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客の男女年齢別の調査において、若い女性は台
湾に旅行する傾向があるが、男性は中年層に集中
しているとの結果が出ており、今後は若年層男性
をターゲットにスポーツイベント交流などを企画し、
目標達成を目指していくとした。

なお、来年の同サミット開催地についての決議
も行われ、台湾の台中市で開催する事を決定した。
台中市の林佳龍市長は、台中のPRプレゼンテー
ションにおいて、来年は100万人の日本人観光客
を台中市に動員するとの目標を掲げた。

なお、今年の同サミットには、台湾から台北駐
日経済文化代表処の謝長廷代表、交通部観光局
の周永暉局長ら85人が出席し、日本からは観光
庁の本保芳明参与、日本観光局の小堀守理事、
日本旅行業協会の田川博己会長、香川県の浜田
恵造知事、愛媛県の上甲俊史副知事ら126人、
合計211人が出席した。

なお、同サミットに先立ち5月31日、浜田知事
と高松市大西秀人市長主催の歓迎晩餐会が JR
ホテルクレメント高松で行われた。

葉会長は来賓の挨拶で、松山市と台北市が
2014年10月、香川県と桃園市が2016年7月、
高松市と基隆市が2017年5月にすでに友好協定
を提携している事に言及したほか、2013年3月に
高松空港から桃園空港の直行便が就航してより、
毎日大勢の台湾人が四国を訪れており、近年にお
いての交流が盛んであると話した。今では台湾人
が新しく行きたい観光地として四国が含まれている
との事。しかし、日本から台湾に行く観光客が少
ないとの問題に葉会長は「同サミットで、我 が々直
面している観光における課題をシェアし一緒に解決
し、双方地方間での観光や経済面の交流を促進

していきたい」と強調した。また、客家文化が味わ
える台東県や、島から島へと渡りながら観光する
澎湖などの観光地についても触れ、「台湾には掘れ
ば掘るほど魅力がたくさんあるので、旅行会社と力
を合わせていきたい」と話した。

また、林市長は台湾記者団らのインタビューに
対し、「2018年に行われるフローラ世界博覧会（以
下：花博）を誘致しに四国に来た。現在日本人が
台湾に旅行へ行くとしても台北か高雄が大半を占
めるため、観光客数を伸ばすためにも花博のほか、
台中の有名観光地である高美湿地や谷関温泉など
にも来てほしい。来年観光客増加を見越して飛行
機も増便できるようにしていきたい」とコメントした。

また、台湾一行は、徳島県祖谷渓温泉ホテル
秘境の湯で6月1日、徳島県の飯泉嘉門知事らと、
また、2日には道後温泉大和屋本店で愛媛県の
中村時広知事と松山市の野志克仁市長らと交流
を図った。

飯泉知事は、徳島名物の「鳴門金時」が台湾
へ輸出され、多くのデパートで販売されている事
や、台湾人野球選手の張泰山が昨年度四国アイ
ランドリーグplus 徳島インディゴソックス球団に入
団していた事に触れ、台湾と徳島の交流が盛んで
あるとし、「同サミットや、観光地視察を通じ、台
湾と四国のさらなる交流を期待したい」と述べた。

一方中村知事は「台湾には強い思い入れがあ
り、ただ人と人との交流だけではなく、真の友情
や真の相互交流を作っていきたい」と話したほか、

「松山市」と同じ地名を持つ事や、日本統治下時
代の台湾から甲子園に出場した実在チームを描い
た大ヒット映画「KANO 1931海の向こうの甲子
園（以下：KANO）」の嘉義農林学校野球部の近

藤兵太郎監督の生誕地が愛媛県松山市であ
る事を述べ、台湾と愛媛の縁について語った。

なお、同晩餐会のスペシャルゲストとし
て、KANO で近藤兵太郎役を務めた日
本人俳優「永瀬正敏」と、投手のアキラ
役を務めた台湾人俳優「曹佑寧」が駆け
つけ、特別談話を繰り広げた。

また、謝長廷代表や代表処幹部らは5
月30日、高知県庁を訪問し、高知県の
尾崎正直知事と台湾と高知県の今後の
交流について会談した。

謝代表は、近年台湾の観光客は単なる旅行
ではなく、テーマを決めた観光が流行している

事に言及し、「台湾で坂本龍馬は人気があり、明治
維新で活躍した坂本龍馬のふるさとが高知県である
事は多くの台湾人が知っている。このような歴史を通
じての交流も期待し、誘致していきたい」と話した。

一方尾崎知事は、近年高知県と台湾の交流が
拡大しており、高知県に来る外国人観光客の約3
割が台湾人である事を強調した。また、訪問後に
行われた懇親会では、高知県発祥の踊り「よさこ
い」を、6年間連続で台湾ランタンフェスティバル
の前夜祭ステージで披露したり、台湾新竹の小
学生が高知県に来て、よさこいを披露したりとさま
ざまな交流が行われている、と話した。また、防
災関連産業の一環として高知県の防災技術を紹
介するセミナーを台湾開催したり、中華民国三三
企業交流会でプレゼンテーションを行ったりしてい
る事にも言及し、「今後はこのような経済において
の交流も伸ばしていきたい」と主張した。

日台観光推進協議会（山口範雄会長）と
台日観光推進協議会（葉菊蘭会長）主催の

「2017年日台観光サミットin 四国」が6月
1日、かがわ国際会議場で開催され、議長
を務めた山口会長は、2020年に向けて日台
相互往来客数700万人を着実に実現させ、
800万人、900万人とさらなる高みを視野に
入れて努力していくと述べた。

今年で10回目の開催となった同サミット。
今年は「2020年日台双方交流ビジョンの実
現に向けて」をテーマに、日本と台湾の旅行
関係者合わせて50人が意見交換を行った。
今後の双方向交流増加実現に向けた具体的
事例として、鉄道や温泉などに関する企業や地方
都市間の相互交流の促進、双方向でのクルーズ
旅行の促進、また、体験型のイベントを増やして
いくほか、グルメをキーワードとした物産展での食
の魅力の発信などが挙げられた。

山口会長は、日台観光の現状について、「同サミッ
トは2008年に第1回が開催されて以来、友好交
流を維持し、ともにウィンウィンの信念を創り上げ
てきた結果、日台相互往来客数が2008年当時の
260万人から630万人までに拡大した」と発表した。
しかしながら、訪台する日本人観光客は約189万
人にとどまり、その理由の１つとして台湾観光局東
京事務所の鄭憶萍所長は、「日本人のパスポート所
持率が諸外国と比較して圧倒的に少なく、日本人
全体の人口の約23％との統計が出ている」と指摘。
従って、まずは多くの日本人にパスポートを所持す
るよう促進していきたいと強調した。また会議中に
日本側から、台湾の地方都市へ行くインフラ問題
が挙げられ、台東や高雄から地方に行くアクセス
を充実させてほしいと指摘された部分もあった。

これに関連し台湾側は、台湾地方旅行誘致の
具体例として、台湾1周ができるパスを提供し、さ
らにそのパスを使用すれば観光地で優待を受けら
れるサービスの実施、また、地元ならではの文化
や食を体験してもらうような企画を作り、自分自身
で選んで組み立てていくツアーの実施などを挙げ、
地方への観光客増加を目指していくとした。

一方日本側は、訪日する台湾人観光客の6割
が、東京などの大都市ではなく、地方への旅行と
の統計が出ているという。現在日本の大部分の航
空会社では、トランジットで国内線に乗り継ぐ場
合、別の航空会社やクルーズ船を利用した場合
でも、優待価格を利用できるサービスをすでに実
施しており、今後はさらに地方への観光客を伸ば
していきたいとした。また、訪台する日本人観光

日台間のさらなる鉄道交流に向けて話合う会合
「日台鉄道観光フォーラム」が6月2日、愛媛県
西条市総合文化会館で開催された。同フォーラ
ム開催は今回が初めて。同フォーラムは「日台観
光サミットin 四国」に合わせて開催され、主催
の日本旅行業協会の田川博己会長のほか日本側
からは、観光庁の本保芳明参与、観光庁国際
観光課の川口和哉課長補佐、愛媛県の中村時
広知事、四国旅客鉄道の泉雅文会長、京浜急
行電鉄の石渡恒夫会長らが、台湾側からは台北
駐日経済文化代表処の謝長廷代表、台湾観光
協会の葉菊蘭会長、交通部観光局の周永暉局

長、台湾高速鉄路営業部の孫鴻文
副マネージャーら合わせて約100人
が出席し、今後の日台鉄道の交流に
期待を示した。同フォーラムでは現在
までの基調及び事例報告のほか、「更
なる鉄道交流の拡大に向けて」をテー
マに、東武トップツアーズの坂巻伸昭
社長、江ノ島電鉄（以下：江ノ電）の
天野泉社長、開発旅行社梁榮堯社
長、台湾鉄路管理局の鐘清達副局
長がパネルディスカッションを行った。
なお、コーディネーターは愛媛大学
の米田誠司准教授が務めた。

同フォーラムは、台湾の鉄道が日本統治時
代に建設された事により日本と台湾の鉄道は
ゆかりがあり、さらに日本と台湾の鉄道の発
展プロセスが似ている事から、人材、技術、
運営の交流を行い、ノウハウを共有する事で
相互のレベルアップを図るとしている。また、
近年ではスローライフが主流となり、鉄道に乗
りながらゆっくり景色を見て楽しむなど、鉄道
は単なる交通手段だけではなく、観光やコミュ
ニケーションの一部となっており、相互のロー
カル電車の魅力を知る事で、観光客誘致に繋
がっていくとの期待も込められている。

基調報告で泉会長は、愛媛県松山駅と台湾
松山駅は2013年10月友好駅協定の締結以来、
日本人社員が台湾へ鉄道技術の研修などの交
流を行ってきた事に触れ、今後も友好協定を持
続し、交流事業を引き続き行っていくほか、さら
なる鉄道交流に向け、ローカル線では「わざわ
ざ乗ってもらう」をテーマに、アンパンマンなど
個性的な電車を入れる事で台湾観光客を誘致
し、同時に地方の活性を促進していくとしている。

また、江ノ電の天野社長によると、江ノ電
と支線平渓線は2013年4月に観光協定を結
んでより、一日周遊券の相互無償
交換を実施し、約1万6000人の
台湾観光客が日本で同周遊券を使
用した結果となったが、日本旅行客
はわずか1000人ほどだった事を報
告した。これは、日本の交通チケッ
トは高く、台湾観光客からすると「お
得感」があるが、台湾の交通チケッ
トはもともと安いため、日本人への
効果が薄く、日本からのアウトバウ
ンドには優待券以外のプロモーショ

ン活動を行わなければならないと主張。
一方鐘副局長は、台湾鉄道が1888年に

開通してより130年が経ち、遺
跡のようなレトロがたくさんあるた
め、今後は鉄道のリソースとして
博物館などで歴史的文化遺産を
受け継ぐ事も、観光客誘致に不
可欠であると指摘。そのために
はメンテナンスのできる人材育成
にも力を入れていくべきだと指摘
し、「日本はメンテナンス力も高い
ため、今後は互いに連携を取り
ながらニーズに合わせ、協力して
いく事も必要」と強調した。

日台相互往来客数700万人実現との目標に会場一致

スペシャルゲストとして永瀬正敏（右）と曹佑寧

高知県庁訪問謝長廷代表（左）・尾崎正直知事

パネルディスカッション、東武トップツアーズ
坂巻伸昭社長が意見発表

DF50形1号機の前で記念撮影左から、台北駐
日経済文化代表処の謝長廷代表、台湾観光協
会の葉菊蘭会長、交通部観光局の周永暉局長

 日台 観 光 サミット開 催
日台相互往来客数700万人実現に合意

「日台鉄道観光フォーラム」開催～友好の路線は海を越えて～

台湾新聞社はこのほど、これまでの有限会
社台湾新聞社から株式会社臺灣新聞社に法
人格及び社名の漢字表記の変更を行い、本年
6月1日より新たにスタート致しました。台湾新
聞社の創立は1999年３月10日。今年で19
年目を迎えております。前身の媒体の創刊期
1995年9月から数えますと本年で22年になり
ます。これもひとえに読者様をはじめ皆様からの
温かいご愛顧の賜物です。謹んで感謝申し上
げます。弊社はこれを機に、台湾と日本の架け
橋となる媒体としての姿勢の一層の深化を目指
します。単なる名称変更だけにとどまらず、心
機一転、新たな気持ちで取り組んでゆく所存で
す。これからの「臺灣新聞社」にご期待下さい。

社主 錢 妙玲

お知らせ

登壇者、日台観光の課題と期待に言及

観光サミット晩餐会が
過去最多の数で盛大に開催！

四国の各県知事らと交流関係育む
俳優永瀬正敏と曹佑寧も登場
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申込先：株式会社 臺灣新聞社
TEL：０３－５９１７－００４５
FAX：０３－５９１７－００４7

台湾新聞では、8月7日発行の244号にて『暑中お見舞い
名刺広告』を掲載致します。
是非この機会に時候のご挨拶とともに、各団体・企業のイメ
ージアップ・PR効果としても、ご利用お役立てください。ご出
稿を心よりお願い申し上げます。

2枠の場合は完全データでの入稿でお願い致します。
（オリジナルデザインで作成ご希望の場合、別途１万円頂きます）

□1 枠（縦79㎜×横58㎜）2 万円（税込）※デザイン固定
□2 枠（縦79㎜×横118.25㎜）3 万円（税込）

掲載枠

お申込み締切日：2017年7月14日（金）

日本語版

●東京スター銀行佐藤頭取に聞く                      2面
 ●noovy が教える現地のオススメ観光スポットとグルメ！   ６面

中国語版

●推廣台灣　台灣ＦＡＩＲ大宮丸井登場                   3面
●阪神甲子園球場台灣日 台灣觀光協會聯合虎航行銷台灣  4面
●日本台灣祭　　　　　　　　　　　　            　8面
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パナマと中国が国交樹立、台湾との断交を表明 在日台湾不動産協会
東京スター銀行と相互貢献

在日台湾不動産協会（錢妙玲代表理事）は
6月19日、アスコット丸の内トリプルワンで東
京スター銀行の佐藤誠治頭取ら役員によるセ
ミナー及び懇親会を開催し、同協会と東京ス
ター銀行は今後、さらなる交流を深め、相互
貢献していく事で合意した。

佐藤頭取は、「銀行はお金を貸すだけでな
く、やりたい事を実現するためのサポートをす
るものである。今後はさらに同協会の理解を
含め、お手伝いしていきたい」と話した。錢代
表理事は、現在台湾人の不動産売買において
トラブルが続出しているとし、同協会が、東
京スター銀行との間に入りサポートしていきた
いとの意気込みを語った。

東京スター銀行は2014年、台湾のCTBC
に買収された事も起因し、より台湾との繋がり
を重視しており、インバウンド事業として、台
湾に在住している台湾人が日本の不動産を購
入するためのローン事業を展開している。

なお、懇親会には錢代表理事のほか、詹

德薰最高顧問、濱田裕
子副代表理事ら理事及び
協賛会員のアライアンス・
リアルターの温井史諭社
長ら会員約20人が出席
し、東京スター銀行役員
らと交流を図った。

また、6月初旬に台北
で開催された「台灣國際
房地産理財投資展」に
出展した報告会も実施さ
れ、同会の棚岡麗事務局
長は、「出展業者からの反

応が良く、管理の依頼などの問い合わせも入っ
た。年末も企画していきたい」と話した。

同会は2015年の創立以来、日本と台湾の不
動産を通して共に安全な不動産取引の知識の啓
発、研修教育などを交流しており、同協会が発
信源となり、日本の不動産に関する情報を台湾
人に提供している。

なお、錢代表理事は在日台湾人で永住権を取
得していない台湾人でもローンが組めるよう、ほ
かの銀行とも連携を図っていきたいとしている。

在日台湾不動産協会会員と東京スター銀行役員ら記念撮影

東京スター銀行役員らと交流を図る錢妙玲代表理事

パナマ共和国のイサベル・サンマロ副大統
領兼外相と中国の王毅外相は6月13日、北京
で国交樹立協定に調印し、このなかでパナマ
側は、台湾が中国の一部である事を認め、台

湾との即時断交を表明した。一方台湾外交部
の李大維部長は同日、台北市内で記者会見を
行い、パナマとの断交を発表した。李部長は 「パ
ナマが経済利益のために屈従してしまった事に
対し強い憤りを覚え、遺憾に思う」と述べ、即
日よりパナマに対する援助を全て停止する旨を
表明。蔡英文総統政権から1年と2ヶ月、昨
年のサントメ・プリンシペとの断交に続いて2ヶ
国目となった。

なお、蔡総統は同日開いた緊急記者会見に
おいて、「中国当局の間違った思想と挑発は、
両岸関係の平和構築に対抗している」と強く強
調したほか、「脅迫されても決して妥協、譲歩し
ない」と述べた。

一方、日本の日本中華聯合總會や全日本台
灣連合會ら多数の在日台湾華僑団体が中国との
国交樹立に対し、抗議の声明文を発表している。

日華議員懇談会（平沼赳夫会長）の衆議院
議員・衛藤征士郎副会長は6月15日、ザ・キャ
ピトルホテル東急（千代田区）で行われた同会
の総会において、パナマが台湾との断交を表
明した事に言及し、同会は「台湾支持」との旨

を主張した。ま
た、「日本・パナ
マ友好議員連
盟」に加盟して
いたある議員が
これに抗議し、
離脱した事実を
伝え、「パナマが
台湾と断交した
件に『けしから
ん』と思う国会
議員が多数いる」と強く主張した。さらに、「現
在世界、特にアジアの情勢が不透明であり、
この状況下においても日本と台湾の関係は極め
てクリアである。今後、日台関係を高めていく
ためにも、努力していきたい」と述べた。

また、総会に出席していた台北駐日経済文
化代表処の謝長廷代表は、「驕れる者久しから
ず」との日本語のことわざを用いて、「私個人の
意見として、中国大陸がさまざまな手段を通し
て台湾の国際空間を圧迫し続ける事は、台湾
国民の反感を買うばかりだ」と強調したほか、

「一日も早く平和へ方向転換する事を期待し、
駐日代表として全力あげて努力し、今後も日台
は協力し合っていきたい」と述べた。全日本台湾連合会声明文

衛藤征士郎副会長
台湾支持を主張

日華議員懇談会も「台湾支持」表明

「 T A I P E I  C Y C L E 」
開催期間変更で出展者を誘致

台湾を代表する自転車産業の見本市
「TAIPEI CYCLE」開 催 前 の6月6日、
台湾貿易センターは都内帝国ホテルで台
湾自転車産業セミナーを開催した。

毎年3月に開催されている同展は今年で
30回を迎える。セミナーでは、海外出展
者より「自転車の生産周期が始まる10月に
会期を変更してほしい」との多数のリクエス
トを受け、2018年より開催時期を10月31
日から11月3日の4日間に変更し、出展者
のさらなる誘致を図る、とした。また同展
では、BtoB 商談のプラットフォームを新設
し、来年の推定出展者数を約1170社と見
込み、最新製品やデザインのプロモーショ
ンなども行う構え。さらに、いち早く市場
の傾向や消費活動について知ってもらうた
め、教育フォーラムの開催やスタートアップ
企業をバックアップするなど、若者が市場
に参入できる機会を設け、同展が１つのソー
シャルネットワークのプラットフォームになる
よう仕掛けていくとした。

なお、今年より新たに取り入れた、
「Demo Day」が好評を得た事から、来年
も実施すると発表した。「Demo Day」と
は、試乗用にデモで用意した、傾斜や難
易度が違う車線が多数ある道路エリアを
設置し、そこで自転車を実際に試乗でき
るというもの。3月開催時に35ブランド以
上、742人の国内外のバイヤーが参加し
た実績を持つ。

主催の台湾貿易センター同展担当の
巫宜學さんは、「多種多様なメーカーが集
まり、お互いに交易を行うだけではなく、
違った業種の融合を目指し、マルチプラッ
トフォームの場にしていきたい」と話した
ほか、「自転車産業を拡大するには、自転
車に乗る人を増やす事が大事であり、こ
れにより完成車、パーツ購入の頻度が増

え、 市 場 が 広
がっていく」と強
調した。

また、台湾で
サイクルツーリズ
ムの視察を行っ
ているサイクル
ツーリズム研究
委員会の宮内忍
顧問は、「台湾は
サイクリングが
観光業において
も先進している
ため、同展に観
光ブースを設け

れば、さらに奥が深くなる展示会となる」と
コメントした。なお、今年の同展には32社
の日本企業が出展し、約800人の日本人バ
イヤーが参加した。国別調査では全体の第
2位であった。

一方、台湾自転車輸出同業公会の張蕙
娟秘書長によると、台湾自転車メーカーは
現在820社あり、なかでも台中市と彰化市
が638社と、全国の77.8％を占める生産主
要都市である。また、台湾ブランドの自転
車は世界で高いシェア率を誇っており、アメ
リカ、オランダ、ドイツを中心に輸入されて
いる。台湾は、中クラス～ハイエンドの自転
車を主要に製造しており、2015年に国連が
行った調査によると、自転車を取り扱って
いる104ヵ国のうち、15ヵ国が台湾からの
輸入が第一位であり、また、73ヵ国が台湾
からの輸入が上位三位に入っている事から、
世界において台湾は自転車の供給者として
重要な役割を果たしている。

近年世界では、自転車は単なる交通手段
としてではなく、運動、健康目的に利用する
など、時代とともに変化している。現在は電
動自転車産業への移行も始まっているため、
散熱部品を扱っている ADDA など別産業
からの電動自転車産業界に参入する動向も
現れているなど、自転車産業全体の市場拡
大に期待が高まっている。

左から台湾貿易センター呉俊澤所長、BESV JAPAN澤山俊明社長、サイクルツー
リズム宮内忍顧問、自転車協会水谷利之常任理事、代表処経済部張厚純部長、

台湾自転車輸出同業公会張蕙娟秘書長、TAIPEICYCLE 担当巫宜學さん

巫宜學さんによる TAIPEICYCLE2018の説明

九州台湾商工会 ( 頼玉汝会長)は6月9日、
福岡市天神のナチュラリープラス会議室で「ア
ジア進出ビジネスアライアンス・セミナー」を
開催した。講師は台湾貿易センター福岡事務
所長の林淑惠氏で約70人の聴衆を前に台湾
の「新南向政策」を中心に説明し、その遂行
に必要な日台の連携を訴えた。

講演に先立ち主催者として挨拶した九州
台湾商工会の頼玉汝会長は冒頭、平日の執
務時間内にも拘らず、山口から沖縄までの広
い地域から大勢の方々がセミナーに参集した
事に謝意を表した。次いで、これからアジア
ビジネスを始めようと考えている人を対象に、
同会が所属する世界台湾連合総会の70カ
国、189支部の華僑パワーとのアライアンス
を是非考えて欲しい、と提案した。

講師の林淑惠氏は「新南向政策については
自分もいま勉強中であるが・・・」と前置き
しながらも、90枚ものスライドを使って「台湾
経済・台日貿易の概況」から始まり、「新南向
政策」､「数字で読み解く台日アライアンス」､「台
日企業連携による新南向政策対象市場開拓

の可能性」などのテーマを丁寧に説
明した。

講演の冒頭は、両国の漁業協定、
投資協定、租税協定､ 金融協力覚
書の締結などの経済面での連携強
化を解説した。また、航空便の新
規開設・増便、観光ビザの免除な
どからもたらされる活発な人的交
流、さらに交流協会や亜東関係協
会の名称に「日本」､「台湾」の文字が
使われた実情を引用しながら、日台
関係はいま、戦後最良とも言える状
態にある事を強調。加えて台湾に投

資した日本企業の80% 以上が利益を出して
いる事も説明した。

各論に入ってからは、台湾経済、台日貿易
の概要を、ヒト( 相互訪問 )、モノ( 輸出入 )、
カネ ( 投資額 ) の動き中心に説明し､ あらゆ
る角度からも、日本と台湾が最高に緊密な
状況にあると指摘した。また、新南向政策
については、中国に偏重してきた投資先をベ
トナム、ミャンマー、カンボジア､ シンガポー
ル等の東南アジア、インド、パキスタン、スリ
ランカ等の南アジア、オーストラリア、ニュー
ジーランド等のオセアニアまでの18カ国に拡
大し、リスクを分散しながらこれらの国々の
成長エネルギーを取り込んでいく狙いがある、
と説明した。これらのリスク分散､ 成長エネ
ルギーの取込みは、すでに日本でも始まって
おり、2013年以降シンガポール、タイ、イン
ドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム
の６カ国への投資額合計が中国へのそれを
上回っている事も示された。

また､ 新南向政策の柱として「貿易経済協
力」、「人材交流」、「資源共有」､「地域連携」の

4つを挙げ､ この実現に向けて､ 以下のような
背景を持ち、相互補完関係にある日本と台湾
が連携する事が望まれるとの見方を示した。

日本側には「国内市場が成熟し、中小企業
が海外に成長の場を求めている」事。「微妙か
つ複雑な日中関係のリスクを回避するため､
東南アジアで新たな製造拠点や市場チャン
スを求めている」事。「華人圏販路を獲得した
い」事。「信頼できる海外事業のパートナーを
探している」事などを挙げ、台湾側には「日本
とは相互補完のベースとなる緊密な産業連携
が確立している」事。「両国関係が良好で観光、
貿易経済交流が活発である」事。「台湾には中
国との ECFA 等の協定や華人圏での優位性
がある」事。「台湾日本関係協会と日本台湾交
流協会はすでに42の MOU を締結しており
win-win の発展環境が確立している」事な
ど、とした。

最後に日台両国の企業がアライアンス組ん
で台湾国内で成功した事例や、マレーシア、
タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピンな
どへの進出の例を紹介した。講演終了後、
会場から熱心な質問があり、質疑応答も行
われた。

質疑応答の後、台北駐福岡経済文化辦事
處の戎義俊處長 ( 総領事 ) が挨拶に立ち、
九州台湾商工会がこの講演会を主催した事
を高く評価するとともに、林淑惠講師の話の
通り、相互補完関係にある日台両国の企業
がお互いの強みを持ち寄る事で新南向政策
を成功に導く事を期待したいと述べた。

最後に沖縄から駆け付けた日本台湾商会
連合総会・指導総会長の新垣旬子氏から林
淑惠講師に来月の本国転任を祝して記念の
盾が手渡され､ 講演会を締めくくった。

講演した台湾貿易センター福岡事務所長の林淑惠氏

新 南 向 政 策 を 見 据 え「 アジ ア 進 出 ビ ジネ
スアライアンス・セミナ ー」を福 岡 で 開 催

台湾人とのビジネスについて言及
東 京 ス

ター 銀 行
は2014 年
6月、台湾
の 中 国 信
託 商 業 銀
行（ 以 下：
CTBC）の
傘下に入っ
た。 そ れ
以 降、 毎
月の 取 締
役会をはじ
め、 部 署
同 士 で の
ミーティン

グも頻繁に行われ、双方間でのコミュニケー
ションも活況を呈す。CTBC は日本市場を攻
め、一方東京スター銀行は CTBC が持つ全
ての海外のネットワークを駆使して事業領域
の拡大や新規事業分野への進出を図る。こ
の状況下、今年4月に取締役兼代表執行役
頭取に就任した佐藤誠治頭取に聞いた。

「ブルーオーシャン（競争相手がいない市
場）戦略で市場を攻めていきたい」と話す佐
藤頭取は、今年の9月にも日本在住の永住
権を取得していない台湾人やその他外国人
向けに住宅ローン貸し出しなどの事業を開始
したいとした。佐藤頭取によると、外国人
が日本で永住権を取得するには約10年かか
り、日本の大部分の銀行は永住権を取得し
ていない外国人へのローン貸し出しは行って
いないという。「今後日本の労働人口は20年
間で約1400万減ると言われているなか、経
済成長維持には外国人の存在が重要となっ
てくる。外国人が日本で働き、日本に住む
ためにも、このローン提供が市場において
必要である」（佐藤頭取）。

なお、東京スター銀行は邦銀初となる日
本非居住者向け不動産購入用ローン「東京
招福星」を発売しているという。これは、日
本非居住者の台湾人が、収益物件の購入
や、子供の留学をきっかけに不動産を購入
する際などに、ローンを組めるというサービ
スで、現在は台湾人向けのサービスのみだ
が、今後は諸外国にも広げていく構え。

とある縁から台湾人と知り合い、その時
から「台湾人はビジネスを正しく理解してい
る」と感じていたと話す佐藤頭取。当時の
感覚に間違いはなく、CTBC 傘下に入っ
た東京スター銀行に移ってきてからも、会
社の方向性や方針について違和感は感じ
ていないという。また、「日本は東日本大震
災で、台湾という親戚、家族みたいな存在
がすぐ隣にいる事に気づけた」とし、日台
の経済関係においても「日陰ではなく、お
日様の下で堂 と々ビジネスをしていきたい」
と語った。さらに、台湾で事業を考えてい
る日本人に対して、「銀行は金融商品を売る
販売会社ではない。お客様の成長をサポー
トしていくもの。もし台湾で事業を考えて
いる人がいたら東京スター銀行に相談して
ほしい」と話した。
「『徹底的なお客様目線』で今お客様が何

を一番必要としているのかを考えていきた
い」（佐藤頭取）と締めくくった。

佐藤誠治頭取に
台湾新聞がインタビュー

永住権のない外国人に住宅ローン貸し出しを
東京スター銀行佐藤頭取に聞く
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日 台 交 流 複 合 施 設
「NIBUNNO」正式オープン

台湾「辦　」を再現！台湾ビアガーデン開催

泊まれるギャラリーをコンセプトとした日
台交流複合施設 NIBUNNO（ニブンノ）がこ
のほど、東京・港区麻布十番に正式オープ
ンした。同施設は、日本人と台湾人アーティ
ストのギャラリーと宿泊施設をミックスさせ
た複合施設で、台湾国籍の李章聖オーナー
の「日台のクリエーティブ業界の交流の場を
作り発信していきたい」との思いから立ち上
げに至った。同施設では、日本と台湾発の
オリジナル作品を随時展示し、宿泊者に日
本と台湾のクリエーションの魅力に直接触れ
る機会を創出するとしている。

台湾と日本には優秀なクリエーターが多い
のに対し、若者クリエーターの舞台が少ない
事から、同施設の1階では、日本人と台湾人
デザイナーの商品を販売し、さらに「想像力
の中に住む」をテーマとした全2部屋の宿泊
施設では、2階は日本人アーティストによっ
てデザインされた部屋を、3階は台湾人アー
ティストによってデザインされた部屋を用意
した。三か月毎にそれぞれクリエーターを変
えるため、若手デザイナーが力を発揮できる
チャンスがあると同時に、宿泊者にとっても
三か月に1度違った空間が味わえるとの事。

さらに、5階のラウンジスペー
スでは、日台双方のアーティスト
の作品を展示するほか、地下1
階のスペースではギャラリーの展
示会を開くなど、クリエーティブ
イベントとして、日台相互のデザ
イン事情の交流会などを行って
いくとしている。

なお、同施設の細かなイン
テリアの設計は「想像力を連れ
て旅へ」をテーマに、台湾国
籍デザイナーの林唯哲氏によっ
て行われた。旅行をする際に、

単なる観光だけではなく、宿泊客に創造を
連れて旅をしてもらいたいとの思いが込めら
れている。

一方、契約の事情から同施設は2020年
の東京オリンピック後の取り壊しがすでに決
まっている。4年後には更地に戻るという事
を逆手に取り、同施設組み立て前を“1”、
2020年を“0”とし、現在二分の一の状態で
あるという時の経過を「NIBUNNO（二分の）」
と表し、また、もともと自動車の部品倉庫で
ある同施設の各フロアを、床から1300ｍｍ
を切り取って「解体途中」をイメージさせ、切
り取られた上半分のみをデザインし施工した
結果、解体ラインが床と天井のちょうど半分

（二分の一）だった事から、両方をかけて同
施設名を「NIBUNNO（二分の）」とし、期間
限定で、しかも二つの違う世界を味わう事が
可能なストーリー性がある施設となっている。

なお、同施設の大まかな解体デザインは、
世界各国で実績を残してきた日本国籍の建築
家虎尾亮太氏が務めた。虎尾氏によると、「解
体をデザインする」をモチーフに進め、下半分
の施工しない部分は白く塗り、残り上半分は変
な形をしたコンクリートのもともとある性質を生
かした事によりデザイン性溢れる施設となった
という。「白とコンクリートの融合がクリエーティ
ブギャラリーとして生きている」（虎尾氏）。

同施設は昨年7月に解体を開始してより、
今年2月に完工。3月1日にはプレオープンし、
日本人のほか、多くの外国人の宿泊客を迎
え、すでにリピーターもいるとの事。

台湾人アーティストの部屋、上から半分をデザイン

宿泊施設、一部屋4人部屋となっている

期間限定の「NIBUNNO（二分の）」

日台経済文化交流協会 ( 上村直子会長 ) は
６月６日、ホテルモントレ横浜で平成２９年度
総会と懇親会を開催。先の５月に台北駐日経
済文化代表処横浜分処の処長に就任した陳桎
宏処長夫妻も来賓として出席し、同会の発展に
期待したほか、台湾との窓口として協力していき
たい意向を示した。

上村会長は総会で、陳処長に対し歓迎の言
葉を述べたほか、「同会は数ある日台の会のなか
でも、“ 経済 ”という名前が付く珍しい会です。
陳処長は以前より経済分野にお詳しいと聞いて
おりますので、同会の経済分野での発展にご協
力頂きたい」と、陳処長への期待を表示した。

これに対し陳処長も、「今後、同会における
経済面での台湾との交流について、実質的な
部分で取り組みを進めていってほしい。私も代
表処の立場で台湾との窓口として精一杯協力し
たい」と積極的な姿勢をみせた。なお陳処長は、
この総会をもって同会の名誉顧問に就任した。

なお、総会では平成２８年度の事業報告や収

支決算報告が行われたほか、今年度の事業企
画や収支予算案、会則や役員の変更などについ
て発表され、参加者の拍手をもって承認された。

懇親会には台湾貿易センター東京事務所の
呉俊澤所長、衆議院議員の菅義偉内閣官房長
官秘書・奥野智佐之氏、湘南・日台未来交
流協会の添田宏高会長など横浜地区における
政界、経済界の関係者らほか、台湾人留学生
ら約５０人が出席した。

日台 経 済 文化 交 流 協 会 総 会
で 陳 処 長が 交 流 深 化に期 待

横浜地区の関係者らと名刺交換する陳処長（左）

「 まるごと台 湾フェア」開 催！
さ ら な る 台 湾 と の 交 流 を 目 指 し て

杉並区交流協会（井上泰孝理事長）主催
で杉並区共催のイベント「まるごと台湾フェ
ア」が6月10日、セシオン杉並で開催された。
同フェアは今年で5回目の開催となった。

杉並区は6年前より台湾と「中学生野
球交流事業」の実施が決まっていたが、
2011年の東日本大震災後、同交流協会
が福島県の南相馬市と災害時相互援助協
定を結んでいる事から、「南相馬市の中学
生が目標や夢に向かって集中でできる機会
を作ってあげたい」との同区の要望に台湾
政府が応じて支援し、同区と南相馬市は
台湾で台湾の中学生と親善試合を行った。

台湾を愛する会
（ 岡 田 誠 代 表 理
事）が主催する「台
湾フェスティバル　　　　
TOKYO2017」が6
月22日から25日の
4日間、上野恩賜
公園噴水広場で開
催され、今年は「台

湾ビアガーデン」をテーマに大勢の来場客ら
で賑わっていた。
「台湾の食文化を知ってもらいたい」との

想いから岡田代表理事は、台湾料理を堪
能してもらうため、今年は新たに台湾の伝
統的な宴スタイルの「辦桌（バンジョウ）」を
再現した。円卓にする事で相席となり、そ
こに交流が生まれる事も目的とした。また、
今年の目玉の１つでもあるフルーツフェアで
は台湾の獲れたてのフルーツを直売した。
なかでも全農企業社直送の愛文マンゴー
は、牛乳の肥料で栽培したミルキーマン
ゴーとも呼ばれ、岡田代表理事が6年前に

その後、杉並区は「台湾に恩返し
をしたい」と考え、2013年より同
フェアを開始し、現在まで毎年開
催されている。

当日は、台湾グルメや物産の販
売、観光の紹介ブースが設けら
れ、また、展示会室のステージス
ペースでは、里地帰氏による二胡
の演奏などが行われた。さらに女
優で作家の一青妙さんによる「『台
北以外』へ飛び出そう、台南や宜
蘭、花蓮を楽しみ尽くす方法」の
講演会や、盲目のピアニストであ
る黄裕翔主演の映画「光にふれる」の特別上
映会が行われた。なお、当日は黄裕翔が来日
し舞台挨拶とミニコンサートも行われた。

一方、フェア開催前のオープニングセレモ
ニーでは、杉並区の田中良区長、台北駐日
経済文化代表処の謝長廷代表らが出席し、
テープカットを行った。田中区長は、近年台
湾人の日本に対する特段の好意が年々広が
り、今では野球というスポーツ交流から、文

同社ブランドのマンゴーに出会って以来、今
回日本で初めての販売が叶ったという。

また、恒例の「台湾ライチ種飛ばし大会」
や台湾語レッスンなどの体験型「ワークショッ
プ」、さらにメーンステージでは台湾民族の踊
りなどが披露され、多くの来場客を魅了した。

一方、台湾グルメの販売ブースでは長蛇の列
ができるほど盛況で、「辦桌」では台湾グルメを食
べながら台湾ビールを飲む人で溢れ返り、今台
湾にいるのではないかとの錯覚にまで陥いるほど。

台湾グルメを目当てに来場した女性二人
組は、「昔台湾に留学していて、台湾の『麵
線』がなつかしくなって食べに来た」とコメント
し、また、男女二人
組は「彼女が台湾人な
ので台湾グルメを知る
ために来ました。『蛋餅

（ダンビン）』初挑戦
です」と話した。

岡田代表理事は、
「『ただ台湾を伝えた
い』という想いだけで

化交流にも発展している事に言及し、「台湾の
国立台湾戯曲学院と文化芸術交流を開始し
てより、昨年4月には同区約100人の日本人
が台湾のイベントに出席し、高円寺の阿波踊
りを披露し、多くの好評を得た」と話した。さ
らに同協会の高橋光明事務局長は、「今後は
阿波踊りのレーンの中に台湾人レーンを作り、
日台交流を発展していきたい」とし、次回の
交流に向け努力していくと意気込みを語った。

活動を行っている。4回目となる同フェスティバ
ルは、1回目はわずか台湾グルメ出店数が8ブー
スのみだったが、まさか4年でこんなに盛大に
なるとは思わなく、本当に嬉しい」と語った。

なお、24日には開会式が行われ、台北駐
日経済文化代表処の謝長廷代表、日本台湾
交流協会の谷崎泰明理事長、台東区の服部
征夫区長が出席し、また、同時に行われたラ
イチ種飛ばし競技の始球式にも参加した。

さらに開会式で謝代表は、同フェスティバル
のボランティア参加者に対し、「特別観光親善
大使」を任命し、参加者代表の3人にプレゼン
トが贈呈された。

台湾葱油抓餅の販売

台湾グルメをなつかしむ女性二人組
辦桌で相席をしながら台湾グルメを

楽しむ様子

二胡奏者の里地帰氏（左2）

日本台湾教育センターが開催する「留学
フェア」が6月17日、東京中華学校で開催
され、国立台湾大学、淡江大学、国立中
山大学ら台湾19大学が来日し、日本人留
学生の誘致を図った。同フェアは今年で6
回目の開催となり、会場には台湾留学に興
味を持つ多くの学生が来場した。

大学関係者らは来場者に対し各ブースに
おいて、留学制度や学校の魅力についての

説明や PR を行った。なかには、現
在正規で台湾に留学中の日本人留学
生が、自身の留学経験を話している
大学ブースもあり、実際に留学してい
る日本人の話が聞けるため、来場者
らは留学に対する不安などを相談す
る事ができた模様だ。

来場者は、正規の4年生大学の留
学を目的としている高校生が多数を占
めたが、なかには台湾人アーティスト
が好きなどの理由から、夏休みなど
を使った短期留学を目的に同フェアに

参加している社会人も見受けられた。
母親と参加していた女子高校生は、「台湾

が好きなので、台湾の大学に入って、中国語
を勉強したり、日本と台湾の関係や歴史を学
びたい。外から日本を見る事も大切だと思う」
とコメントした。また、その母親は、「以前自
分の親を連れて台湾に行った際、地下鉄に
乗る度に台湾人がすぐ席を立ち譲ってくれた
事があり、台湾人は本当に人柄が良く、台湾

留学なら親としても安心できる」と話していた。
主催者である、同センターの李佩華セン

ター長（淡江大学国際長）によると、現在台
湾に留学している日本人留学生は7000人を
超えているとしている。李センター長は「同フェ
アを開催してより、毎年日本人留学生が増え
ていくのを実感している。同フェアを通して台
湾の優秀な教育制度や良い学習環境を知っ
てもらいたい」と話したほか、「反対に台湾の
学生が日本に留学する事で、若者同士の交
流へと繋がり、人生において良き経験になる」
と語った。

な お 同
フェアは6
月18日 に
水 戸 京 成
ホテルでも
開 催 され
た。

各ブースで留学制度の説明や PR が行われた

留学フェアに参加した親子

「 留学フェア」で 国 立台 湾 大 学らが PR

主催の岡田誠代表理事
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Information エンタメ／イベント／日台交流

　台湾映画「台北の朝、僕は恋をする (2009)」が8月
11日、恵比寿ガーデンプレイスで開催される「恵比寿
ガーデンピクニック」内のメーンイベント「ピクニックシネ
マ」で上映される (19:30上映開始 )。 人工芝が敷か
れたセンター広場、野外の開放的な空間でゆっくりと映
画を楽しむ事が出来る企画で、鑑賞料は無料。ピクニッ
クシネマは、東京を拠点に全国各地のカフェ、雑貨屋、
書店、美術館など様々な空間で映画を上映している移
動映画館「キノ・イグルー」がプロデュースし、「どんな人
生にも、他のどの日よりも幸せな一日がある」をコンセプ
トとして選出した全12作品を野外上映するもの。担当
者によると、最近台湾ブームである事や、恵比寿の雰囲
気に合うとの理由から「台北の朝、僕は恋をする」が選
出されたという。同映画は、恋人のいるフランスに行く
事を夢見る台北の青年の周りで巻き起こる騒動と、心の
変化をみずみずしく映し出す恋愛ドラマ。アーヴィン・チェ
ンが初メガホンを取り、ヴィム・ヴェンダースが製作総指
揮を務めた。台湾の人気スターであるアンバー・クォと、
長編映画初出演のジャック・ヤオが主演。

問い合わせ↓
恵比寿ガーデンプレイス・インフォメーション
Tel：03-5423-7111

　台湾映画「日曜日
の散歩者 - わすれら
れた台湾詩人たち」
が2017年８月より
シアター・イメージ
フォーラムほかで全
国順次公開される。
これを記念し７月18
日、台北駐日経済文
化代表処 台湾文化
センターで黃亞歷（ホ
アン・ヤーリー）監督
と巖谷國士（仏文学
者・批評家・作家）
によるトークイベント
付きプレミア試写会
が開催される。15：
0０開場、１5：3０
開演（上映時間162分）。上映後18：15頃よりトークイベント（30
分）を予定。同イベント参加希望者は、下記のメールもしくはＦ
ＡＸにて応募申し込み。当選者には太秦より当選の連絡有り。
　同映画は1930年代に日本統治下の台湾で活動し、その後歴
史の影に埋もれてしまったモダニズム詩人団体・風車詩社に迫る
ドキュメンタリー。日本近代詩の先駆者であり世界的評価を得
ているモダニスト西脇順三郎やジャン・コクトーなどの影響を受
け、母国語ではない日本語での詩作に葛藤しつつも、新しい台
湾文学を生み出そうとした若きシュルレアリストたちの情熱的な姿
を追っている。監督を務めたホアン・ヤーリーは、これが長編デ
ビュー作。元メンバーの家族や研究者へのインタビュー、資料
調査など約3年の期間を費やして製作された同映画は、詩の朗
読、写真や芸術作品を用いた資料映像、そして前衛的な手法で
描かれる再現パートという3つの要素で構成されている。
問い合わせ・申し込み↓
太秦株式会社 日曜日の散歩者試写会係
Fax：03-6903-6970
Mail： sunpoday@uzumasa-film.com

台北の朝、僕は恋をする © 2010 Atom Cinema _
greenskyfilms_All rights reserved

日曜日の散歩者 © 2015 Roots Fims 
Fisfisa Media All Rights Reserved

恵比寿・野外で「台北の朝、僕は恋をする」上映 「日曜日の散歩者 - わすれられた

台湾詩人たち -」プレミア試写会

体性』を強く主張して参りたい」と述べた際には
拍手喝采となり、会場の賛同を得た。

なお、パーティーには日本台湾医師連合、
美麗島交流会、九州台日文化交流会の代表ら
約250人が出席したほか、台北駐日経済文化
代表処の謝長廷代表や中華民国僑務委員会
の呉新興委員長、日本台湾交流協会の柿澤
未知総務部長、日本の保守系政治家や評論家
らも出席し設立を祝した。さらに、蔡英文総統
は祝電を送り、全台連が日台の友好関係を促
進し、双方の友情を深めるために貢献してもら

えればとの期待を示
した。

現在日本に住む台
湾人や台湾にルーツ
を持つ人は10 万人
以上と言われており、
台湾本土意識が強
い蔡英文政権発足
で、在日台湾人のア
イデンティティーは強
くなったとしている。

在日台湾人組織「全日本台湾連合会（以下：
全台連）」がこのほど設立し、6月4日、設立
を記念したパーティーが東京都内のホテルで開
かれた。

全台連は台湾本土意識が強い在日台湾同
郷会、在日台湾婦女会、日本台湾医師連合、
台湾独立建国連盟日本本部など17団体によっ
て設立された。

初代会長に選出された趙中正会長は同パー
ティーの挨拶において、「台湾優先、団結第一」
を設立趣旨に掲げたほか、「台湾人としての『主全日本台湾連合会幹部で記念撮影

「 全日本 台 湾 連 合 会 」設 立で 団 結を主 張

FOOD CULTURE

TOURISM

全日本台湾連合会の
趙中正会長

死亡だけでなく、障害や要介護状態になった場合も考えられます。
新収入保障保険プラン ! ! 経営者にとってのリスクは

【　　　　　　　】●ご契約年齢・性別：４５歳・男性
●保険期間・保険料払込期間：６５歳満了
●保険契約の型：Ⅲ型
●最低支払保証期間：５年
●基本年金月額：４０万
●保険期間・保険料払込期間：終身
●年払保険料：３７１，６４０円

保 険 期 間 ・ 保 険 料 払 込 期 間

月額４０ 万円収入保障年金・高度障害年金 生活障害年金・生活介護年金
特定就労不能障害年金

４５歳ご契約４５歳ご契約 ６５歳満了６５歳満了

《ご契約例》

経過年数

６年目

10年目

年金受取総額 一時金受取額

72,000,000 円
52,800,000 円

64,070,400 円
48,579,600 円

年金のお支払事由が生じた場合、
以後の保険料のお払込みは不要です。

人気人気

西口

新富中国語教室主催： 後援：日本千葉台湾商会

お問合せ

気軽に楽しく学べる中国語レッスン！

すぐ使えるらくらく実用的なフレーズ！

経験豊富な台湾出身のネイティブ教師による授業！ 只今一週目
無料体験実施中！

講師
派遣

※企業並び団体の要求に合わせて、オリジナルレッスンに
　アレンジすることも可能です。お気軽くにお問合せください。

個人
レッスン

子供向・
親子クラス

初級・中級
中国語

ビジネス
中国語

速成会話
講座

１ヶ月

中国語
台湾文科省、淡江大学　共同企画

速成会話講座
学員募集中
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長によれば、イタリア・イベコ社を始め､ ヨーロッ
パ、日本、韓国、中国など数社との提携で培っ
てきた技術力だけでなく、JIA MA モーター技
術陣のモノ造りの姿勢が素晴らしいという。最新
の製造装置に職人魂が注入された結晶がこのバ
スなのだと言う。

呂社長も世界各国から集めた最強・最良の部
材を優秀な技術者が１つ１つ丁寧に成形し、ヨー
ロッパ基準という厳しい条件をクリアしていること
に胸を張り、走行の安定性と安全性に絶対の自
信を見せる。受注から納品までのリードタイムは
5ヶ月程度。販売価格はサンプルカーと同じベー
シック仕様で１台3,600万円に設定し、ユーザー
の要望によりオプションを付ける。販売台数は
2018年までに60台を達成したいとしているが、
呂 社 長
は東京オ
リンピッ
クのある
2020 年
ま で に
2 0 0 台
はいける
のではな
いかと見
込んでい
る。
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— 1ヶ月の出来事をダイジェストで振り返ります
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現在国民の休日が問題視される中、行
政院人事行政総処は、「記念日及び節句実
施方法」、「公務員週休二日制実施方法」及
び「政府機関出勤日調整処理要点」などの
規定に従い、2018年の政府行政機関出
勤スケジュール表を決定し、休日を合計
115日とする事を明らかにした。休日と
なる記念日及び節句が火曜日、もしくは

木曜日にあたった場合は一律休日を調整
し、前の週の土曜日に出勤する事を原則
とし、これにより3日以上の土日を含む
連休は6回となる。人事行政総処は、同
カレンダーはあくまで政府行政機関の公
務員に適用されるものだが、原則上公営
事業機構の休日もこれに照らし合わされ
ると述べている。

Jun.5 行政機関休日115日に

台湾人にも人気の日本のラーメン
チェーン店「一蘭」の台湾1号店が台北市
内オープンし、約250人が11時のオープ
ン前から並んだ。台湾メディアによると、
先頭客は深夜2時から並び始め、このほか
多数の客も雨の中深夜から並んでいたと
いう。食べ終えた客は「美味しい。並んだ
甲斐があった」とコメント。台湾1号店で
は、日本の味を再現するため、スープや
麺は日本から輸送し、また、仕切りがあ
るカウンターや、麺の硬さを指示する注
文票など、日本の味やスタイルにこだわっ

ている。一方で、一蘭の海外広報者は6
月10日、6000元分のお土産商品などを
購入すると2人優先に入店できる「ファス
トエントリーサービス」の導入を発表した
が、「高すぎる」との批判が殺到し、波紋を
広げた。一蘭側は釈明会見において、「普
通の行列よりも長くなるとその特典の意
味がなくなってしまうので、あえて高く
設定した」とコメントした。今後は台湾の
情勢や文化を参考にして価格を検討して
いくとの事。

Jun.15 一蘭ファン、雨の中深夜から並ぶ

桃園市観音区の池で6月上旬にティラ
ピアの死骸が多数確認された件で、行政
院農業委員会は高い致死率を持つティラ
ピアレイクウイルスの感染を確認したと
発表した。同ウイルスの感染が確認され
たのは台湾を含め世界で6ヶ国となった。
ヒトへの感染の恐れはないとしているが、
万が一死んだティラピアを生でそのまま

食べた場合、呼吸器感染症或いは敗血症
を引き起こす場合もあり、最悪の場合死
に至るという。今後1カ月で周辺半径3キ
ロ以内にある養殖場や南部や台南の仕入
れ先などの検査を行っていくほか、桃園
市政府動物保護処は、ティラピアの養殖
場間の移動を少なくとも2週間制限する
としている。

Jun.14 桃園市でティラピアのウイルス感染を確認

桃園市中壢元化路で銃撃事件が発生し、
容疑者の男を含め4人が死亡した。警察局
中壢分局によると、殺害されたのは違法賭
博運営会社の共同経営者など男性2人と女
性1人。容疑者は会社のある8階建てビル
に1人で立ち入り、事務所に入るなり発砲
した。通報を受けて現場に駆け付けた警察

官に追い詰められた容疑者は、自らのこめ
かみを銃で撃ち自殺を図りその後死亡が確
認された。被害者らが経営する会社は、非
合法なオンライン賭博で多額の利益を得て
いたという。警察は、類似の別会社に投資
していた容疑者との間にトラブルがあった
とみて調査を進めている。（6月27日現在）

Jun.23 桃園市で襲撃、4人死亡

Jun.15 台湾食品 「優秀味覚賞」
ブリュッセルに本部を置く国際味覚審

査機構（以下：iTQi）が認定する世界的な
食品コンクールで、台湾の食品は、「優秀
味覚賞」の認証を受けた。なお、「優秀味
覚賞」は一つ星から三つ星の三段階に分け
られており、今年台湾からは34種類の製
品が三つ星の最高栄誉に輝いた。さらに、
iTQi は参加した83ヵ国の中から台湾を

「年度テーマ国」に選出した。選出した理

由は、台湾の食品や飲料品で数々の賞を
受賞し注目を浴びているからという。な
お、今年の評定には83カ国の食品及び飲
料品1989点が参加。このうち1372点が
賞を受けた。iTQi は毎年、ミシュランガ
イドや一流シェフ、欧州各国の料理専門
家を招いて世界の食品や飲料品に対する
評価を行っている。

イギリスのタイムズが毎年秋に発行し
ている高等教育情報誌「ザ・タイムズ・ハ
イアー・エデュケーション」において「世
界大学評判ランキング2017」を発表し、
国立台湾大学が51～61位にランクイン
した。昨年の81～90位を大きく上回っ
た。同ランキングは、今年は137カ国・
地域の１万566名の研究者が調査を行い、

研究者１人につき15校のリストを提出し、
これをもとに評判の良い大学100校のリ
ストを作成したもの。台湾大学研究発展
処の李芳仁処長は、「台湾大学の学生は卒
業後も各分野で活躍しており、良い印象
を持たれる事が多く、評判を高めている。
これは、同大学の強みとも言える」とコメ
ントしている。

Jun.14 台大が世界大学評判ランキングにランクイン

アーチェリーのワールドカップ決勝ラ
ウンドがトルコのアンタルヤで行われ、リ
カーブ女子団体が6-0で日本を下し、金メ
ダルを獲得した。出場した選手は彭家楙、
譚雅婷、雷千瑩。さらに、リカーブ部男女
混合でも魏均珩・彭家楙コンビがフランス
を下して金メダルを獲得したほか、コンパ

ウンド男子決勝でも陳享宣が大会初の金メ
ダルを獲得し、台湾の成績は金3、銀2、
銅1となった。コンパウンド男女混合でも
銀を獲得した陳享宣は、「夢みたい。前は
テレビやネットでワールドカップの決勝を
見てたいたのに、自分が同じ舞台に立てる
なんて思いもしなかった」とコメントした。

Jun.12 アーチェリーワールドカップ、3つの金メダル獲得

新北市にある玉膳坊月子餐工場の2階から
ガス爆発が起こり、12人が病院に搬送され
た。爆発時約135人が工場内におり、11人
の従業員とお弁当のデリバリーに来ていた
スタッフ1人の合わせて12人が病院に搬送
されたが死者は出ていないとの事。消防局に
よると、同日はガス交換日であり、交換時の
ミスによりガスが漏れ、爆発が起こったとみ
て今後も捜査を続けるとしている。この爆発
により1階のキッチン、地下に駐輪してあっ
た40台の自転車、5台のバイクが全焼した。
一方、病院に運ばれた社員の中に多数の外国
国籍の従業員が含まれており、労働部は、災
害や傷病により仕事が出来なくなった場合、

最高10万元の慰労金を基準とし、怪我の程
度によって慰労金を支払うようすでに新北
市政府労工局に命じている。

Jun.7 新北市の工場でガス爆発

ガス爆発による被害
（写真提供：自由時報）

全編空撮で台湾の風景を映し出したド
キュメンタリー映画「看見台灣（天空から
の招待状）」の齊柏林監督が搭乗していた
Bell 206型ヘリコプターが墜落し、搭乗
していた3人全員が死亡した。齊監督は事
故発生2日前の8日に同作品第2弾のクラ
ンクイン会見を行ったばかりで、同作品撮
影中の事故だったという。飛航安全調査委
員会によると、初期段階の捜査において、
電線に引っかかっての墜落と、空中での出
火が原因ではない事は判明したが、同ヘリ
コプターにはブラックボックスが搭載され
ておらず、捜査が難航し、通話や飛行記録
から原因を調べるとしている。同作品は

2013年に台湾で公開され、興行収入2億
元を超える大ヒットを記録したほか、同年
の映画賞「金馬奨」では最優秀ドキュメン
タリー賞を受賞した。（6月27日現在）

Jun.10「看見台灣」監督ら乗せたヘリコプター墜落

メディアの質問に答える齊柏林監督
（写真提供：自由時報）

昨年2月に発生した台湾南部地震で倒
壊し、115人の犠牲者を出したビル「維冠
金龍大樓」の再建に向けた地下構造物解体
工事が始まった。解体されるのは深さ7.3
メートル、面積490坪の地下構造物で、
再建委員会によると、2020年には地上
15階、地下3階建ての新しいビルに生ま
れ変わり、同年9月には入居が始まる予
定だ。入居を希望する被災世帯は31世帯
で、残る17戸は一般向けに販売されると
している。なお、解体工事の開始に当たり、
起工式が行われ、主催した台南市の頼清
徳市長は、「義援金が40億元以上集まり、
その義援金を運用し、同ビル所在地を離
れたい住民には土地の売却と新しい住宅

の購入をサポート、離れない住民のため
にはビルの再建と、2つの制度を併用して
支援に取り組んできた」と述べ、再建に携
わった人に感謝の意を示した。

Jun.16「維冠金龍大樓」の再建工事開始

維冠金龍大樓再建工事開始、頼市長
（右3）（写真提供：中央社）

全国放送の客家語ラジオ局「講客広播電
台」が正式に開局し、開局式において蔡英
文総統は客家語で開局した事を伝えた。父
が客家系である蔡総統は、「私の政府は全
力で客家を支持し、代々伝わる客家語をな
くしたりしない」と話した。同局も全国的
な客家語の普及を進めていく方針を示して
いる。なお、政府機関、客家委員会は数年

前から客家人のアクセシビリティを高めよ
うと、客家語ラジオ局の開局に向けた準備
を進めてきた。放送エリアはまずは北部・
台北、新北、基隆、桃園および南部・台南、
高雄、屏東の計7県市のみとし、今後他地
域にも拡大していくという。インターネッ
トでも聴取可能。

Jun.23「講客広播電台」開局、蔡総統が開局式に

Jun.23 中国製ワクチン密輸発覚
海岸巡防署は、金門空港で中国製の鳥

インフルエンザのワクチンが、高粱酒の瓶
210本の中に入れられ密輸されているのを
発見した。総額1000万元を超えるとみら
れ、金門空港でこれほど大量のワクチン密
輸が発覚されたは初めてである。行政院農
業委員会防検局によると、動物薬品の個人
輸入は「動物用藥管理法」に触れるとして
密輸者は地検署に送検された。210本の瓶
の量は、鳥30万匹に対しワクチンを打つ
事ができ、さらに、中国大陸で打てば6元
で打つ事ができるのに対し、台湾ではその
10倍の60元で打つため、密輸者は中国で

ワクチンを入手し、台湾国内で高い値段で
売買する意図があったとみられる。

密輸された3種類の高粱酒に入れら
れたワクチン（写真提供：自由時報）

Jun.24 台湾サイクリングフェス始動
台湾サイクリングフェスティバルが

「Light up Taiwan」のテーマの下始動
した。同フェスティバルは、10月にか
けて台湾本島の東西南北端にある三貂
角（新北市）、国聖港（台南市）、鵝鑾鼻（屏
東県）、富貴角（新北市）の4つの灯台を
テーマにさまざまなサイクリングコー
スを巡る催し。それぞれ主催者が考え
た難易度の異なるサイクリングイベン
トを順次行いながら、各灯台を巡るとい
うスタンプラリー形式を通して、灯台及
び灯台周辺の風景を楽しみ、参加者に四

方を海に囲まれた台湾の美しさを再発
見してもらうのを目的としている。10
月28日
に は 富
貴 角 で
閉会式、
認 証 書
授 与 式
な ど が
行 わ れ
る 予 定
だ。

台湾サイクリングフェス記者
会見（写真提供：自由時報）

第28回台湾版グラミー賞「金曲奨」の受
賞式が行われ、方大同と艾怡良が最優秀歌
手賞に選ばれた。最優秀男性歌手に選ばれ
た方大同は香港を拠点とした人気ミュージ
シャンであり、今年は6回目のノミネート
で、念願の受賞を決めた。一方最優秀女性
歌手に選ばれたのは台湾女性歌手の艾怡良
だ。2013年に新人賞にノミネートされた
ものの、受賞には至らず、今回初の受賞と
なった。なお、今年最も注目を浴びたの
は、インディーズバンドの「草東沒有派対」
で、最優秀バンド賞、最優秀楽曲賞、最優
秀新人賞の3部門を受賞した。また、草東
沒有派対と対決していた「Mayday」も最
優秀アルバム賞、最優秀作詞賞を受賞して

いる。なお、授賞式には日本バンド「GLAY」
が特別パフォーマンスを行い、「誘惑」では
Mayday のモンスターも登場し、日台コ
ラボレーションで会場を盛り上げた。

Jun.24「金曲奨」受賞者発表

草東沒有派対が3部門で受賞
（写真提供：自由時報）

台湾全域で6月1日～4日に発生した記
録的豪雨によって死者2人を出した「0601
豪雨」は、2日は北部を中心に、3日は中部、
南部へと移動し、各地で被害をもたらした。
行政院農業委員会によると、農産物や建築
物等の被害想定額は約2億7千元にも上る
という。行政院の林全院長は、「今回の洪水
量は40年来最多で、2ヶ月以内に現在の水
漏れ状況を大幅に改善し、また今後は洪水
被害を20年以上防げるように修復作業を
徹底していく」とコメントしている。なお、
中央災害対策センターは1日、「0601豪雨

中央災害センター」を開設し、国民に警戒
するよう呼びかけ、避難所への誘導、随時
救助に向かう等の任務を果たしたという。

Jun.1 「0601豪雨」犠牲者2名

豪雨による被害（写真提供：自由時報）

間で1号車の引渡しが実現した。日本の常
識からすれば驚異的なスピード納車だ。も
ちろん契約発表前から頻繁な打合せが行
われていたとはいうが、製造の本格化は今
年に入ってから。しかも、初めての右ハン
ドル車への挑戦というハンディを乗り越え
てのものである。その技術力と管理力には
舌を巻かずにはいられない。

安全・安心への配慮は､ 車体の前後・
左右・上下6ヶ所に設置した人や物の検知
センサーにとどまらず､ 通常の非常口に加
えて後方天井に緊急脱出口を設け、万一

の救出に備えている事にも表れている。「ユーロ
ファイブ (Euro5)」排ガス規制などの環境対策も
万全だ。また、フルオートマティック運転やシン
プルな計器の配列など、乗員に優しい設計が随
所に見られる車両である。

一方、乗客は､ 大きい窓で広い視野の景色を
楽しむ事が可能だ。またカラオケ好きの台湾人が
手掛けただけに、高性能小型大音量スピーカー
が12個も配置されているのも、ならではの装備
だ。さらに乗り降りしやすいように､ 走行時と停
車時の車高の上下や､ 車体を傾ける機能も装備し
ているという点も特徴だ。トランクルームも通常の
ものより大型スーツケース三個分以上広くとられて
おり、左右どちらからも積み降ろしが可能だ。

なぜこのようなことが実現できたのか？吉田社

安 全と快 適を乗 せた
「 台 湾 製 観 光 バ ス 」が 福 岡 へ 初 上 陸！

全長11.98ｍ、全幅2.48ｍ、車高3.6ｍ、
自重13.6トンという巨体にもかかわらず、左右
の揺れ角度38度までを許容し、万一転落など
で数度回転したとしても車体の損傷が少ないと
いう安全性の高い観光バスが台湾から輸入さ
れ、6月22日に福岡市東区の筥崎宮でお披露
目された。

製造したのは台湾台南市のバスメーカー嘉馬
汽車有限公司 (JIA MAモーター：呂文瑞社長 )
で､ 輸入したのは福岡でバス・トラック・ダンプ
等の大型車両の整備・販売を行う博洋自動車株
式会社（吉田佳史社長）。

両社が、日本向け大型観光バスの製造・輸入
の総括的な業務契約締結を発表したのは今年の
1月17日。それからわずか5ヶ月余りという短時

6月14日に博多港に陸揚げされた１号車

バスの前で固い握手を交わす
吉田社長 ( 左 )と呂社長 ( 右 )

( 元 = ニュー台湾ドル )
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台湾と佐賀を結ぶプログラムチャーター便が実現

台湾の台北・桃園空港と佐賀県・佐賀空
港を結ぶプログラムチャーター便がこのほど
実現し、6月12日、台湾の格安航空会社「タ
イガーエア台湾」の桃園空港発の第一便が
佐賀空港に到着した。搭乗者は180人だっ
た。当面は月曜日と木曜日の週2回台北か
ら佐賀へ来る片道のみの運行となるが、8月
からは片道週4便に増やし、年内にも定期
便へ移行できるように準備を急ぐ構え。

就航を記念した歓迎式典では、地元から
山口祥義佐賀県知事、石倉秀郷佐賀県議会
議長、秀島敏行佐賀市長、金子健次柳川市
長をはじめ、政界、経済界等から約40人が

出席し、就航を祝うとと
もに台湾から観光客の
増加に期待した。一方、
台湾側からはタイガーエ
ア台湾・張鴻鐘社長、
五福旅行会社・林廉駿
総經理に加えて、戎義
俊・福岡総領事 ( 台北
駐福岡経済文化辦事処
処長 ) が出席した。

台湾から佐賀への観
光客数は韓国、中国に
続き多く、昨年は通年

ベースで33,000人に達している。2012年
の通年との比較では約4倍に増えている。

張鴻鐘社長は「佐賀の街はとてもきれいで
観光地も整備されている。のんびり日本を
体験できる事は台湾の人々にとって魅力的
だ」と述べ、山口祥義知事は、今日は張社
長の56歳の誕生日でもあり「記念すべき日と
なるであろう」と話したほか、「台北～佐賀線
は当面週2便からスタートするが、早い時期
に週4便に増便し、将来は定期便化を目指
したい」とした。また、「今は狭い佐賀空港だ
が、将来、空港の近隣での万国博覧会の開
催や大型運動施設、さらにマリーナなどの

建設を予定しており、将来的な需要増を見
込んで、滑走路や空港ビルなどの増設も視
野に入れている」との考えを示した。加えて

「本路線は必ず地域振興や経済の活性化に
効果をもたらすと思われるので、皆様には大
いに期待し、応援してもらいたい」と締めく
くった。

本便の就航により､ プログラムチャーター
便を含め、九州地域は長崎県を除く全ての
県が台湾との航空路線が運航される事とな
り､ 人の往来､ 文化の交流､ 経済的な結び
つきがさらに加速するものとみられる。

台北市政府觀光傳播局はこのほど、日本
の旅行会社 H.I.S とエバー航空が連携し、
日本の個人旅行客を台北に誘致する「Feel 
Taipeiツアー」を6月中旬より開始する事を
発表し、現在順調に稼働している。
「Feel Taipeiツアー」は、台北の最新観

光スタイルとされる台北市2階建て観光バス
を取り入れ、台北の観光地などを通常と異
なる角度や高さから眺望できる事が特徴で、
人気の要因とされる。さらに同局は今後、
様々な関連旅行業者とも提携し、日本人旅

行客に一味違った旅行体験
を提供する構えでもある。

なお、同ツアーを購入す
ると、 クーポン 付 き Feel 
Taipei ガイドブックや台北
オリジナル記念グッズがもら
える特典も付いている。さら
に、今年はエバー航空もコラ
ボレーションに加わり、キャ
ンペーン価格で航空券を販
売するほか、エバー航空の
公式ホームページで日本発台
北行きの航空券購入者限定に

「旅のしおり」Feel Taipei 旅
行電子書籍をプレゼントするキャンペーンも
実施する予定だ。

同局の簡余晏局長は、「台北市は日本の海
外旅行市場を非常に重要視しており、有名
人や企業とのコラボを通して、日本人旅行客
にさまざまな旅行の体験や視点を伝えたい」
と話している。

同局は6月2日、友好都市である愛媛県

松山市と共同記者会見を開き、7月1日より
相互誘客プロジェクトを始動する、と発表し
た。相互の都市を訪れる人を対象に記念グッ
ズをプレゼントするもの。松山市の野志克仁
市長は、このような形での相互誘客キャン
ペーンは、松山市として海外の都市を対象と
した初めての取り組みであるとし、「台北と松
山間の交流人口拡大に取り組んでいる松山
市にとって大変有り難い提案であり、今回
両市が相互に同時期にキャンペーンを行える
事を大変うれしく思う」と話した。

一方、台北市は記念イージーカードやトー
トバッグ、クーポン付き Feel Taipei ガイド
ブックなどを松山市民にプレゼントし、松山
市は3000年の歴史ある道後温泉の温泉の
素や記念クリアファイル、さらには道後温泉、
松山城、坂の上の雲ミュージアム、子規記
念博物館などの割引券を台北市民にプレゼ
ントとする企画を実施する。

また、毎年10月から翌年3月は日本の修
学旅行シーズンである事から同局は、全愛
媛県の高校に台北への修学旅行の宣伝も
行った。今後はより多くの地域で修学旅行
のＰＲを行っていく模様。

指定ツアー参加の日本人旅行客はプレゼントがもらえる
（写真提供：台北市政府）

トラの手をまねた格好で記念撮影に応じる関係
者 ( 左から福岡戎義俊総領事､ タイガーエア台
湾張鴻鐘董事長､ 佐賀県山口祥義知事､ 五福

旅行会社林廉駿総經理 ) （佐賀新聞社提供）

松山市との相互誘客プロジェクト開始

デザイン良し、機能良し！
メイドイン台湾製品を東京展示

台湾を代表するブランド製品を一堂に
展示する PR イベント「2017 TAIWAN 
EXCELLENCE in Tokyo」が6月16日、
丸の内の商業施設「KITTE」で開幕した

（主催：中華民国経済部国際貿易局、実
施：台湾貿易センター、以下 TAITRA）。
開催期間は6月16日より6月18日までの
3日間だった。

同イベントには、台湾経済部および専
門家から構成される審査委員会によっ
て審査・選抜されたメイドイン台湾製品
に対して送られる賞「台湾精品（台湾エク
セレンス）」の受賞製品のなかから選りす
ぐりの33 社76 製品が展示され、実際
に手にとりながら製品を体感できる一般
消費者向けのもの。日本では2014 年
に福岡で初開催され、今年で4 回目。
TAITRA 東京事務所の呉俊澤所長に
よると、今年の目玉製品はデザイン性に
優れた達瑞創新股份有限公司の電動ア
シスト自転車「BESV PSA1」、微星科
技股份有限公司が VR 体験のために開
発した世界初バックパック PC「VR One 
7RE-002JP」だという。

この日に合わせて来日した TAITRA
本部戦略マーケティング処の陳英顯処長
は、台湾の製品は年々製造技術を高めて
いる事を PR したほか、日本と台湾の製
品製造における連携事業の成功例を紹
介。台湾は幅広い海外の販売マーケット
を持っているため「日本企業の力になる」
と強調した。また、その上で今後は日台
が協力し、ASEAN 地域へ進出していけ
るよう「より力を入れていきたい」との意向
を示した。

「2017 TAIWAN EXCELLENCE in 
Tokyo」の開幕に合わせて TAITRA は

同16日、東京ス
テーションホテ
ルで同イベント
の記者会見を開
催。台湾を拠点
に活躍し、最近
日本の月9ドラマ

「貴族探偵」のゲ
スト出演でも話題
となった女優の
田中千絵さんが
登壇し、「台湾精
品」を受賞した製
品や台湾の魅力

を PRしたほか、TAITRA が製作した田中
さん出演の台湾エクセレンス宣伝ムービーが
放映された。

田中さんは台湾の優れた製品について、
「台湾では現在、“ 文創 ”という言葉が流行
しています。これは、古き良きものを残しな
がら、リノベーションなどで新しいものを創
造するという事。台湾製品からも、この理念
を感じています」とコメントした。また、記
者からオススメの製品を問われた田中さん
は、大同の電気釜を紹介し、「水分を飛ばさ
ずにパンをフカフカにあたためられるので、
愛用しています。これを使用して、大好きな
台湾料理の魯肉飯やスープなど、家庭料理
も作ります。とても便利です」と実体験を交
えてアピールした。

また、台湾の記者より、台湾の男性に嫁
ぐ可能性があるか問われると、「台湾エクセ
レンスの商品のような優れた男性なら大歓迎
です」と答え、会場を和ませた。

なお、記者会見には台北駐日経済文化代
表処の郭仲煕副代表、同処の周立副組長、
日本台湾交流協会の舟町仁志専務理事、
東京都政策企画局の松下隆弘理事、「台湾エ
クセレンス賞」評審委員の押村征二郎氏らも
出席したほか、サックス奏者の寺地美穂さ
んが台湾エクセレンス受賞サックスを用いて
演奏を行った。

台湾製品を見てまわる田中千絵さん

電動アシスト自転車「BESV PSA1」

台北～佐賀線の運航を開始したタイガーエア（タイガーエア台湾社提供）

田中千絵さん
台湾“良”製品の魅力語る

～観光編～

大佳河濱公園

秀姑巒溪

萬里桐

心之芳庭

グルメ編グルメ編

noovyが教える現地のオススメ
観光スポットとグルメ！

メンバー達がお気に入りの台湾観光スポットとグルメを教えてくれました。
たくさん教えてくれた中で、今回はその１部をご紹介します！

　台北の観光地は沢山あるけど、たまに
は公園でゆったりする観光も悪くない。
台湾には大佳河濱公園のような自然を感
じられる場所がたくさんあって、休日に
なるとサイクリングやピクニックをする
人で賑わっています。暑い真夏の
台湾でサイクリングしながら風
を感じるものひとつの手です！

大佳河濱公園台北

　台湾の朝ご飯といったら絶対
これ！小麦粉で作った薄い皮に
卵を巻いて作る至ってシンプル
なもの。豆乳を一緒に頼めばも
う現地人！

蛋餅蛋餅蛋餅蛋餅

　屋台でよく見かける「滷味」。
野菜や練り物、海鮮など自分で
具材を選び熱湯で茹でた後、醤
油ベースの味付けや辛めのソー
スを加えて食べます。

滷味滷味滷味滷味

この中に麺
を入れるの
がオススメ

　鶏肉を裂いたものを白いご飯
の上に乗せて鶏肉から出た煮汁
をたっぷりとかけた丼飯。タレ
が特徴的で、このタレがあれば
ご飯何杯でも食べられちゃう！

雞肉飯雞肉飯雞肉飯雞肉飯

　有名な湯圓とふわふわかき氷
を合わせた話題のスイーツ。温
かいスイーツと言われてきた湯
圓を180度違った味わいで楽し
む事ができます。

冰火湯圓冰火湯圓冰火湯圓冰火湯圓

　台湾のフライドチキンで、台
湾の夜市や街中屋台でもよく見
かけます。タレが染みこんでい
て一度食べたら病み付き！

鹹酥雞鹹酥雞鹹酥雞鹹酥雞

　氷の怪物とも呼ばれるこの
アイス。台北と台中にお店が
あり、まっくろくろすけにも
よく似たこのアイスが可愛い
と評判。

怪物冰怪物冰怪物冰怪物冰

　まずはこれが何か聞かないで食
べるのを勧めます（笑）。この正
体、もち米に豚の血を加え固めた
ものなんです。日本人は完全に好
き嫌いで分かれますが、一度挑戦
してみるのもアリかも？

豬血　豬血　豬血　豬血　

　台湾の東部に位置し、多くの観光客が美し
い景色を見に訪れる場所。中でも秀姑巒溪と
いう河川が流れており、ここでのラフティン
グが人気。前半は水流も穏やかで景色も楽し
めますが、後半は流れが激しく、気をつけな
いとボートが横転しちゃいます。あとは岩登
　りにも挑戦できるので、アクティビティ好
　　　きにはピッタリの場所！

秀姑巒溪花蓮

　台湾の最南端に位置し、台湾のハワイとも呼
ばれるビーチリゾート地。海水は透き通ってお
り、砂浜もキレイでリゾート気分を味わえる事
間違いなし。中でも、「萬里桐」のシュノーケ
リングが有名で、海を潜ったらたくさんの魚と
一緒に泳ぐ事ができちゃいます。

萬里桐墾丁

上に乗ってる九層塔（台湾バジル）は絶対欠かせない！

let´s go
travel

\ Shawn /

\ Mark / \ JK /

\ Hank /

© flickr_Nobel Liu© flickr_Nobel Liu© flickr_Nobel Liu

　ここは山や緑に囲まれた
愛と幸せの美しい荘園。もともとカッ
プルのために作られた荘園だけど、現
在では自然を感じながらゆったり過ご
したい観光客に人気なんです。荘園の
中の「慶典區」エリアには結婚式場が
設置されていて、ここで結婚式を挙げ
るカップルも少なくないそうだ。

心之芳庭台中

台 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 が
日 本 か ら の イ ン バ ウンド 拡 大 策
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第三十一回

宜蘭は台湾北東部に位置する平原にある。
台北から高速道路で、１時間で行くことがで
きるようになり、週末は観光客で渋滞する。
台湾東海岸は海に迫る絶壁も多いが、宜蘭
平原は豊かな穀倉地帯として発展して来た。
現在、私は蘇澳の冷泉の開拓者、竹中信景
の孫にあたる信子さんを主人公の一人として
湾生のドキュメンタリー映画を製作している。
蘇澳は宜蘭から車で３０分ほどだ。

昭和の初め、蘇澳小学校を卒業した竹中
信子さんは汽車で宜蘭にあった蘭陽高女に
通学していた。昭和１８年春であった。

当時、宜蘭県には一つしか高等女学校が
なかったので、好奇心に燃える女学生が蘭
陽高女に集まった。生徒も日本人と台湾人
が半々であったが、台湾人で進学する家庭
は少なかった。

彼女たちが入学した時、太平洋戦争の戦
時体制下にあった。その頃の学校生活を台
湾人卒業生に語ってもらった。

父が布屋を営み、母が教員だった黄久芳
さんは「戦争の下で節約が強調された。学
校といっても１年だけ。２年になったら疎開。
学校に行っても空襲警報が鳴ると帰宅する。
朝１０時にはいつも帰ったんです」。田舎に
疎開する人もいて昭和１９年にはみんな散り
散りになってしまったという。

林素円さんは３歳の時、父を亡くした。兄
弟姉妹８人の子を母親が一人で育てた。「女
学校に行く人は珍しかった。普通の家庭では
いけなかった。でも母は私を女学校に通わせ
てくれた」という。
「周りの人が言ってました。女学生はみん

な胸を張って歩い
ていると。何か威
張ったように見えた
んですかね」。

当時、日本人は
小学校に、台湾人
は公学校に入学し
た。台湾人の中で
も裕福な家庭など
は日本人の小学校
に入った。とはい
え１クラスに１～２
人に過ぎなかった。
その選りすぐりの
台湾人の女子がこ
ぞって蘭陽高女に入って来た。

林「女学校時代は短い時間だったけど人
生においてとてもいい思い出だと思う。みん
な学校で一緒になって運動したり、笑ったり
歌を歌ったり、楽しんで家に帰る。でも女学
校生活は一瞬でした」。

台湾人の中でも恵まれた家庭に育った彼
女たちは戦時下の物不足の時代を振り返って
こんな会話をした。

林「その時、私たちは配給制だったんで
す。でも日本人は全部配給の量が多いんです。
肉にしても。台湾人の人は（日本人に比べて）
量を減らされていました。市場へ行っても日
本人が物を買う場所と台湾人が買う場所とは
区別されていました」

黄「はい。区別されました」
林「やっぱり何かしら・・・。でも（日本人の）

友達同士はそんな気持ちはない」

黄「全然、私たち友達同士はそんな気持ち
ない」

林「お母さんたちがね、日本の人はやっぱ
り待遇が違うと言っていました。それが何か
物足りない気持ちでした。」

黄「待遇は違いました」
日本時代は台湾人も「日本人になること」

が強調された。だが日本人と台湾人の間に
は一線が引かれていて差別があった。日本
人の中には優越感があった。その現実を若
い眼は見ていたのである。林さんも黄さんも
竹中さんと同い年。竹中さんの祖父の工場
で作ったラムネのことに話が及ぶと「有名です
よ」と二人は揃って言う。
「戦時中は私たちは平常は飲めないです。

特別な時しか。だから珍しいのです」
一瞬の女学校生活。ラムネのように甘酸っ

ぱいのでしょうね。

文：林 雅行（映画監督）

松田義人（deco／編集者・ライター）⑲

林素丹さんと黄久芳さん

みなさんは台湾で料理した事があります
か？お店で美味しい台湾料理を食べる事は
あっても、自分で調理した事がある人は少
ないのではないでしょうか？

実は私、最近台湾に行った時にお友達
のお家に泊めさせて頂いたのですが、着い
たその日に「日本料理を作ってご馳走してほ
しい」とお願いされたのです。びっくり。泊
めて頂いている恩もあり、「え、着いたその

日に日本料理？私台湾料理食
べに来たんだけど」とも言えず、

「いいよ！」と返事をしてしま
い、みんなでスーパーに買い
出しに行く事になりました。

私がその時パッと思いつい
た献立は、大根と鶏肉の煮物、
ほうれん草の胡麻和え、オク
ラのお味噌汁など。材料を調
べてメモしていざスーパーへ！
しかし、買い物を始めるとあ
る事に気がつきました。「売っ
ているものがめっちゃ台湾

風！」。特に野菜は見た事も聞いた事もない
ような「A 菜」とか、めっちゃ長いナスとか、、、
これどうやって調理するんだろう？というも
のばかりでした。

一応、大根と鶏肉、オクラはあったので
すが、ほうれん草はいくら探してもなかった
のです．．．。もう諦めてお家に戻り料理開始。

出来上がって、いただきます！となった時
に友達が一言、「なんか一品足りない感じ」

と。さすが台湾人、かなり直接的ですがそ
の通りです。ほうれん草の胡麻和えは野菜
がなくて作れなかったのだから...（笑）。し
かも、食べ終わってもお腹いっぱいになら
なかったようで、追加で目玉焼きをたくさん
作って食べてました（笑）。確かに台湾で友
達のお家に行ってご飯頂くときは食べきれ
ないほどの量が出てくるな ...と反省。

台湾で友達に料理を振る舞う際はメ
ニュー選びが大切！あと、味も大切ですが、
とくに量を沢山作るように気をつけよう！と
肝に命じた台湾旅行になりました。

（文：You Li Xiang）

台湾の市場の様子

胸を張れた女学校生活の裏で〜林素丹さんと黄久芳さん 夏の屏東の空気を感じたい

台湾マニアを自称する僕ですが、空前の
台湾ブームということもあり、友だちから「台
湾に行くんだけど、どこがお勧め？」といった
質問をよく受けます。そういうとき、僕は逆
に行く友だちの台湾での滞在期間を聞くわ
けですが、だいたい中1日とか、多くて中3
日という返答が多いです。

それを聞く度に、なんてもったいないと思っ
たり、「近いからいつでも行けると思って台湾
ナメとんか！」とも思うこともあります。せっか
くの台湾旅行がたったの中1日となると、だ
いたい、台北の鼎泰豐で小龍包だけを食べ
て終わってしまうことが多いからです。鼎泰
豐、確かにムチャクチャ美味しいですが、そ
れだけだとあまりにもったいないのです。

せっかく台湾行くのなら最低でも10日はいて
欲しく、やはり出来れば全土を巡って欲しいです。

『台湾新聞』を読んでくださっている方ならご
承知の通り、台湾各地には様 な々風土・人種・
慣習があり、それらが重なりあってあの優しく、
アツい雰囲気を生み出しているわけですから。

特にこの7月、日本で忙しく過ごしている自
分の脳裏に浮かんでくるのが屏東です。個人
的に思う、台湾旅行のベストシーズンは5月
下旬から7月下旬ですが、特にこの時期の
屏東は、アツい朝日と、それを癒してくれるよ
うな木 の々日陰、そして海の香りもある涼しい
風……いかにも台湾らしい空気があります。

例えば、中1日の台湾で屏東に行こうと
言ったって、まず無理な話です（かなり無
理をすれば行けないことはないですが、ほ
とんど移動で時間が取られてしまう）。つま
り、「中1日で小龍包」だと、本当の台湾の
良さを感じぬまま日本に帰ってくることになる
わけで、それはあまりに惜しいと思うのです。

高雄の南西に位置し、台湾最南端の屏東で
すが、各地域で様 な々風土があり、同時に多
くの観光スポットがあります。

台湾の中でも屈指の原住民文化を伝承する・
三地門郷文化館。広大な敷地に、原住民式建
築が多く設置されていたり、舞踊を楽しんだり
出来るスポットですが、実はさらに面白いのは、
近隣で暮らす人たちがほぼ原住民ですので、そ
ういった人たちとのコミュニケーションです。明
るく優しく誠実な台湾原住民の多くは、言葉が
喋れない我 に々対しても、すごく近しいコミュニ
ケーションを取ってくれ、これが楽しいです。

さらに山を降り、平地を巡れば、客家人が
多く暮らす地域もあります。特に萬巒という場所
は、静かな住宅地に突然表れる豚足屋さん街
で、これは客家人によって流行らせた場所。台
湾人はもちろん、外国からの観光客も多いです。

そして、海のほうへ向かえば、これまた南
台湾屈指の漁港・東港があります。ここは小
琉球といった離島へ出航するフェリーの玄関に
なっている他、マグロ引き上げ漁港としても有
名で、そのまま漁港の屋台で刺身を味わえます。
ただし、日本人は是非日本の醤油、ワサビを
持参してください。台湾の醤油も甘くて美味し
いのですが、どうも刺身には合わないように個
人的には思います。

また、東港のすぐ近くにある東隆宮も寄ってみ
ましょう。全くさりげなくないギンギラギンの門をく
ぐると、4年に一度行われる迎王祭の際、海の
安全を祈願して焼かれる王船が飾ってあります。
この王船を大事に守り続ける人たちの様子を見る
だけでも、屏東の風土を感じられるはずです。

さらに、南に下れば、大ヒット映画『海角七
号』の舞台になった恒春、そして最南端のリゾー
ト、墾丁があります。この界隈は観光地化して
おり、台湾らしさ、屏東ならではの空気は薄ま
りますが、あまりに美しい海は台湾の魅力をよ
り広げてくれるはずです。

というわけで、屏東の話でアツくなる僕なの
ですが、何故かと言うと、今年はこの時期仕
事が忙しく行けそうになく、本当に悔しいから
です。この夏、是非台湾に行かれる方、中1
日と言わず、なるべく多い滞在期間をつくって、
屏東に行ってみてください。

中1日で台湾とはナメとんか！ この時期の台湾は屏東がお勧め！

東隆宮に常設されている王船

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！

〜日の 呼 び 方 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：ギナリ
日本語：今日
中国語：ジンティェン（今天）
台湾語：ミヤザイ
日本語：明日
中国語：ミンティェン（明天）

台湾語：ザン
日本語：昨日
中国語：ゾウティェン（昨天）

台北は狭く凝縮された都市である。だからこ
そネイバーフッドが緊密に、またあるときはエリ
アを越えて結びつく。

常に流行の最先端を行く「東区」、日本統
治時代の酒工場跡にできた複合施設「華山
1914」、古さと新しさが調和した「中山」、渋谷
区代官山を連想させるおしゃれなエリア「富錦
街」、タバコ工場をリノベーションしてつくられた
“ 文創 ” のプラットフォーム「松山文創園區」、
歴史的建造物が数多く残りアメ横にもよく似た

「迪化街」、台湾ガイドブックにもあまり出てこ
ない個性的なお店の集まる「六張犁」など、古
い文化から新しいものを生み出す考えが根付い
ているこの7つのエリアのネイバーフッドを取材
し台湾の魅力に迫る。

本書は、旅をただの観光で終わらせたくない
人のための、一歩先行くオールカラーの台北ガ
イド。台北で注目される“ 街 ”と“ カルチャー ”
を牽引する先駆者たちを訪ね、彼らの生き方や
ビジョン、悩みや価値観をありのままに紹介して
いる。古くて美しいものを大切にしながら、新
た文化をつくる彼らの言葉からは、観光スポット
や美味しいお店情報以上に、台北の「今の魅力」
が見えてくる。彼らの目線にたって台北に訪れる
と、きっと様々な場所や人との出会いに関心が
高まり、共感したりできるはず。まさに、台北が
もっと近くなるトラベルカルチャーガイドブックで
ある。

著：吹田良平
刊：トゥーヴァージンズ
本体価格：2000円（税別）
判型：B5 / ソフトカバー
　　　/ オールカラー
頁：128ページ
発売日：2017/5/31

台湾新聞243号 読者プレゼント

台湾新聞をご覧の皆様の中から抽選で1名様に本書「NEIGHBORHOOD 
TAIPEI」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（７月中に発送予定）。
締切り：７月15日（消印有効）
株式会社臺灣新聞社編集部
〒171-0021東京都豊島区西池袋4-19-4／ tel:03-5917-0045

読者プレゼント企画

第七回

台湾在住20年写真家・熊谷俊之

※本年より新たに写真で台湾を伝えるコーナー「Photo de TAIWAN」
が始まりました。台湾在住２０年の日本人写真家・熊谷さんの写真を
通じて、まだ知らない台湾を発見してみてください！

北部で夕日と言えば淡水が有名ですが、台南ではここ安平地区が有名ですね。撮影当時は
ちょうど自分たちでお互いの写真を撮っていた大学生がいたので、その場でお願いしたらみ
なさん快諾してくれました。最初はなかなか全員のタイミングが合いませんでしたが、若いか
らか全然疲れた様子もなく、何回も楽しそうに跳んでくれました。撮影日時：２０１６年８月

漁光島の夕日 台南

台湾での料理は要注意！

NEIGHBORHOOD TAIPEI
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