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　孫文生誕150周年という記念すべき年に出会えたことは、

私にとって幸運であるとともに、その任の重さに大きな責

任を感じているしだいです。

　孫文先生は言うまでもなく、20世紀中国の偉大な革命家

です。また、孫文先生は世界の多くの華僑に尊敬されてい

る政治的指導者の一人でもあります。先生が辛亥革命を遂

行するに当たり、先生にとって外国人である多くの日本人

が陰に、陽に先生を革命家として、また一人の人間として

実に多面的に支援したことは周知の事実で、『孫文・日本

関係人名録増訂

版』（孫文記念館

編、2012年）によ

ればその数はなん

と千三百人を超え

ております。おそ

らく中日の歴史上

このような例は他

に類を見ないで

しょう。私は、そ

れは、中国人、日

本人両国民に共通

する思想、「徳」

と言う儒教思想が

潤滑油の働きをし、結びつけたものと思っています。「己

に対する仁、他人に対する義」という「徳」の思想が中日

両国民を互いに親しみやすくさせたのだと想像していま

す。願わくば、日中両国民が互いに「徳」という鍵をもっ

て、両国間の親善友好の多くの門をさらに大きく開いてゆ

くのに役立ててほしいと切望しています。これは私達長年

日本に居住している華僑の強く願うところでもあります。

特に今回孫文生誕150周年を迎える節目の年に当たり、孫

文先生を単に20世紀の思想家、あるいは革命家として扱う

のではなく、視野

を現代から未来に

向けて広げ、その

中で先生の役割を

再評価し、その思

想をこれからの東

アジア、そしてグ

ローバルな平和の

ために役立てる可

能性を切り拓けれ

ばと考えています。

孫文生誕150周年記念に思う
� 孫文記念館館長　愛新　翼　

1913年3月12日、 神阪中華会館を訪問した際の孫文。
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・孫文記念館、（公財）孫中山記念会主催
　いずれも後日、当館WEBサイトやチラシなどで詳細を
お知らせします。

秋
企画展「孫文フォトアーカイブ（1900～1984）展
－『朝日新聞』・『歴史写真アーカイブ』にみる孫文図像－」
� 孫文記念館
　孫文生誕150周年を記念して、神戸と深い縁を取り結
んだ中国の政治家・孫文が同時代の『朝日新聞』や『歴
史写真アーカイブ』所蔵の写真にどのように可視化して
伝えられたのかをご紹介します。

11月
孫文月間「孫文2016」　孫文記念館
翠亨孫中山故居紀念館特別展（仮題）
　孫文の故郷、広東省中山市翠亨村にある孫中山故居紀
念館より特別に出展をいただき、翠亨村・中山市と孫文
の縁についてご紹介をいただく予定です。

11月11日（金）
主催：（公財）孫中山記念会　会場：兵庫県公館
孫文生誕150周年記念講演会
「百年後にスタートした孫文の「夢」と現実�－「シルクロー
ド経済帯・21世紀海のシルクロード」計画と日本の選択－」
基調講演：北野尚宏（JICA研究所所長）、高原明生（東

京大学教授）
講　　演：関山健（東洋大学准教授）、武上真理子（京

都大学客員准教授）、田中修（日中産官学交
流機構特別研究員）、及びファシリテェイター
に五百旗頭真（ひょうご21世紀研究機構理事
長）の各氏を予定。

11月26日（土）、27日（日）
主催：（公財）孫中山記念会　共催：神戸華僑華人研究会、
孫文研究会
会場：神戸大学統合研究拠点（ポートアイランド）

孫文生誕150周年記念国際学術シンポジウム
「孫文とアジア太平洋―ネイションを越えて」
基調講演：桑兵（中山大学教授）、村田雄二郎（東京大

学教授）
分 科 会：①政治経済セッション　②思想文化セッショ

ン　③華僑華人セッション　④参加と動員
セッション（セッションはいずれも仮題）

詳しくは後日配布のチラシポスター、またシンポジウム
サイト
http://s150kobe.com/index.html　をご覧ください。

・各地の記念事業
日本
・3月12日（土）～「孫文と武漢」展（長崎歴史文化博物館）
・3月15日（火）～27日（日）「世界の孫文記念館」展（荒
尾市宮崎兄弟資料館）
・4月23日（土）「孫文生誕150周年記念講演会」（東京・日
中の未来を考える会）
・7月12日（火）「孫中山生誕150周年記念東京中山（孫文）
フォーラム」（東京・中国公共外交協会ほか）
・11月12日（土）主催：移情閣友の会
　「孫文2016講演会・孫文ゆかりの地フィールドワーク」
　当館の西村成雄副館長による講演の後、神戸に残る孫文
ゆかりの場所を訪問。
※当催しにつきましては移情閣友の会までお問い合わせ
下さい。

中国
・3月11日（金）～「同仁：孫中山与日本友人梅屋庄吉」展
　　　　　　　　（孫中山大元帥府紀念館：広州）
・11月8日（火）－11日（金）「紀念孫中山先生誕辰150周
年国際学術討論会」（上海中山学社：上海）
・11月12日（土）「孫中山先生生誕150周年記念行事」（全
国政治協商会議：北京）
・11月13日（日）－17日（木）「紀念孫中山先生生誕150周
年国際学術討論会」（中山市）

孫中山故居紀念館。

「大アジア主義」講演が行われた神戸第一高等女学校校舎。
跡地は兵庫県庁南側広場。

2016年　孫文生誕150週年記念関連行事
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　公益財団法人孫中山記念会は、2016年11月26日（土）・27
日、神戸大学総合研究拠点にて、孫文生誕150周年記念国
際シンポジウムを開催する。
　本シンポジウムは「近代中国の父」として知られる孫文
（1866-1925）の生誕150周年を記念するものである。日本
で唯一の孫文記念館を擁する神戸では、30年の長きにわ
たって孫文生誕記念をはじめとする数多くの国際シンポジ
ウムを開催し、研究者間の学術交流の促進に寄与してきた。
この実績を踏まえ、このたびは「孫文とアジア太平洋――
ネイションを越えて」を総合テーマとして、新たな研究領
域の開拓と、さらなる社会貢献を行いたい。その際、2011
年の辛亥革命100周年記念国際シンポジウムで浮き彫りに
された「現代の東アジアが直面している共同の課題」を、
現代における孫文研究の課題として継承することが重視さ
れるべきだと考える。
　具体的には、「アジア太平洋」というフィールドを設定
することにより、「中国の偉大な革命家、思想家」として
捉えられてきた孫文を、広範かつ多様な観点から再検討す
ることを目指す。「アジア太平洋」とは、きわめて豊かな
可能性に満ちた空間であると同時に、政治経済の領域にお
いて複雑な諸課題を抱える地域――とりわけ「ネイション」
間の利害関係が交錯する領域――でもある。中国大陸のみ
ならず、台湾・シンガポール・オーストラリア・アメリカ
西海岸など、「アジア太平洋」の諸地域から研究者を招聘
して行われる本シンポジウムは、孫文が生きた時代から現
代にいたる「アジア太平洋」が直面してきた政治・経済・
社会・文化の諸問題の解明を通じて、現代の国際関係や文
化交流に関心を抱く人々の問いにも応えようとするもので
ある。
　シンポジウムでは、日中2名の研究者の基調講演に加え、
「政治経済」「思想文化」「華僑華人」「参加と動員」をテー
マにした分科会を設け、それらを踏まえた総合討議を行う。
本事業の概要は、孫文記念館のホームページ（URL:
http://sonbun.or.jp　また　http://s150kobe.com）に
掲載されている。
� （孫文研究会代表理事：緒形康）

� 事務局長　川鍋　彰男
　本年から、ご縁を頂いて「孫中山記念会」にお世話になっ
ています川鍋彰男です。どうぞよろしくお願い致します。
　私は、兵庫県の国際交流部門で長く勤務させていただき
ましたので、記念会の活動については以前から少し承知し
ていました。特に、中国政府の要人をはじめ、兵庫県の友
好提携にある広東省・海南省の要人の来県の際には、必ず
移情閣を訪問されていましたので、日中友好の懸け橋とし
ての移情閣を輝かしい存在として眺めて参りました。
　これからは、その事務局の一員になりましたので、晴れ
がましく、心が弾み、夢がふくらむ思いがいたします。
　「孫中山記念会」には3つの重要な役割があります。まず
第一に、国の重要文化財の指定を受けている移情閣の保存
と公開、第二に日本で唯一の「孫文」に関する記念館とし
ての調査研究活動、第三に「孫文」を通じた日中友好の拠
点であります。そして、素晴らしいことにそれらの活動が
華僑、行政、経済界、学界、市民と多くの関係者の協働に
よって支えられているということ
です。
　このような歴史ある大役を担う記念
会の事務局を預かるものとして、微力
ではありますが、皆様のご指導、ご支
援を頂いてその務めを果たして参りた
いと考えています。どうぞよろしくお
願い申し上げます。

� 　　前事務局長　中村　伸彦
　見習い期間を含めて4年11か月お世話になりました。
　小学校以来算数と歴史が苦手な私がこの長きを勤め終え
られたのは、ひとえに皆様の暖かいご支援のお蔭と感謝申
し上げます。
　何も貢献出来ませんでしたが、一つだけお役に立ったか
なあと思えることがあります。
　平成26年8月10日朝台風接近。傘は役に立たずゴルフ用
カッパ上下を着こみ吹き飛ばされそうになりながら出勤、
蒋海波さんもずぶ濡れですぐ到着しました（警報下で2人
だけの出勤）。ガタガタという大きな音に付属棟南廊下に
出てみると、南庭に出る観音開きの扉が、南風を受けて上
の3分の1くらいが内側にグニャッと反り返っており蒋さん
と2人で押さえました。
　更にどんどん風が強くなりもう扉が外
れそうになり、ずぶ濡れの蒋さんと2人で
10時半過ぎから13時半まで約3時間トイ
レも行けず必死に押さえていました。
　扉が外れていたら内部は大きなダ
メージを受けたと思われます。このよ
うな陰の努力で記念館は今も立派に
人々を惹きつけています。

川鍋事務局長。

孫文生誕150周年記念国際シンポジウムについて

会場の神戸大学統合研究拠点。

（公財）孫中山記念会　事務局長就任のご挨拶

退任のご挨拶

中村前事務局長。
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　去る5月14日、芦屋市のルナホールにて標記のフォーラ
ムが開催され、私も講師の一人として参加致しました。私
の他にもダルビッシュセファット・ファルサさん（大リー
グ・テキサスレンジャーズに所属するダルビッシュ有選手
の父親）や、ペルシャ料理研究家のダリア・アナビアンさ
んが参加し、異なる国同士の人々の間でコミュニケーショ
ンをとることや、相手の国の言葉を覚えることを通じて相
互理解を深めることの重要さについて話し合いました。
� （館長：愛新翼）

＊2016年度（1～6月）活動
・2016年度孫文研究会総会・冬季例会：1月11日（日・祝）
中華会舘
研究報告“Reconceptualizing�Asia�for�the�Fight�against�
Imperialism:�Chinese�Asianism�and� Its� Influence�
across�East�Asia,�1924-1945.”
（Craig�Smith：京都大学人文科学研究所研究員）
・『孫文研究』第58号発行（6月30日）

＊2016年度（7～12月）活動予定
・孫文生誕150周年記念国際学術シンポジウム
　「孫文とアジア太平洋－ネイションを越えて－」
　：11月26日（土）、27日（日）神戸大学統合研究拠点
　※当会は共催参加。
・『孫文研究』第59号発行（12月予定）
� （孫文研究会代表理事：緒形康）

・2月6日　「中国語で学ぶ中国故事とその原典」第6回（最
終回）を移情閣で開催。
・2月24日　中国宋慶齢基金会より艾多氏（宋慶齢基金会
研究中心主任）、孫暁燕氏（同基金会理事）、及び宮崎黄
石氏（宮崎滔天曾孫）ら一行が来館。
・2月27日　兵庫県神戸県民センター主催「神戸の中の中
国ツアー」一行来館。
・3月6日　日本大学（松重充浩先生ゼミ）、近畿大学（上
田貴子先生ゼミ）一行が来館。
・3月18日　中国青年公益事業交流団一行が来館。
・4月11日　テレビ朝日「クイズプレゼンバラエティーQ
さま!!」で当館が紹介されました。
・5月18日　中国青少年伝統芸能交流団一行が来館。
　6月2日　台湾・中山学術文化基金会一行が来館。

　神戸新聞総合出版センター『ワンダフルコウベ』（2月
発行）、京阪神エルマガジン社『歩いてめぐる神戸本』（4
月発行）で当館が紹介されました。

フォーラム会場。

2月24日、宋慶齢基金会艾多主任・宮崎黄石氏一行。

孫文研究会通信

国際フォーラム
「音楽とトークで描く芦屋の未来」に参加して

記念館ニュース〈2016年1月～6月〉

3月6日、日本大学・近畿大学合同ゼミ一行。
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・平成27年度第2回理事会
　（平成28年3月22日　神戸中華会館　会議室）
議案：1．平成27年度収支補正予算について
　　　2．平成28年度事業計画について
　　　3．平成28年度収支予算について
　　　4．学術会員の選出について
　　　5．林同春記念・孫文記念館学術賞について
報告事項：
　　　1．平成27年度予算執行状況について
　　　2．第27・28次孫中山宋慶齢紀念地聯席会議につ
　　　　�いて
　　　3．入館者状況について
　　　4．公益法人検査の結果について
　　　5．その他
議案について、説明の後すべて承認されました。

・平成28年度第1回理事会
　（平成28年5月26日　中華会館第1会議室）
議案：1．平成27年度事業報告について
　　　2．平成27年度財務諸表について
　　　3．定時評議員会の招集について
　　　4．事務局長の選任について
議案について、説明の後すべて承認されました。

・平成27年度第1回評議員会
　（平成28年6月23日　中華会館第1会議室）
議案：1．平成27年度事業報告について
　　　2．平成27年度財務諸表について
　　　3．理事の選任について
　　　4．監事の選任について
　　　5．評議員の選任について
報告事項：
　　　1．平成28年度事業計画について
　　　2．平成28年度収支予算について
　　　3．学術会員の選出について
　　　4．林同春記念・孫文記念館学術賞について
　　　5．事務局長の交代について
　　　6．その他
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：川鍋彰男）

� 2016（平成28）年7月1日現在、順不同
・理事長
齋藤　富雄（公益財団法人兵庫県国際交流協会理事長）

・副理事長
愛新　翼（兵庫県外国人学校協議会会長）
西村�成雄（大阪大学名誉教授）

・常務理事
川鍋　彰男（公益財団法人孫中山記念会事務局長）

・理事
安井　三吉（神戸大学名誉教授）
新　　尚一（神戸日華実業協会会長）
塚原　　淳（兵庫県県土整備部まちづくり局公園緑地課長）
片山　　啓（特定非営利活動法人アジア経済知識交流会
　　　　　　常務理事）
黄　　　磷（神戸大学大学院経営学研究科教授）
陳　　光輝（神戸大学大学院国際協力研究科教授）
岡本　　望（川崎重工業株式会社理事総務本部長）
山村　　昭（神戸市市長室国際部長）
石田　勝則（兵庫県産業労働部国際局国際交流課長）
林　　同福（神戸中華同文学校理事長）

・評議員
五百蔵俊彦（公益財団法人兵庫県園芸・公園協会会長）
石川　禎浩（京都大学人文科学研究所教授）
水埜　　浩（兵庫県神戸県民センター　センター長）
植松　賢治（公益財団法人神戸国際協力交流センター
　　　　　　常務理事）
水口　典久（兵庫県産業労働部国際局長）
緒形　　康（神戸大学大学院人文学研究科教授）
陳　　來幸（兵庫県立大学経済学部教授）
河合　純子
加藤　弘之（神戸大学大学院経済学研究科教授）
水上　孝一（株式会社神戸製鋼所総務部長兼大阪支社長）
平木　秀男（兵庫トヨタ自動車株式会社取締役総務部長）
湛　　沛綸（神戸華僑総会常任理事）
陳　　明徳（神戸華僑総会会長）
鮑　　悦初（（株）廣記商行　取締役会長）
小川　賢一（株式会社三井住友銀行公共・金融法人部
　　　　　　（神戸）部長）

・監事
梶谷　　懐（神戸大学大学院経済学研究科教授）
麦　　兆良（兵庫県広東同郷会理事）

公益財団法人孫中山記念会役員表孫中山記念会
理事会・評議員会報告
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　今年4月に発生しました熊本地震では多くの方が被災さ
れたと伺いました。まずはお見舞を申し上げます。当館の
関係する所では、普段から交流があります荒尾市の宮崎兄
弟資料館も安全確認の為に6月9日まで一時休館されたとの
ことで、被災地の一日も早いご復興を祈念いたします。
　さて、今年の後半は当館、孫中山記念会でも様々な孫文
生誕150周年記念活動を行なって参ります。現代の東アジ
ア地域にとりましても孫文の足跡は古くて新しいテーマと
して残り続けている、そういったことを皆様にお知らせで
きるのではないかと思います。
� （M.�S）

＊行事報告
・2016新春のつどい…2016年1月31日（日）11時半より
　「天安閣」にて開催。参加者：49名。
　はじめに、林同福会長より新年のご挨拶、来賓に愛新翼
館長がご臨席。続きまして、神戸華僑総会鮑悦初会長から
「中国の食文化と中国料理」と題して、講演をいただき、
文化の違いについて理解を深めた後、畑啓喜料理長から「家
でできる本格中華！」の講習を受け「えびのタルタルソー
ス風」の作り方を教わりました。美味しい中華料理に舌鼓
を打ちながら余興に二胡演奏の披露や皆で歌ったりして親
睦と交流を図ることができました。

・2016年度総会及び特別講演会…4月30日（日）移情閣1階
　会員数239名のうち出席が41名、委任状提出は85名で総
会成立。
　すべての議案が原案通り承認されました。
　特別講演会は、孫文記念館安井三吉名誉館長から「記念
される孫文」と題して、孫文と日本・神戸の絆等について
講演をいただきました。
　懇親会は、Tio舞子7階の海彩園に移し、講師の安井先
生と愛新翼館長をお招きして、総勢31名の参加があり、会
員間の親睦を深めることができました。情報交換等、余興
にはバイオリン演奏や詩吟が披露され、楽しい交流の場で
した。

＜今後の行事予定＞
・孫文生誕150周年記念事業
1．台湾国父紀念館との交流の旅　8月19日～22日/3泊4日。
　�国父紀念館見学・ロビーコンサート、歴史探訪：九份、
阿里山、日月潭、故宮博物院南院または映画「KANO」
ゆかりの地等。

2．「孫文2016」講演会　11月12日（土）　兵庫県立のじ
ぎく会館

　�演題：「孫文生誕150周年を記念して－孫文の神戸・
神戸の孫文」

　�講師：孫文記念館西村成雄副館長
3．孫文ゆかりの地フィールドワーク　11月12日（土）
　�①孫先生大アジア主義講演の地プレート→②諏訪山
公園孫文潜居の地銘板→③神阪会館跡(中華同文学
校)→④大倉山公園孫文銅像

・2016移情閣まつり＆交流会…10月10日（月）
　移情閣・舞子公園芝生広場
　中国文化公開講座、コーラス・二胡演奏、高校中国語
履修生徒・中国留学生との交流会等。

・同好会合同フェスティバル…12月4日（日）生田文化会館
　中国古代史・コーラス・二胡同好会といきがいSNS
による「楊貴妃が愛した日本人」の朗読劇、コーラスと
二胡演奏等。
　
・2017新春のつどい…2017年1月29日（日）12：00-15：00
　①懇親会：東栄酒家（予定）　②南京町春節祭見学
� （移情閣友の会企画運営委員長：後藤みなみ）
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新春のつどい。

安井先生の講演。

移情閣友の会通信

懇親会。


