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　明石海峡を一望する舞子浜は、4世紀に五色塚古墳が築
造されるなど、早くから注目を集める土地でした。舞子浜
の白砂青松は、古来、西国街道を行き交う旅人の目を楽し
ませる名勝の地となりました。
　明治期には明治天皇の行幸や県立舞子公園の開園（1900
年）があり、多くの別荘がここに建てられました。そのな
かで呉錦堂の建てた「松海別荘」は、1913年の孫文の訪問、
そして1915年5月12日の「移情閣」上棟式を経て、今日の
孫文記念館へとつながっています。（「松海別荘」は後に撤
去され、「移情閣」が現存。）
　移情閣は、呉錦堂が当時手がけていたセメント業の象徴
でもあり、コンクリートブロックと木骨を用いた工法で建
てられました。後に日本のコンクリート建造は鉄筋へと移
行する中、移情閣は1910年代初期にわずかに存在した木骨
コンクリートブロック建造を今に伝える役割などが評価さ
れ、2001年には重要文化財に指定されました。
　その一方で、舞子の浜辺は20世紀になると次第に縮小・
消滅していきました。「千両に値する」と言われた老松の
林も、塩害や大気汚染の影響などで次第に数を減らしてし
まいました。

　1960年代半ばから松林の再生への取り組みが始まり、続
く1984年には移情閣が孫中山記念館（現孫文記念館）とし
て開館しました。1998年の舞子公園総合整備の完成を経て、
2000年に移情閣も現在の場所に移築復原されました。
（特別展「移情閣と舞子浜の100周年」パネルより転載。）

　このたび孫文記念館名誉館長の称号をいただくことにな
り、光栄に存じます。私の館長時期は、2007年5月から
2014年7月までの7年余にわたりました。この間、貝原俊民、
田﨑雅元、斎藤富雄三代の理事長のご指導をはじめ、理事、

評議員の方々、事務局、研究室の皆さんのご支援の下、の
びのびと仕事をさせていただきました。心よりお礼申し上
げます。孫文記念会と記念館の一層の発展を祈念致します。
� （名誉館長：安井三吉）

「移情閣」上棟100周年を迎えて

戦前の移情閣と舞子公園。

孫文記念館名誉館長の称号拝受について
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　孫文記念館の一部であり、国の重要文化財に指定されて
います「移情閣」は、今から100年前の5月12日に上棟式を
行ったことが分かっています。これを記念して、今年5月
を「移情閣百年記念」として、当館は特別展「移情閣と舞
子浜の歩み展」と、特別講演会を5月に行いました。
　昔から遠浅の浜辺と松林で知られた舞子浜は、明治以降
は舞子公園開設（1900年）・国道拡幅に伴う公園整備（1928
年）・明石海峡大橋建設に伴う公園再整備（1994年）と、
その姿を何度か変え続けてきました。

　明治末期、貿易や海運などで活躍していた神戸華僑の呉
錦堂は舞子浜に別荘を購入し、後に自ら「松海別荘」（1911
年）を建設します。更に「松海別荘」に付設して「移情閣」
（1915年）を建設し、これが今の孫文記念館となっています。
「移情閣」は独特の建築方法やデザインが評価され、2001
年に国の重要文化財となっています。
　特別展では移情閣および、移情閣が位置する舞子浜の変
遷について、写真や写真絵葉書資料を展示し、かつての舞
子浜の名物で「値千両」とも言われた「根上がり松」（地
面が風などで削られて根が露出した松）や、人々でにぎわ
い続けた舞子の浜辺と移情閣などの様子をご覧いただきま
した。

　展示に際しましては、（公財）兵庫県園芸・公園協会様や、
天理大学附属天理参考館様に資料のご提供をいただきまし
た。また、神戸出身の洋画家・坂本益夫氏の初期の作品と
思われる、戦前の舞子公園と移情閣を描いた絵も、今回初
公開致しました。� （研究員：村田省一）

　去る5月9日、「移情閣上棟百周年記念」の一環として、
神戸大学名誉教授で建築史家の足立裕司先生をお招きし、
標記の題目でご講演をいただきました。足立先生は移情閣
の移築・復原に際しましてご協力をされた方で、移情閣の
構造や建設過程につきまして詳細な研究をされています。
　足立先生のご講演で特に印象深かったのは、呉錦堂と舞
子の関わりと、移情閣のデザインのもとについてです。ま
ず呉錦堂と舞子についてですが、呉錦堂は「松海別荘」が
建てられる（1911年）以前から、舞子の土地の購入に動い
ていたとの事でした。彼の所有地は舞子浜の移情閣一帯の
みならず、今のJR舞子駅の北側にも存在しており、有栖
川宮別邸の建設や舞子公園整備により、舞子の開発が進む
事を以前から見込んでいた可能性を、足立先生はご指摘さ
れました。
　また移情閣のデザインについてですが、足立先生は一見
中国風のデザインに見えるものの、実は西欧のゴシック様
式やピクチュアレスク建築、そして西欧における中国趣味
の影響も受けているのではないか、とお話しされました。
　その他、移情閣を構成する独特のコンクリートブロック
部品や、国道拡幅の際に松海別荘が移動されずに取り壊さ
れてしまった事情、武藤山治邸の建設と呉錦堂との関係な
ど、様々な話題をお話ししていただきました。
（当館ホームページに掲載している「呉錦堂を語る会通信」
19号に、講演録を載せています。）� （研究員：村田省一）

移情閣上棟百周年記念「移情閣と舞子浜の歩み展」
（2015年5月）

特別講演会「孫文記念館の歴史－建物が語ること、
そして現在から問いかけ」（2015年5月9日）

舞子の「根上がり松」1907年頃。

1920年代の舞子浜。左端に移情閣。

坂本益夫氏の作と推定される「移情閣・舞子公園の絵」。

足立裕司先生の講演。
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　記念誌『孫文記念館30年の歩み』を無事刊行することが
でき、まずは安堵しています。執筆された諸先生方、ご協
力をくださった関係者の皆様には、お礼とともに刊行が大
幅に遅れましたことをお詫び申さねばなりません。
　さて、当書の掲載資料集「孫文記念館・孫中山記念会の
歩み」の作成に当たっては、相当のエネルギーを注がなけ
ればなりませんでした。たとえば、当館の創設のいきさつ
については、当事者の回顧談に頼るほかありませんでした。
　一例を申しあげますと、初代館長山口一郎先生の回顧談
や副館長陳徳仁先生のインタビューには、1982年7月から8
月にかけて実施した「ひょうご県民の船」についての言及
があります。その「県民の船」で華僑側のリーダー林同春
氏らと坂井時忠知事をはじめ兵庫県の関係者と移情閣の将
来構想について、意見交換が行われました。そこで話し合
われたのが、華僑側が移情閣を兵庫県に寄贈し、兵庫県は
移情閣を改修し、孫文を記念する施設として開館できるよ
うに措置を講じ、近い将来、恒久的な運営母体を設立する、
ということでした。これは当館にとって創設の方向が決定
付けられた大切な事項でした。しかし、話し合いの正確な
日付がわかりません。これを確認するために、新聞に望み
を託しました。
　『神戸新聞』1982年7月28日夕刊6面の「老若456人訪中の
旅へ」と題する記事が目に止まりました。同乗の方城正三
記者の筆になる「第三回ひょうご県民の船」の記事です。
この記事から、訪問団は7月28日神戸発、8月3日広州着、8
月6日香港から空路で日本へ戻ることが間違いないと確信
しました。さらに同紙8月5日朝刊17面の「広東省と友好提
携覚書を交換」と題する記事には、前日の8月4日午後三時、
「県民の船」で広州訪問中の坂井知事が広東省人民政府講
堂にて、同省長劉田夫と覚書を交わしたと報じています。
これらの記事によって、以下のように二つの項目を書くこ
とができました。
・1982（昭和57）年7月28日
　兵庫県民中国友好訪問団（名誉団長坂井時忠知事、団
長深井辰三民生部
長、～8月6日）、「第
三回ひょうご県民の
船」にて、広州へ出
航。林同春、坂井知
事と移情閣の将来構
想について意見交
換。
　8月4日　兵庫県と
広東省、友好提携に
ついて覚書交換。
　記事を見つけた瞬間、
あったと思わず声をあ
げたくなったことを思
い起しています。
� （研究員：蔣海波）

・2月21日、荒尾市（熊本）より山下慶一郎市長が来館。
・3月11日、JICE主催・北京第二外国語学院、神戸大学学
生による「日中青年友好の歴史を探る旅」訪問団来館。
・3月25日、台湾鉄道管理局・山陽電鉄訪問団が来館。
・今年4月より、生協コープこうべ組合員の方への入館料
割引を実施。
・4月4日、愛新翼館長による連続講座「中国語で学ぶ中国
故事とその原典」第一回開催（於移情閣）。
・5月10日、中国青少年伝統芸能交流団一行来館。
・5月10日、中国電視公司（台湾）が当館を取材。
・6月6日、「中国語で学ぶ中国故事とその原典」第二回開
催（於移情閣）。
・6月24日、CCTV（中国中央テレビ）が当館を取材。
� （研究員：村田省一）

＊2015年度（1～6月）活動
・2015年度孫文研究会総会・冬季例会：1月12日（日・祝）
中華会舘
（書評会）武上真理子『科学の人・孫文』（勁草書房、
2014年）をめぐって
コメンテーター：宮川祥子（慶應義塾大学看護医療
学部准教授）、森川裕貫（京都大学学振PD）

・『孫文研究』第56号発行（6月30日）

＊2015年度（7～12月）活動予定
・孫文研究会秋季特別例会：10月31日（土）（予定）孫文
記念館
　「孫文とシンガポール」（仮題）シンガポール側と日本側
の研究者による報告を予定している。
・孫文研究会秋季特別例会：11月21日（土）（予定）
　ワークショップ「近代日本の新聞写真報道から日中関係
を再考する」（仮題）
・『孫文研究』第57号発行（12月予定）
� （孫文研究会代表理事：緒形康）

記念館ニュース〈2015年1月～6月〉

孫文研究会通信

『孫文記念館30年の歩み』の編集を終えて

『30年のあゆみ』収録資料の一部。

「中国語で学ぶ中国故事とその原典」。



第15号孫文〈孫文記念館 館報〉

― 5―

　2015年3月12日、「孫中山伝記資料与数据庫建設研究学術
研討会」（孫文伝記資料とデータバンク構築の研究に関す
る学術討論会）が上海孫中山故居紀念館「香山苑」ホール
にて開催されました。主催は復旦大学歴史系、協賛は復旦
大学中外現代化進程研究センター、上海孫中山故居紀念館
と当館でした。当館からは安井三吉前館長、徐小潔前主任
研究員、と私（蔣海波）が参加しました。
　同センターと当館の関係については、一昨（2013）年5
月17日、復旦大学歴史系教授傅徳華先生をリーダーとした
「20世紀中国人物伝記資源の整理と研究」チームが当館を
訪問された際、当館が編纂した『日本における孫文研究目
録』や『孫文・日本関係人名録』などに関心を示され、高
い評価をくださいました。また、訪問の際、傅先生は機会
があれば、当館との学術交流をさらに深めていきたいとも
話されました。昨（2014）年の暮れ、同センターから、同
大学姜義華教授の発案により、標記討論会の開催が決定さ
れたにつき、当館からの参加を要請する、との招請状が届
きました。検討の結果、上記三名が参加することになりま
した。
　討論会には15本の報告が予定されました。一日で消化す
るには、「強行軍」の感が否めませんでしたが、地元の報
告者の協力によって、当館関係者の報告は滞りなく行われ
ました。そのテーマは以下の通りです。
　安井三吉「孫文と日本人　二つの『全集』を手がかりに」、
徐小潔「孫文逝去と日本の世論」、蔣海波「孫文著作の日
本語訳について」など。
　これらの報告については、主催者の同意を得て、『孫文
研究』にその日本語文を発表する予定です。
　なお、この討論会の発案者である姜義華先生は当日、体
調不良のため欠席されましたが、後の同月18日に、同ホー
ルで開催された市民講座で元気な姿を拝見できました。
� （研究員；蔣海波）

・平成26年度第3回理事会
（平成27年3月27日　神戸中華総商会会議室）
議案：1．平成26年度収支補正予算について
　　　2．平成27年度事業計画について
　　　3．平成27年度収支予算について

4．名誉館長の称号の授与について
5．学術会員の選出について

報告事項：
　　　1．平成26年度予算執行状況について
　　　2．賛助会新会員について

3．その他
議案について、説明の後すべて承認されました。
安井三吉副理事長が名誉館長に就任されました。

・平成27年度第1回理事会
（平成27年5月20日　中華会舘第一会議室）
議案：1．平成26年度事業報告について
　　　2．平成26年度財務諸表について
　　　3．定時評議員会の開催について
　　　4．副理事長の選定について
議案について、説明の後すべて承認されました。
安井三吉副理事長が退任され、西村成雄理事が副理事長
に就任されました。

・平成27年度第1回評議員会
（平成27年6月18日　中華会舘第一会議室）
議案：1．平成26年度事業報告について
　　　2．平成26年度財務諸表について
　　　3．理事の選任について
　　　4．評議員の選定について
議案について、説明の後すべて承認されました。
� （孫中山記念会事務局長：中村伸彦）

研究室便り 孫中山記念会
理事会・評議員会報告

討論会記念集合写真。
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　今年は孫文逝去90周年、そして移情閣建設100周年にあ
たります。当館では来年の孫文生誕100周年に向け、改め
て注力する予定です。また今年5月の移情閣建設100周年記
念行事では、当館は特別展及び講演会を開催し、こちらを
通じて移情閣・舞子の奥深さを改めてご紹介できたのでは
ないかと思います。
　今秋は「孫文2015」にてシンガポール・孫中山南洋紀念
館から特別出張展をいただく予定となっております。普段、
日本ではなかなか知る機会の少ない、孫文と近代シンガ
ポールとの出会いを皆様にご紹介できるものと思います。
その折は是非ご来館下さい。� （M・S）

＊行事報告
・2015新春のつどい…2015年1月24日（土）11:00-13:30
　神戸華僑歴史博物・東栄酒家
　参加者25名。はじめに「神戸華僑歴史博物館」を見学し
呉宏明館長による「孫文と神戸華僑」についての講演を聞
きました。懇親会は、東栄酒家にて中華料理をいただき、
余興に歌があり、会員間の親睦を深めました。

・2015年度総会及び特別講演会…4月26日（日）移情閣1階
　35名が出席、委任状提出93名で総会成立。会則改訂案は
一部の文言を修正して可決。その他の議案が原案通り承認
されました。
　特別講演会では、孫文記念館西村成雄副館長に「孫文を
どのようにとらえてきたか―孫文の国家デザインとその継
承をめぐって―」と題して講演をいただきました。
　懇親会は、Tio舞子7階の海彩園にて開催、28名が参加。
孫文記念館愛新翼館長、蒋海波研究員も臨席され、自己紹
介、漢詩の披露などで、交流と親睦が深まりました。

・2015年度企画運営委員会…毎月第二土曜日、2階講義室
　第1回の5月9日では、総会報告と反省、役割分担、移情
閣だより案等を討議しました。その後は移情閣上棟100周
年記念講演会を委員研修として、計13名が参加しました。

・孫文学検定準備委員会・勉強会　2階講義室
　6月13日(土)、7月11日（土）15:00-16:00
　講師：蒋　海波さん（孫文記念館研究員）
　演題：①「孫文の生涯とその革命事業」6月13日（土）
　　　　②「孫文と日本・神戸」7月11日（土）
　第一回は孫文の青少年時代から始まり、孫文の革命の志
とその思想の経緯、孫文に関する著書の紹介の中、「駆除
韃虜」は孫文思想にないもので、「駆遂韃虜」が正しいと
日本語訳が誤解を招いていることや南方熊楠との出会い、
宮崎滔天にまつわる逸話など歴史的事件とその背景などに
ついて、孫文に対して理解を深める興味深く面白い内容
だった。

＊今後の行事予定
・2015移情閣まつり＆交流会…2015年10月10日（土）
　移情閣・舞子公園芝生広場
舞子公園五施設合同フェスティバル同時開催。コーラス・
二胡演奏・中国文化講座、神戸地区中国留学生学友会と
交流。
・「孫文2015」音楽と講演会　2015年11月15日（日）
　14:00-17:00　移情閣ホール
移情閣コーラス同好会と二胡同好会が出演。
講演会演題：「孫文時代の神戸華僑
　　　　　　�―新参客家と台湾商人を中心に」
講師：陳　来幸さん（兵庫県立大学教授・神戸華僑歴史
　　　　　　　　　　博物館副館長）
・2016新春のつどい…2016年1月30日（土）11:00-13:30
　会場：天安閣
　演題：「中華料理と中国の食文化交流について」
　講師：鮑悦初さん（神戸華僑総会会長）
� （移情閣友の会企画運営委員長：後藤みなみ）

移情閣友の会通信
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神戸華僑歴史博物館見学（左）と懇親会（右）。

西村先生講演会（左）と懇親会（右）。

勉強会講義。


