて朱さんは、「都議
員からの協力も、東日本大震災の際の台湾
の国民からの支援など、台湾のイメージアッ
プも関係していたのではないか」と話した。

朱委員長は今後について、「台湾フェスタを
毎年続けていき、徐 に々民間のビジネス外交
などに繋げたいと思っている。2015年7月
31日と8月1日に上野恩賜公園噴水前広場

富な現地での体験談を盛り込みながら、自身
が薦める台南の楽しみ方、名産品・観光スポッ
トについて情報発信した。

著書「わたしの台南『ほんとうの台湾』に出
会う旅」を手がけ、当講演会の司会進行も兼
ねていた一青さんは、講演のなかで市場をア
ピールし、「西市場」の様子を収めた動画を
使って、一押しのグルメなどをＰＲした。渡邉
さんは自身のスケッチや写真を使い日式建築
にフォーカスした観光ＰＲを、ヤマサキ兄妹
はイラストを使った体験談を、柳沢さんは「女
子旅」の観点からおすすめグルメを紹介してい
た。

講演会終盤には、スペシャルゲストとして
「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」
所属の人気タレント、渡辺直美さんとハイキ
ングウォーキング（鈴木Ｑ太郎さん、 松田洋
昌さん）が駆けつけ、ユーモアを交えて台南
にまつわるトークを披露、会場はさらなる熱
気と興奮に包まれた。

渡辺さんは「台南には担仔麺など美味しい
食べ物が多く、市場も充実しています。私は
食器集めが趣味ですが、台湾独自の文化も
多く、あらゆる楽しみ方があります。また、台
南は台北からでも台湾高速鉄道（新幹線）を
使って簡単にアクセスできるので、一度訪ね
てみてください」と話した。また、台南市観光
局の王時思局長も、「昨年に大阪と台南を結
ぶ直行便ができ、台南へアクセスしやすくな
りました。台南は大阪のような人情豊かな街
です。是非台南を観光し、新たな友人を作っ
てください」とアピールした。

バルに参加するなど、お祭りを通じた交流も
盛んになってきている」と成果を述べた。

盛岡さんさ踊り当日午前には、台湾観光
協会東京事務所の鄭憶萍所長率いる代表団
の代表らが、岩手県の達増拓也知事を表敬
訪問。鄭所長は、「毎年の温かいもてなしに
感謝します」と挨拶したほか、チャーター便
の運航や姉妹鉄道協定を結ぶなど、岩手と
台湾との交流は盛んで、岩手を訪れる観光
客も年々増加している事を踏まえ、「岩手のさ
くらや温泉、グルメは台湾の人にとって大き
な魅力。一層、観光交流を深めていきたい」
と述べた。同団は表敬訪問後、今年で１２
回目となる盛岡さんさ踊りに参加した。

なお、山形市で５日に幕を開けた山形花
笠まつりで同団は、パレード前に出発式を行
い、県日華親善協会（後藤完司会長）からミ
ニチュア花笠を受け取った。祭りが始まると、
太鼓と銅鑼（どら）を響かせながら、竜神舞
と獅子舞を披露し、会場は台湾ムードに包
まれ大盛り上がり。陳慶宗団長は「山形の人
の幸せを願った」と語った。

で終了するとの事だが、２年の時が過ぎても
このように主演俳優が参加するのは例がない
という。

永瀬さんが登壇すると来場者は、大歓声
と拍手と共に最前列の観客が応援の横断幕
を掲げ、また KANOフラッグを振るなど歓
迎色に包まれた。永瀬さんは、「大家好、時
が経っても沢山の方がこの映画を見に来てい
ただき幸せです」と中国語を交えて挨拶した。
気さくな永瀬さんの人柄が会場を包み、一気
に和やかムードになった。さらに永瀬さんは
上着のボタンをはずし、「KANO」T シャツの
AKIRAバージョンを披露。これまでプロモー
ションやその他のイベントの際にも「KANO」
T シャツを着用した事はなく、これまた異例
だったという。

トーク内容は、６月に甲子園球場で開催さ
れた「台湾デー」で劉蒼麟（りゅう・そうりん）
を演じた陳永欣（チェン・ヨンシン）による始
球式の話題から始まり、４年前に遡りオファー
を受けた時の印象、長い撮影期中の台湾生
活や甲子園のセットについてなど撮影時の想
い出、１０万人が集まった嘉義でのプレミア、
高雄での深夜に及んだサイン会、そして金馬
奨受賞式でのエピソードなどを語った。

それぞれの話の中で、選手役を演じた " 子

どもたち" のことが随所に頻発し、永瀬正敏
の彼らへの思いと絆の深さを改めて感じさせ
た。

その後行われた抽選会では、魏徳聖監
督の製作会社「果子電影」より提供された
KANOグッズ（選手カードセット、シールとカ
ンバッヂ＆コインセット）を２０人に、" 隠し球
"として魏徳聖プロデューサー、馬志翔（マー・
ジーシアン）監督、永瀬正敏さん、呉明捷（ご・
めいしょう）役の曹佑寧（ツァオ・ヨウニン）４
人のサインボールを３人にプレゼントした。さ
らに今回は特別に、日本の配給会社ショウ
ゲートからの提供で、日本版ポストカードセッ
トがプレゼント抽選に外れた来場者全員に渡
された。

で開かれ大盛況だった『日本・台湾祭り』と
も連携したい。僑務部以外の駐日経済文化
代表処からさらなる協力を得られれば」との
考えも示した。 

開会式の３０日、代々木公園イベント広
場のメーン会場では、このほど台湾フェスタ
の応援隊長を務めた在日台湾人２世モデル
の「舞川あいく」さんや、現在台湾で女優とし
て活躍中の「大久保麻梨子」さんも駆けつけ
登壇し、会場に華を添えた。

舞川あいくさんは、「私の両親は台湾出身で
す。私は日本で生まれ育ちましたが、私にとっ
て台湾は第二の故郷のような存在です。この
２日間、代々木公園がリトル台湾になります。
皆さんこの機会にもっと台湾を好きになって
欲しいと思っています。謝謝」とスピーチ。

続いて大 久 保 麻 梨 子さんも挨 拶し、
「２０１０年に初めて台湾を訪れたとき、台
湾人の人柄や素敵な町並みに一目ぼれして
住み移り、もう５年になります。是非皆さんに
台湾を身近に感じていただき、多くの日本人
に台湾に訪れていただきたいなと願っていま
す」と話した。

このほか、式典には台北駐日経済文化代
表処の郭仲熙副代表、日本中華連合総会の
毛利友次会長、衆議院の秋元司議員、元参
議院の大江康弘氏、東京都議会議員のこい
そ明議員らが出席し、台湾フェスタの開催を
祝した。

「台湾フェスタ２０１６開催」日本に新たな“台湾”伝える 台南市政 府観光旅遊 局主催
のイベントで台南の情報発信

「 台 湾 観 光 舞 踊 団 」
が東北３県のお祭りで台湾文化 PR

第五回の上映会に作品主演の永瀬正敏さん登壇

開会式に多くの著名人ら出席

５年越しの開催となった舞台裏

各祭典を通じて日本
地方との交流拡大

ゲストの永瀬正敏さん（右）と、聞き手の
アジアンパラダイス・江口洋子さんⒸ杉山亮一

飲食ブースには長蛇の列 渡辺直美さん（中央）とハイキングウォーキン
グの２人がトークを披露

JR 盛岡駅では台湾観光協会による観光 PR
イベントが行われた

交通部観光局率いる代表団「台湾観光舞踊団」

応援隊長を務めた舞川あいくさん（左）と
大久保麻梨子さん（右）が開会式に華を添えた
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Information エンタメ／イベント／日台交流

台湾婚礼物語・由利正忠
写真展「愛が伝わる時」が９
月４日より１９日まで、台
湾文化センターで開催され
る。由利さんの日本での同
展はこれが初めて。テーマ
は「家族の絆」とされ、３０
点前後の作品が展示される
ほか、期間中は毎日１４時
から由利さんによるギャラ
リートークが行われる予定。
また、４日にはオープニングが催され、台湾の婚礼
でも重要な役割を果たす台湾茶が用意される。観覧
は無料で事前申込みも不要。由利さんは、２００５
年より台湾でウェディングフォトグラファーとして
活躍しており、過去に台湾で３回の個展を開催し、
２回の写真展に出品している。「台湾の婚礼には親
と娘の別れの場面が組み込まれている。これは世界
でも珍しい。別れの場面は人生を振り返る機会でも
あり、これにより家族の絆が深まるのではないかと
思っている。この写真展を通じて、他人を信じるこ
とが難しくなってしまった日本でもう一度、人との
絆を深め、信じる事の大切さを感じていただきたい」

（由利さん）。
問い合わせ→台湾文化センター Tel:03-6206-6180

中華民国１０５年
目の雙十節をお祝い
するイベントが１０
月１０日、横浜中華
街で行われる。当日
は１１時から横浜中
華学院校庭で台湾の
民族舞踊などの芸能
演技が披露されるほ
か、１３時５０分よ
り同所で祝賀式典、
さらに１４時５分よ
り中華街全体を練り
歩くメーンイベントの
祝賀パレードが行われ、中華街が台湾一色になる。
また、１６時からは獅子舞も登場する予定だ。い
ずれも入場無料。雙十節（双十節）とは１９１１年
１０月１０日、中国で起こった辛亥革命で清王朝を
倒し、中華民國が成立した日を記念する祭り（建国
記念日・國慶節）。十が二つ重なるので雙十節とも
言われている。

問い合わせ→横浜華僑各界慶祝雙十國慶大会委員会　
Tel:045-681-2114

ツ ー リ ズ ム
EXPO ジャパン
が９月２４日よ
り２５日まで、
東 京 ビ ッ グ サ
イトにて開催さ
れる。海外出展
ブースには台湾
パビリオンも出
展し、来日する
台湾の各地の観光関係者や旅行会社、航空会社が日
本市場に最先端の観光情報を PR する。出展ブース
はおよそ１００社。このほか会場には、台湾文化の
体験コーナーや、アレンジされた台湾原住民による
舞台パフォーマンスなど、多彩なプログラムが企画
されているほか、台湾の黒熊がモチーフのキャラク
ターで、台湾観光局特別任務組組長である喔熊（オー
ション）も来場し現場を盛り上げる。また、２２日
には新宿バスタにて台湾パビリオンに出展するブー
スと同じ団体が一堂に集まる台湾観光 PR 会が行わ
れる。こちらは入場無料。
 

問い合わせ→
台湾観光協会 Tel: 03-3501-3591

隔年に開催されるドキュメン
タリー映画の祭典、山形国際
ドキュメンタリー映画祭（以下：
山形映画祭）。そして、その翌
年に東京で行われる恒例イベン
トの「ドキュメンタリー・ドリーム・
ショー」が９月１７日より１０月７
日まで、新宿 K’s cinemaと城
西国際大学で開催される。山
形映画祭で上映された作品に独
自のプログラムを加え、約６０本
を上映予定。台湾関連の作品としては、インターナショ
ナル・コンペティションより『河北台北』（李念修）、ア
ジア千波万波より『テラキスの帰郷』（莎韻西孟）、アジ
ア千波万波特別招待より『太陽花占拠』（太陽花運動
映像記録プロジェクト）、台湾プログラムより『これぞ人
生、これぞパンツァーの民』（馬躍比吼）、 『酒祭の男た
ち』（馬躍比吼）、『あの頃、この時』（楊力州）の６本（５
プログラム）の上映が予定されている。チケットは1回
券が当日１５００円（当日券のみ）、３回券が当日・前売
３６００円、５回券が当日・前売 ５０００円。１回券の
前売りは劇場窓口とプレイガイドにて購入、３回券・５
回券の前売りは K’s cinema 窓口のみで販売（３回券・
５回券は複数人で使用可）。
問い合わせ→シネマトリックス　Tel: 03-5362-0671

「 驚 き の 明 治 工
藝」展が東京藝術大
学大学美術館（東
京・上野公園）で
開催される（会期：
９月７日～１０月
３０日）。同展は、
台湾の著名薬剤師・宋培安が所有するコレクション

「宋培安コレクション」から、明治時代を中心とし
た日本の工芸作品の名品約１３０件を、日本で初め
て紹介する。なかでも注目作は、生き物を模して関
節が自在に動く金属製の「自在置物」。龍、蛇、蟹
など約２０作品が一挙に展示されるのは種類・数と
もに史上最大規模とみられる。特に世界最大の全長
約３メートルの「自在龍」は圧巻だ。まるで絵画の
ような染織品「ビロード友禅」、漆工、金工、彫刻
などが一堂に展示される。チケットは一般１３００
円（前売１０００円）、大学・高校生８００円（前売
５００円）で、セブンチケット、チケットぴあ、イー
プラスなどで購入可能。なお、会期中は展示室内で
東京藝術大学大学院生（工芸史研究室所属）による
ギャラリートークも実施される（参加無料・事前申
込不要）。
問い合わせ→
ハローダイヤル Tel:03-5777-8600

文化部のデザイン振興
プ ロ ジ ェ ク ト「FRESH 
TAIWAN」は９月７日か
ら９日まで、東京ギフト
ショーに出展し、展示終
了後の９月１０日から９
月 ２ ５ 日 ま で、 蔦 屋 書
店 代 官 山 店 で「POP UP 
STORE」として開催する。
またこの間、渋谷ロフト
６階でも９月７日から９
月 ２ １ 日 ま で「POP UP 
STORE」が設置される（好評の場合、９月２５日ま
で延長する場合有り）。両「POP UP STORE」では、
台湾の文化クリエイティブ商品が展示・販売され
る。具体的な商品としては、器、キャンドル、ステー
ショナリー、照明、音楽機器など、どれも台湾の注
目ブランドの個性的そして使い心地も重視された作
品が並ぶ予定だ。渋谷ロフトでは、台中市文化局が

「Vibrant Taichung（きらめく台中）」と題して展開
している７つのブランドのクリエイティブ商品など
も展示・販売予定。
 
問い合わせ→台湾デザインセンター日本窓口
Tel:03-5858-6828（担当：崔慈芳〈さいじほう〉）

台日友好 Concert が１０
月２９日、銀座ヤマハホー
ルで開催される（１７：３０
開場、１８：００開演）。同
コンサートは今年６月５日
に台北国立劇場で行われた
公演の好評を得て東京公演
に至った。ハープ奏者の彩
愛玲さん、ヴァイオリン奏
者の鄭荃さん、ピアノ奏者
の陳文婉さんが出演する。
台湾 & 日本歌曲メドレー、タイスの瞑想曲、ルー
マニア民俗舞曲など親しみやすい曲からクラシック
名曲まで、誰もが楽しめる華やかで幅広いプログラ
ムとなる予定だ。チケットは全席指定券４０００円

（当日券４５００円）。チケット問い合わせは下記の
メールアドレスまで。「台湾系華僑3世のハープ奏者 
彩愛玲が台北より素晴らしい音楽仲間を招き、台湾
にまつわる作品、クラシック音楽とトークで気軽に
楽しめる公演を企画。ヴァイオリン、ピアノ、ハー
プの織りなす華やかな音を秋のひとときにぜひお楽
しみ下さい♪ 皆様のご来場をお待ちしております」

（彩愛玲さん）。
チケット申込み / 問い合わせ→
Mail:tainichiyukou@gmail.com

アジアフォーカス・福
岡国際映画祭の協賛
企画である「台湾映画
祭２０１５」が９月１５日
より２０日まで、福岡ア
ジア美術館８階の「あじ
びホール」で開催され
る。上映作品は、九州
初上映の「太陽の子」、

「湾生回家」、「欠けて
る一族」、国内初上映の

「ラブシック　ＬＯＶＥ
ＳＩＣＫ」のほか、「若葉
のころ」、「天空からの招
待状」の６作品。料金は前売券が１１００円、当日券が
１３００円で中高大学生は５００円で入場可能（学生証
必要）。チケットは文化芸術情報館アートリエ（福岡アジ
ア美術館内）にて購入できる。なお、９月１５日の「欠け
てる一族」の上映には江豐宏監督とプロデューサーも登
壇予定だ。

問い合わせ→
台湾映画祭上映実行委員会　Tel：092-781-3300

ツーリズムEXPOジャパンに今年も台湾パビリオン 「ドキュメンタリー・ドリーム・ショー　－山形in東京2016」 台湾人コレクターの明治工藝が東京藝術大学で展示日本人写真家が撮る台湾婚礼写真で「家族の絆」の考える

台湾の文化クリエイティブ商品が「蔦屋書店」「ロフト」などで展示 日台をつなぐ「台日友好 Concert」台湾映画祭２０１６が今年も開催横 浜で 雙 十 節 の 祝 賀 パレ ード

２０１５年の台湾ブースの様子
写真展「愛が伝わる時」

《自在龍》 宗義

台湾のドキュメンタ
リーも上映

今年も雙十節のパレード開催 台湾映画祭で６作品上映

蔦屋にて pop up store
愛玲さん台日コンサート

万一の保障に + 介護保障 + 認知症保障付  保険が登場しました。万一の保障に + 介護保障 + 認知症保障付  保険が登場しました。
法人契約で全額損金！節税対策、退職金準備に最適！法人契約で全額損金！節税対策、退職金準備に最適！
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台湾の「先住民族の日」とされている８
月１日、蔡英文総統は総統として先住民族
に謝罪した。総統選挙の公約を果たしたも
の。総統府内で執り行われたセレモニーに
は、「過ちを認める事、真相を明らかにす
る事、和解する事、具体的な改善策を実施
する事」という要素が込められた。蔡総統
は総統選挙期間中、当選した暁には総統の

立場で政府を代表して先住民族に謝罪する
と公約していた。当時蔡総統は、先住民族
は様々な政権による不公平な扱いを受けて
きたとし、総統として謝罪する事は先住民
族こそがこの土地の主人である事を尊重す
るばかりでなく、問題に向き合って解決を
目指すスタートになると述べた。

Aug.1 蔡英文総統が先住民族に謝罪
台湾プロ野球の中信兄弟はドラフト1位

の陳琥選手と同2位の詹子賢選手の入団記
者会見を開いた。陳の契約金は、高卒新人
としては台湾球界史上最高額の520万元

（約1670万円）で、大卒なども含む入団選
手全員を対象とした球団記録も塗り替え
た。今年18歳の陳は高校時代、投打両方

で活躍した「二刀流」選手。だが、中信兄
弟の楊培宏球団代表は、21世紀における
二刀流の成功例は日本ハムの大谷翔平選手
だけだと話し、先発投手に起用する考えを
示している。まずは2軍で育成し、早けれ
ば来年7月1日から1軍で登板させる予定。

（元＝ニュー台湾ドル）。

Aug.15 高卒新人の陳琥選手が台湾球界史上最高額の契約金
歌手の田馥甄が歌う楽曲「小幸運」が動

画投稿サイト「ユーチューブ」で再生回数1
億回を突破した。1億回超えは、台湾およ
び中国語の楽曲としては初。同曲は昨年夏
に台湾で公開され、興行収入4億元を超え
るヒットを記録した映画「私の少女時代」

（我的少女時代）の主題歌。同曲は映画公
開から1年経った現在でも根強い人気を誇
り、台湾メディアによると、台湾のカラオ
ケ店「ホリデイ」（好楽迪）が発表した最新

の中国語曲リクエストランキング（８月９
日～１５日）では１位を獲得。５１週連続
ランクインを果たしているという。また、
台湾の権威ある映画賞「金馬奨」のオリジ
ナル映画楽曲賞（最佳原創電影楽曲奨）や
音楽賞「金曲奨」の楽曲賞（最佳年度歌曲奨）
にもノミネートされた。日本では１１月に
公開を予定されている。（元＝ニュー台湾
ドル）。

Aug.20 映画 「私の少女時代」の主題歌再生１億回超え

世界的にヒットしているスマートフォ
ン向けゲーム「ポケモン GO( ゴー )」が台
湾では「精霊宝可夢 GO」の名で配信が始
まった。配信開始の６、７の２日だけで
全台湾で220人が道路交通管理条例違反
で罰金を科せられ、トンネル内で事故を起
こし怪我した人もいた。台湾での配信はア
ジアでは東京、香港に次いで３番目。条
例では、自転車に乗りながらだと300～

500元、バイク運転中だと1000元、車だ
と3000～6000元の罰金、民航の管制区
域だと5000～２万5000元の罰金になる。
故宮博物院や奇美博物館では構内でのゲー
ム禁止とした。また、その人気にあやかろ
うと野党・国民党は10日、同ゲームを模
した広告を党のフェイスブックなどに投稿
した。（元＝ニュー台湾ドル）。

Aug.6 ポケモン GO 配信開始で交通違反多発

台湾桃園国際空港は第1・第2ターミナ
ルにそれぞれコインロッカーを新設した。
２４時間稼動し、最長3日間荷物を預けら
れる。料金は3時間ごとに40～80元（約
130～260円）。現金のほか、交通系 IC

カードでの支払いも可能。また、日本語の
案内表示もある。同空港ではこれまで専用
窓口で荷物の一時預かりを実施していたも
のの、深夜の利用はできず、料金も1日ご
との計算だった。

Aug.15 桃園国際空港にコインロッカー新設

中国大陸からの団体客を専門に扱って
いた「創世紀旅行社」が倒産した。中国大
陸客減少後に倒産した第一例目となった。
このほど発表された交通部観光局の統計に
よると、今年6月の訪台中国大陸客は前年
同期比11.88％減の27万1478人に留ま
り、2014年3月以降で最低を記録した。

今年5月の政権交代を受けて中国大陸客は
減少しており、同社の倒産もこれを受けた
ものだという。この状態を危惧し、旅行サ
イト「台湾行旅遊網」は台湾の観光産業に
関する講座を開催。業界関係者が参加し、
国際化や市場振興などについて、政府に対
して各種の要望を提示した。

Aug.24 中国大陸客減少で台湾旅行会社倒産

ブラジルのリオデジャネイロで開催さ
れた夏季オリンピックで、女子重量挙げ

（ウェイトリフティング）５３キロ級の許
淑浄選手がスナッチ100キロとジャーク
112キロのトータル212キロを挙げ金メ
ダルを獲得した。また、５８キロ級でも郭
婞淳選手が銅メダルを獲得した。なお、アー

チェリー女子団体は台湾代表チームがイタ
リアを5対3で下し、期待どおり銅メダル。
台湾のメダル獲得は金１、銅２の合計３つ
となった。総統府の黄重諺報道官によると、
蔡英文総統もメダル獲得の情報を把握して
おり、「台湾の人々も誇りに思うに違いな
い」と喜んだという。

Aug.7 リオ五輪女子重量挙げで台湾人金メダル 国立故宮博物院は９月１日より３カ月
間、台湾北部・台北市にある本院と、台湾
中南部・嘉義県太保市にある南部院区の両
方で、条件付きで館内での撮影を解禁する
と発表した。館内で撮影した写真をフェイ
スブックなどの SNS に投稿することも可
能とする。故宮博物院の李静慧副院長よる

と、器物類や図書文献は撮影が可能だが、
フラッシュの光によって傷を受けやすい書
画については約７０点を撮影禁止とする。
人気の国宝、翡翠白菜や肉形石などを含
む、その他の展示品はいずれも撮影可能と
する。

Aug.16 故宮、翡翠白菜や肉形石など３ヶ月間撮影可能に

中華航空（チャイナエアライン）は、中
国東方航空（チャイナ・イースタン・エア
ラインズ）、中国南方航空（チャイナ・サ
ザン・エアラインズ）、アモイ航空の中台
４社と提携した「大中華携手飛クレジット
カード」を発行した。高級カードとして位
置づけ、22～23元（約70円）消費で１マ

イルを獲得できる。発行会社は中国信託商
業銀行（ＣＴＢＣバンク）。両岸三地（中国、
台湾、香港）を頻繁に行き来する台湾人ビ
ジネスマンをターゲットに初年度は10万
枚の発行を目標にする。（元＝ニュー台湾
ドル）。

Aug.25 中華航空が中台４社共通の提携カードでビジネス客取り込み

高雄市で観光振興のために導入した台
湾初の２階建てバスの車体がお披露目さ
れた。本格運行は今年末を予定している
が、10日からプレ運行を行い、高雄の魅
力を一足早く観光客らにアピールしてい
る。44席の二階部分中央はオープンエア
で、一階には10の座席と車いすスペース
を備える。バスにはガイドが同乗するほか、

英語・日本語・韓国語の音声によるガイド
がある。駁二芸術特区、大型 SC の夢時代、
KRT 美麗島駅などの名所を結ぶ東西・南
北の２路線が運行予定で、所要時間は40
～50分。11月末までは無料で試運転が行
われ（要試乗券）、正式運行開始後の運賃
は300元の予定。（元＝ニュー台湾ドル）。

Aug.7 台湾初の二階建て観光バス、プレ運行

ホテル予約サイト「ホテルズドットコ
ム」が発表した「２０１６年世界の旅行者
が選ぶ人気ホテル賞」で、豪華ホテル部門
に台湾で唯一、台北市の台北Ｗホテルが選
ばれた。このほか世界の５０のホテルが受
賞した。同賞は毎年１回発表。２０００万

人以上の宿泊客の評価を基準とし、高評価
のホテルを選出・表彰している。同サイト
によると、Ｗホテルが入選したのは10階
に設置されているリゾートとおしゃれな都
市の両面を兼ね備えた屋外プールが大きな
要因だとされた。

Aug.16 台北Ｗホテルが世界の人気ホテルに選出
台湾の国防部、南部・屏東県恒春の演

習場で、中国軍の侵攻を想定した年次演習
「漢光３２号」の実動演習を内外メディア
に公開した。蔡英文総統も就任後初めて演
習を視察した。蔡総統は訓示で、現在の国
軍には方向性を見定め、文化を変える軍事
戦略が必要だと改革の必要性を強調し、来

年１月までに草案を取りまとめる意向を
表明。「新たな思想を発揮して新たな軍を
作ろう」と呼びかけた。一方で、「軍の栄辱
は私の栄辱だ」と述べ、「どのような批判が
あっても、私は皆と共にそれに向き合う」
と語った。

Aug.25 蔡総統が軍事演習を視察

タクシー配車アプリ「ウーバー」に対す
る政府の対応に抗議するため、100台以上
のタクシーが行政院を包囲した。ウーバー
は2013年の台湾進出後、各地でサービス
を拡大してきたが、運送業としての認可を
得ないまま事業を展開している事から、交
通部が「違法」だとして取り締まりを実施
している。一方、これまでもウーバー登場
による売上げ減のタクシー業者からの抗議

活動も起きていた。この問題を受け経済部
投資審議委員会は先月11日、1カ月以内
に対応策をまとめると表明。８月2日には、
早ければ今週中にもウーバーの台湾現地法
人への投資許可を取り消す方針を示してい
たが、経済部は８月11日、ウーバーによ
る行政訴訟が進行中である事を理由にこの
方針を撤回したため、タクシー業者らが行
政院を包囲し抗議した。

Aug.12 ウーバーをめぐりタクシー約100台が行政院を包囲

陳建仁副総統はドミニカ共和国で行わ
れたダニーロ・メディーナ大統領の就任式
典に特使として出席した。陳副総統の外遊
はこれが初めて。８月２０日に帰国した陳
副総統は、桃園国際空港での談話で、訪問
期間中、ドミニカ共和国の正副大統領およ
びグアテマラのジミー・モラレス大統領と
会見した事について言及した。『互恵互助』

の協力方法についても賛同し、双方にプラ
スとなる様々な計画を共同で打ち立て、こ
れにより双方の友好関係が深化するよう期
待の意を表した」と成果を述べた。さらに、
就任式典に出席したグアテマラ、ホンジュ
ラス、パナマ、ハイチなど各国の元首およ
び政府要人と友好関係を深めた事も成果の
１つに挙げた。

Aug.16 陳副総統、ドミニカ共和国の大統領就任式典に出席
日本の建築家、伊東豊雄氏が設計し

た台湾中部の台中市の「台中国家歌劇院
（National Taichung Theater）」がグラ
ンドオープンを迎えた。８月２５日には文
化部に寄贈する式典も行われ、10年あま
りの建設期間を経て、同歌劇院は文化部に
所属する「国家表演芸術中心（パフォーマ
ンスアートセンター）」に加わった。「台中

国家歌劇院」は2014年に、中央政府の「国
家表演芸術中心」に組み込まれることが決
まった。総工費は43億元（約135億日本
円）。主な施設は大劇場、中劇場、小劇場。
また、野外劇場は1,000平方メートルに
達する。6階には屋上庭園があり、屋外で
の演奏会や映画の上映も行う事が出来る。

（元＝ニュー台湾ドル）。

Aug.30 台中国家歌劇院がグランドオープン
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台湾の若手演奏家で構成され
る「故郷室内楽団」のコンサート
が８月７日、東京浜離宮朝日ホー
ルで開催された。同コンサート
は、日本台湾医師連合、日本台医
人協会、在日台湾同郷会、怡友会、
在日台湾婦女会などの団体が共同
開催したもので、台北駐日経済文
化代表処の謝長廷代表や台湾嘉義
市の涂醒哲市長が来賓として出席
した。演目は「思慕的人」、「望春
風」、「雨夜花」、「月夜愁」などの台
湾の代表的な名曲の数々で、ピア
ノや弦楽器、ソプラノ歌唱などに
よって披露され、会場に台湾の美
しいメロディーが響き渡った。ま
た、アンコールでは台湾でも有名
な日本の楽曲が演奏され、さらに
謝代表もオカリナで「竹田の子守

唄」（中国語名：祈禱）を特別演奏し、大きな拍手
に包まれた。なお、嘉義市のプロモーションのた
め来日していた涂市長は、嘉義市でも管楽フェス
ティバルなどの音楽イベントを開催予定であるこ
とを紹介し、嘉義市と日本のさらなる交流強化に
期待を示した。謝代表は、「音楽には国境がなく、
人々の心の扉を開くもの」と挨拶し、台湾音楽の
美しさを多くの人に感じてもらえるよう同コン
サートの成功を期待した。

故郷室内楽団のコンサートで謝代表がオカリナ披露
駐日経済文化代表処

台北市立大学附設実験小学校
弦楽団とその音楽指導教師及び家
長会幹部ら一行約７０人は８月
１４日に沖縄を訪れ、１６日の夜
には沖縄市民小劇場あしびなーで
行われた「古典児童交流音楽フェ
スティバル 琉・台交流音楽会」に
参加した。団員は、西洋のクラシッ
ク音楽、台湾民謡を演奏したほか、
沖縄ジュニア交流弦楽団と沖縄の
有名な民謡を合奏した。このほ
か、沖縄伝統楽器である三線や琉
球舞踊の披露もあった。約２時間
にわたる華やかなステージの最後
は拍手が鳴り止まなかった。同会
場には那覇分処の蘇啓誠処長も訪
れ、挨拶した。蘇処長は、「台湾
と沖縄は地理的にも近く、今年は
既に香頌室內楽団、彰化県立児童

弦楽団が沖縄を訪れ、児童同士の交流公演を行っ
た」と紹介した上で、「交流を通じて、お互いに切
磋琢磨し、友情を深め、今後も双方の親善友好関
係の基礎を構築していって欲しい」と述べた。ま
た、一行は１７日、那覇分処を訪問し、蘇処長か
ら同処の業務内容や日台双方の交流の現状などに
ついて説明を受け、理解を深めた。

沖縄で日台の児童が音楽交流
駐那覇分処

嘉義市の涂醒哲市長率いる訪
問団はこのほど来日し、８月５
日、大阪市中央公会堂にて旅行業
者向けの嘉義市観光プロモーショ
ン説明会を開催した。説明会では
嘉義市の歴史遺産や美食のほか、
１９３１年夏の全国中等学校優勝
野球大会（現在の全国高校野球選
手権大会）で準優勝した嘉義農林
学校野球部の奮闘を描いて大ヒッ
トした映画「ＫＡＮＯ」の関連イ
ベントなども紹介された。大阪弁
事処からも張仁久処長が出席。こ
のほか日本観光旅行業者や航空会
社などの関係者約１００人も参加
し、嘉義への理解を深めた。涂市
長は「ぜひ、嘉義市に遊びに来て
いただき、文化や観光、地元の人
情を楽しんでもらいたい」と呼び

掛けた。台湾西南部の嘉義市は、国定公園・阿里
山の麓に位置。文化遺産が多く残っており「絵の
都市」と呼ばれ、国際的に評価の高い画家、陳澄
波や林玉山らを輩出した事で知られている。

涂醒哲市長が観光プロモーション説明会で来阪
駐大阪弁事処

「道南台湾観光友好協会」の定
時総会が８月２０日、函館市内ホ
テルで開催され、札幌分処の陳桎
宏処長が「北海道と台湾の絆と展
望」をテーマに講演を行った。講
演に先立ち陳処長は、北海道南地
域と台湾間の友好交流拡大のた
め尽力する同協会へ謝意を述べ
つつ、８月１２日より LCC タイ
ガー・エアが台湾路線としては北
海道で初めて函館に就航する点に
触れ、今後同会に参加する函館市
を中心とした道南地域の企業家諸
氏が、各市町行政機関の支援の下
で益々台湾との交流促進のため活
躍されるよう、期待を込めた。講
演では、日台双方の架け橋として
の当処の役割につき説明を加えな
がら、長い歴史を持つ日本、北海

道と台湾との絆が、絶えず深化を続けている、と
強調。特に今年台湾で３度目となる政権交代が民
主的かつ平和裏に行われたことに触れ、「『親日派』
の蔡英文総統の下、今後益々日台交流が発展し、
輝かしい実績を生むだろう」とした。また、陳処
長は政府の外交政策についても紹介を加え、TPP
や RCEP 等の地域間経済連携協定への積極的参
画、そして「新南向政策」で掲げる ASEAN、南
アジアとの多元的な交流進展に台湾は全力で取り
組むと述べ、参加者の理解を得た。

陳桎宏処長が講演「北海道と台湾の絆と展望」
駐札幌分処

台湾の台北市士林区友好交流
訪問団は７月３１日から８月３日
まで山口県萩市を訪問し、２日に
は山口県萩市役所を表敬訪問し、
野村興児市長らと懇談
し友好を深めた。山口
新聞の報道によると、
野村市長は「士林区は台
湾の教育の聖地であり、
観光名所でもある。各
界の交流と友好が続く
よう願っている」と期待
を示し、士林区の江慶
輝区長も同じく「友好が
深まるよう期待してい
る」と述べた。なお１日
には歓迎晩餐会も行わ
れ、福岡弁事処の戎義
俊処長夫妻や同処職員

も参加した。このほか一行は、８月１日より３日
まで開催されていた萩夏祭りにも参加した。

台北市士林区が山口県萩市を訪問
駐福岡弁事処

台湾立法院の蘇嘉全院長は８
月1日から４日間、立法院の蔡其
昌副院長ら約２０人を率いて就任
後初となる日本訪問を行った。蘇
院長一行は、１日午後に横浜媽祖
廟で弘宛然古典布袋戯団による台
湾伝統人形劇（布袋戯）の公演「武
松打虎」を鑑賞し、その後、横浜
中華学院、横浜関帝廟、横浜華僑
総会を訪問し、横浜中華街の華僑
らと交流した。一般観客と一緒に
布袋戯を鑑賞した蘇院長は公演
後、布袋戲の吳榮昌団長に台湾文
化を積極的に紹介し続けている事
に対し感謝の気持ちを伝えたほ
か、記念品を手渡した、吳団長も
これに対し、布袋戲の人形を蘇院
長、蔡副院長及び同行していた台
北駐日経済文化代表処の謝長廷代

表に贈呈した。また、横浜分処の粘信士処長の案
内で訪問した橫濱中華學院では、馮彦國校長と僑
務委員の鄭尊仁氏から同学院の建校企画の説明を
受けたほか、学生らは手話のパフォーマンスで蘇
院長らを歓迎した。なお、蘇院長ら一行は橫濱華
僑総会の幹部座談会にも参加した。

立法院の蘇嘉全院長らが横浜訪問
駐横浜分処

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※

オカリナ演奏を披露した謝長廷代表

日台児童が音楽を通じた交流

張処長（右）と涂市長

講演する陳桎宏処長

山口県萩市と台北市士林区が友好交流

立法院の蘇院長らが横浜を訪問
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台湾の若い音楽と文化を日本人に伝えるイベント
「台ワンダフル」が８月１９日、恵比寿リキッドルー
ムで開催された。同イベントは２０１４年より台湾の
文化部が実施しており、今年で３回目。スペースシャ
ワーネットワーク ( 本社＝東京都港区、清水英明社長 )
と台湾の出日音樂股份有限公司 / TSUJI MUSIC ( 台
湾台北市 代表人：葉湘怡 Doris Yeh) の共同企画に
より運営されたもの。台湾を代表するロック・バンド
CHTHONIC( ソニック ) のボーカルとしても活動す
る台湾立法委員 ( 国会議員 ) ての林昶佐（フレディ・リ
ム）氏が発起人。

今年のテーマは日本と台湾の交友を益々深める
意味を込め「日台交友 =Wonderful Relations」と
した。台湾アーティストの滅火器 (Fire EX. ファイ
ヤー・イーエックス )、HUSH( ハッシュ )、大象體操
(Elephant Gym エレファント・ジム ) の３組がライ
ブを行った。なお HUSH( ハッシュ ) は今回が初の日
本公演だった。

ライブイベントのほか、タピオカミルクティーや台

湾料理、東京豆花工房による豆花の販売、タイガーエア
台湾、台湾人気キャラクターの LAIMO と爽爽猫のグッ
ズ販売、「アジアドラマチック TV」&「ホームドラマチャ
ンネル」、聴き放題アプリ KKBOX、その他台湾関連の
ブースが出展され、来場者に台湾文化を紹介した。また、
台湾原住民をモチーフに日本のカルチャーとの深い絆を
描く日本人クリエイター「NAIMEI（奈美）」の作品展も
併設された。

メーン催しの台湾アーティスト３組のライブには、多
勢のファンが来場。アーティストはそれぞれ約３～４曲
を披露し、ファンからは大きな声援があり、大盛況だっ
た。会場に訪れていた３０代女性ファンは、「同イベン
トには毎年来ているが、いつも新たな台湾アーティスト
の魅力を発見出来るので嬉しい。また来年も楽しみです」
と話していた。同３組はいずれも８月２０日と２１日に
日本の大規模ロックフェスティバル「サマーソニック」
に参加し、日本の地に台湾音楽を響かせた。

同日プレスカンファレンスも行われ、ライブに出演
の３組のほか、発起人のフレディ氏、スペースシャワー
ネットワークの清水社長、さらに台北駐日経済文化代表
処の謝長廷代表も登壇し、それぞれが同イベントへの意
気込みを語った。会場には台湾文化センターの朱文清セ
ンター長、台湾観光協会東京事務所の鄭憶萍所長らの姿
もあった。

同会でフレディ氏は「３年前を振り返ると、日本でア
ルバムを出しているアーティストは少なかった。その
アーティストに日本での活躍の場を提供し、チャンスを
与えたいという思いから同イベントを始めました」と話
した上で、「今では日台アーティスト同士の交流を深め
る事ができ、ライブ以外の活動も可能になってきた」と
成果を語り、今後は同イベントを拡大しつつも、これに
留まらず１日だけで終らない活動を促進していきたいと
した。

一方の清水社長は、「台湾の方では映画や音楽など
次々に生まれている。日本に台湾文化センターが設立さ
れ、スペースシャワーネットワークからも台湾アーティ
ストの CD を出していたりと、台湾文化を発信する機会
は増えている。ただ、日本の大きな会場で台湾アーティ
ストがワンマンライブをしようと思うとまだ時間がかか
りそうだ。今後は、日本と台湾のアーティスト交流をさ
らに深め、日本語でのカバーや、ライブを一緒につくる
などが必要だと思う」と課題を提起した。

台ワンダフルで台湾文化と音楽を体感

３年目の成果と課題

台ワンダフルに参加したアーティストら
©2016 TAIWANDERFUL by Yuji Honda

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で５組１０名様に右記「唐
楽饗宴」、「ファルモサと歌う（銀座公演）」のチケットいずれか
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、どちらのチケットをご希望かお
選び頂き、台湾新聞社までお送りください。日程が迫っている
ため、お電話にて当選のご連絡をさせていただきます。その後、
チケットは発送いたします。

締め切り：９月１０日必着
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233号 読者プレゼント

9月10日（土） 19:00～20:30

フォルモサの響き
南管合奏団「台南市南声社」

9月11日（日） 19:00～20:30

フォルモサは歌う
中華民国声楽家協会

9月12日（月） 13:00～15:30

唐楽饗宴
台南市南声社 ／ 豊山雅楽会

南管は弦楽器を主体とする優雅な室内楽で、変化の早い中華音
楽界にとって、使用される楽器や演奏方法などが昔からの古い形
を残す数少ない音楽です。創立から150年の歴史を有する南声
社が演奏するその音色は、唐代の風雅を彷彿させ、ヨーロッパ・
アジア各地で多くの聴衆を魅了しました。彼らの醸し出す優雅で
洗練された音世界を、ご堪能ください。

会　場：台北駐日経済文化代表処台湾文化センター
主　催：台北駐日経済文化代表処台湾文化センター
共　催：日本台湾芸術文化交流センター

豊山雅楽会は真言宗豊山派所属する雅楽会。昭和9年（1934）発足。
戦中戦後の一時活動中止。昭和36年（1961）活動再開。本年（2016）
再発足後55年を迎える。雅楽は古典より仏教法会と深い繋がりを持っ
ています。豊山雅楽会の会員のみなさんは雅楽を通して、法要の荘
厳度を高めるだけでなく、仏教法会への理解と音律の体得。更には
雅楽を通して、布教を目指し精進を重ねでいます。今日は「台日音楽
交流2016」の開催趣旨に賛同し、台湾の南管合奏団「台南市南声社」
との饗宴、“台湾雅楽”と “日本雅楽”の異なる音曲をお聴きください。

会　場：銀座ブロッサム 中央会館
主　催：日本台湾芸術文化交流センター
後　援：台北駐日経済文化代表処台湾文化センター
入場料：前売3000円（当日3500円）

9月12日（月） 19:00～21:00

フォルモサと歌う
中華民国声楽家協会と

びわ湖ホール声楽アンサンブル本音楽会では、台湾新鋭音楽家をお迎えし、東洋、西洋の芸術楽曲
を通してフォルモサの躍動する生命力や美しく燦爛する声楽芸術の機
微を楽しんでいただきます。ドイツ・フランクフルト歌劇場専属歌手
として活躍した台湾テノール第一人者の王典。アメリカのコンクール
に入賞した経歴を持ち、最近日本での歌唱が決まっている林孟君（S）。
台湾歌曲を歌う3人の新進ソプラノたちは、昨年来日し、日本芸術歌
曲を披露。抒情あふれる歌唱は満場の観客を興奮させました。

会　場：台北駐日経済文化代表処台湾文化センター
主　催：台北駐日経済文化代表処台湾文化センター
共　催：日本台湾芸術文化交流センター

びわ湖ホール声楽アンサンブルは日本全国から集まった優れた歌
手として声楽家達の中から、厳しいオーディションで選ばれたメン
バーが、専属の歌手としてびわ湖ホールの数多くの舞台で活躍し
ています。今回はソロ登録メンバーと台湾の歌手たちと共演しま
す。“びわ湖の香り”と “フォルモサの香り”をお受け取りください。

会　場：銀座ブロッサム 中央会館
主　催：日本台湾芸術文化交流センター
後　援：台北駐日経済文化代表処台湾文化センター
入場料：前売3000円（当日3500円）

台北駐日経済文化代表処台湾文化センター
（〒105-0001  東京都港区虎ノ門1-1-12  虎ノ門ビル2階）

 東京メトロ 「虎ノ門駅」 9番出口  徒歩 約1分
 東京メトロ 「霞ヶ関駅」 C2出口  徒歩 約3分
 都営地下鉄 「内幸町駅」 A4出口  徒歩 約7分
 JR 「新橋駅」  日比谷口  徒歩 約12分

銀座ブロッサム 中央会館
（〒104-0061 東京都中央区銀座2-15-6）

 東京メトロ 「新富町駅」 1番出口 徒歩1分
 東京メトロ 「東銀座駅」 3・5番出口 徒歩8分
 都営地下鉄 「東銀座駅」 3・5番出口 徒歩8分
 江戸バス 「中央区役所」  停留所から 徒歩1分

台湾の音楽 台日の音楽
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もう１２年たった。私が台湾に初めて言っ
たのは２００４年だったからである。TV 番組
の取材だった。基隆にすんでいた江両旺さん
との縁で彼が生まれ勤めあげた九份の街を
案内された。いま九份は日本人にも人気の
観光スポットだ。しかし、江さんの案内で旅
行ガイドには載っていない九份の姿を知った
私は、彼の協力を得て九份の街を題材とした
ドキュメンタリー映画を製作した。以来、何
１０回と九份に足を運んだが、いつも泊るの
は喜来園という民宿だ。瑞芳駅からバスに乗
ると山道を通り九份の賑やかな基山街の入口
で降車するが、そこに至る最後の曲がり角に
喜来園はある。一見、プチホテルのような建
物は１階がロビー、２～３階が客室でその上
はオーナーが居住している。オーナーは林棟
燦さん（61歳）である。

九份がかつて金鉱として栄え多くの坑夫た
ちで賑わっていた頃、鉱山を経営する会社に
シャツを製造して納品する仕事をしていたの
が林さんだった。当時、九份に住んでいなかっ

先日、屏東県政府が日本統治時代から残
る宿舎群の取り壊しに乗り出そうとしていると
いうニュースを見ました。これに対して、地
元の文化人らは反対する抗議活動を行った
とか。実は私、８月の１週目に夏休みをとり、
初めて屏東県に行ってきたばかり。しかも、
ちょうど車を止めた駐車場の裏に、窓やドア
がボロボロになって整理されていない日本風
の家屋が密集している現場を見たところでし
た。

その際、台北では見ない家屋だったので
近づいてみたのですが、その荒れ果てた姿は
幽霊が出て来そうな不気味な雰囲気（夜だっ
たら近づけなかったかも･･･）。興味本位で
散策してみると、建物の作りはまさに日本の
昔の家屋と瓜二つ。縁側があったり、神棚
があったり、昔懐かしい足踏みで動かすミシ
ンがあったり･･･。なんだか生活の様子が伝
わってきて、タイムトリップした気分になりま
した。もちろん住人はおらず、そこに居るのは
現地の野良猫と野良犬のみ。観ていると段々
気になってしょうがなくなってしまったので、

近くで卵カステラを売っていたおばさんに聞い
てみると、「あそこの一体は昔日本人がやって
いた工場の職員が住む家だったんだよ。結
構お金持ちの人たちだったみたい」と教えてく
れました。確かに、家の中を覗いたとき、現
在はボロボロであるものの、１つ１つの家は
平屋のしかも結構広めで、当時にしては裕福
な暮らしをしていたのでは？と思わされる建物
でした。

しかし、やはり疑問なのはなぜボロボロな
のに未だにこの家屋を残しているのか、とい
う事でした。むしろ台風が多い台湾でこれだ
けちゃんと残っていたのも奇跡なのではと思
いますが、それはともかく、日本人の私として
は、台湾の人たちがこの日本家屋を壊さない
でいてくれた事に感動を覚えました。

台湾政府では７月２７日に改正文化資産
保存法が施行され、竣工から５０年を超えた
公有建造物やその付属施設、および公有地
に建つ建造物などは所有者や管理担当機関
が処理をする前に、主管機関が文化資産価
値の評価をしなければならないと定められる

ようになったそうです。蔡英文政権は歴史的
財産を保存する事を推進しているのですね。

私がみたボロボロの日本家屋は、劣化が
進んでいて修復が難しそうだったので、改正
文化資産保存法が適用するかわかりません
が、同じような台湾に残る日本建造物が引き
続き保存され、台湾人と日本人が一緒に暮ら
していたという歴史的関わりが薄れていかな
い事を願いたいと思わされる今年の夏の出来
事でした。

一昨日から韓国に入り、明日台北入り、
来週には日本に帰国。各国でそれぞれの
仕事をいただき日々情熱と勢いでトライさ
せていただいています。今、ソウルのカフェ
でコラム原稿を書かせていただいています。
韓国では映画の企画打ち合せが数本、韓
国の映画監督と日本クリエイターのコラボ
レーション企画を進めています、また詳し
くお話しできる機会にお伝えしたいと思いま
す！

さてさて、今月ご紹介するのは、山本
愛実（あいみ）さん２３歳。８月からそれま
で一度も行った事がなかった台湾で一人
暮らし生活を始めた、というまさに台湾第
一歩を踏み出した日本女子！もちろん言葉
も分からず、これまで台湾以外のアジアに
は旅行で訪問したことがある程度。そんな
彼女は、日本生まれ日本育ちですが、実
は母親がフィリピンとスペインのハーフとい
うことで、幼少期から海外との触れ合いは
身近にあったとのこと。しかし、私も台北
日本人学校での経験から分かりますが、と
にかく幼少期のハーフは偏見からイジメの
対象になりがち。彼女もまた同じような経
験をしていました。そんな彼女が、今大
人になり、もっとアジアを身近に、アジア
の皆と仲良くなりたい、ということで、自ら

台湾にまだ数回しか行った人からよく聞
かれるのが「台湾には、ちょうどいい感じ
の飲み屋さんはないのか」。確かに日本の
ようにお酒を出すことをメインにした居酒屋
はあまりなく、たいていなんらかの食事がメ
インで、それに合わせてお酒も出すという
お店が多いです。あるいは急に飛躍してアー
バンなピアノバーとか、お姉さんがいるよう
なクラブといったところか、そうでなければ、
これまた急にものすごい音量の音楽が鳴る
中で、大勢でワイワイとお酒を楽しむビア
ガーデンのようなのところになります。

そうなると、たとえ一人であっても「毎晩
お酒を飲まないとやってられん！」という人
にとっては気軽に行けるー飲み屋さんが少
なく、確かに僕も台湾に通い始めた頃、こ
の「お酒問題」で少々苦労しました。

本来ならば夜市や食堂で、あの美味し
い小吃をおつまみに（お酒のおつまみには
ちょうどいいものが多いですよね！）、台湾
ビールや紅標米酒を飲むなんていうのがベ
ストですが、言葉が今以上に通じなかった
頃は、そんなことを勝手にしてはいけない
し、実際そんな人も見かけないということ
で自制していました。

できる事とすれば、食堂の奥にある巨大
な冷蔵庫をチェックし、かろうじて「台湾
ビールがある」お店を見つけて入ってみな
がらも、しかしそこは食堂でお酒がメイン
ではないので、お客さんの要り具合を確か
め「長居しても良さそうだ」と推し量りなが
ら、ようやくありつけた台湾ビールを前に、
やや遠慮がちにお酒を飲む……という非常
にまどろっこしい事をしておりました。

しかし、やがてこの台湾の「お酒問題」
は解決されました。まず、夜市や食堂での
お酒は、たとえそこにビールが置いてなくて
も、近所のコンビニで自分で仕入れて持っ
ていき、そのお店の人に「お酒を自分で買っ
てきたんだけど、ここで飲んでもいいか」と
聞き、快諾を得られれば勝手に飲めるとい
う、いかにも台湾らしいローカルルールが

あることを知りました。
日本の飲食店で同じことを言ったら、まず

いぶかしがられますが、この辺もまた台湾の
懐の大きさであり、妙にリラックス出来るとこ
ろです。

子どもから大人になるときは、どこの国の
人でもまだ慣れないお酒を友だちと飲んで、
背伸びをし、お互いの距離感も縮めるもので
すが、果たして台湾ではどうなのでしょうか。

知り合いの台北の大学生に聞いたところ、
台湾の若者も確かに友だち同士でお酒を飲
むそうですが、お金があるときは、日本で言
う居酒屋的な役割を兼ねた安い海鮮料理屋
さんで飲むこともあるし、あるいは「公園でコ
ンパする」というのも結構多いそうです。
「公園でコンパ」と聞いて少し驚きましたが、

別の台湾人の知り合いにも聞いたところ、「公
園で宴会？　あぁ、あるね」と別段特別なこと
でもない様子でした。皆で思い思いに小吃と
お酒を公園に持ち寄り、遅くまで友だち同士
で語らいながら飲むというのも、やはり台湾
ではよくある青春の1ページだというのです。

これもまた台湾らしい感じがしますが、しか
し、言われてみれば、台湾の公園で、あの
夜風を浴びながら飲むというのは確かに気持
ち良さそうです。僕はまだそういった「公園の
宴会」に参加したことはないですが、いつか
機会があったら台湾の若者たちと一緒に、公
園でお酒を酌み交わしながらの日台交流をし
てみたいと思いました。

た林さんは仕事で九份を訪れるうちにこの地
に魅了されてしまった。会社の窓口が江さん
で江さんの計らいで九份に移り住んで来た。
数軒しか民宿がなかったこともあり、林さん
は喜来園をオープンさせたのである。林さん
はオーナーだが厨房に立つこともあり、写真
家であり作詞家でもある。『鉱山音楽故事劇
場』という九份を舞台とした音楽 CD がある。

そのアルバムの中には林さんが作詞した歌
が入っていて私が気に入っているのは、林さ
んの作詞した「九份は本当にいいところさ」と
いう曲。九份に魅了された林さんが自分の気
持ちをそのまま詞にしたらしい。

林さんの思いをのせたこの詞を紹介しよう。
（カッコの中は、私の注釈）

台湾は宝の島といえるなら
太陽の光照らす大地
九份はとても美しいところ
かつて「小香港」と呼ばれた

（注——戦前、1917年と1938年の２度
 のゴールドラッシュに沸いた九份は一攫千
金を求めて大勢の人が居住し眠らない町と
言われた。大陸の香港になぞらえてこう呼
ばれた）
九份は大通りから小道まで
どこでも人で賑わっていた

（注——九份はかつての商店街の基山街、
石畳の料亭、食堂街の堅崎路、トロッコ
道だった汽車路をメインストリートの脇に
迷路のような路地が沢山ある。これが今、
路地裏歩きで人気コースになっている）
金を掘るために来た人もいれば
繁栄に惹かれて来た人もいる

（注——鉱夫の他に家族、モノや食事の
商売人、興業師などの鉱夫相手に娯楽を
提供する人もいて、公式には１万人と
いうが

「実際は２万とも３万人ともふくれあがって

台湾で生活
し、日本と
台湾、さら
にアジアの
架 け 橋 の
第一歩を踏
み出したの
です。日本
ではモデル
やレースク
イーンなど
の仕事があ
るため、仕
事が入るた
びに日本には帰国しているようですが、台湾
では語学に通ったり、日本と台湾の女子たち
とチームを組み日台のファッションやグルメ、
カルチャーなどをインターネットを通じて情報
発信するなどの活動を行っています。そんな
彼女に勇気をもらい「自分もアジアで新たな
一歩を踏み出したい」という若者が増えてくる
事を願って、私も彼女の活動を陰ながら応援
していきたいと思います。そしてそんな彼女の
明日への輝きを見て、私も今年で３年目の台
湾起業生活となりますが、女子に負けじと日
本男児も頑張らなければ！と思った、そんな
出会いでございました。

いた」と記録にある）
九份で生まれた私の記憶の中
九份はいつも雨

（注——台湾の基隆は雨で有名。昔、台
北が晴れている時、雨を持っている人がい
ると「基隆から来たのか」と尋ねられた。そ
れより九份は降る）
みんな金がほしいのさ
危険を恐れず金鉱に入った
ある者は金を掘りあてある者は
運なく命を落とす

（注——鉱山は珪肺で若死した。４０歳が
寿命といわれた）
父さんは朝早くから金鉱に潜り
家族の生活が良くなるようにと汗水をた
らす
貧乏な家に生まれ　字も習うことができな
かった
子供が立派になりますように
まじめに勉強すれば　金を掘らなくても
すむ
九份は本当にいいとこさ
世界中が知っている九份
人 は々人情深く　景色は美しい
いまだ発見されていない金脈が
いまも地下に潜っている

（注——衛星で確認されているものの事業
として採算があわないとか。もっと他に大
きな金脈を探査中？）
金鉱も炭鉱も　私たちにとっては国宝財産
これからも守って行こう

（注——林さんは九份の文化財保存の活
動もしている）

わたしはいま「湾生」の映画を制作中で何
年かぶりに九份に滞在する。もちろん宿は林
さんの喜来園である。

「九   は本当にいいところさ」——九   の林棟燦さんの詩

屏東県に残るボロボロの日本家屋で感じたこと

文：林 雅行（映画監督）

第二十ー回 松田義人（deco／編集者・ライター）

ちょうどいい居酒屋がない（？）台湾の「お酒問題」

夜市や食堂でお酒を飲みたい
場合は交渉を

公園でコンパする若者たち
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本書は海外旅行の経験豊富な旅行作家・下川
裕治さんが朝日新聞出版から刊行している“アジ
アの週末旅 ” シリーズの新作。下川さんが何度
も台湾を訪れ、そこで体験した台湾旅の日記を覗
いているかのような気分になる１冊だ。お決まりの
観光地やグルメの話題にとどまらず、下川さん独
自の感覚で表現されたディープな台湾が表記され
ているところに特徴がある。いわゆる「台湾のガイ
ドブック」を読むよりも「今すぐ台湾に行きたい」と
いう気分にさせられる。「滷味――台湾のにおいを
めぐる冒険」、「蒋介石――客家の先にあった銅像
の墓場公園」、「緑島――監獄島というリゾートアイ
ランド」という章のタイトルからも、普段、旅行者
が目に留めないようなディープな内容である事は一

週末ちょっとディープな台湾旅

著者：下川裕治
刊：朝日新聞出版 
     (2016/8/5)
判型：Ａ６判並製
頁：２７２ページ
定価：７５６円（税込）
発売日：２０１６/ ８/ ５

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で3名様に同書「週末ちょっとディープ
な台湾旅」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（9月中に発送予定）。
締切り：9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233号 読者プレゼント

目瞭然である。さらに、それぞれの章の最後にあ
るコラムのコーナーや、現地の雰囲気が伝わって
くる写真も必見だ。この１冊を読む事で、台湾初
心者も台湾常連客のような気持ちになり、もっと
深い部分で台湾に触れたくなるだろう。

～下川裕治さんからメッセージ～
「台湾はスルメのように噛みごたえがある。何回

訪ねても、その先の台湾を味わわせてくれる。大
きくもなく、小さくもない島。日本や中国とは海を
隔てているが、遠くない。いくつかのねじれが育
てた歴史は、例えば滷味という料理や、台南の路
地裏にしみこんでいる。小籠包の食べ歩きの先に
ある世界に分け入ってみてください」。

（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！

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！

観光地編

台湾語：リンワッタン
日本語：日月潭
中国語：リーユエタン

※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：ガゥフナァ
日本語：九份
中国語：ジョウフェン

台湾語：タイルーコ
日本語：太魯閣（タロコ）
中国語：タイルゥグー

九份の林棟燦さん

台湾の小吃と台湾ビールは相性が良すぎる

屏東で見つけた日本家屋

山本愛実（あいみ）さん
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