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ＳＡＡ 大塚会員
◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「四つのテスト」
◇本日のランチ
小付 海鮮煮物 香の物 汁
ポテトコロッケサラダ添え 御飯 デザート
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。今日は羽石パストガバ
ナーが「古きよき友人台湾」ということで卓話を
されますが、４月 10 日、鳳山西區扶輪社をお迎
えしての夜間例会を開催する予定で、今、計画が
進んでおります。約１カ月後ですが、皆さんで台
湾のロータリークラブの皆様をお迎えしたいと
思っております。お食事も普段の例会より良い物
を用意する予定でありますので、是非、参加をよ
ろしくお願いいたします。

幹事報告

会員数 123 名

列席 81 名

出席率 73.64%

20 名のご参加をいただきました。今後共ご支
援よろしくお願いいたします。
◇スマイルボックス委員会
金子委員
辻 裕司会員
宇都宮商業高校 マーキュリーインターアク
トの設立を無事に終了致しました。
◇姉妹クラブ委員会
冨貴塚委員長
例会終了後、この会場にて鳳山西區扶輪社関係
の打ち合わせ。
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◇ロータリーレート ３月は１ドル 108 円。
◇４月５日（木）18：30 ～ホテル丸治にて新旧
委員長引継ぎ会議開催。次年度ガバナー公式訪
問が７月 10 日のため、早目の開催です。
◇２／６（現地時間）発生した台湾東部地震災害
義援金のお願いについて、本日も募金箱を回し
ます。

委員会報告
◇インターアクト委員会
小林（正）委員長
２月 18 日（日）、宇商マーキュリーインター
アクトクラブ認証状伝達式を無事終える事が出
来ました。地区内から約 80 名、インターアク
ト、宇商の先生方が約 40 名、当クラブから約

２月６日に花蓮で地震があった時、安倍総理大
臣が台湾の蔡英文総統宛に「古くからの友人であ
る台湾」としたためまして、全力支援を表明し、
早速専門家チームを派遣しました。それに対して、
「まさかの時の友は真の友」と返事をいただきま
した。
－ パワーポイントと資料にて説明 －
私は 1942 年８月 27 日に台湾の高雄市戯獅甲で
生まれました。高雄市の戸籍係りに戸籍があるか
電話すると、戸籍があるということで行ってきま
した。そのことが次の日の新聞に出ました。する
と、高雄の大学の陳教授から電話があり「私の父
もあなたのお父さんと同じ日本アルミに務めてい
たので、日本アルミを案内します。」ということ
で行きました。日本アルミは鳳山市の近くにあり、

そこの社宅で私は生まれました。
台湾はだいたい九州と同じ大きさで、そこに
3,000 メートル以上の山が約 200 あります。日本
は 23 で富士山は３番目です。2011 年の東日本大
震災では 240 億円の義援金を送ってくれました。
アメリカが 90 億円、韓国が 16 億円、中国が３億
円ですので、断トツに多いです。またセブンイレ
ブンが 4,753 店舗あり、３億 368 万円の寄付を集
めました。後日、日本の親台湾の人達が台湾の新
聞に感謝の広告を出しましたが、これは台湾の小
学生の教科書に載っているそうです。この親戚の
ような絆は、台湾人と日本人が長年かけて育てた
絆です。今回の義援金の大きさは私達日本人のご
先祖様と台湾人のご先祖様の徳の大きさです。
日清戦争で日本が清国に勝利して、下関条約で
日本領となりました。それから 50 年間日本の時
代が続きます。その間、日本人は台湾で素晴らし
い働きをしました。明治の日本人、私達の祖先は
素晴らしい人達です。金美齢さん、ご主人は米山
奨学生ですが、この方が、1945 年に日本が敗戦
し引き揚げてから入ってきた中国人と比べて思っ
たことが「外国人だと思った日本がこれだけ台
湾のために数々の建設をしてくれた。祖国だと
思った中国は、入ってきて略奪以外の何物でもな
い。そこで初めて、台湾人は日本人の過去 50 年
間、どれだけ真摯に、まじめに、建設的に、公の
ために、新しく日本の領土となった台湾のために、
どれだけ汗水垂らして、時には血を流し、涙を流
して建設したか。
」この日本人の残していったも
のの総称の日本精神（台湾語でリップン・チェン
シン）という言葉が自然発生的に出てきました。
東日本大震災に寄せられた台湾人の熱き思いの原
点です。
1895 年の下関条約では台湾は清朝から日本へ
割譲されました。初代総督は樺山資紀です。1898
年、第４代総督として児玉源太郎が発令を受ける
と、児玉は 42 歳の後藤新平を№２の地位にあた
る民政局長に起用します。今もなお、台湾に親日
的な人が多いのは、ひとえに児玉源太郎の功績に
よるところが大きいと言われています。後藤新平
が在任した９年あまりの間、指導者としての力量
を遺憾なく発揮し、台湾は未開発社会から近代社
会へと、９年間が「一世紀にも等しい」といわれ
るほどの開発と発展を遂げることになりました。
当時の台湾は匪賊が跳梁跋扈して治安が悪く、マ
ラリアをはじめとする疫病が蔓延する危険な地で
した。アヘン吸引者も多く、産業にみるべきもの
もなく、まさに未開発の状態でした。そこでまず
後藤新平が着手したのが人事刷新の断行です。着
任するや高等官以下 1,080 名の禄を食むばかりで
仕事をしない官吏を更迭し、日本内地へ送り返す

とともに、新渡戸稲造をはじめとする優秀な人材
を幅広く台湾へ呼び寄せました。続けて台湾の産
業発展の基礎となる公共衛生の改善、台湾経済の
財源確保のための事業公債発行、台湾の北部の基
隆と南部の高雄を結ぶ縦貫鉄道の建設、基隆港の
築港を進めました。そしてこれらのインフラ整備
を完成させると、砂糖、樟脳などに代表される具
体的な産業開発と奨励をしたことで、台湾の経済
発展の軌道を定めたのです。清朝時代から続いて
きた集落の自治制度も後藤新平はそのまま存続さ
せました。台湾が日本の領土となっても、台湾の
人々に無理のない「生物学的見地」からの統治を
考えた人でもあったともいえます。「今日の台湾
の繁栄は後藤新平が築いた基礎の上にあるといえ
る。」と李登輝元台湾総統は言っております。
「なぜ台湾の人々は、日本のことが好きなんだ
ろうか」そんな素朴な疑問を持つ日本人は少なく
ないでしょう。なぜ台湾の人々が日本と日本人を
信頼してくれるのか、門田隆将氏が、その答えを
示す一人の「英雄」、坂井徳章の生涯を描いたノ
ンフィクション作品『汝、ふたつの故国に殉ず』
を上梓しました。「台湾でその「死」がこれほど
までに惜しまれている日本人はなかなかいないの
である。彼の生涯をたどれば、なぜ日本人は日本
と日本人に好意を持ち、尊敬さえ抱いてくれるの
か、分かってもらえるのではないかと思う。理解
するためのキーワードを挙げれば、かつての日本
人の毅然とした「生き方」と「潔さ」そして「思
いやり」と「勇気」である。」
徳章の父親は日本人で、母親は台湾人でした。
台南州で育ち、戦時中の東京で中央大学法学部の
聴講生となって法律を勉強し、当時の難関国家試
験である高等文官「司法科」と「行政科」の試験
に合格しました。これは、今の司法試験と国家公
務員上級試験にあたるものです。エリートとして
日本での大いなる将来が約束されましたが、それ
でも台湾に帰ってきました。「差別をなくし、台
湾人の人権を守るために弁護士になる」「なんと
しても台湾に人権の確立を」という強烈な意思に
よるものでした。ところが、初志貫徹のために
台南に帰った徳章を待っていたのは、日本の敗
戦、国民党軍の進駐、蔣介石政府の圧政という激
変に他なりませんでした。台湾人の人権を守るた
めに弁護士として東奔西走する徳章。だが、日本
統治時代には想像もできなかった国民党軍による
台湾財産の収奪、インフレ、経済破綻、汚職の横
行などが、台湾人の不満を爆発寸前に追い込んで
いきました。こうして、二・二八事件という台湾
の大きな事件がおきます。台北でたばこ売りの女
性が取り締まりの警察官に殴打された事件をきっ
かけに台湾人の怒りが爆発、さらに陳儀・行政長
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官の公舎に向かった抗議のデモ隊が機銃掃射を受
け、多数の死傷者が出ました。蔣介石の中国国民
党が日本統治時代の知識階層を一網打尽にしたの
です。２万人とも３万人とも言われる前途有為の
台湾人を無実の罪で虐殺したのが、1947 年に起
きた二・二八事件です。徳章は、台南市の騒動が
拡大しないように奔走します。俊英が集う台南工
学院（現在の成功大学）の学生たちが決起しよう
とする現場に自ら乗り込み、巧みな弁舌と迫力で、
彼らを説得します。また、すでに決起していた学
生たちからは、武器を回収し、これを当局に返却
しました。徳章は逮捕されてしまうのですが、連
日の激しい拷問にもかかわらず、台南工学院をは
じめ、リーダーたちの名を決して漏らしませんで
した。逆さづりにされて銃床で殴り付けられても、
治安工作員の名簿を提出する事を拒否し、多くの
青年、未来ある若者を守り通しました。40 歳で
自分の命と引き換えに、多くの若者の命を救った
坂井徳章弁護士の最期は、38 年という世界最長
の戒厳令下でも、ひそかに語り継がれていきまし
た。そして、半世紀の後、徳章は忽然と復活し
ます。台南市は 1998 年２月に「湯徳章祈念公園」
と命名した公園に徳章の銅像を建立しました。さ
らに、16 年後の 2014 年、頼清徳台南市長は、徳
章の命日３月 13 日を台南市の「正義と勇気の日」
に制定しました。
台南で神様になった日本人がいます。飛虎将軍
廟に、台南上空で米軍機に撃墜され、集落への墜
落を避けるために機体を引き起こして、惨事を回
避しましたが、グラマンの機銃を浴びて戦士した
日本海軍の零戦パイロット、杉浦茂峰少尉が祭
られています。今でも毎朝、村人が日の丸を揚
げ「君が代」を、毎夕「海ゆかば」を斉唱して供
養してくれています。また、嘉義で神様になった
日本人、森川清次郎という人がいます。村人たち
は自分の親や祖父母に心から尽くしてくれた森川
巡査が、死後も自分達を護ってくれていることを
心から感謝しました。そして巡査の制服姿の神像
を作りお祀りしています。高雄の南には３人の日
本人将軍と２人の日本女性が祀られています。高
雄には「軍艦」を祭ったお寺があります。終戦直
後、漁師が漁網にかかった頭蓋骨を地元の廟に
祭って慰霊したところ、大漁が続いたため、1953
年に保安堂を建立、その後頭蓋骨が「日本海軍
38 号嗩戒艇の艦長」を名乗って漁師の夢枕に立
ち、「部下を日本へ連れて帰れなかったのが残念」
と語ったと伝えられ、そこで漁師有志が「魂だけ
でも帰れるように」と、「日本の軍艦」の模型を
作り、神艦「 38 にっぽんぐんかん」として奉納、
追悼供養しました。７月に私が台湾に行った時に
寄ったのですが「もう一回さん」と呼ばれた小林

巡査が祭られている祠がありました。一度しか出
来ない豚の種付けを種が付くまで何回でもやらせ
てくれたといことで感謝されたそうです。他に、
野口神社といのがありまして、これは野口先生の
ご先祖で、大変台湾の方達に尽くしたということ
で、台湾の方が建ててくれたそうです。
奇美実業の創業者の許 文龍氏は、台湾の近代
化に貢献した日本人を顕彰するため、自ら腕を
奮って胸像を作成し、これまでに 11 名の胸像を
寄贈されています。文龍氏が子供の頃、お母さん
から、濱野弥四郎が設計、施工した浄水場につい
て、日本統治が始まったころの台湾は衛生環境が
極めて悪く、伝染病が蔓延しており、当時の平均
寿命は 30 歳程度でしたが、日本のお陰で皆が長
いき出来るようになったと聞かされて、以来日本
に親近感を抱いたと言います。
・八田 輿一 烏山頭ダムや１万6,000キロ（万
里の長城の６倍）にも及ぶ灌漑用水路の建設に
携わり、台湾では農業の基礎を作った人物とし
て慕われています。
・羽鳥 又男 最後の台南市長。台南にある孔
子廟の修理や赤嵌楼という歴史的建造物が倒
壊しそうであったため大規模な修復工事を行
ないました。
・後藤 新平 インフラに力を入れるため方針を
決めました。
・新渡戸稲造 台湾製糖業の父。
・鳥居 新平 「台湾南部に作った地下ダムが今
も役立っている。実に頭の下がる思いがします。
この偉業を語り継ぐ義務が我々にはあるでしょ
う。」と李登輝元総統が賛辞しています。
・新井耕吉郎 台湾紅茶の父。
・松木幹一郎 台湾電力の父。
・磯
永吉 台湾の蓬莱米の父。
・末永
仁 台湾の蓬莱米の母。
・浜野弥四郎 病気の島とまで言われた台湾で安
全衛生に力を尽くし「街の医者」と呼ばれて尊
敬を集めました。
・羽鳥 重郎 羽鳥又男の親戚にあたる方で、最
近胸像が作られました。
日本人 11 人の中に、群馬県出身が３名おりま
す。『許文龍氏と胸像の物語』の中で、「私が胸
像をゆかりの人や施設に寄贈してきたのは、台
湾の歴史的な事実を広く知って欲しいという思
いからです。台湾で日本人が大きな働きをした
ことを、台湾人にも、今の日本人にも知って欲
しいと強く願っています。日本人は台湾におい
て、自分達の祖先が、過去に悪いことばかりし
てきたかのように思い込み、歴史から目を背け
ているようにさえ見えます。しかし、歴史を公
平に見るならば、日本人が悪いことばかりした
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とは言えません。歴史の事実を公平に見てこそ、
未来のパートナーシップが築けると言うもので
す。台湾人の立場から言うならば、日本統治時
代がいい時代だったとは言えません。日本人は
台湾人を一段下に見ており、日本人の役人は威
張 っ て い ま し た。 交 番 の 巡 査 は こ と に 威 張 っ
ていました。台湾人の名前を日本式の名前に変
えさせました。日本語を使う事、神社参拝など
を強制しました。しかし、私が胸像を作った優
れた日本人が台湾で力を発揮してくれなければ、
今日の台湾の繁栄はなかったか、あるいはずっ
と時間のかかるものだったことは確かです。」
台湾の歴史は、まずオランダが台湾西部を占領
し、次にスペインが台湾北岸を占領、それからオ
ランダがスペインを追放し、38 年間オランダが
統治します。鄭成功が清に負けて台南に逃げ込み
22 年間統治しますが、清朝に滅ぼされ清国に統
治されます。200 年間清朝統治、統治者は３年交
代、台湾の風土病のため、「台湾に 10 人行けば７

人は死んで１人は逃げ帰る。残るのはせいぜい２
名。」ということで台湾行きは敬遠されていまし
た。日清戦争に勝利して台湾は日本が統治。まず
衛生から、そして教育。清朝出身者の殆どが中国
に引き揚げ、50 年間、日本が統治しました。日
本が降伏、台湾領有権を放棄すると、蒋介石政権
がＧＨＱの命令で台湾に進駐し台湾を編入。ソ連
支援の毛沢東の中華人民共和国が中国大陸を支配、
アメリカ支援の蒋介石の中華民国は台湾を支配し
ます。ですから、中華人民共和国は台湾を治めた
ことはありません。日本が統治した 1985 年の人
口は 250 万人。1945 年までの 50 年間で人口は 600
万人になりました。日本統治の 50 年間に中国か
ら台湾に移住してきた中国人は殆どいなかったの
で、中国人はごく僅かです。台湾の馬偕記念病院
の血液学の教授である林媽利先生が、人間のリン
パ球の遺伝子を調べ、すでに台湾人と漢民族の遺
伝子がまるっきり違うことを証明しています。で
すから台湾人は漢民族ではありません。
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