
第21号

― 1―

2018年7月
№21

目　　　　次

第30回「孫中山・宋慶齢記念地聯席会議」開催について‥‥⑴

百年「蓮」縁再続佳話　「孫文蓮」蓮根贈呈式‥‥‥‥⑵

第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議のお知らせ‥‥⑵

孫文記念館　2018年行事予定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑶

孫文研究会通信‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑶

「孫文のひろば」から‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑶

研究室便り‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑷

記念館ニュース‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑷

公益財団法人孫中山記念会理事会・評議員会報告‥‥⑸

公益財団法人孫中山記念会役員表‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑸

移情閣友の会通信‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑹

編集後記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑹

　今回、（公財）孫中山記念会主催により、第30回「孫中山・
宋慶齢記念地聯席会議」を神戸で開催できますことを誠に
光栄に思います。
　「孫中山・宋慶齢記念地聯席会議」は毎年一回、孫中山・
宋慶齢を記念する記念館や博物館、その他関連する施設な
どが持ち回りする形で、中国内外の各地で開催されてきま
した。現在、この聯席会議に加入している世界の記念館、
団体は約50を超えています。
　第1回は1989年に、孫文の遺体が安置されている中山陵
のある南京で開催され、その後、中国各地で開催されまし
た。その後中国国外で最初に開催されたのが第22回大会で、
マレーシアのペナンでした。これが最初の国外開催でした。
　本館は2009年、北京で開催された第21回会議に参加し、
それ以降、ほぼ毎年代表を派遣しています。第28回聯席会
議において、2018年に開催する第30回聯席会議の神戸開催
を提案し、承認されました。
　孫文は1895年11月に初来日し、最後の訪日となる1924年
11月まで、神戸に少なくとも18回来られています。生涯で
約9年間日本に滞在し、日本をこよなく愛し、日本を「第
二の故郷」とも言っています。
　孫文は1924年11月28日、神戸高等女学校講堂において「大
アジア主義」の講演をしました。日本国民に対し「西方の
覇道」と「東方の王道」いずれの道をとるかと呼びかけま
した。結局これが、孫文の日本に対する遺言となりました。
　孫文は中国大陸では「偉大な革命家」、台湾では「国父」

と称される20世紀中国を切り拓いた象徴的政治家・思想家
です。孫文はまた、日本と中国、日本人と華僑・華人とを
結びつける絆として、現在も我々の中で生き続けています。
　第30回「孫中山・宋慶齢記念地聯席会議」は2018年11月
27日～30日に開催され、一般公開の記念講演会と、聯席会
議、記念施設訪問などを予定しています。
　よろしくご支援のほどをお願い申し上げます。

第30回「孫中山・宋慶齢記念地聯席会議」開催について
� 孫文記念館館長　愛新　　翼　

神戸で講演する孫文と宋慶齢を報じた神戸又新日報記事（1924年11月29日）。
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　去る3月18日（日）、中国広東省中山市などの主催、京都
花蓮研究会などの協賛で、標記の贈呈式が当館移情閣で行
われました。
　「孫文蓮」は1918年に孫文が、山口県下関の実業家であっ
た田中隆に、革命運動の支援のお礼として中国蓮の種を
贈った事が始まりで、後に田中家は、蓮の研究で知られて
いた大賀一郎博士に種を託し、そこからこの蓮が日本各地
に伝えられていきました。蓮は中国では「同志の絆」とい
う意味もあります。
　現在では下関市の長府庭園や奈良の唐招待寺の孫文蓮が
有名ですが、当館庭園でも孫文蓮を栽培しており、夏には
花を咲かせています。

　今回は、孫文蓮を研究している京都花蓮研究会から、孫
文の故郷である中山市に、孫文蓮の蓮根が贈呈されること
になり、ちょうど100年前に孫文が残した日中友好の絆を
再び深める運びとなりました。贈呈式では京都花蓮研究会
の金子明雄氏が孫文蓮の由来をご説明され、その後に孫国
雄氏（孫文の曾孫）をお迎えして、無事に蓮根が贈呈され
ました。� （研究員：村田省一）

　孫文記念館を運営する公益財団法人孫中山記念会は、標
記の大会を2018年11月28日に開催致します。
　孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議は、孫文や宋慶齢にゆか
りのある世界各地の施設・団体（約50カ所）の代表が一堂
に会し、孫文・宋慶齢に関するさまざまな活動の報告や、
今後の企画展望について話し合いをする国際会議です。巻
頭の館長の説明にありますように日本では初の開催となり
ます。
　今回は兵庫県のご協力をいただき、本会議を兵庫県公館
内で行う予定です。

　また今大会では、兵庫県民会館における記念講演会を一
般に公開いたします（事前申込制）。今後、チラシや孫文
記念館ホームページなどでもご案内させていただきます。

　第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議記念講演会（予定）
日　時：2018年11月28日（水）午後
場　所：兵庫県民会館パルテホール（11F）
　　　　（兵庫県神戸市中央区下山手通4－16－3）
講演者：安井三吉（孫文記念館名誉館長）
　　　　「孫文と日本―『広東暴徒』・『辛亥元勲』・『王道

覇道』」（仮題）
� ほか

当館の孫文蓮。

孫文蓮贈呈式。向かって左側が孫国雄氏。右側が金子明雄氏。

第27回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議（重慶）にて愛新館長の報告。

第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議のお知らせ百年「蓮」縁再続佳話　「孫文蓮」蓮根贈呈式
（2018年3月18日、移情閣）
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・11月　孫文月間「孫文2018」
特別展示「日本の孫文ゆかりのミュージアム」（仮題）
　日本にある孫文に関連した記念館や団体を紹介し、合
わせて各所が所蔵している孫文ゆかりの品々も展示する
予定です。

・11月28日（水）孫文・宋慶齢紀念地聯席会議記念講演会
　兵庫県民会館

＊2018年度（1～6月）活動
・2017年度孫文研究会総会、冬季例会：
���1月8日（月・祝）中華会舘
研究報告「漢奸から烈士へ－
保安司令趙保原の抗日戦争前後のイメージ変遷」
� （郝昭 ：中国人民大学清史研究所博士課程）

・冬季特別例会：2月24日（土）：中華会舘
「武上真理子氏が目指したもの」＊神戸華僑華人研究会
と共催。
報告「武上真理子著『科学の人・孫文－思想的考察』（勁
草書房、2014年2月）を読む」
� （籠谷直人：京都大学人文科学研究所教授）
報告「武上真理子氏の目指したもの－孫文のbiopolitics
（生体政治）の構想とその可能性」
� （緒形康：神戸大学大学院人文学研究科教授）
・『孫文研究』第62号発行（6月22日）

＊2018年度（7～12月）活動予定
・孫文研究会夏季、秋季特別例会
・『孫文研究』第63号発行（12月予定）
　� （孫文研究会代表理事：緒形康）

　孫文記念館では、日本各地に残る孫文との縁につきまし
て、皆様方から情報をいただいております。特に2011年か
らは、当館ホームページにて「孫文のひろば」というコー
ナーを開設し、孫文に関わるお話を多くいただいて参りま
した。
　今回は、今年に入ってから新たにいただきました、孫文
にまつわるお話を紹介致します。
　まずこちらの写真をご覧ください。

　これは1916年に、当時中国で皇帝を名乗っていた袁世凱
が激しい反対を受け、結局皇帝を辞任したことを記念し、
孫文が東京で撮影した「帝政取消一笑会」の写真です。こ
の写真に出てくる田中昴氏についてのお話を伺う事が出来
ました。田中氏は当時印刷業を営んでおり、孫文の革命運
動にも協力していました。この邸宅「松柏軒」はもとは仙
台藩の下屋敷で、1916年4月9日、孫文は松柏軒を訪れて田
中氏らと会い、この記念写真を撮りました。孫文が抱いて
いる子供は、後に日中友好に尽力した廖承志です。松柏軒
は現在では女子栄養大学のキャンパスとなっています。
　次に、明治時代に山梨県選出の衆議院議員であった薬袋
（みない）勝氏に贈られたと思われる孫文の書につきまし
ても、お話を伺いました。薬袋氏は1902年に逝去されまし
たので、この書は孫文の革命運動の初期に書かれたものの
ようです。
　当館では引き続き、皆様の間で伝わっている孫文に関連
するお話を伺いたいと思います。当館ホームページ下部「過
去のお知らせ」から「孫文のひろば」をご覧いただくか、
または電子メールなどでもお待ちしております。
� （研究員：村田省一）

孫文研究会通信

孫文記念館　2018年行事予定

当館所蔵の孫文の書。

「孫文のひろば」から

前列右から田中貞子（田中昴氏長女）、萱野長知夫人、何香凝
（廖仲愷夫人）、孫文と廖承志、宋慶齢、田中とよ（昴氏夫人）、
田中節子（昴氏次女）、廖夢醒。後列には戴季陶、胡漢民、廖仲
愷や田中昴、藤田謙一（後に日本商工会議所会頭）など。1916
年4月9日撮影。（人物位置は弘前商工会議所編『藤田謙一』1988年、
107～108頁より。
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＊「康有為与近代中国──第七届中国近代思想史国際学術
研討会」に参加して
　標記の国際シンポジウムは、2018年3月17日から18日に
かけて、中国広東省佛山市にて開催された。主催者は佛山
市や中国社会科学院近代史研究所などである。康有為の出
身地である南海県は、2002年の行政区画の再編成で南海区
として佛山市に再編入された。会議は佛山市の全面的な協
力を得て、盛大に開催された。配られた会議用の予稿集は
上下2冊、1000ページを超える。大会主題発言者、分組会
の発言者をあわせて、総勢80本の報告、100名を超える参
加者による、文字とおりの大型学術研討会になっている。
　今回の研討会では、康有為とその同時代の人々の思想を
中心に、研究報告が行われた。伝統的な研究手法に加え、
康有為の海外、特に北米での経験が彼の思想形成に重要な
意味を持つことが北米の学者によって、発掘、確認された。
たとえば、程洪（カリフォルニア大学東亜図書館中国研究
館中文部主任）は『譚良所蔵康有為保皇会資料』を中心に、
北米保皇会内部の意見の齟齬や革命派との分岐、あるいは
協力の関係などを分析している。劉静（ブリティッシュコ
ロンビア大学（UBC）アジア図書館中文部主任）らの報
告は、カナダ華僑と康有為の相互影響について検討してい
る。この二つの報告はともにそれぞれの大学図書館に所蔵
されている北米華僑華人が遺した一次資料をもとに、研究
を展開しているので、康有為研究に新なる可能性をもたら
している。

　日本からは坂元ひろ子（一橋大学名誉教授）が康有為の
『大同書』と井上円了の『星界想游記』との関連性を検討
している。齋藤泰治（早稲田大学）は康有為と大隈重信と
の交信資料を中心に、康有為の東京での足跡を辿った。呂
順長（浙江工商大学、もと四天王寺大学教授）の報告は康
有為らが大阪の儒学者山本憲あてに書いた書簡を紹介した
もので、重要な史料が日本で発掘されたこととして、大い
に注目された。私は康有為らの維新派が神戸で日本の漢学
者と協力して刊行した『東亜報』と、上海の大同訳書局と
の関連について報告した。
　戊戌変法運動の挫折、敗北から、二つの甲子の歳月が流
れていた。中国では、この運動のもつ意味について、なお
評価が定まらないところが多く残されている。今後、さら
なる深化した研究がこの研討会を機に現れることに期待を
寄せたい。
� （主任研究員：蔣海波）

・2月28日　「歴史家ネットワーク検証班」（代表：早稲田
大学教授劉傑氏）一行が当館を訪問し、ワークショップ
「多様な歴史和解のネットワーク」を開催しました。当
館からは安井三吉名誉館長が講演を行い、孫文記念館の
歩んだ経緯や、今後の見通しについてお話をしました。

・3月18日　百年「蓮」縁再続佳話　「孫文蓮」蓮根贈呈
式を当館で開催（中国広東省中山市など主催）。

・4月17日　JCOM番組「時空の旅人　関西見聞録」が当
館を取材。放送は5月16日から。

・5月17日　兵庫県立大学・陳來幸教授ゼミ一行が来館。

研究室便り

シンポジウムの予稿集。

記念館ニュース〈2018年1月～6月〉

「歴史家ネットワーク検証班」と安井名誉館長ほか当館出席者。
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・平成30年度第1回理事会
　（平成30年5月25日　神戸中華会館）
議案：1．平成29年度事業報告について
　　　2．平成29年度財務諸表について
　　　3．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30年度第1回評議員会
　（平成30年6月22日　神戸中華会館）
議案：1．平成29年度事業報告について
　　　2．平成29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30年度事業計画について
　　　2．平成30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）

� 2018（平成30）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）
植村　武雄（神戸日華実業協会会長）
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）
植松　賢治（神戸市市長室国際部長）
横川　　太（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）
伊藤　　正（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（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）
今井　晋生（兵庫トヨタ自動車㈱取締役総務部長）
湛　　沛綸（神戸華僑総会理事）
陳　　明徳（神戸華僑総会会長）
鮑　　悦初（㈱廣記商行　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）

公益財団法人孫中山記念会役員表公益財団法人孫中山記念会
理事会・評議員会報告

濃霧に包まれた移情閣。
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　今年は兵庫県が成立してから150周年、また日中平和友
好条約締結から40周年にあたります。明治以降、日本の玄
関口の役割を担った兵庫・神戸は日中交流の場でもあり続
け、その中で孫文も神戸を18回にわたり訪れました。1924
年の孫文最後の訪問時には宋慶齢も同行し、夫婦で講演を
行っています。
　節目の年にあたり、当館は孫中山・宋慶齢紀念地聯席会
議など、様々な日中交流行事を行えることを幸いに感じま
す。また、11月の孫文月間特別展では、日本各地にある孫
文にゆかりのある施設を紹介致します。各館の孫文ゆかり
の史料もご提供いただき、一堂に展示する予定です。こち

＊行事報告
・新春特別講演会…1月21日(日)移情閣1Fホール　参加者

45名。
　『夜空に輝く星座の如く～孫文から明治維新』と題して、
大阪日台交流協会野口一会長に講演いただきました。2018
年は明治維新から150年の記念の年。維新の魁�天誅組から
満州国皇帝・愛新覚羅溥儀の実弟、愛新覚羅溥傑の夫人で
ある嵯峨浩様の実子の慧生、 生さんに触れ、南方熊楠と
孫文の関係などについて話されました。
・新春のつどい2018…2月12日（月・祝）東栄酒家　参加

者47名
　生田神社名誉宮司加藤隆久さんをお招きして『陳舜臣が
信仰した神社』と題して講演いただきました。陳舜臣と生
田神社、生田の森、諏訪神社の話、陳舜臣との交友、トア
ロードの名前の由来等の話のほか、陳舜臣貴重な自筆の歌、
手紙など披露、大変興味深い内容でした。食文化交流では、
美味しい中華料理を舌鼓うちながら会員間の親睦を図りま
した。余興には陳舜臣作詞の「鵲橋」などが歌われたほか、
詩吟もあり、最後はみんなで「故郷」を歌って交流を深め
ることができました。

・2018年度総会及び特別講演会…6月17日（日）移情閣1階
ホール
　会員数282名、46名が出席、委任状提出134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、
兵庫県国際交流協会の多木和重副理事長に「兵庫県政150
周年と国際交流」と題して講演いただきました。その後の

懇親会は、Tio舞子7階の海彩園にて開催、孫文記念館愛
新翼館長、講師の多木和重様をお招きして、総勢36名が参
加、漢詩朗唱などで交流と親睦を深めることができました。

＊今後の活動予定
・国際交流フェスタ2018 in 舞子公園…7月15日（日）
　11：30～　孫文記念館・公園芝生広場
　　外国にルーツを持つ留学生・高校生とBBQ交流、国
際音楽会、中国文化講座・公園施設見学等を予定。

・関帝廟普渡勝会見学と精進料理の会2018…8月25日(土)
神戸関帝廟

・移情閣まつり2018…10月7日（日）移情閣1Fホール・庭園
　公開講座①「古典で学ぶ中国書法」魚住卿山神戸大学名
誉教授　②「漢字でアンチエイジング」見方須賀子漢字
教育士。囲碁交流戦、コーラス、フルス・二胡演奏、オ
カリナ演奏・漢詩詩吟など。

・中国留学生・中国語履修高校生等と交流の会…10月7日
（日）移情閣ホール

・南紀白浜南方熊楠記念館等交流の旅…11月10日（土）～11
日（日）　1泊2日　白浜・田辺

・孫文2018音楽と講演の会…11月28日（水）県民会館パル
テホール
　　音楽の部はコーラス・二胡演奏。講演の部は「神戸と
孫文」安井三吉名誉館長ほか。

・新春のつどい2019　南京町春節祭見学、講演と食文化交
流…2019年2月3日（日）神戸華僑歴史博物館・東栄酒家
　演題：「音楽を通じての国際交流」講師：張文乃先生
・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）

らも是非ご覧ください。� （M.S）
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移情閣友の会通信

加藤氏の講演。

移情閣友の会総会。


