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　記念館展示室の最初の部屋に「孫文：世界を駆けめぐっ
た主な軌跡」がおかれています。この世界地図に、19世紀
から20世紀にかけての国際航路での孫文の船上生活と鉄道
移動が実に詳しく可視化されています。当時の安井三吉館
長を中心にして復元された貴重な成果で、孫文記念館に
とって孫文の揮毫などと並んで一つの重要な展示物です。
　孫文のアメリカ滞在は延べ約9年余で、そのうち13歳か
らのハワイ就学期間は5年余で、ハワイがアメリカ領になっ
た1894年以降は、すでに革命への道を歩み始めていたこと
になります。辛亥革命が起きた1911年には、1月にパリか
らニューヨークに入り、その後9月にはサンフランシスコ
からまたアメリカ東海岸へ革命講演と資金集めの遊説に出
ていました。アメリカ西部時間で10月9日の夜にユタ州オ
グデンを出て10日の夜コロラド州デンヴァーに到着し、随
行の黄雲蘇とThe Brown Palace Hotel にチェックイン
していました。翌11日午前11時ごろ、ホテルでの新聞で「武
昌すでに革命党に占領さる」との辛亥革命の勃発を伝える
記事を見たといわれています。孫文はデンヴァ―にほぼ1
日滞在し、11日夜にはデンヴァ―を出発し、15日にシカゴ
では中華民国樹立への祝賀会がもたれました。その後20日
ニューヨーク着、11月2日ニューヨークから乗船し11日ロ
ンドンへ、21日パリへ、そして24日マルセイユ発で、12月
16日シンガポール、21日香港、25日上海帰着、1912年1月1
日南京へという行程でした（沈衛紅・『南方週末』2016年
12月11日による）。

　孫文はこの間、米英仏などとの今後の外交関係のあり方
を検討し、10月14日のロンドン発行・The Daily Chronicle
紙には、肖像画とともに「全友好諸国への挨拶状」を公表
し、「現在の専制政治の腐敗した国家を一掃しこの地に共
和国を樹立」すべく「兵を挙げて満州政府と戦っている」
と宣言していました（伊原澤周「孫文の共和宣言につい
て」）。あきらかに新国家樹立を視野に入れた外交活動の一
環でした。
　当館展示の資料としてもう一度ぜひご覧いただければ幸
いです。

記念館展示物の再探訪
孫文、最後のアメリカ滞在：コロラド・デンヴァ―から南京へ

� 孫文記念館副館長　西村　成雄　

孫文記念館第一展示室。
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　今年4月7日、台湾にある中山学術文化基金会の許水徳理
事長一行が当館を訪問しました。中山文化学術基金会は
1965年に設立された団体で、現在まで「中山学術文化基金
会叢書」の刊行などで、孫文に関する研究を推進し、またそ
の他の科学文化方面にも支援を行っている団体です。許理
事長はかつて台北駐日経済文化代表処代表も務めています。
　一行は関西にある孫文ゆかりの地を訪問する一環として
来神し、当館や神戸華僑歴史博物館など、神戸にある孫文
ゆかりの施設を訪問しました。
　当日はまず当館の蔣海波主任研究員が、孫文と神戸のつ
ながりについて説明し、その後当館の愛新翼館長と許理事
長が続けて挨拶し、今後の双方の交流を確認しました。
 （研究員：村田省一）

・11月　孫文月間「孫文2017」
　特別展示会「神戸開港150年と神戸華僑」（仮題、神戸
華僑歴史博物館と共催。）
　第一回林同春記念・孫文記念館学術賞授賞式（11月12
日）
　その他　孫文研究会・移情閣友の会の催しを予定。

・1月9日～2月12日
　神戸市立歌敷山中
学校生徒みなさんの
作品による、移情閣
水彩画展を当館で開
催。

・3月25日
　中国青年公益事業
交流団一行が来館。

・3月、当館元研究員の武上真理子氏より、孫文研究関連
資料（図書約70点（重複所蔵のぞく）、資料約80点）の
寄贈をいただきました。こちらは改めて紹介する予定
です。

・4月7日
　台湾・中山学術文化基金会一行が来館。

　今年は植物学者、エコロジストとして有名な南方熊楠の
生誕150周年にあたります。熊楠の出生地である和歌山市
ではこれを記念して、標記劇を開催しました。
　熊楠はロンドンに遊学していた1897年に、革命運動のた
め各地を奔走していた孫文と大英博物館で出会います。そ
れから3カ月間、二人は頻繁に交流を行いました。1901年、
滞日中の孫文は和歌山に向かい旧友の熊楠を訪ねました。
劇はこの事をモチーフにしています。
　熊楠に誘われて和歌山の山中を彷徨う孫文とその従者温
炳心は、森の精霊に出迎えられて不思議な体験をします。
そこに一人の少女が銃を持って孫文を襲撃しました。彼女
の兄は清朝の兵士で、孫文の革命軍との戦いで戦死してい
たのです。熊楠と森の精霊たちは孫文や少女をもてなしつ
つ、生命が循環する「エコロジー」の中では無駄なものは
なにも無いことや、また動物か植物なのか分類が難しい粘
菌を例に出し、物事をむやみに分断するべきでないことを
説き、ついに両者は和解する、というお話しでした。
　劇中のオリジナルのストーリーですが、熊楠が唱えた世
界観、自然観をコミカルかつ分かり易く演じていたのが印

象的でした。また会場はほぼ
満員であり、熊楠に対する和
歌山や近隣の人たちの関心の
高さを窺い知りました。
　ちなみに孫文記念館では
2006年に、孫文と熊楠の交流
を取り上げた特別展、及びシ
ンポジウムを開催しました。
当館にて特別展図録やシンポ
ジウム論文集も販売しており
ます。
 （研究員：村田省一）

記念館ニュース〈2017年1月～6月〉

中山学術文化基金会一行と当館愛新館長、西村副館長、安井名誉館長。

当館を参観する一行。

孫文記念館　2017年行事予定

歌敷山中学校画展。

和歌山市内の熊楠生誕記念碑。

台湾・中山学術文化基金会一行の来館
（2017年4月7日）

南方熊楠生誕150周年記念演劇「熊楠と孫文」をみて
（2017年2月5日�会場：和歌山市民会館�主催：和歌山市）
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＊2017年度（1～6月）活動
・2017年度孫文研究会総会・冬季例会：

1月9日（月・祝）中華会舘
研究報告「人類学からみた中国の儒教復興：東アジアへ
の展望」

（秦兆雄：神戸市外国語大学中国学科教授）
・『孫文研究』第60号発行（6月30日）

＊2017年度（7～12月）活動予定
・孫文研究会秋季特別例会：11月12日（日）（予定）
　「北洋政府と広州軍政府」国際シンポジウム（仮題）
・第一回林同春記念・孫文記念館学術賞受賞式：
　11月12日（日）
・『孫文研究』第61号発行（12月予定）
 （孫文研究会代表理事：緒形康）

・平成29年度第1回理事会
　（平成29年5月26日　神戸中華会館）

議案：1．平成28年度事業報告について
　　　2．平成28年度財務諸表について
　　　3．提示評議員会の召集について

　以上について、説明の後すべて承認されました。

・平成29年度第1回評議員会
　（平成29年6月23日　神戸中華会館）

議案：1．平成28年度事業報告について
　　　2．平成28年度財務諸表について
　　　3．理事の選任について
　　　4．評議員の選任について
報告事項：
　　　1．平成29年度事業計画について
　　　2．平成29年度収支予算について
以上について、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）

 2017（平成29）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副会長）

・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（神戸日華実業協会前会長）
宮崎　貴久（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）
中村　　啓（川崎重工業㈱総務部長）
山村　　昭（神戸市市長室国際交流推進部長）
多治比　寛（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）
谷口　賢行（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　　来幸（兵庫県立大学経済学部教授）
河合　純子（移情閣友の会　副会長）
王　　　柯（神戸大学大学院国際文化学研究科教授）
水上　孝一（㈱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㈱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（㈱廣記商行　取締役会長）
小川　賢一（㈱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）

孫文研究会通信

公益財団法人孫中山記念会
理事会・評議員会報告

公益財団法人孫中山記念会役員表

当館庭園で咲いた蓮の花。
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　今年は神戸開港から150周年にあたります。神戸は中国
や世界とのつながりが深い国際都市であったからこそ、孫
文はここ神戸に深い足跡を残しました。
　今年5月、神戸日華実業協会の創立100周年記念として、
孫文が愛用した言葉「博愛」の碑が、同協会により神戸市
大倉山の孫文像の隣に建てられました。また2月には和歌
山市主催で南方熊楠生誕150周年を記念し、熊楠と孫文の
交流を題材にした劇が上映されました。神戸や各地で日本
と孫文とのつながりを記憶する試みが続く中、当館も引き
続きその役割に努めてまいります。 （M.S）

・2017新春のつどい…2017年1月29日（日）東栄酒家・神
戸華僑歴史博物館

　南京町春節祭見学・東栄酒家での食文化交流では、孫文
記念館蒋海波主任研究員をお招きして、会員間の親睦と交
流を図ったあと、神戸華僑歴史博物館「仁川チャイナタウ
ン特別展」へ。安井三吉名誉館長に説明いただき、仁川の
チャイナタウンについて、理解を深めることができました。
参加者：30名

・企画運営委員会屋外例会…2月11日(日) 神出小束野村・
呉錦堂池フィールドワーク

　呉錦堂を語る会通信編集委員・中国文化同好会橘雄三さ
んの案内で村祭りに参加。子ども相撲、餅撒き等を見学。
企画運営委員、呉錦堂のお孫さんの呉伯瑄さんご夫妻、孫
文記念館蒋海波主任研究員の9名が参加し、交流を図るこ
とができました。

・2017年度総会及び特別講演会…4月29日（土）移情閣1階
ホール

　会員数261名、37名が出席、委任状提出129通で総会成立。
すべての議案が原案通り承認されました。特別講演会では、
神戸華僑歴史博物館の蔡勝昌館長に「活動を通じて見た華

僑社会」と題した講演をいただきました。その後の懇親会
は、Tio舞子7階の海彩園にて開催、孫文記念館の愛新翼
館長、講師の蔡勝昌様をお招きして、総勢33名が参加、詩
吟などで交流と親睦を深めることができました。

・林同福会長「兵庫県国際協力功労賞」受賞祝賀会…
　7月15日　第一楼
　この度、林同福会長は国際協力の実績が評価され、「兵
庫県国際協力功労賞」を受賞されました。愛新翼館長、神
戸華僑総会等の発起で授賞祝賀会が盛大に開催され、友の
会から16名、全体では約240名が参加しました。

＊今後の活動予定
・神戸関帝廟普渡勝会見学および精進料理楽しむ会…
　8月25日（金）　関帝廟
・2017移情閣まつり…10月8日（日）　移情閣・庭園
・公開文化講座…10月8日（日）　移情閣1階ホール
・神戸地区中国留学生学友会等と交流の会…10月8日（日）
　移情閣1階ホール
・「孫文2017」音楽と講演の会　11月19日（日）14:00-16:00
　移情閣1階ホール

＜音楽の部＞
　移情閣コーラス同好会と二胡同好会が出演。
＜講演の部＞
　演題：「中国近代化における孫文の影響」
　講師：愛新翼　孫文記念館館長

・2018新春のつどい…2018年2月12日（月・祝）11:00-14:30
会場：神戸華僑歴史博物館　（食事）東栄酒家
演題：「陳舜臣と神戸について」（仮題）
講師：加藤隆久さん（生田神社名誉宮司）

・移情閣だより　年二回（8月、1月）発行
 （移情閣友の会企画運営委員長：後藤みなみ）

孫文記念館館報　『孫文』
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発行者　公益財団法人 孫中山記念会
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　 Tel : 078-783-7172　　 Fax : 078-785-3440
　 e-mail : sunwen20@aioros.ocn.ne.jp
　 URL : http://sonbun.or.jp
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移情閣友の会通信

神出・呉錦堂碑にて。

新春のつどい。 神戸華僑歴史博物館見学。

林会長の挨拶。 蔡勝昌館長の講演。


