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　昨年度「孫文　2018」は「第30回孫中山・宋慶齢紀念地
聯席会議」でしめくくられ、多彩かつ掘り下げた国際的国
内的交流を、記念館や神戸という場で提供することができ
ました。
　本年度の「孫文　2019」月間は、兵庫という地域社会が、
孫文はじめ近代中国とどのような関係を蓄積してきたのか
という課題に接近し、併せて1984年孫文記念館創立以来の
35周年を振り返りたいと思います。
　記念館編纂の『孫文・日本関係人名録』で取り上げられ
た1294名のうち出身地の判明している方々は627名で
すが、そのうち兵庫の方は29名です。孫文自身は1895
年から1924年までの30年間に18回来神しています。こ
うした密接な日中の民間交流の関係性は今日にまで続
いています。
　今回の特別展示展では、主として1920年代30年代に
日本のメディア空間で活躍された兵庫・姫路出身の
ジャーナリスト太田宇之助氏（1891～1986）を取り上
げます。
　太田氏は、同時代中国の複雑で錯綜する政治的変動
を「混乱する中国」とみる当時の主流的捉え方に対し、
実は政治的に統一に向かいつつある深層底流があるこ
とを認識すべきだと主張していました。その意味で、
大阪朝日新聞や東京朝日新聞、さらには『中央公論』
誌など主要なメディアでの「現代中国認識」をめぐる
議論の、重要なオピニオンリーダーの一人であったと
いえます。
　この「太田宇之助・中国論」の特徴とその時期の日

中関係への政策的提言などを復元することで、改めて21世
紀段階の今日的な中国理解と日中関係理解のあり方を客観
化し、新たな構想力をもって継承しうる「視点と支点」を
得る一助となればと思います。
　と同時に、孫文記念館開館35周年にあたりますので、記
念館開設に直接関係された兵庫地域社会・華僑社会を代表
する諸先輩の足跡を振り返り、孫文記念館を生み出し支え
ていただいた歴史の山なみを眺望しつつ縦走したいと思い
ます。

「孫文2019」ひょうごの人々と近代中国／
記念館創立35周年を迎えて

� 孫文記念館副館長　西村　成雄　

1922年9月、上海での太田（前列中央）と孫文（中列中央）など、日中の人々の記念写真。
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　昨2018年11月、（公財）孫中山記念会・孫文記念館が第
30回孫中山・宋慶齢紀念地聯席会議を神戸で開催した際、
日本各地にある孫文に関連する施設から熱心なご協力をい
ただきました。その時の返礼も兼ね、今年3月に私と西村
成雄副館長が長崎県と荒尾市（熊本県）を訪問し、当地に
あります「長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム」、
「宮崎兄弟資料館」を参観しました。
　長崎では長崎県文化国際観光部の中﨑謙司部長をはじ
め、長崎県庁の方々や、昨年の聯席会議記念特別講演会に
もご参加をいただきました長崎歴史文化博物館の水嶋栄治
館長、また長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム
の真崎俊介事務長をはじめとする皆様から歓迎をいただ
き、長崎歴史文化博物館や長崎近代交流史と孫文・梅屋庄
吉ミュージアムを参観しました。
　その後、熊本県荒尾市では、昨年の「孫文2018」におけ
る特別講演会にもご参加をいただきました、荒尾市の浅田
敏彦市長や荒尾市役所の方々、また宮崎兄弟資料館の松永
豊美館長をはじめ、資料館の方々から歓迎をいただき、宮
崎兄弟資料館や、世界遺産にも認定されました市内の万田
坑（三池炭鉱の一部）を参観しました。北九州各地の炭鉱
は、当時の炭鉱家が孫文を支援したり、また宮崎滔天の家
も一時は石炭販売業を営むなど、孫文とも縁のある産業で
した。
　孫文記念館では今後も、日本各地にあります孫文に関連
する施設の皆様と、連絡や協力を続けて参りたい所存です。

・5月23日
　中華海外聯誼会の湯翠英副秘書長一行が来館。
・5月31日
　中国・曁南大学の郭熙・華文学院教授一行が来館。
・6月12日
　上海市孫中山宋慶齢文物管理委員会の蘇敏副主席一行
が来館。宋慶齢の衣装の複製品を当館に寄贈されました。
以前当館で展示していた宋慶齢の衣装（複製）から代わ
り、当館2階で展示中です。

・6月28日
　中国の李肇星元外相・中国人民外交学会名誉会長一行
が来館。

・6月下旬
　　当館庭園のリュウ
ゼツラン（竜舌蘭）
が開花しました。テ
キーラの原料などで
知られるリュウゼツ
ランは数十年の生涯
で一度だけ花を咲か
せ、その後は枯れて
しまいます。
〇孫文記念館次長の中
部正博氏が2019年3
月を以て退職し、後
任は東谷眞吾氏が就
任しました。

九州の孫文関連施設（長崎近代交流史と孫文・
梅屋庄吉ミュージアム、宮崎兄弟資料館）への訪問

孫文記念館館長　愛新　翼

長崎歴史文化博物館を参観。

宮崎兄弟資料館を参観。

記念館ニュース〈2019年1月～6月〉

開花したリュウゼツラン。

宋慶齢衣装の贈呈式。 記念写真。前列中央右に蘇敏副主席。

参観する李肇星氏（向かって左）。
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・令和元年度第1回理事会
　（令和元年5月24日　神戸中華会館）
議案：1．平成30年度事業報告について
　　　2．平成30年度財務諸表について
　　　3．定時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。

・令和元年度第1回評議員会
　（令和元年6月21日　神戸中華会館）
議案：1．平成30年度事業報告について
　　　2．平成30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．令和元年度事業計画について
　　　2．令和元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）

＊2019年度（1～6月）活動
・2019年度孫文研究会総会、冬季例会：
1月14日（月・祝）中華会舘
研究報告「孫文の地方自治論を受け継いだ広東社会―
陳済棠政権の地方自治」
（宮内肇：立命館大学准教授）
・『孫文研究』第63号発行（3月20日）

＊2019年度（7～12月）活動予定
・夏季例会：8月3日（土）KCCビル
報告「孫文2019『ジャーナリスト太田宇之助の見た中国

と孫文』特別展準備状況」（蔣海波：孫文記念館
主任研究員）

　　「孫文晩年の対日主張に対する日本側メディアの反
応－朝日新聞を軸にして－（仮題）」（村田省一：
孫文記念館研究員）

・秋季特別例会
・『孫文研究』第64号発行（8月予定）
・『孫文研究』第65号発行（12月予定）
� （孫文研究会代表理事：緒形康）

� 2019（令和元）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（神戸中華同文学校名誉校長）
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）
黒田　正勝（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（神戸中華同文学校名誉理事長）

・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）
藤原　俊平（兵庫県神戸県民センター　センター長）
山本　　猛（公益財団法人神戸国際協力交流センター
　　　　　　専務理事）
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）
河上　哲也（㈱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
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　今年は孫文記念館開館から35周年にあたります。今年
は当館の地元「兵庫」に着目し、兵庫と孫文との関わりを
テーマにして11月の特別展を企画しております。まずは
姫路市網干出身のジャーナリストで、戦前の中国専門記者
として活躍された太田宇之助と孫文の関係、そして兵庫か
ら日本初の孫文記念館を作ろうと努力された人々を紹介す
る予定です。ぜひご参観ください。
� （M.S）

＊行事報告
・新春のつどい2019…2月3日（日）　神戸華僑歴史博物館・

東栄酒家　53名
　コーラス指導の張文乃先生の「時を重ねるということ
～音楽に生きた人生」と題した講演、神戸華僑歴史博物
館春節祭特別展を見学。東栄酒家で食文化交流。友の会
応援歌をみんなで歌い、盛会裏に終えることができま
した。

・2019ＫＯＢＥ国際交流フェア…3月2・10日（土・日）　ハー
バーランド・スペス・シアター　30名
　ブース出展、孫文に関するクイズ出題、二胡同好会が
出演。友の会のＰＲを図りました。

・友の会35周年記念台湾交流の旅…4月12日～15日（3泊4
日）　34名
　国際音楽協会と共催で、台南・高雄・台北三都をめぐ
り、奇美博物館、国父紀念館にてロビーコンサートを実
施。孫文銅像に献花、館内見学。奇美の創業者許文龍（91）
ご夫妻と日本の童謡等を通じての交流に参加者一同感銘
を受けました。

・日台交流ユニバーサルコンサート2019in神戸…4月28日
（日）　北野工房のまち　200名
　日本と台湾の音楽を通じて障害のあるなし、国や言葉
の違いを越え、親睦と交流を図りました。

・2019年度総会・特別講演会…5月26日（日）　移情閣1階
ホール　43名
　総会では、すべての議案が原案通り承認されました。
特別講演会に林同福会長による「友の会35周年記念して
～これからの展望」、河合純子副会長に「友の会35年の
歩み、温故知新で未来に繋ぐ」と題してお話いただきま

した。懇親会は、Tio舞子7階の海彩園にて開催、39名
が参加。孫文記念館の愛新翼館長も参加。会員の交流と
親睦を深めることができました。

＊今後の活動予定
・関帝廟普渡勝会見学と精進料理の会2019…8月23日（金）

神戸関帝廟
・国際交流フェスタ2019 in 舞子公園…9月15日（日）
　孫文記念館・舞子公園芝生広場
　　留学生などとBBQ交流、お国のど自慢、公園施設見
学等。文化講座：「国際ボランティアの経験からー異文
化から学ぶー」　酒井正人さん。

・移情閣まつり2019・交流会…10月13日（日）　移情閣1F
ホール
　　囲碁交流戦、コーラス・二胡演奏、中国剪紙教室、中
国語履修高校生と交流。講演：①「中国名宰相の言葉」
愛新　翼館長　②「日本語教室で学ぶ外国から来た子ど
もたち」梁佳恵さん。

・孫文2019音楽と講演の会…11月17日（日）　孫文記念館
　　音楽の部はコーラス・二胡演奏。講演の部：①「兵庫
県の観光政策」兵庫県観光監　城　友美子さん　②「健
康ルネサンス時代を迎えて」神戸大学大学院　羅　志偉
教授。

・友の会35周年記念祝賀会…12月15日（日）　舞子ビラ六
甲の間　友の会35年の歩み

・新春のつどい2020　南京町春節祭見学と食文化交流…
　2020年1月26日（日）　神戸華僑歴史博物館・東栄酒家
� （移情閣友の会企画運営委員長：後藤みなみ）
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移情閣友の会通信

新春のつどい。 ＫＯＢＥ国際交流フェア。

台北の国父紀念館訪問。


