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　移情閣は1915年、神戸華僑呉錦堂氏の別荘「松海別荘」
の隣に建てられた八角三層の楼閣である。終戦後の1946年
4月、移情閣と隣接する松海別荘は呉氏家族から管理を
委託された神戸華僑総会の集会場などに使用されてきた。
日中国交正常化10周年、ならびに兵庫県と広東省の友好提
携（1983年3月23日）を記念して、神戸華僑総会は移情閣
を兵庫県に寄贈、兵庫県はこれを修繕し、1984年11月12日、
孫文を記念する施設「孫中山記念館」として開館された。
なお、孫中山記念館は2005年10月、いまの孫文記念館に改
名した。
　移情閣の一階には孫文の胸像が置かれている。高さ95セ
ンチ、幅90センチ、重さ約300キロの銅像である。この銅
像は、中国国務院僑務辦公室主任（当時）廖

りようき

暉氏から贈呈
されたものである。1993年6月12日、廖暉主任が訪日団長
として、孫中山記念館にも参観された。その際、当時の館
長陳
ちんとくじん

徳仁先生の要請に応じて、廖暉氏は孫文胸像を当館に
贈ることを決めた。廖暉氏の父親である廖承志氏は日本で
生まれ、孫文の同志であった廖

りようちゆうがい

仲愷・何
かこうぎよう

香凝夫婦の子息
であり、一家は日本、日本華僑と縁の深い政治家たちで
ある。
　1994年3月から、国道2号線沿いの移情閣は、明石海峡大
橋の建設に伴い、一時解体され、孫中山記会館は舞子公園
内に設けられた仮設展示場で展示が続けられた。一方、中
国で製作された銅像は1995年1月に完成した。阪神淡路大
震災の影響を受け、銅像は4月25日、横浜港で陸揚げされ、
陸路で神戸に運ばれたのち、11月、神戸駅の近くにある川
崎重工業本社ビル（通称クリスタルタワー）の3階ロビー

に一時、仮設置された。
　明石海峡大橋開通（1998年）から二年後の2000年春、移
情閣は6年ぶりにその姿を明石海峡大橋のたもとに復原さ
れた。2000年4月6日、孫文銅像は移情閣に運ばれ、当初予
定の場所に安置された。4月21日、内外賓客の祝福をうけて、
孫中山記会館は復原開館された。移情閣とともに20年の歳
月を歩んできたこの銅像は、これからの日中間の50年、あ
るいは100年の時を見つめていくであろう。
� （主任研究員：蔣海波）

当館移情閣にある孫文銅像。

移情閣の孫文銅像移情閣の孫文銅像
� 蔣　　海波　� 蔣　　海波　
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　コロナ禍がこんなにも長引くとは誰しも思ってもみな
かった。兵庫県立大学では全学部の学生が参加できる副専
攻コースとしてGLEP（グローバルリーダー教育プログラ
ム）が開設されている。各学部の新入生から希望者を募り、
合計50名が選抜されて夏休みにキャンプを経験し、後期か
ら特別な英語クラスや必要な教養科目を履修し、春休みに
は1週間程度の海外研修に参加することが求められている。
2－3年次にプロジェクト型の演習に参加する傍ら外国語の
力をさらに伸ばし、卒業時にはグローバルリーダーという
称号が授与される。CEFR�B2（英検準一級）以上に相当
する英語力を習得していることが修了条件となっている。
　コロナ禍のもと、コース修了に必要な春の海外研修が実
施できなくなったため、専攻生にはそれに代わるものとし
て新たに国内プログラムが構築され、本館が側面からこれ
に協力した。数ある研修のうち、中国研修に代わるものと
して考案されたのが、①南京町の歴史と現状を調べ、②呉
錦堂ら華商の足跡をたどり、③孫文や地元経済界との華僑
華人の関りを学ぶ実地調査のプログラムであった。2021年
春と2022年春の中国研修に代わる国内フィールドプログラ
ムはそれぞれ2021年9月と2022年3月の二回にわけて実施さ
れた。

　一回目の2021年9月5日、バスを仕立てたこのフィールド
ワークは緊急事態宣言のさなかに当たってしまったので、
スタッフのみが現地に赴き、学生たちは実況中継で説明を
聞き、適宜質疑応答するという方式をとらざるを得なかっ
た。一方で、孫文記念館では孫文や華僑のゆかりの地につ
いての動画作成という館独自企画の着手とほぼ同時期だっ
たので、相乗効果も期待されての初の試みとなった。学生
への説明風景を期待し、プロの撮影スタッフにも来ても
らったが、結局はノートパソコンを通じての半バーチャル
スタイルを採り、写真のとおりの不思議な情景となった。
蒋海波主任研究員には展示案内と建物の紹介を、終了後は
私が神阪中華義荘を同様の実況中継方式で案内した。二回
目の2022年3月13日には学生の直接参加によるフィールド
ワークが実現した。大学の授業がこのようにアクティブ
ラーニング方式を採用し、グローバルな関りを重視し始め

たことは大変好ましい変化といえるが、それにしてもコロ
ナ禍の影響は多大であることを実感した。

・令和4年度第1回理事会（令和4年5月27日 中華会館）
　議　　案：1．令和3年度事業報告について
　　　　　　2．令和3年度財務諸表について
　報告事項：1．令和4年度事業計画について
　　　　　　2．令和4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。

・令和4年度第1回評議員会（令和4年6月24日 中華会館）
　議　　案：1．令和3年度事業報告について
　　　　　　2．令和3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
　　　　　　5．監事の選任について
　　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）

一回目の2021年9月5日、学生抜きで孫文記念館の説明。
学生はライブで説明を聞き、質問する方式。　　　　　

二回目の2022年３月1３日、来館した学生は10人。

公益財団法人孫中山記念会理事会・公益財団法人孫中山記念会理事会・
評議員会報告評議員会報告

兵庫県立大学グローバルリーダー教育プログラム兵庫県立大学グローバルリーダー教育プログラム
の試みと孫文記念館での受け入れの試みと孫文記念館での受け入れ

孫文記念館副館長　孫文記念館副館長　陳　　來幸陳　　來幸
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・3月19日　兵庫県立大学フィールドワーク一行が来館。
・5月10日～　本館改装工事（9月末終了予定）。7/22～
8/1は臨時休館。

＊2022年度（1～6月）活動
・孫文研究会冬季例会：
　1月29日（土）：オンライン
　研究報告「加藤周一と中国」
　　　　　（劉争：関西国際大学現代社会学部講師）

＊2022年度（7～12月）活動予定
・孫文研究会夏季例会：
　7月30日（土）オンライン
　研究報告「孫中山宮崎滔天筆談残稿について」
　　　　　（陳齢之：浙江大学博士課程）

・『孫文研究』第70号発行（2021年7月）
・『孫文研究』第71号発行（2022年12月予定）
� （孫文研究会代表理事：緒形康）

・中村伸彦氏（孫中山記念会元常務理事）　2022年3月11日
に逝去されました。中村氏は常務理事及び孫文記念館事
務局長を務められました。

・森時彦氏（京都大学名誉教授）　2022年3月28日に逝去さ
れました。森氏は孫中山記念会の学術会員を務められま
した。

・伊原澤周氏（追手門学院大学名誉教授）　2022年3月31日
に逝去されました。伊原氏は孫中山記念会の学術会員を
務められました。

・黄耀庭氏（神戸華僑総会元会長）　2022年8月13日に逝去
されました。黄氏は孫中山記念会が財団法人化した当初
から長く理事を務められ、また2010～2012年には副理事
長を務められました。

　謹んで、ご冥福をお祈りいたします。

� 2022（令和4）年7月1日現在、順不同
・理事長
　中尾　一彦　神戸土地建物株式会社代表取締役会長

・副理事長
　魚住　和晃　神戸大学名誉教授
　陳　　來幸　ノートルダム清心女子大学
　　　　　　　国際交流センター教授

・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
横川　　太　兵庫県国際交流協会専務理事
植村　武雄　神戸日華実業協会会長
片山　　啓　元特定非営利活動法人アジア経済知識交流
　　　　　　会常務理事
北村　智顕　兵庫県まちづくり部参事兼公園緑地課長
黄　　　磷　神戸大学大学院経営学研究科教授
檀特　竜王　神戸市市長室国際部長
陳　　光輝　神戸大学大学院国際協力研究科教授
河内　信哉　川崎重工業株式会社総務部長
安井　三吉　神戸大学名誉教授
林　　同福　神戸中華同文学校名誉理事長

・評議員
今井　晋生　兵庫トヨタ自動車株式会社常務取締役
伊藤　裕文　(公財)兵庫県園芸・公園協会理事長
石川　禎浩　京都大学人文科学研究所教授
王　　　柯　神戸大学名誉教授
緒形　　康　神戸大学大学院人文学研究科教授
梶谷　　懐　神戸大学大学院経済学研究科教授
河上　哲也　㈱三井住友銀行公共・金融法人部（神戸）
　　　　　　部長
楠山　泰司　㈱神戸製鋼所総務・CSR部担当役員部長
　　　　　　兼大阪支社長
不破　恵子　(公財)神戸国際コミュニティセンター
　　　　　　専務理事
湛　　沛綸　日本中華総商会理事
陳　　明徳　神戸華僑総会理事
大久保和代　兵庫県神戸県民センター長
鮑　　悦初　㈱廣記商行取締役会長
小林　拓哉　兵庫県産業労働部次長兼国際局長

・監事
　辻　　美代　流通科学大学経済学部教授
　文　　曉謙　（一社）中華会館事務局長

記念館ニュース〈2022年1月～6月〉記念館ニュース〈2022年1月～6月〉

孫文研究会通信孫文研究会通信

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役員表

訃　　報訃　　報
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　孫文記念館は5月から9月にかけ、改修工事に入りまし
た。一時を除き、基本的に内部はご参観いただける状態で
したが、参観者の皆様にはご迷惑をかけた部分もございま
した。ご容赦をいただけましたら幸いです。
　今秋は11月に「孫文2022」と題し、近代日中の書法界で
活躍した張廉卿・宮島詠士の書画展や、連続オンライン講
演会などを企画しております。詳細は当館HPなどをご覧
ください。
� （M.S）

＊行事報告
・2022年度第1回午餐
会・講演会…4月13
日(水)第一楼
参加者：22名
講　師：平野裕一氏

㈱三井住友
銀行執行役
員神戸営業本部長

演　題：「米国、欧州、中国などグローバル経済の動向」

・2022年度総会・特別
講 演 会 …6月26日
（日）移情閣　
参加者：30名
　　6月25日現在会
員数165名、総会
参加28名、委任状
78通、会則により
総会成立。第1号
議案　2021年度事
業報告、収支決算
報告、会計監査報
告、第2号議案　
役員選出案、第3
号議案　2022年度
事業計画（案）、
予算（案）はすべて承認されました。
特別講演会：参加者30名
講　師：魚住和晃・孫文記念館館長
演　題：「宇治橋断碑の謎」
懇親会：Tio舞子7階　海彩園　参加者：27名

・2022年度第2回午餐会・
講演会…6月29日(水)
　神仙閣　参加者：30名
　　神戸日華実業協会と
中華総商会共催事業。

美味しい中華料理を堪能した後、具英成・甲南医療セン
ター院長による「腸内環境と免疫力について」と題した
講演を興味深く拝聴しました。

＊今後の活動予定
・「移情閣だより」第125号発行…8月発行

・移情閣まつり・国際交流フェスタin舞子公園2022…10月
9日（日）孫文記念館
　　中国の文化と音楽を楽しもう！同好会や会員などによ
るコーラス、詩吟、フルス演奏、二重唱、ウクレレ演奏、
オカリナ演奏・漢詩朗唱、二胡演奏、公開講座等
　講師：関登美子　神阪京華僑口述記録研究会�
　演題：「以和為貴～日中国交正常化50周年を記念して」

・孫文2022「孫文と歩こう」フィールドワーク…11月13日
（日）神戸市内

・孫文2022シリーズ講演会…11/3（祝）、11/5、11/12、
11/19、11/26（土）孫文記念館/オンライン
　孫文記念館・孫文研究会共催事業　

・新春のつどい2023…2023年1月22日(日）神戸華僑歴史博
物館・南京町
　　神戸華僑歴史博物館見学・講演会・食文化交流・南京
町春節祭見学
　講師：愛新翼・神戸華僑歴史博物館館長
　演題：「神戸華僑と南京町」

・近代中国と神戸を巡るフィールドワーク…2023年2月5日
(日）須磨寺
Ⅰ　講師：小池陽人・須磨寺副住職
　　演題：「須磨寺の歴史」
Ⅱ　講師：蒋海波・孫文記念館主任研究員
　　演題：「須磨寺と中国ゆかりの人々」
� （移情閣友の会企画運営委員長：後藤みなみ）
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移情閣友の会通信移情閣友の会通信

第1回講演会。

総会と魚住館長講演会、懇親会。

第2回講演会。


