交流懇談会
挨拶

ご紹介いただきました樽井で
ございます。

交流協会台北事務所

会との間で、「日台投資取り決め」とい
う、投資の相互交流に関する協定に合
意をしたところです。それから、こちら

今回、九州の各県から産業界のトッ

私ども交流協会というのは、

とか邦人の保護というような業

プの方々においでいただいていると思

台湾では、ご案内の通り、昨年、大陸

務を行う一方で、日台の経済交

いますが、ぜひこうした環境、枠組み

こちらの台湾において、大使館

流の推進というのを、非常に重

の整備を踏まえて、日台間の産業のア

と の 間 で FTA に 相 当 す る ECFA

要な任務にしています。本日、九州から

ライアンスを、一歩でも二歩でもさら

のような仕事をしているところ

おいでになられた、九州経済フォーラ

に拡大していただければと、そういっ

という枠組みを作ったところです。

ム会長の石原進様、ほか皆様、大変お

たきっかけに今回の出会いがなればと

でございます。日々、ビザの発給

疲れさまです。また、こちらの中華民

いう風に、お祈りを申し上げます。

がとうございました。

のご挨拶とさせていただきます。あり

出席の皆様のご健勝をお祈りして、私

甚だ簡単ではございますが、本日ご

國工商協進會栄誉理事長の黄茂雄先生
をはじめ、台湾からご出席の皆様、ど
うもありがとうございます。
私ども交流協会では、折しもつい先
週、東京から会長が参りまして、こちら
の政府窓口機関であります亜東関係協

樽井 澄夫

氏
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違うよ、明日から中国人だと言われた

かりました。確かにお父さんを亡くし

いですかと言ってくれて、何とか見つ

氏

しゃったと思っております。日台間の

わけです。そういうことで私は、これ

て不幸ではあったけれど、日本に帰っ

彭 榮次

関係というのは、ここ数年、隅々まで

で一つの歴史が終結するのか、もうこ

て NHK の合唱団に入って、今は良い

外交部亜東関係協会 会長

深く行き渡っているという感じでした

れから日本との関係は切れるのかと思

皆さん、こんばんは。大変失礼申し

州一族専制統治をひっくり返したのが

含めて非常に大きく、中国における満

中華民国というのは、その頃は大陸を

変大きなお祝いの行事がございます。

命の 100 周年記念ということで、大

華民国の建国の前触れとなった辛亥革

振って別れたんですよ。教室で席が隣

どうなるかなあと心配しながら、手を

生だったから、これから自分の友達は

き揚げ組が多かったんです。私は小学

私の小学校のクラスメートにも九州引

邦人の中に、九州の方がすごく多く、

戦後に台湾から日本に引き揚げる在住

小さな声で言わせてもらえば、非常に

旦那はとてもいい人ですが、ただ一つ、

まで買ったんです。けれども、彼女の

は九州に行くつもりで九州のガイド本

ならいいじゃないですかと言って、私

て幸せですからと言うんですね。それ

と通産局の官吏のところへお嫁に行っ

良いお相手のところへ、はっきり言う

挨拶

が、最近は表立って堂々と付き合うよ

旦那様を見つけて結婚してますという

ことでした。私はそれでも会いたいな

いました。
それがその後、私の中では、九州との

うになっておりますので、これからの
一層なる提携が期待できると思います。

上げました。何とか馳せ参じることが

辛亥革命でございますが、お食事中に

だった幼なじみの女の子も、福岡に引

非常に深い関わりが起こります。まず、 あと思いましたが、向こうは、非常に

できて、大変喜んでおります。

固い話はどうかと思うので、私はもっ

嫉妬深いということで、私はついに行

日は、我が中

我が台湾側からのゲストの名前を見ま

と範囲を狭めて、台湾がこの 100 年、 き揚げました。その後、その子のお父

くことをあきらめました。今は台湾の

月

すと、いろんな経済問題はもう皆さん

さんが亡くなったと聞いて、お互いに

ちょうど来週の

には伝わっていると思われますし、私

日本とどう関わってきたかをお話しし

日間にわたるこのシンポジウム、

は台湾側として最後の発言者になりま

たいと思います。

10

すので、少し違う角度からお話をした

10

協会の代表として、日本の政府を代表

私は先週、こちらの政府の亜東関係

三回経験しています。最初は日本時代

されるのではないかという出来事を二、

関係において、ある意味、歴史が分断

私どもの年代の台湾人は、日本との

て音信はありませんでした。自分で風

い時代を迎えて大変苦労しましたから。

時代という一つの時代が終結し、新し

不幸だなあと思いました。我々も日本

けた蒋介石の台湾における軍隊を支援

き揚げてきました。その時、敗戦を続

なあと願っています。

ころを思い出して、幸せであればいい

のか気にしてはいましたが、

年たっ

退で、蒋介石の軍隊が

万、台湾に引

1949 年 の 国 民 党 の 大 陸 か ら の 撤

4

いと思っております。

する交流協会と、日台投資協議という

が終わった 1945 年でした。私は日

の便りを頼って聞いてみたら、九州か

しようということで、日本の旧日本軍

年 後、

ものを取り決めました。これは非常に

本人小学校に行っていましたが、ある

らいらしてる人が、こういう方じゃな

その幼い時の思い出から

大 き な 飛 躍 で あ り、 そ の 大 変 良 い タ

日突然日本人から、君はもう日本人と

50

それからも、その子はどうしている

イ ミ ン グ で、 皆 さ ん が 台 湾 に い ら っ

20
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とからして、私はこれはもう日本への

ハートそのもの、被災地に台湾の心を

として存在しています。今、中国が経
済台頭し、さらに軍事力を強化する中

史はまだ続いてるわけですね。それは
歴史の大津波にも沈まなかった強い絆

将 校 を 中 心 と す る 軍 事 顧 問 団 が、「 白
団」と称して台湾にやって来るわけで

届けるものだと思います。日本語の絆

んと強い、ハートとハートということ

で、我々を守る安全保障の術は何かと

観を共有することです。そして、自由・

を意味していますね。私は今回の東北

だったと、私はそういう風に思ってい

歴史を中断されるんじゃないかという、 民主・人権を台湾に確立した、台湾の

大震災を通じて、改めてこの絆という

す。日本から総指揮をとった岡村寧次

この民主政治というものが、我々の安

という言葉は、提携という言葉よりう

心の中の津波にさらされました。それ

従って、台湾に最も近い位置にある

言うと、それは日本とアメリカと価値

九州の人ですよ。九州軍事顧問団がで

は 1972 年の

我々はこの自由・民主・人権という安

九州という大きな島にも、台湾はそう

ます。

きたような感じです。私はその時、ま

れられない出来事だと思いますが、田

全保障を全面に出し、日本とは 100

いう絆を感じています。そういう絆の

大将、その参謀長で、後に白団の団長に

だ幼かったんですが、大学に入ってか

中角栄が北京に飛んで、日中国交条約

年にわたる提携を超えた心の絆、友好

強さということで言えば、私は九州の

ところが 1972 年に、台湾はまた

ら、あれっ、日本から留学生が来てい

に調印して、明日からは台湾とは絶交

と言うより兄弟愛をもって、今後もお

人たちと一生共有したっていいと思っ

と言うわけです。非常に縁の深い話で

でもう、また日本とおさらばかと思っ

ういうことがあったわけですね。それ

かです。私も台湾人の一人なんですが、 れ、将来は世界が、日台間を引き裂く

に対する台湾の対応を見ましても明ら

その心の絆は、今度の東北の大震災

日台はかけがえのない友愛の下で結ば

への絆が広がって、これからますます

なる富田直亮少将ほか、これがすべて

ると思って名前を尋ねたら、富田と言

だという通告をしたわけです。なんと

付き合いしていきたいと強く思ってお

全保障の要であります。ということで、 言葉の強さを感じました。

うんですね。なぜこんな戦後の混乱の

年前にそ

すが、私もその時にそうしたことは初

たんですけれど、やはり日本人と台湾

ことのできない関係であると認知する

年前の昨日です。

日、日本でも忘

中に留学してくるんだと聞くと、親父
それが

月

が蒋介石の顧問団団長をやってるんだ

めて聞きました。

人の心の絆というのは、想定外に強い

これは単に一部の台湾人、または政府

ています。そこからまた日本という国

従って、さっき言った歴史の中断と

んですね。その絆は、そういう政治的

ります。

いうものは、この時にはなかったわけ

でしょう。このシンポジウムでも盛ん

強くても、我々が手を取り合い、この

や経済団体という次元ではなく、老少

共通する思いだと思います。セブンイ

絆で大きなマーケットに立ち向かえば、

な窮境を乗り越えて、日本との経済連

レブンというコンビニエンスストアの

ですね。私の心の思いの中には、引き続

ダーを公正な直接選挙で選ぶという民

チェーンがありますね。世界

に言われてきたように、いかに相手が

主制度を確立しました。自分たちの力

セブンイレブンで、東北大震災の被災

以上をもちまして、私の本日、遅れ

を問わず、本当に台湾の人々すべてに

問団として支援してくれている。しか

でこういう民主政治を確立した国はア

地 へ の 義 援 金 を 募 集 し た と こ ろ、 集

ばせながら皆さんに申し上げるご挨拶

年代に自分たちのリー

もそれは九州の人たちだったというこ

ジアにもなかったし、世界でも珍しい

まった義援金の額は台湾がナンバーワ

とさせていただきます。どうもありが

我 々 は、

とです。その留学生の富田さんは、素

ということで、我々は誇りに思ってい

ンなんです。これは皆、庶民ですよ。家

とうございました。

戦った日本軍の元将校や参謀長が、顧

晴らしい方でした。残念ながら国際情

ます。しかし、小さな我々 1300 万

庭の主婦や若い子供です。そういうこ

す。

すごい結果が生まれると信じておりま

勢は、この反攻対立というものを許さ

億という不均衡は厳

カ国の

ず、1967 年に富田さんを中心にす

人対お向かいの

携をさらに強化していきました。

39

29

る白団は解散しましたが、日台間の歴

11

90

き幼なじみがいたし、かつてお互いに

39
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主催者挨拶

石原 進

氏

代表取締役会長）

九州経済フォーラム 会長

（九州旅客鉄道株式会社

ことにつきまして、団員を代表しまし

て心から御礼を申し上げます。先ほど

は本当にお忙しい蕭万長副総統にもご

挨拶をさせていただきました。それか

ら黄先生自身、昨晩、日本の野田総理

と懇談の機会があったようでございま

すが、そちらに出られるとこの集まり

で歓談ができないなということで、お

ところで、九州経済フォーラムは創

した。

皆様こんばんは。石原でございます。 帰りいただいたという話をお伺いしま
本当にお忙しい中、台湾にお越しいた
だきましてありがとうございます。

年の記念事

業として、今回、台湾を訪問したわけで

周年を迎えました。
際し、台湾の皆様には 200 億円を超

ございます。九州経済フォーラムは九

立

える義援金をはじめ、物心両面で様々

州一円で活動をやってきましたが、こ

まず初めに、今回の東日本大震災に

なご支援をいただきましたことを心か

の

年を契機に外へ出ていこうという

ら御礼申し上げます。本当にありがと

25
細かいところまでお心遣いいただいた

世話になりました。これほどいろいろ

につきまして、黄茂雄先生には大変お

うございました。それから、今回の訪問

越え、見事な経済成長を達成されてい

湾は、中国との大変厳しい関係を乗り

台湾だ、とすんなり決まりました。台

ことで、どこに行くか、それだったら
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を保っております。私どもも台湾が大
た。黄茂雄先生にはまた改めて、そうし

おうかがいしたいところでございまし

があって、もっともっと時間があれば

好きです。この際、ぜひ台湾の皆様方
た機会を持つことができればと思って

ます。そして日本とも長年の友好関係

と交流を深め、これから一緒に経済活

ると仕事がなくなる。そういう中で踏

います。それからジャイアントの劉さ

昨日の梁國新さんのお話、そして今
ん張って、ジャイアントを世界一の会

動を進めることができればいいなとい

日の江丙坤さん、またジャイアントの

社に押し上げられた。この辺の頑張り

んは、裸一貫で会社を興して OEM 生

劉金標さん、それから黄茂雄先生のお

のお話、1978 年以降のお話を、こ

うことで、九州経済界の 100 名でこ

話、大変に勉強になりましたし、刺激

れも改めてお伺いしたいなと思います。

産を始めたけれども、中国が伸びてく

になりました。若い人たちにも大変に

自分の仕事をさらに伸ばしていこうと

ちらに参ったわけでございます。

いい意味で、自分たちの仕事に対する

代の若い諸君には、ぜひ

いう

代、

取り組みについての強い感銘を与えた
のではないかなと思います。今日、こ

流をしていただきたいと思います。そ

伺いして名刺交換をして、いろいろ交

の人たちは、台湾の皆様のところにお

すけれども、ぜひ皆様、特に若い九州

して、私のご挨拶とさせていただきま

祈念すると同時に、皆様方にもお願い

湾、九州と台湾の交流関係の緊密化を

すますのご発展、そしてまた日本と台

最後になりましたが、台湾経済のま

乾

杯

中華民國工商協進會 栄誉理事長 黄

ただしかったですから。

茂雄

氏

本当に皆さん、ご苦労さまでした。ど

の程度の刺激になったかわかりません

けれども、少しは参考になるところも

あったかと思います。これを一つの復

活するきっかけに、ぜひ台湾をもう少

しお介しになって、そして先ほど私が

申し上げたように、手を携えて、ビタミ

一緒にがんばりましょう !

乾杯

皆さん、乾杯の用意はできましたか。 ンを飲んで、布団をかぶって、そして

こういった話を参考に、改めて頑張る
これから先はリラックスして、ゆっく
意思を固めていただきたいと思います。 りやりましょう。さっきはちょっと、慌

して、これを契機に台湾経由でのアジ

す。どうもありがとうございました。

れから懇親会を始めるわけでございま

40

ア事業ということを視野に入れ、自分
の仕事にも活かしていただければいい
なと思っているところでございます。
昨日、今日と、大変に素晴らしい講
師の方のお話をお伺いしました。それ
ぞれ大変に参考になったのでございま
すが、黄茂雄先生のお話は本当に迫力

!!

30
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るその姿を拝見した時に、私どもが本

いたしました。私どももそれに倣い、

でした。大変大きなことがここで実現

先ほど、亜東関係協会の彭会長のお

ども福岡から参りました一行にとりま

皆さん、いかがでしたでしょうか。私

あります。また、ダイナミックに発展

至りました。それが今回のこの会合で

緒ではないかなという感じすら持つに

いただきました。まさに先祖の血が一

どころか、本当に人と会う、話を聞く、 に、同胞意識以上のものを実感させて

しては、本当に感激の連続の “ 日々 ”

する台湾の現状、飛行機から見た時の、 九州を代表して、あるいは福岡を代表

の方々、その愛情あふれるお言葉の中

ご講演をいただきましたお一人お一人

ご登壇いただきました鄭さん、そして

私は、黄理事長をはじめ、昨日急遽

当にありがとうございました。

あるということ、そしてそのリーダー

台湾という国家のリーダーの集まりで

をリードする団体であるということ、

す中華民國工商協進會が、まさに国家

ります。黄栄誉理事長がリードされま

えて、思い至ったことがあるからであ

感動がどこから来るかということを考

それは、この素晴らしい出会い、この

て日本が、アジアに向かってさまざま

開催できたということ。私どもは今回、 く、台湾を基盤として、九州が、そし

の皆さん方によって、この記念事業が

な経済活動を展開していくことを確認

た。今後もこの第一歩を忘れることな

を、この台湾に記させていただきまし

野を具体的にアジアに広げた第一歩

る 課 題 に 取 り 組 ん で い ま す。 そ の 視

リードして、そして次々と地域におけ

九州経済フォーラムは、石原会長が

いと思っております。

するように、力の限り頑張っていきた

治家、本来の日本のあるべき姿に回復

閉会挨拶
いう実感を持ちました。私どもは今日

日掲げております「日台の戦略的パー

九州の経済団体として、日本の国民の

氏

ここで、あるいは昨日からここで

トナーシップの構築」が、ここにおい

気概を育てる経済団体になっていかな

明德

お会いしたのではなく、私どもが

てきっと強固なものになるという確信

ければいけない。そして、国づくりに

九州経済フォーラム 理事長 小早川

ここで会うべく、私どもの先祖が

を持たせていただいたわけでございま

でありたいと決意したわけでございま

営々としてその流れを築いてきて

あのスポーツ用品メーカーのナイキ

す。今後とも、黄栄誉理事長をはじめ

具体的に参与できる力を養う経済団体

けでございます。この機会をお作

のマーク、これが私どもの今後の道し

この台湾の国家の指導者の方々にご指

す。

りいただきました中華民國工商協

るべではないかと思っております。こ

くれたんだという確信を持ったわ

進會の黄栄誉理事長に、満腔の感

の

日間で、私は考え方を改めました。 導いただきながら、私どもも日本の政

謝の意を表したいと思います。本

話を拝聴しながら、私どもが今日、こ

して、この台湾に来させていただきま

時間が、本当に感慨深

うして学ばせていただく背景には、私

あの建設途中のクレーンの多さ。今、

したが、それを受けていただいたのは、 いたしまして、閉会の挨拶とさせてい

いものでございました。

時間、

どもの先人たちの本当に真心あふれる

日本にその姿がないという寂しさより

その

遺産というか資産があり、それが引き

まさに台湾という国家を代表する方々

ただきます。ありがとうございました。

も、台湾がダイナミックに発展してい

2

継がれて、我々がここにいるんだなと

1
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り ま す が、 今 か ら 100 年 前、 実 は

台 湾 は 今 建 国 100 年 を 祝 っ て お
第一号ということで、この地に学校を

あったので、台湾で近代教育を始める

元々ここ芝山巌には古い寺子屋が

芝山巌学堂見学

年

山口 秀範

氏（株式会社寺子屋モデル 代表世話役社長）

我々の職務のために尽くし、職務と存

の命運は天に任せる他はない。全てを

なぜ日本語かと言うと、日本人は黒

亡を共にするのみである」と語ったと

す。

年までの間に文明

（1995）、日清戦争の勝利によって、 作ったんです。ところが、当時の台湾

して、マスターしてきたんですね。台

開化し、西洋の文物を全部日本語に訳

船が来てから明治

には、子供を学校に行かせる習慣があ

湾を日本と同じように発展させるには、 き場まで来たが、既に船頭が逃げてい

ここは日本だったんですね。明治

日本は初めての海外領土として台湾を

りませんでしたので、なかなか生徒が

人は元日の朝早く山を下りて船着

伝えられています。

領有することになりました。講和条約

まず台湾の人に日本語を覚えてもらう。 て、街に行くことができない。やむなく

あります。やがて十数人の子供たちが

人、 謝を払って子供を集めたという記録が

る事。それが必須でした。その教育が

そして日本語を通じて近代文明を伝え

人とも惨殺されてしまいました。これ

戻ってくる途中でゲリラに遭遇し、

の年頭祝賀会が台北市内で開かれるこ

旦に、当時台湾に駐在していた日本人

人の応募者があったんですが、この事

陣の教師を募集中で、全国から 800

丁度その頃日本では、

が六氏先生の物語です。
やっと軌道に乗り始めた明治

とになりました。ところが、まだ治安が

件の報を聞いて、500 人が辞退して

年の元

集まって、日本語の教育が開始されま

確立されておらず、ゲリラが蜂起する

300 人になりました。しかし、残っ

人に続く第二

という噂が暮れのうちから流れていま

人は、明治

月に赴任して来ます。

日に、この碑の前で六

を持って立つ者ではないけれど、こん

ためにここに来ている。私たちは武器

うけれども、自分たちは教育に携わる

総理大臣・伊藤博文の直筆です。先ほ

「学務官僚遭難之碑」という字は、初代

の芝山巌学堂の始まりです。この碑の

氏先生の慰霊祭をしました。それがこ

月

年の

た 300 人の士気は高く、その中から

人の校長格であった

す。心配した生徒たちは、先生たちに

ます。その時、

選考をされた、

6

6
なことで逃げてしまえば、日本人とし

そして

29

6

どご紹介した校長格の楫取道明という

楫取道明という方が、「君たちはそう言

45

1

台北に乗り込んで来ました。それが、六
氏先生と呼ばれる偉人です。

6
早く逃げるようにとアドバイスしに来

29

ての道に反する」と言うんです。「我々

7

6

に加え、警察官と一緒に教育者が

集まりません。先生のほうから親に月

28

が結ばれた翌月には、治安維持の軍隊

28
6
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わ ず か 2% で し た が、 昭 和

我々の先人が築き上げた貢献の賜物と

り松陰の甥です。ですから、伊藤博文
戦により中華民国に返還する前年には、 ます。

年には、台湾の子供たちの就学率は

にとっては、恩師の甥が台湾の教育の
92.5% の 子 供 た ち が 学 校 に 通 っ

人は、実は吉田松陰の妹の長男、つま

ために殉じたという特別の思いを込め
ていました。いわゆる植民地ではあり

学校ですから、芝山巌で教育を受けた

日本語を教えます。ここはいわば師範

治の青年たちはこの地で命をかけたの

本と同じ文明に浴すべきと信じて、明

ていなかった。まさに同胞として、日

いうことを感じていただければと思い

てこの碑文を揮毫したことでしょう。
得ない数字です。この一事をもってし

年、 敗

その後、記録にあるだけでも 240

台湾の若い人たちが、全土に散って日
です。

名の日本の若い先生たちがここに来て、 ても、日本人は台湾を植民地とは考え

本語教育を普及させていきます。明治

この碑は戦後撤去され、放置された
ままでした。しかし、李登輝さんが総統
になり、陳水扁さんが台北市長になっ
た時点で掘り起こされて、ここに建て
直されました。そういう意味で戦後の
台湾の政治情勢をも反映したものです
が、六氏先生は今日、
「台湾近代教育の
父」と呼ばれています。裏側に六氏先
生のお墓もありますが、地元の方のお
世話で生花が絶えません。その周りに
は、伝染病や事故により志半ばで亡く
なられた先生方の碑も、重なり合うよ
うにして残っておりますので、それも
ぜひお参りください。
昨日、一昨日来、台湾の方々が我々に
示してくださる友情、親愛の情は、こ
の六氏先生の物語に象徴されるように、
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解散式
昼食乾杯

すと、
「いや、良いのはこれから掘りま

みんな台湾に行ってますね」と言いま

時に「僕は両方見たけど、良いものは

間がいます。彼らと北京で会って話す

と言うんです。一方、中国にも研究仲

れば、ミサイルは飛んで来ませんよ」

台湾と付き合う必要があるんじゃない

はこういう歴史をもう一度学び直して、

です、台湾の場合は。ですから、我々

てあるんですよね。これだけ複雑なん

人を殺したのは「義民」だったと書い

いた銘板がありまして、そこには日本

が、この碑はこういう意味で残すと書

氏 （立命館アジア太平洋大学 学長）

九州経済フォーラム 副会長（台湾事業実行委員長）

を襲ったのは「土地の匪賊」だと書いて

是永 駿

いまして、彼らと話す時には冗談で「故

あります。ところが

年前、台湾政府

宮博物院の宝物を台湾全土に散りばめ

すから」と言うのですが、いずれにし

展を祈念して、乾杯 !

これからの九州経済フォーラムの発

乾杯しましょう。

いずれにしてもご苦労さまでした。

かと思います。
精髄はすべて台湾にあると言っていい

ても何千年といった中華民族の宝物の
今回の台湾事業の意義については、

と思うんですね。我々は今日、大変良

台湾人の心については、皆さんお一

総督府での石原会長のご挨拶に、すべ

ういう心づもりでやっていったらいい

人お一人がお感じになった通りだと思

い見学をさせてもらいました。

かということは、最後の小早川中経協

いますが、台湾との関係というのは、実

て込められていました。また、今後ど

会長の言葉にすべて込められておりま

ば先ほど参観した芝山巌学堂に、伊藤

は単純なものではありません。たとえ

今日は中華民族、漢民族の宝物を見

博文の碑がありました。これには六氏

すので、私は雑談でいきます。

てきました。私は台湾にも研究仲間が
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感想〜台湾事業に参加して
九州経済フォーラム 常任理事徳田

勇治
氏

感想〜台湾事業に参加して

九州経済フォーラム 常務理事岡部

知寛

氏

との絆というところをいろんな意味で

もう一度、日本に帰って突き詰めたい

どう考えて行動するかというところを、

（株式会社ティーアンドイー 常務取締役）

強調されるし、実践していただいてま

と思っています。

というレベルの場で、あそこまで厚遇

に、我々のような団体が、本来は国と国

あの総統府に行かせていただいた時

に行きましたら、前立腺とか、
「これか

申しますと、昨夜、足つぼマッサージ

蛇足ですが、「これからの自分」でと

に激痛が走りまして、足つぼの先生に

らの自分」にとって大事な部分のツボ

変なことだと思います。しかし、そうい

していただけたというのは、本当に大
T&E の岡部でございます。この度

すよね。

（トヨタ自動車九州株式会社 常務取締役）

一つだけ、今回私が強烈に感じまし

ける日本びいきの黄先生がいて、いろ

尽力をいただき、心より深く感謝して

そして事務局の皆さん、いろいろとご

うぞ宜しくお願いいたします。この度

思っております。皆さん方、今後もど

自分の肉体も含めて鍛え直したいなと

は、石原会長をはじめ各幹事の皆さん、 いっぱい駄目だしされました。改めて

もうあちこち行きましたけれども、恥

んな関係者の方々がいて、本当に我々

年ほど台

たことを申し上げます。私は中国へは、 うことをちゃんとアレンジしていただ

ずかしながら台湾は初めてでございま

おります。私も学生時代、

んまで一生懸命に、台湾人は日本人が

これは本当に事実です。バスガイドさ

をやらせていただきたいと思っており

だける方と一緒に、ぜひいろんな活動

になろうと決めましたので、賛同いた

かに台湾という国が好きになりました。 日本に帰りまして、生涯、台湾びいき

と思っています。ですから私は、今後

るべきか、という沢山の問いを頂いた

をすべきなのか、日本人としてどうあ

濃密な時間を共有する中で、自分は何

のですが、今回改めて、台湾の方々と

はある程度精通しているつもりだった

湾に留学しておりましたので、台湾に

は本当にありがとうございました。

一人一人、良い経験をさせてもらった

す。けれども、台湾で過ごしたこの

好きなのよと言ってくれるし、昨日お

ます。どうも今回はありがとうござい

日間で、中国よりもどこよりも、はる

会いしたいろんな財界の方々、お役人

日間となりました。これから自分が
ました。

2
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福岡事業に向けて
九州経済フォーラム 副会長（福岡事業実行委員長）
氏 （株式会社やずや 代表取締役会長）

当に今回の実行委員長はじめ、皆さん

皆さん、大変お疲れさまでした。本

集めなくちゃいけません。皆様のご協

けれど、福岡の場合、2000 人を

りますので、結構力を入れています。

矢頭 美世子
ましたけど、次は 2000 名です。私
は今回の記念事業には、これまで全部
出席しましたが、仕事も全部キャンセ
ルして出席したのは、最終が福岡だか
らです。全体の流れを見て福岡に当た
ろうという気持ちもあれば、見てきた
分を活かそうという面もあります。最

のおかげで台湾を満喫させていただき

力の中で頑張っていきたいと思います。

後良ければみんな良しという言葉もあ

ました。ありがとうございます。

日は空けておいてください。夜

がきれいで、滲み出る品性とか品格が

された彭さんは、私たち以上に日本語

品格がおありですよね。最後にお話し

うぞぜひお集りください。最後は石原

イベントを今、考えていますので、ど

れと接待も禁止です。いろんな楽しい

の交際は一切禁止。よろしいですか。そ

月

備わっていて、私も将来、年をとった

会長が全面的に熱き思いを

鄭さんはじめ昨日の皆さん、すごく

らあんなになりたいなと憧れてしまい

てくださいますので、ぜひこれを見逃

分、語っ

ました。

17

に今朝から、石原さんと次の打ち合わ

次は最終の福岡事業です。もう本当

月

はこれだけ言わせていただきます。

さないでいただきたいと思います。私

30

せをしています。今までの事業は参加
100 名で、皆さん頑張っていただき

日、2000 名です。ぜひよろし

11
くお願いいたします。
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台湾事業総括

台湾側の講師の皆様方、参加者の皆様

は、政治的には中国との関係があり、

あって親日である。それに対して日本

氏

皆 様、 大 変 ご 苦 労 様 で ご ざ い ま し

方、どのメンバーも素晴らしかったで

特に中国と国交を回復して以降、台湾

進

た。今回、100 名の参加ということ

すね。こちらで小早川さんをはじめ準

をいわば袖にした形になったわけです。

九州経済フォーラム 会長石原

で、本当にどうなるかと心配していま

備していただいた方々、それから是永

を意識したわけじゃなくて、たまたま

し た。 辛 亥 革 命 100 周 年 と い う の

こちらも 100 名」と言ってしまいま

が「そうか。来るなら来てくれ。俺の

この事業の話をしていた時に、黄さん

いただきました。実は、黄茂雄さんと

当 に 100 名 の 皆 さ ん に 台 湾 に 来 て

髙宮さん、小早川さんも参加され、本

良く運んでいただきました。綱渡りの

皆様も本当にありがとう。実に段取り

うございました。それから、事務局の

感じでおっしゃるから、つい「じゃあ、 ことにもなりました。本当にありがと

方 は 100 名 用 意 す る か ら 」 と い う

スケジュールの中、黄先生に参加して

ました。そしてこの会の権威を高める

にたくさんの先生に参加していただき

らっしゃいますし、APU からも非常

いうことを参加の動機とした方もい

ました。是永先生が委員長をされると

には台湾事業の委員長をしていただき

台ぐらいがちょうどいいところですが、 先生も大変ご苦労様でした。是永先生

と移転してくると。パックス・アメリ

の空洞化の問題みたいに、歴史はずっ

ね。あの鄭さんが言っていました。例

レス経済の時代は豊かにならないです

ども、国を開かなければ、このボーダー

後はそこなんです。韓国もそうだけれ

クトリーというのがありましたが、最

この国の生き方としてメイク・ファ

付き合ってきたわけです。

構えるけれど、経済界も国民も台湾と

なんです。ということで、政府は斜に

も、実際、台湾は非常に日本人が好き

国交がない形になってしまったけれど

名、バス

100 年経っていたわけですが、言っ

いただけたのも、皆様方のしっかりし

カーナがあった。その次にパックス・

名から

た以上は、実現しなければならないと

た手助けがあったからだと思っていま

ジャポニカがあったけれども、今はも

した。本来なら

いうことで、100 名もの方にお集ま

す。おかげさまですばらしい会になり
ございます。

ければいけません。そこも心配でした

加して良かったなと思っていただかな

れた方々には、本当にこのツアーに参

んできました。その時、一番の拠り所

まで、ものすごく中国との関係で苦し

本当にたくさんあります。台湾はこれ

我々自身が、積極的に儲かるところ、成

う対応していくのか。これはやっぱり

ですよ。その空洞化に対して我々はど

も放っとかなくても空洞化していくん

集まっていただいた以上は、参加さ

が、やはり黄さんのアレンジは見事で、 が日本だったわけです。戦前の経緯も

台湾に来てわかったことというのは、 そうなっている。日本は、放っといて

りいただきました。本当にありがとう

1

うパックス・中国かパックス・アジアか、

40

ました。

30
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長するところに出ていって、仕事をし

ダメだなということが、よくおわかり

です。それを進めていく中で、九州の
経済界もちょっと手伝ってよ、という

になったと思います。そこのところが

て儲けて、そのお金を日本に持って帰

周年記念事業

本当にいいなと思います。

話を持ってきていただくようになれば、

我々経済団体というのは、そうした

るということをせざるを得ないのです。 大事なんですね。
そうしなければ、どんどん日本の人件

日に、最終の

このツアーに参加した皆様一人一人が、 の福岡での会があります。しっかりや

月

りなさいと言われましたので、一生懸

機会を作る団体であって、だからこそ、

りますから、嫌だけども、日本全体が
今度は台湾で友達を作り、具体的にビ

費が下がっていって、経済が小さくな

ますます貧乏になるということになら

命やります。ぜひ皆様方、ご支援よろ

では俺たちは日本の中だけでやっても

でも、おそらく皆様方は、あっ、これ

ろうと思います。今回台湾へ来ただけ

けで電撃が走るような気持ちになるだ

なと思いました。見ると多分、それだ

た。あれを聞いて、僕は見に行きたい

が出来上がっていると言われていまし

黄さんが、内モンゴルにものすごい街

中国は内陸部もものすごく伸びている。

対中国ではほとんど関税がかからない。

しやすい国です。契約はきちんと守る。

は、我々としても非常に仲良く、商売

これからの若い人のパワーです。台湾

いですけど、やはり頼りにできるのは

す。若い人、若い人と言って申し訳な

皆 様 方、 特 に 若 い 方 々 は 責 任 重 大 で

ですから、今回参加していただいた

す。

日本人はあまりにも内向き過ぎるので

り出ていかなければならない。しかし、

ジネスを進めていただく必要があるの

25

ざるを得ない。だから、我々はやっぱ

17

しくお願い申し上げます。今日はどう

もありがとうございました。
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