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　昨2018年11月28日、（公財）孫中山記念会は孫文・宋慶
齢（孫文夫人）に関連する世界各地の32の施設団体から86
人の参加者を迎え、標記の国際会議を兵庫県公館にて開催
しました。孫文と宋慶齢の世界各地における記憶の継承や、
今日的課題との結びつきについて相互に交流を深め、また

日本と孫文のつながりを世界に向けてアピールする事が出
来ました。ご協力をいただきました関係各位に、お礼を申
し上げます。会議の詳細につきましては4ページをご覧く
ださい。

「第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議」を開催しました

2018年11月29日、聯席会議参加者の孫文記念館前での参観記念写真。
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20�9.2 孫文〈孫文記念館 館報〉

　第30回孫中山・宋慶齢記念地聯席会議が、孫文ゆかりの
地ここ兵庫・神戸で開催されます。日本での初開催をお喜
びするとともに、海外からお越しの皆様を心から歓迎し
ます。
　1868年、神戸港開港とともに誕生した兵庫県は、神戸港
から海外の人・物・技術を積極的に受け入れ、異文化を理
解・尊重し、外国人との信頼関係を築きながら発展を遂げ
てきました。
　孫文は、その神戸港に降り立った代表的な偉人です。
1895年11月に初めてひょうご・神戸を訪れて以後、少なく
とも18回は神戸を訪ね、神戸華僑や実業家の方々に温かく
迎えられ、交流を深めました。
　そして、最後の訪問となった1924年11月28日、当時の県
立神戸高等女学校の講堂において、「大アジア主義」の講
演を行われました。武力を中心とした西洋の帝国主義に対
して、仁と徳を旨とする東洋の王道文化をもって、日本、
中国をはじめアジア諸国が手を携え、世界の平和、発展に
貢献していくべきと説かれました。
　世界では、今なお領土をめぐる紛争や宗教・思想、民族
間の対立が後を絶ちません。私たちは、今一度、孫文の言
葉に立ち返り、人と人、地域と地域が、顔の見える交流を
積み重ね、お互いの発展のため協力していくことが大切
です。
　折しも今年は、日中平和友好条約締結40周年、改革開放
40周年、兵庫県創設150周年です。この記念すべき年を更
なる交流発展の時機とすべく、私自身、孫文の出身地・広
東省へ昨年の友好提携35周年に続いて赴き、日本広東経済
促進会に参加するほか、広東省への学生交流団の派遣や環
境対策への協力など、幅広い分野で中国との交流に取り組
んでいきます。
　今回、皆様は、日本で唯一孫文を顕彰する施設「孫文記
念館」を訪問されます。改めてその偉大な業績を辿り、よ
り一層充実した孫文研究につながることをご激励くださ
い。また、今後とも日中友好の架け橋となり、交流の促進
にご尽力いただくことを期待します。
　孫中山・宋慶齢記念地聯席会議の今後ますますのご発展
と、関係の皆様のご健勝でのご活躍を心からお祈りします。

　このたび、第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議開催を
記念する特別講演会にご参加いただき、ありがとうござい
ました。
　この聯席会議は、中国の革命家であり思想家である孫中

山先生とその夫人宋慶齢女史に関係する博物館、記念館な
どが一堂に集まる連絡会議で、中国を中心に50ほどの機構
で構成されています。
　公益財団法人孫中山記念会では第30回目の記念すべき会
議を、兵庫県政150周年記念事業として位置付け、28日、
29日の両日に神戸で開催しています。
　そしてまた、今からちょうど94年前の1924年11月28日に、
孫文先生が「大アジア主義」講演をこの地で行なっており、
本日はそういう意味でも記念すべき日になっています。
　このような機会に聯席会議参加メンバーや日本国内の孫
文に関係する施設の方々にご参加いただき、この特別講演
会開催の運びとなりました。
　講演会のテーマは『孫文・宋慶齢を支援した日本の人び
と』です。辛亥革命を成功させた孫文にとって日本は大変
重要な国でありました。孫文自身が「日本は第二の故郷で
ある」と語っています。
　近代の日中関係では難しく、不幸な事柄が多くありまし
た。そのような中にあって、孫文先生、宋慶齢女史の活動
に支援できたことは、われわれ日本人にとって誇るべきこ
とだと思います。今後、孫中山記念会では、孫文を通じて
日中両国の相互理解を深めてまいりたいと考えています。
　本日の講演会では安井三吉孫文記念館名誉館長先生並び
に日本国内の孫文に関係する博物館から興味あるご講演を
頂けるものと思います。皆様にとって有意義な講演会にな
りますことを祈念申し上げます。

　1924年、神戸を訪れていた孫文は日本の民衆に向けて「大
アジア主義」講演を行い、最後のメッセージを日本に残し
ました。この孫文の講演を記念して「大アジア主義」講演
銘板が、1997年に会場跡地にある兵庫県庁のそばに設置さ
れました。
　 昨2018年11月、
兵庫・神戸におけ
る孫文の足跡をよ
り多くの人に知っ
ていただくべく、
兵庫県により、銘
板の上に「大アジ
ア主義」講演につ
いての解説板が追
加されました。
　「1924年（大正13年）11月28日、中国の革命家孫文（1886
～1925）は、兵庫県立神戸高等女学校の講堂（現在地）に
おいて、神戸商業会議所主催、新聞4社の後援のもとに、
約3千人もの聴衆を前に「大アジア主義」講演を行いました。
講演の中で孫文は、東洋の王道と西洋の覇道とを分け、仁
義道徳による東洋の王道を基礎とする「大アジア主義」を
唱え、アジア諸民族の地位回復を説きました。」（解説板よ
り転記）

第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議祝辞
（公財）孫中山記念会会長・兵庫県知事

井戸　敏三

第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議
特別講演会ご挨拶

公益財団法人孫中山記念会　理事長　齋藤‥‥富雄

孫文「大アジア主義」講演銘板（兵庫県庁）に、
解説板が追加設置

講演銘板（下）と解説板（上）。
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　この度、神戸において「第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯
席会議」が盛大に開催されることを、心からお喜び申し上
げます。
　本会議は、中山陵のある南京で1989年に第1回が開催さ
れて以来、30年もの長期にわたり各地の記念施設で開催さ
れ、活発な学術交流及び意見交換が行われてきました。孫
中山・宋慶齢両氏と日本との深いつながりに思いを馳せつ
つ、日中平和友好条約締結40周年という日中関係にとって
の節目の年に開催される本会議が、両国の更なる友好親善、
相互理解の促進に寄与する記念すべき会合となることを期
待しております。
　本会議の開催に御尽力された関係者の皆様に深甚なる敬
意を表するとともに、本会議の御成功を心からお祈り申し
上げます。
� 2018年11月28日
‥ 外務大臣　河野　太郎

　尊敬する来賓、代表の皆様、こんにちは。
　今日、我々はここで一堂に会して、第30回孫中山・宋慶
齢紀念地聯席会議を盛大に挙行する事ができ、無上の光栄
に存じます。
　まず、日本神戸孫文記念館を代表して、代表の皆様が遠
路はるばるとご来臨された事に対して、歓迎の意を表させ
ていただきます。ご多忙にも関わらずご臨席いただきまし
た兵庫県井戸敏三知事、神戸市の代表、そして来賓の皆様
に対しまして、心より感謝を申し上げます。
　孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議は1989年に創設され、中
国内外の孫中山・宋慶齢と関連のある紀念地の聯誼機構で
あり、自発的に結成され、一年に一度の会議です。2018年
の聯席会議は神戸孫文記念館が主催する事になり、神戸孫
文記念館の館長として、非常に光栄に存じます。
　神戸孫文記念館は1984年に創設され、日本で唯一、中国
の革命家・政治家・思想家の孫中山先生の名を冠した博物
館です。1895年、孫中山先生は初めて日本に来られた際、
神戸で上陸されました。1924年、宋慶齢女士と共に最後に
日本を訪問し、日本を離れ、帰国の途に就いたのも神戸か
らでした。そして、孫中山先生の有名な「大アジア主義」
講演もここ神戸で発表されました。孫中山先生は前後にし
て、神戸に来られたのは、18回も数えられます。孫中山先
生と神戸のご縁は非常に深くて厚いと言えます。日本の友
人との交流もとても深いです。孫中山先生は曾て日本を「第
二の故郷」とも言った事があります。
　我が館は創立して以来、既に34年の歳月が経ちました。

この建物はもともと老華僑呉錦堂先生の別荘で、既に100
年以上の歴史を有します。神戸孫文記念館は創立して以来、
日中友好の促進、孫中山に関する学術交流と発展に相応の
貢献をしてきました。今回、我が館は幸運にも、第30回孫
中山・宋慶齢紀念地聯席会議を主催する事ができました。
光栄に思うと同時に、責任の重大さも感じております。今
回の大会は本館にとっては、紛れなく極めて意義のある大
会です。世界各国・各地の友人に神戸には孫中山先生を記
念する孫文記念館があるという事を知らせるだけでなく、
我が館の学術水準を向上させるのにも有意義です。我々は
孫中山先生の足跡に沿って前進する事を永遠に停止しませ
ん。今回の聯席会議を通じて、各地、各紀念館との交流、
協力を強化し、更に我々の経験を豊かにしていく事を期待
しています。最後に、今回の聯席会議に多大なご支援を賜っ
た中国駐大阪総領館李天然総領事、兵庫県、和歌山県に対
しまして衷心よりの謝意を表させていただきます。
　聯席会議にご出席される代表の皆様、美しい海港都市神
戸で愉しい時を過ごされる事を願いながら、大会が同仁の
皆様の努力と協力によって、円満に成功される事を予め祝
福させていただきます。皆様に感謝いたします。

第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議歓迎詞
孫文記念館館長
愛新　翼

第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議
祝辞

聯席会議で歓迎の辞を述べる愛新翼館長。

挨拶する井戸敏三（公財）孫中山記念
会会長、兵庫県知事。

特別講演会で挨拶する齋藤富雄
（公財）孫中山記念会理事長。
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　孫文記念館を運営する公益財団法人孫中山記念会は、昨
年11月28日に「第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議」を
神戸で開催致しました。
　既に館報20号・21号でもお伝えしました通り、「孫中山・
宋慶齢紀念地聯席会議」は、世界各地にある孫文および、
その妻で慈善事業や国際交流に尽力した宋慶齢にゆかりの
ある施設・機関が一堂に会し、それぞれの活動の報告や今
後の方針について話し合う国際会議です。孫中山記念会は
第30回会議を孫文記念館のある神戸で開催する事を聯席会
議に提案し、承認を受けました。
　今回、日本国外からは中国・香港・台湾・シンガポール・
マレーシア・アメリカなどから61名、国内からは25名を迎
え、11月28日に兵庫県公館で開催いたしました。孫中山記
念会の会長でもある井戸敏三兵庫県知事より開会の挨拶を
いただき、また王家瑞・中国宋慶齢基金会主席、上海市孫
中山宋慶齢文物管理委員会、河野太郎外務大臣からの祝文
を紹介いたしました。
　会議ではまず、新規加入団体として、日本の孫文宋慶齢
関連団体である日本孫文研究会と、NPO法人宋慶齢基金
会日中共同プロジェクト委員会の加入を決議しました。前
者は1984年以来、日本で孫文に関する研究を行ってきまし
た。後者は2000年より、中国の内陸部の児童・女性に対す
る様々な支援や、国際的交流活動を行っています。
　その後、孫中山故居紀念館の元館長・蕭潤君氏から、聯
席会議の歴史についてのご講演をいただきました。続いて、
各地の施設・機関（団体）による活動報告が行われ、北京
宋慶齢故居管理中心・北京市中山堂、南京孫中山紀念館・
辛亥革命武昌起義紀念館・広州孫中山大元帥府紀念館・広
東革命歴史博物館・香港孫中山紀念館などが自らの取り組
みについて説明しました。孫文記念館からは、神戸と孫文
との歴史的つながりについて紹介し、また今後の聯席会議
の運営をより組織的にするべく提言を行いました。
　当日午後からは、孫文と日本とのつながりに関する特別
講演会と、日本の4ミュージアム代表者によるパネルディ
スカッション（詳細は5頁）を、市民約400名の参加をいた
だき実施しました。
　夕方、神仙閣にて中国駐大阪総領事館主催の歓迎会が開
催されました。李天然総領事がご挨拶の中で2018年の日中
間交流の実績に触れ、今大会の成功を祝いました。
　翌29日にはエクスカーションとして孫文記念館や、神戸
華僑歴史博物館、神戸中華同文学校を参観し、神戸と孫文・
中国とのつながりについて現地解説しました。中華同文学
校では生徒さんによる獅子舞などの演技が披露され、大変
好評でした。
　30日には、会議参加者を和歌山に案内し、孫文と1897年
にロンドンで出会って以来の交流があった博物学者・南方
熊楠の顕彰施設（南方熊楠記念館・南方熊楠顕彰館）を参
観し、日本と孫文のゆかりについて、改めて理解を深めて
いただきました。� （研究員：村田省一）

第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議
（2018年11月28日、於兵庫県公館）

神戸華僑歴史博物館の参観。

神戸中華同文学校にて。

南方熊楠顕彰館を参観。

南方熊楠記念館前にて。
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　第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議に引き続き、標記
の特別講演会を兵庫県公館にて来場者400名を迎えて開催
しました。
　まず始めに、安井三吉氏（神戸大学名誉教授・孫文記念
館名誉館長）より、「孫文と日本―『広東暴徒』・『辛亥元勲』・
『王道覇道』」という題で講演をいただき、革命運動に身を
投じた孫文が、最初の革命蜂起に失敗した際に、まず日本
に逃れたことから孫文と日本の縁が始まり、孫文は日本で
多くの友人支援者を獲得し、また多くの在日中国人と協力
して、日本を革命運動のひとつの基盤としていった歴史的
経緯をご紹介いただきました。
　また孫文が『広東暴徒』として追われた際、最初に日本
に上陸した場所は神戸であり、その後も神戸は孫文が『辛
亥革命元勲』として、1913年に公式に訪日した際の記憶を
留め、また孫文最後の訪日となった1924年にも神戸は孫文
を歓迎し、神戸は「大アジア主義」講演で孫文が『王道か
覇道か』の遺言を日本に残す場となった点も強調されま
した。
　続きまして、「日本の孫文ゆかりのミュージアム紹介」
として、孫文や宋慶齢と縁の深い日本各地の施設からご紹
介をいただきました。
　愛知大学記念館(愛知県豊橋市)の武井義和研究員は、愛
知大学記念館で所蔵している孫文に関連した文物を通じ
て、愛知大学の前身にあたる南京同文書院・上海東亜同文
書院出身の山田良政・純三郎兄弟が残した孫文との絆につ
いて、ご紹介をいただきました。
　熊本県荒尾市の宮崎兄弟資料館につきましては荒尾市長
の浅田敏彦氏より、荒尾に今も残る宮崎兄弟と孫文との記
憶につきまして、ご紹介をいただきました。孫文や中国革
命家たちをひろく支援した宮崎滔天は有名ですが、宮崎民
蔵もまた、人類の平等思想を孫文と共有していた点などを
お話しいただきました。
　長崎県の長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム
（旧香港上海銀行長崎支店内）からは、同ミュージアム館
長の水嶋英治氏より、同館とその本館にあたる長崎歴史文
化博物館が、長崎の対外交流の歴史、そして長崎出身の梅
屋庄吉と孫文との交流の紹介に取り組んでいることをご発
表いただきました。

　和歌山県白浜町の南方熊楠記念館からは谷脇幹雄館長か
ら、世界的に活躍した博物学者の南方熊楠が、ロンドンや
和歌山で孫文と交流し、在野の学者として実地研究に励み
ながら、人類史的課題である自然保護や環境問題への思索
を続けたことにつきまして、紹介を続けていることをお話
しいただきました。
� （研究員：村田省一）

・10月　「孫文2018」および「第30回孫中山・宋慶齢紀念
地聯席会議」の開催に合わせ、台湾の中華紅幇裁縫湯姆
西服公司様より、中山服（中国名は「中山装」。孫文が
制定した制服）を寄贈していただきました。当館内にて
展示中です。
・10月29日～11月4日　当館職員の土井敏郎氏による写真
展「孫文記念館－施設と庭園－」を兵庫県民会館で開催。
・11月1日～12月2日　孫文2018特別展「日本の孫文・宋慶
齢ゆかりのミュージアム展」を当館にて開催。
・11月28日　孫中山記念会の主催で、「第30回孫中山、宋
慶齢紀念地聯席会議」を兵庫県公館にて開催。会議出席
者・列席者は海外含め86名、32団体。
・12月8日　中国のインターネット番組・テンセントビデ
オ（騰訊）が当館を取材。番組は「明治的六個飯局」と
いうタイトルで、明治時代の日本を取り上げ、その一つ
に孫文が紹介されます。今年3月より順次公開予定です。

・以下の新聞紙面にて、当館の活動をご紹介いただきまし
た。読売新聞9月12日朝刊・神戸明石面、毎日新聞10月
12日朝刊・神戸面、朝日新聞11月6日朝刊・神戸面。

孫文2018特別講演会
「孫文・宋慶齢を支援した日本の人々」
（2018年11月28日、於兵庫県公館）

記念館ニュース〈2018年7月～12月〉

壇上の講演者各位。

講演する浅田敏彦荒尾市長（向かって右）。

館内を取材する番組司会者の許知遠氏（向かって中央やや右）。
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　昨年の孫文月間「孫文2018」では、孫中山・宋慶齢紀念
地聯席会議開催に合わせ、孫文・宋慶齢と日本のつながり
を国内外により広く紹介する目的で標記の特別展を開催し
ました。
　今回は日本各地にある孫文・宋慶齢ゆかりの諸施設から
厚いご協力をいただき、各施設が所蔵する、孫文や宋慶齢
に関する貴重な文物を展示する事ができました。各施設様
からのご協力に改めてお礼を申し上げます。

協力施設および展示品は以下の通りです。

○愛知大学記念館（愛知県豊橋市）
・孫文による山田良政追悼文
・孫文と山田純三郎の写真
・孫文による山田純三郎への領収書、また山田純三郎の
経費についての支払い命令書

・孫文書「壮游」
・孫科（孫文長男）が山田家に宛てた孫文の訃報電報
・国民政府陸軍第三方面軍が山田純三郎に発給した証明書
　孫文の革命事業に協力した山田良政・純三郎兄弟に関
する資料を主にお借りしました。こちらは革命運動に参
加して死去した良政、兄を継いで孫文に協力した純三郎
に対する孫文・中国側の信頼を示すものです。
○犬養木堂記念館（岡山県岡山市）
・孫文から犬養毅への手紙2通
　いずれも1900年に、孫文が日本を拠点として革命運動
を行っていた時のものです。当時既に、犬養が孫文の有
力な支援者となっていた事を示すものです。
○渋沢史料館（東京都北区）
・孫文から渋沢栄一宛て手紙
　近代日本経済の形成に活躍した渋沢栄一は、孫文をは
じめ中国革命家との交流でも知られます。1924年、孫文
が来日に先立ち、部下の李烈鈞を使者として日本に派遣
した際、渋沢栄一に李を紹介するために書いた手紙です。
○長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム（長崎県
長崎市）
・孫文と結婚した当時の宋慶齢の衣装（再現品）

・宋慶齢から梅屋家・小坂家あて手紙2通
　今回の宋慶齢の衣装は、孫文と結婚した当時の写真に
ある服を、再現したものです。鮮やかなブルーが印象的
でした。
　宋慶齢からの書簡は2通で、一通は孫文との結婚直後
に上海で書かれた物、もう一通は宋慶齢の晩年に、梅屋
家との長年の交流を振り返るものです。

○南方熊楠記念館（和歌山県白浜町）
・孫文が「海外逢知音」と書き送った手帳
・南方熊楠の写真2点
　「海外逢知音」は孫文がロンドンで南方熊楠と交流し
ていた際、熊楠のことを親友と認めた孫文が、熊楠に向
けて贈った言葉です。孫文と熊楠の間柄を象徴する言葉
と言えます。
○南方熊楠顕彰館（和歌山県田辺市）
・孫文と南方熊楠の写真
・孫文が南方熊楠に送った手紙2通
　1901年、孫文が和歌山に南方熊楠を訪ねた際の資料を
お貸しいただきました。写真は和歌山で熊楠が孫文と共
に撮影したものです。手紙は前年に孫文が熊楠に再会を
希望する内容と、再会後に犬養毅宛てに熊楠を紹介する
内容のものです。
○宮崎兄弟資料館（熊本県荒尾市）
・宮崎滔天『三十三年の夢』原本
・毛沢東、 植蕃が宮崎滔天に宛てた手紙
　1902年に刊行された『三十三年の夢』は、日本国内の
みならず、中国に向けても孫文の革命事業を紹介するも
のとなりました。1917年、親友の葬儀のために訪中した
宮崎滔天は、現地の師範学校学生から接触を受け、学校
で講演を行いました。その学生の一人が毛沢東でした。
手紙は中国における滔天の知名度の高さを示すものと言
えます。
○NPO法人宋慶齢基金会日中共同プロジェクト委員会（東
京都）
・基金会関係者による孫文・宋慶齢関連書籍
　NPO法人宋慶齢基金会日中共同プロジェクト委員会
は、長年に渡り中国農村地帯における教育・衛生などの
事業を支援してきました。また関係者による孫文・宋慶
齢についての著作も多く、今回はこちらをお貸しいただ
きました。� （研究員：村田省一）

孫文2018特別展
「日本の孫文・宋慶齢ゆかりのミュージアム」
（2018年11月1日～12月2日、於孫文記念館）

特別展の様子。

特別展別室。向かって右に宋慶齢の衣装。
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第�1回� 1989年 5 月�南京�第16回� 2004年11月�重慶
第�2回� 1990年 8 月�中山�第17回� 2005年11月�中山
第�3回� 1991年 5 月�上海�第18回� 2006年12月�香港
第�4回� 1992年 6 月�文昌�第19回� 2007年10月�上海
第�5回� 1993年 1 月�北京�第20回� 2008年11月�福州
第�6回� 1994年10月�武漢�第21回� 2009年� 5月�北京
第�7回� 1995年10月�重慶�第22回� 2010年11月�ペナン
第�8回� 1996年11月�南京�第23回� 2011年� 5月�台北
第�9回� 1997年11月�中山�第24回� 2012年11月�シンガポール
第10回� 1998年11月�上海�第25回� 2013年10月�武漢
第11回� 1999年11月�広州�第26回� 2014年10月�南京
第12回� 2000年10月�文昌�第27回� 2015年11月�重慶
第13回� 2001年� 5月�北京�第28回� 2016年11月�中山
第14回� 2002年� 9月�武漢�第29回� 2017年11月�ロサンゼルス
第15回� 2003年10月�南京�第30回� 2018年11月�神戸

　移情閣を建てた呉錦堂の令孫の呉伯瑄氏が、昨年9月に
逝去しました。呉伯瑄氏は1931年に生まれ、少年期は主に、
舞子の移情閣近くにありました呉家別邸で過ごしました。
成人後は国内の企業に就職し、後に日中間のビジネスや日
中交流の事業に携わりました。1965年からは移情閣は「孫
文記念館」とするために、国内華僑の方々に一旦譲渡され、
移情閣は後に兵庫県に再譲渡されて、1984年に孫中山記念
館として開館しました（2005年より孫文記念館に改称）。
その後の孫文記念館の活動にも深いご理解、ご支援をいた
だき、呉錦堂に関する様々な資料のご提供や、2011年には
当館庭園に「旧呉錦堂別邸」の石碑を寄贈していただきま
した。
　孫文記念館一同、呉伯瑄氏の生前よりいただきましたご
厚意に感謝を申し上げ、謹んでご冥福をお祈りいたします。

　孫文記念館においては、革命家・政治家・思想家として
の孫文に関する著作品は、数多く刊行しています。しかし、
施設や庭園、また「移情閣」を取り巻く舞子公園を中心と
した案内書は、少ないのではないかと思います。
　そのような思いから、当館事務スタッフの一員として施
設・庭園管理の業務に当たりながら、一年ほどの機関に折々
に撮影したものを今回まとめました。多くの方々に「孫文
記念館ガイド」の一助としてお役に立てればとの思いから、
標記写真展を兵庫県民会館にて開催致しました。また11月
28日の孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議・孫文2018特別講演
会の会場でも展示を致しました。
� （孫文記念館職員：土井敏郎）

＊2018年度（7～12月）活動
・孫文研究会夏季例会：7月28日（土）KCCビル
研究報告「中國國民黨黨史館所藏史料概要及其利用方法
　　　　　─以“海外黨務”史料為中心」
　（王文隆：中国国民党党史館元主任）
・秋季特別例会：11月28日（水）：兵庫県公館
「孫文・宋慶齢を支援した日本の人々」
　　＊主催：孫中山記念会。当会は共催参加。
　講演「孫文と日本―『広東暴徒』・『辛亥元勲』・『王道覇道』」
　　（安井三吉：神戸大学名誉教授・孫文記念館名誉館長）
　　　「日本の孫文ゆかりのミュージアム紹介」
（愛知大学記念館・荒尾市宮崎兄弟資料館・長崎近代
交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム・南方熊楠記
念館）

＊2019年度（1～6月）活動予定
・孫文研究会冬季例会：1月14日（月祝）中華会館
研究報告「孫文の地方自治論を受け継いだ広東
　　　　　－陳済棠政権期の地方自治」
　　（宮内肇・立命館大学文学部准教授）
・『孫文研究』第63号発行（2019年3月予定）
・同64号発行（6月予定）
� （孫文研究会代表理事：緒形康）

訃　　　報

写真展「孫文記念館ー施設と庭園ー」
（2018年10月29日～11月4日、於兵庫県民会館）

孫文研究会通信

孫文記念館と背後の明石海峡、淡路島。

2011年11月12日、「旧呉錦堂別邸」の石碑除幕式にて。向かって
右に故呉伯瑄氏、左は田﨑雅元・孫中山記念会理事長（当時）。

孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議歴代開催地
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　お陰様を持ちまして、孫文記念館・（公財）孫中山記念
会は第30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議を無事挙行する
事ができました。ご協力をいただきました国内外の各位に
感謝を申し上げます。
　中国や日本のみならず、孫文は世界各地に足跡を残して
います。世界の中で孫文の記憶をどう共有し、また現代の
課題と結びつけて考えるか、今回の会議をはじめ、当館で
は引き続きこの点も貢献していきたいと考えております。
� （M.�S）

＊行事報告
・関帝廟普渡勝会見学･精進料理を楽しむ会…8月25日(金)
関帝廟　参加者：38名
　今年で4回目。林同福会長の案内で境内をまわり、普渡
勝会について理解を深めたあと、美味しい精進料理が振る
舞われ、親睦と交流を図りました。28日の謝宴は役員など
9名が出席し、神戸華僑と親交を深めることができました。

・移情閣まつり2018＆交流会…10月7日（日）　移情閣
　参加者：126名
　公開文化講座、コーラス、ウクレレ演奏、詩吟、フルス
演奏、二重唱、オカリナ演奏と漢詩朗唱、二胡演奏等を実
施。文化講座は、神戸大学名誉教授�魚住和晃氏による「顔
真卿」と漢字教育士見方須賀子さんによる「漢字でアンチ
エイジング」と題した講演。2階講義室では囲碁同好会と
中華同文学校校友会が交流戦。交流会は、兵庫県立鈴蘭台
高校�中野貞弘先生と中国語履修生が中国語で歌を披露の
あと、孫文記念館を見学された。中国の文化と音楽を通じ
て地域や若い世代との交流を深めることができました。
・孫文2018特別講演会･･･11月28日（水）　兵庫県公館
　参加者：400名
　今年は「孫文・宋慶齢を支援した日本の人々」をテーマ
に孫中山記念会と共催。特別講演会に先立って、コーラス
同好会が「かけはし舞子移情閣」「茉莉花」「青春舞曲」を
披露。後藤委員長による移情閣友の会の活動紹介、最後は、
二胡同好会が「台湾メドレー」と「賽馬」を演奏しました。

・孫文・南方熊楠ゆかりの地バスツアー…11月30日（金）
　第30回孫文・宋慶齢紀念地聯席会議参加者の南方熊楠記
念館と南方熊楠顕彰館見学ツアー（計35名）に友の会から
役員等6名が参加し、交流を深めることができました。

・移情閣友の会忘年会/大阪光の饗宴・台南光の廟 見学
…12月15日(土)�名家�華中華/大阪中之島公園�参加者：25名
　今回初めて大阪での行事を試み、神戸台湾留日華僑総会
の陸超会長にもご参加いただき、台北駐大阪経済文化辨事
處との交流と会員間の親睦を図ることができました。台南
光の廟 はとても綺麗でした。大阪市役所ロビーでの台湾
人歌手謝銘祐さんの語り唱歌は心打たれました。
・移情閣だよりの発行　117号（2018.8）　118号（2019.1）
＜今後の予定＞
・2019新春のつどい…2月3日(日)　11：00-13：30
　講演会・神戸華僑歴史博物館特別展見学・食文化交流
会　場：神戸華僑歴史博物館（講演会・特別展）/
　　　　東栄酒家（食文化交流）
演　題：「時を重ねるということ～音楽に生きた人生」
講　師：張　文乃さん（国際音楽協会理事長・コーラス

同好会指導）
参加費：3,000円� （企画運営委員長：後藤みなみ）

孫文記念館館報　『孫文』
第22号　（2019年2月28日発行）
発行者　公益財団法人�孫中山記念会
〒655-0047　兵庫県神戸市垂水区東舞子町2051
　�Tel� :� 078-783-7172　　�Fax� :� 078-785-3440
　� e-mail� :� sunwen20@aioros.ocn.ne.jp
　�URL� :� http://sonbun.or.jp
（題字は孫文記念館所蔵の孫文自筆の書より。ただしオリジナルは縦書き）

移情閣友の会通信

関帝廟の普渡勝会。
コーラス（上）と、二胡（下）の演奏。


