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　3月14日、夕方5時半から、記念館1階で標記の「集い」
が開かれました。
　孫文は、1913（大正2）年春には「準国賓」として、夏
には「亡命者」として来日しました。今年は、この二度の
来日から百年目になるということから、孫中山記念会とし
てはいくつかの記念行事を企画していますが、今回はその
最初の「集い」です。百年前の3月14日、呉錦堂の松海別
荘で孫文を迎え、神戸華僑を中心に午餐会が開かれたこと
に因んで計画されたものです。
　呉錦堂の孫にあたる呉伯瑄ご夫妻、神戸華僑総会会長の
鮑悦初さんも参加されました。愛新翼孫中山記念会副理事
長の司会の下で、1時間という短い時間でしたが、百年前
を思い起し、孫文との結びつきを再確認するよい機会にな
りました。
　呉伯瑄さんは、ご挨拶のなかで次のように話されました。
　「祖父呉錦堂の死から今年で87年になります。祖父は開
墾や教育など様々な社会事業を行い、それが子々孫々の代
まで名を残すことになったのだと思います。2011年11月に
は兵庫県の了承を得まして、孫文記念館の前庭に石碑「旧
呉錦堂別邸」を設置させていただきました、孫文記念館の
名前の陰に隠れがちな事実、ここは呉錦堂の別荘であった
ことを来館者に伝えたいと思ったからです。
　私がこれからすべきは、呉錦堂の孫として生まれたこと
を誇りに思うということを子孫に伝えてゆくことだと思っ
ています。」

　続けて私が「孫文歓迎午餐会に参加した人々」と題して
短いお話をさせていただいた。平日の夕方という時間帯に
もかかわらず、約40名の方々が参加されました。
� （安井記）

　今年4月より、館報『孫文』を第1号から最新号まで、当
館ホームページ上で公開しています。詳しくは当館のアド
レスhttp://sonbun.or.jp/jp/から、画面左側メニュー内
の「館報「孫文」」にお入りください。

館報『孫文』当館ホームページ上で公開！

孫文と日本　二つの百周年記念（1）

松海別荘での孫文先生歓迎午餐会から百周年を記念する集い

1913年3月14日の松海別荘午餐会参加者の記念撮影。
前列中央に孫文と呉錦堂。
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� 孫文記念館副館長　愛新　翼
　今回神戸の孫
文記念館がシン
ガポール孫中山
南洋紀念館（晩
晴園）の展覧会
「海外逢知音　
孫中山、シンガ
ポールと日本」
に協力すること
になり、その関
係で私も講演す
る機会を与えて
いただくことに
なりました。展
覧会は5月17日
より11月17日ま
での6ヶ月間で、
孫文と日本における支援者達との関係、シンガポールと日
本とのつながり、辛亥革命における日本の貢献について紹
介しています。
　特に感銘を受けたのは、多くの日本人が他国人である孫
文の考えに共感し支援し、辛亥革命に重要な役割を果たし
たという点であります。日本はいうに及ばず、遠く離れた
シンガポールでも孫文の革命運動を日中の人々が手を携え
ていた点であります。
　5月17日の開幕式は、シンガポール政府から陳川仁氏（人
力部（Ministry�of�Manpower）代部長兼国家発展部高級
政務部長）、鍾声堅氏（晩晴園理事長）、日本側から鈴木庸
一氏（在シンガポール日本大使）を始め、前畑淳治氏（荒
尾市市長）、松川久和氏（長崎県文化観光物産局局長）お
よび梅屋庄吉・宮崎滔天・中野光三らの子孫など多くの来
賓の出席のもと盛大に執り行われました。午後には、梅屋
の曾孫小坂文乃女史による「梅屋庄吉と孫中山の友情」と
いう題での講演がありました。

　18日の私の記念講演では、2009年に中国で出版した『路
漫漫』を基に、自分の生い立ちと教師として、校長として
の華文教育に対する考え方などを話しました。
　自分の生い立ちでは、1941年に大連で生まれ、1943年に
一家で来日したこと、1945年に米軍の大阪大空襲を受けた
が、一家は運よく全員無事であったこと、少年時代毎日蝉
取りや魚すくいに遊び呆けていたこと、高校卒業後、一時
大学受験を諦めて中華料理の店で一年間働いたこと、自身
のルーツが清朝の愛新覚羅の家系であることを40歳になる
まで知らなかったこと、就職に関し、親の命令で一部上場
企業の内定を断り、大学で学んだ電気と全然関係のない分
野に就職したこと、祖父は清朝の大臣であったというのに、
1898年、清朝の保守派に弾圧され日本に亡命してきた維新
の指導者梁啓超が、翌99年神戸で提唱して創立された華僑
学校－今日の神戸中華同文学校の校長になったことなど歴
史の不思議な巡り合わせについて話しました。

　45年という長い教師生活は楽しく、有難く、今は私の宝
となっています。一年とはいえ料理関係の仕事をしたこと
は「回り道」となったわけですが、社会経験を積んだ点で
は良かったと思っています。
　自分の人生を振り返るとやはり教師として子供達と遊
び、校長として学校運営に携わったことが一番大きなこと
だったと思います。私は常に子供にはそれぞれ長所がある
という考えを持っていました。いつも如何にして子供一人
一人の持つ良さや可能性を引き出し、どうすればその長所
を伸ばせるのかを考えるのが楽しみでした。校長になって、
まず最初に強調したのが「一に掃除、二に勉強」でした。
掃除を通して労働の大切さを知ると共に、他人を思いやる
心を育てることをモットーに「子供が明るく、目的に向か
い生き生きしている学校」作りに取り組んできました。
　我々神戸在住の華僑は神戸で生活できることを幸せに
思っています。特に神戸華僑は地域住民と行政の理解と協
力のもとで発展してきました。神戸華僑という村社会では
皆心地よさの中に生きていて、それぞれ、多くを語らなく
てもそこには互助の精神が脈々と生きています。それは「落
地生根」精神というもので、大地に根差して生き、大地に
帰るということです。
　シンガポール孫中山南洋紀念館の皆さんからは展覧会の
期間中、心温まるもてなしを受けました。ここに改めて感
謝の気持ちを表したいと思います。

シンガポール孫中山南洋紀念館展覧会
「海外逢知音�孫中山、シンガポールと日本」での講演

孫中山南洋紀念館（晩晴園）

向かって右から小坂文乃氏、孫文の支援者にして晩晴園（現・孫
中山南洋紀念館）の主人であった張永福の曾孫の張碧霞氏、愛新
副館長。中央は孫文と張永福の記念写真。

講演会場の様子
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　シンガポールと日本は、ともに孫文及び彼の革命活動と
深い関わりがあり、当時の在シンガポール日本人も華僑と
一緒に孫文を支えることがあった。そのため、昨年の夏、
孫中山南洋紀念館（晩晴園）から、是非シンガポール国民
に「日本、シンガポールが辛亥革命に果たした役割」、「孫
文を支持した日本人、在日華僑」を紹介したいと展示協力
の要請がきた。記念館はその要請に応じ、協力の詳細や展
示品の準備をはじめた。最終的に記念館からは、レプリカ、
電子データを含む20点の展示品を提供した。孫文と日本、
孫文と在日華僑の関係を紹介することができた。
　5月のはじめ、展示準備のため、筆者は晩晴園を訪ねた。
晩晴園は今回の特別展を非常に重視し、遥々日本からの展
示品を極めて大切に扱っていた。潘宣輝館長によると、普
段の特別展なら大体3～4か月間で終了するが、今回はとて
も得難い機会なので、6か月間展示することにしたという
ことであった。
　なお、孫文記念館以外に、荒尾の宮崎兄弟資料館、長崎
歴史文化博物館（梅屋庄吉関係）も展示品を協力している。
日本でも実現したことがない、神戸、荒尾、長崎三地の孫
文とゆかりがある品々が異国のシンガポールで集結できた
のも、意義があることであった。�（主任研究員：徐小潔）

復旦大学関係者の来訪

　5月17日、上海の復旦大学歴史系の傅徳華、于翠艶先生、
図書館の劉鴻慶先生が記念館に来られた。復旦大学では、
以前から史・資料の整理を重視し、『辛亥以来人物伝記』
を出版している。その後も、中国国家プロジェクト「20世
紀中国人物伝記資源の整理と研究」に取り組んできた。そ
のなかに海外に関する内容が含まれており、孫文を含む大
勢の中国人が日本と深いつながりをもっていたことから、
日本にある豊富な関係史料や研究成果を求め、記念館に協
力を求めてきたのである。
　傅先生ご一行は館内見学した後、安井館長、徐と2時間
近く話し合い、①「20世紀中国人物伝記資料文献目録」の
孫文関係部分の分担、②来年度にワークショップ「孫文伝
記資料とデータベース構築に関する研究」の開催に関して
協議した。� （主任研究員：徐小潔）

　3月23日、長崎歴史文化博物館ホールにて、「「孫文・梅
屋庄吉と長崎」第2回「館長サミット」in�長崎」が開催さ
れました。辛亥100年の2011年に第1回が開かれ、第2回は
本来昨年11月に開催の予定でしたが、尖閣問題で延期され
ていたのがようやく開催にいたったというものです。梅屋
庄吉の曾孫の小坂文乃氏、李文亮駐長崎総領事、谷野作太
郎日中友好会館顧問（元中国大使）、歩平前中国社会科学
院近代史研究所所長をはじめ、上海宋慶齢故居紀念館、中
山市翠亨村の孫中山故居紀念館など中国、香港、シンガポー
ルの記念館の代表が列席されました。小坂氏が「孫文・梅
屋庄吉が日中関係改善に果した役割」と題して講演をされ、
その後参加した各館の代表が現況を報告、長崎県から来年
開設予定の「孫文・梅屋庄吉と長崎近代交流史展示室（仮
称）」（元香港・上海銀行長崎支店跡に設置予定）の説明が
あり、さらに「今こそ活かす100年前の孫文と梅屋庄吉の
友情物語について」意見交換がなされました。

　翌24日、松が枝国際船ふ頭にて、中国から贈られた孫文
と梅屋夫妻「3人像」除幕式が盛大に開かれ、中村法道長
崎県知事、田上富久長崎市長、程永華駐日大使、福田康夫
元首相ら各氏が参列されました。
　なお、翌25日には、長崎の「サミット」に参加された武
漢辛亥革命博物館の姚明修館長、武漢市中山艦博物館の王
瑞華館長ら一行5
名が来館、参観の
後、今後交流を深
めてゆくことを確
認しあいました。
愛新副理事長と中
村事務局長、安井
が応対しました
が、孫文とは人と
人を結ぶ「絆」で
あるということを
改めて実感させら
れました。
� （安井記）

共同展示「海外逢知音�孫中山、シンガポールと日本」
（2013年5月～ 11月）

「「孫文･梅屋庄吉と長崎」第2回「館長サミット」in�長崎」
と「3人像」除幕式

晩晴園展覧会の神戸・孫文記念館関連の展示

館長サミット

孫文・梅屋夫妻「3人像」
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　本書は、2011年12月10日に神戸大学にて開催された辛亥
革命100周年記念国際シンポジウム（神戸会議）の諸活動
を記録した論文集である。日本孫文研究会が編集に当たり、
汲古書院より孫中山記念会叢書の第6冊目として、2013年3
月に公刊された。当日の基調講演、4つの分科会の学術報告、
総合討議が収められている。そこでは、辛亥革命が実現し
た共和政体が新しいハイブリッドな多民族国家モデルを創
成したとする基調講演者デュアラ氏の考え方に対する検討
がなされた。分科会では、「複数の辛亥革命」で、秘密結
社や女性など多様な集団にとっての革命の意味を探り、「辛
亥革命はいかに表象されたか」で、国旗・政治儀礼・公衆
観念などの表象の変貌から革命を読み解き、「都市文化ヘ
ゲモニーと辛亥革命」で、上海、蘇州、成都、香港などの
都市文化の実態と政治革命の諸関係を考え、「辛亥革命人
物研究」で、既存の孫文研究
を乗り越えるべく、孫文以外
の人物の思想と行動に注意を
払った。巻末にはシンポジウ
ムで取り上げられた人名と事
項に関する詳細な索引を付し
た。辛亥革命と20世紀中国の
政治文化、ひいては現代中国
の諸問題を考える際に座右に
置いて参照されることを希望
している。
（孫文研究会代表理事：緒形康）

孫中山記念会　理事会報告

・平成25年度・第1回理事会
　（平成25年5月31日：中華会舘第1会議室）
　議案：1．平成24年度事業報告について
　　　　2．平成24年度財務諸表について
　　　　3．平成25年度第1回評議員会の開催について
　報告：平成25年度事業の進捗状況について
　議案1については、昨年度の事業を、次の5本の柱に沿っ
て報告があり、承認されました。
　　①管理運営の充実
　　②公開展示の充実
　　③調査研究事業の実施
　　④情報発信事業の実施
　　⑤交流事業の推進
　議案2については、貸借対照表、正味財産増減計算書、
財産目録、付属明細書について説明があり、承認されまし
た。議案3についても説明があり、承認されました。報告
事項の平成25年事業の進捗状況については、平成25年度の
行事予定表に基づき説明がありました。
� (孫中山記念会事務局長：中村伸彦)

　当館では昨年11月
から改装が行われて
いましたが、無事終
了し本年3月22日に
引き渡されました。
施主は兵庫県神戸県
民局で、中島工務店
による施工でした。
　総予算は約2千万
円で、主な改装工事は下に記載の通りです。
　孫文月間の11月に工事はスタートしましたが、工事関係
者が知恵を絞り、可能な限り講演会などのイベントに支障
が出ないように進められました。また、冬場の来館者の少
ない時期の工事であったため、来館者数の減少は最小限に
抑えることが出来ました。
　出来るだけ元の姿を復元するため、塗装の色合わせ、小
さな建具の製作などにこだわりと細心の心配りがなされま
した。
　ライトアップも再スタートし、海からも見えるよう観光
クルーズ船のスケジュールにあわせ、日没から夜8時半ま
で点灯しております。
　神戸新聞（3月21日）などが早速記事にされ、記事を見
たと言われる来館者が増えました。
・工事概要
塗装工事（移情閣・付属棟外壁塗り替えなど）
内装工事（タイルカーペット張替など）
外講工事（門扉、外柵、ベンチ補修など）
　ほか、各所の補修
� （孫中山記念会事務局長：中村伸彦）

記念館ニュース〈2013年1月～6月〉

・2月10日、台湾の僑務委員会委員長の呉英毅氏一行が来館。
・3月14日、移情閣にて「松海別荘での孫文先生歓迎午餐
会から百周年を記念する集い」を開催。
・3月25日、武漢辛亥革命博物館の姚明修館長、武漢市中
山艦博物館の王瑞華館長ら一行5名が来館。
・4月11日、シンガポール孫中山南洋紀念館（晩晴園）の
呉玉美氏一行が来館。当館より晩晴園特別展示に向け、
呉錦堂関係史料、孫文書のレプリカなどを貸与。
・4月28日、米国在住の呉錦堂ご親族（呉致凱氏）が来館。
・5月15日、『産経新聞』が獅子文六の小説『バナナ』につ
いて本館を取材（6月1日夕刊に記事）。この小説では主
人公が移情閣を訪ねる場面があり、当館の前にはそのく
だりについての碑があります。
・5月17日、復旦大学歴史系の傅徳華名誉教授一行が来館。
復旦大学のプロジェクト「日本20世紀中国人物伝記資源
の整理と研究」について意見交換。
� （研究員：村田省一）

紹介　日本孫文研究会編『グローバルヒストリーの
中の辛亥革命』（孫中山記念会研究叢書Ⅵ、汲古書院）

孫文記念館が改装工事により、
美しい姿を再現

本書は当館でも館内販売・通
信販売を行っています。

修繕が終わった移情閣
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　毎週日曜夜のNHK大河ドラマ「八重の桜」が面白い。
大河ドラマでは、戦国時代と幕末維新がもっとも人気があ
るのではないかと思うが、会津が舞台となっているという
点で今年のは特別な意味で興味深いものを感じている。薩
摩や長州など「官軍」ではなく、「賊軍」であり、歴史の
敗者とされた地域と人々が主人公だからであり、さらには
震災・津波に加えて原発との格闘を余儀なくされている福
島の苦しみと奮闘の姿と重なるからである。
　ところで萱野長知『中華民国革命秘笈』に「伊予丸の船
長郡氏は旧会津藩の国老萱野の改姓せしものなり（維新反
逆の責任者会津城代家老萱野権兵衛自殺廃家改姓）故に余
の羽織の紋を注視してあなたは土佐ですかと問ひしなり、
即ち郡氏は余の旧同族なり三親相隔てて事相関す何等の奇
縁ぞ神戸沖サイベリヤにて認む。」（203頁）という一節が
ある。いうまでもなくこれは、1913年8月9日、孫文の神戸
上陸の時の話である。「伊予丸」は正しくは「信濃丸」、郡
とは郡寛四郎のこと。（1913年8月、第二革命で袁世凱軍に
敗れた孫文は信濃丸に乗船して神戸沖まで来ていた。萱野
長知は孫文の日本上陸･亡命を支援する為に来神した。）
　小島喜一「辛亥革命と福島県出身者の動向」（2011年）は、
郡寛四郎について、「父・会津藩家老萱野権兵衛、母・ク
ニの三男として誕生。父は会津戊辰戦争の責任者として処
罰・割腹されたので、家名断絶となった。「郡」は母方の
姓と言われるが、母の旧姓は「一ノ瀬」である。」と記し
ている。寛四郎は1858年の生まれだから10歳の時に会津戊
辰戦争に遭遇していたわけである。父は、反逆の責任を一
身に負って上京し、1869年、東京にて割腹したという。寛
四郎の上京が父と一緒のものだったのかどうかは知らない
が、「八重の桜」は、神戸と孫文につながるものとして楽
しみたい。
　なお、小島さんは、同パンフにおいて、鈴木天眼や西郷
四郎らについても詳述している。二人は、長崎の『東洋日
の出新聞』の創刊者、記者として孫文や辛亥革命とかかわ
るが、それは「長崎と孫文」という枠組みにおいてである。
小島さんらは、彼らを福島の人という側面から光をあてて
みようとされている。「福島中国交流史学会」（2011年9月
創立）の今後の発展に期待したい。� （安井記）

　この度、本館の学術委員で日本女子大学名誉教授の久保
田文次先生より、過去に孫文・辛亥革命を記念した催しの
資料を3点ご寄贈していただきました。まず『孫中山先生
の十年祭に際して』は、日本文化連盟という所が1935年に
孫文死去10周年を記念して発行した本で、主に儒教精神を
軸とした日中連携を主張しています。『辛亥革命五十周年
記念日中関係史料展示目録』は、1961年に早稲田大学で行
われた展示の目録で、戦前日中関係や中国革命に関与した
人々やその親族が、関連品を展示に提供した事が分かりま
す。『孫文先生生誕百周年記念展示目録』は、1966年の孫
文生誕100周年に合わせて東京・湯島会館で開かれた展示
のものです。これもやはり関連品の展示の他に、宮崎龍介
（宮崎滔天長男）の寄稿や、1923年に孫文が犬養毅に宛て
た書簡が収録されています。
　『辛亥革命五十周年記念日中関係史料展示目録』と『孫
文先生生誕百周年記念展示目録』は本館内にて展示してい
る他、この3点はコピー品に限り孫文記念館文庫で閲覧な
どに供しています。� （研究員：村田省一）

孫文研究会通信

＊2013年度（1～6月）活動
・2013年度孫文研究会総会、冬季例会：
1月14日（月・祝）中華会舘
研究報告「現代中国における党－国家体制の認識的

前提について－汪暉の議論を素材として－」
　（三品英憲：和歌山大学教育学部准教授）

＊2013年度（7～12月）活動予定
・�孫文研究会夏季例会：7月6日（土）孫文記念館

シンポジウム「孫文と日本」
（公益財団法人孫中山記念会・台湾国父紀念館主
催、当研究会は協賛参加。）

・『孫文研究』第52号発行（7月31日）
・『孫文研究』第53号発行（11月30日）
・「孫文2013」講演会：11月9日（土）移情閣

題目：孫文と日本
講演：久保田文次氏（日本女子大学名誉教授）

� （孫文研究会代表理事：緒形康）

研究室便り点点滴滴

信濃丸船上の孫文。『大阪朝日』1913年8月10日

『孫文先生生誕百周年記念展示目録』
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　今年から遡ること100年前の1913年、孫文は二度来神し
ました。一度目は準国賓として来日し、日中提携を図る一
環として、二度目は袁世凱の強権を打破しようとして敗れ、
亡命者としてでした。二度目の際に孫文が神戸から上陸を
果たし、身を隠した記念として、今年8月に孫文潜居の地
である諏訪山（中央区）に記念碑が設置されます。
　孫文と日本・神戸との関わりは海外でも注目されていま
す。今年5月からはシンガポールにて展示会「海外逢知音
孫中山、シンガポールと日本」が開催され、当館も協力し
ています。世界を股にかけた孫文の活動と日本の間柄につ
いて、当館も引き続き皆様のご関心をいただけるよう活動
していきます。� （Ｍ・Ｓ）

＊行事報告
・“2013新春のつどい”1月27日（日）舞子ホテル
　舞子ホテルの日本庭
園が見える雰囲気のあ
る部屋で名物のイタリ
アンを味わいながら和
気藹々と会員同士の交
流を深め、新春を祝い
ました。また以前中国語の講師をされていた周瑞樹先生は
堂々・明朗と謡“富士山”を披露されました。
・2013年度総会　4月28日（日）移情閣1階
　本年度の役員、行事計画が承認されました。（30周年記
念行事を来年に控え友の会に新風を吹き込んでくれること
を期待し、近年会員になられた方々から数名の役員が選出
されました。）
　総会後に引き続き行われた特別講演では安井館長にタイ
トル「孫文と日本―二つの100周年（1913～2013）」でお話
して頂きました。内容は3月14日に行われた講演の続編で
孫文と神戸との結びつきがより深く理解できました。
・2013年公開文化講座は5月と6月に開催
5月19日（日）「一般知識人の動向から見た現代中国」
　講師：緒形康先生（神戸大学大学院人文学研究科教授）
6月16日（日）「王羲之、蘭亭序とは何か」
　講師：魚住和晃先生（神戸大学名誉教授・倚雲社主幹）
＊今後の行事計画
・移情閣まつり・月見の会…9月21日（土）
　移情閣庭園＆舞子公園芝生広場
・「孫文2013」音楽と講演の会…11月9日（土）
　移情閣1階
　　孫文記念館／孫文研究会／移情閣友の会共同主催
　講演「孫文と日本」
　　　　（講師：久保田文次日本女子大学名誉教授）
・2014新春のつどい…2014年1月26日（日）
　Tio舞子　赤坂飯店
� （移情閣友の会企画運営委員長：佐瀬祥一）

　孫文を語る会のホームページに「規約」をアップしまし
た。これまでもホームページの「孫文を語る会について」
ページで、会の目的として孫文記念館、孫文研究会の活動
を理解し、支援していくとしておりました。
　今回「規約」ページの事業計画で、「孫文を顕彰する施設、
研究する団体などに、適宜寄付などを実施しその活動を支
援する」とし、孫文記念館などの活動への支援の形を明ら
かにし、貢献できるようにしました。
　またホームページへのバナーの貼り付けを継続して募集
中です。前回の館報にてお知らせいたしましたが、皆様よ
りのバナーの貼り付けを募っております。孫中山記念会賛
助会会員は無料、その他の企業、団体などは1万円／年です。
下の写真にありますように多くの賛助会会員企業・団体が
参加されております。
　ホームページをお持ちでしたら、バナーは会のほうで無
料にて製作致
します。
　フェイスブッ
ク、ツイッター
はNPO法人
The� Good�
Timesを利用
しており、そ
こを通じて世
界中に情報が
発信されてお
ります。
（事務局長：
中村伸彦）

　今年11月に開催予定の孫文月間「孫文2013」では、画家
の長尾和氏が描いた中国の様々な風景の絵画を展示する作
品展「中国を旅して」を開催します。11月2日（土）には
長尾氏による講演会を予定しています。また、その翌週の
11月9日（土）、日本女子大学名誉教授の久保田文次先生に
も、「孫文と日本」と題して講演をしていただく予定です。
　詳しくは後日、当館ホームページやチラシなどで告知い
たします。

移情閣友の会通信 孫文を語る会からのお知らせ

孫文月間「孫文2013」予告
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新春のつどい

「孫文を語る会」規約


