
 

 

 

   

こんにちは、今大リーグの選抜が来日して日米野球が行われています。土曜日にはノーヒットノー

ランがありました。日本の野球も強くなってきたものです。（全日本とは 3 勝 1 敗)今日大谷が先発。 

30 数年前に王が 756 号を打ってハンクアーロンの 755 号を抜いた頃はアメリカのメディアは本

拠地の後楽園球場が狭いとか投手レベルの違い等いろんな事を言っていたみたいです・・・。この

時王に打たれたピッチャーが鈴木康二朗と言いまして茨城の県立磯原高校の出身です。（後に社

会人野球の日鉱日立から 1972 年(昭和 47 年)ドラフト 5 位でヤクルトスワローズに入団するピッチ

ャーです。)私が大学 1 年生の時にコーチに行った磯原高校にたまたま居たピッチャーでその時

の印象は玉はそんなに速くはないけど背がやけに高いピッチャーだなと思いました。(そんな鈴木

康二朗の隠れた一面です。) 

彼達が夏の大会も終わってセレクションていうか大学の練習に来ることになり、監督が宮澤お前

が行って来た高校だからお前が彼らの世話をする様にと言われ 2 日くらい経ったある時「宮澤さ

ん 、康が泣いています。」どうしたのかと部屋に行ってみるとホームシックにかかったみたいで家

に帰りたいと泣いているじゃありませんか、あの大きな体を震わせて「オイオイこれで将来野球がで

きるのかね」家を出てからまだ 2 日ぐらいしか経っていないのに、私も人の事は言えないのですが、

こんな気の弱い人が野球、いやピッチャーができるのかなあと思いました。それから何年かして、ド

ラフト5位でヤクルトスワローズ入団です。あの時泣いていた康が、私は自分の目と耳を疑いました。

と同時に嬉しくも思いました。(康二朗ガンバレ) 

そして、1977年 9月 3日王選手に世界新記録となる 756号を打たれる事になりその後試合のた

びに「王に 756号を打たれた鈴木」と言われ続けるわけですが、彼の立派なところは打たれた投手

にプレゼントされる事になっていた「サイパン島ペア旅行券」をプロとしての意地から拒否し、そし

て「このまま潰れたら(俺のせいでえらいことになってしまったな。いろいろ言われるだろうが、絶対

に負けるなよ)と王選手に励まされた。王さんの記録にも泥を塗る事になってしまう」と奮起し翌

1978 年には 13 勝を挙げチーム初のセ.リーグ優勝から日本一に導く活躍を見せ最高勝率投手と

なりました。  

アイフォンで調べてみると 2010 年に民間企業を定年退職し故郷の北茨城市で余生を送ってい

るとありゴルフもだいぶうまいみたいなので機会があったらぜひ一緒にラウンドしてみたいです。 
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 認知症の人と家族の会より「アルツハイマーデー特別講演会」開催の礼状が届

いております。 

 カノラ少年少女合唱団演奏会の招待状が 2 枚届きました。行かれる方は事務局

までお問い合わせください。12/14(日)14時開演。カノラホール 

 次週の例会は移動夜夜間例会となりますので、よろしくお願いします。 

11/25(火) 18：30 点鐘 観光荘 

 

 

 

 

 

中村文明 委員長 
平成 26 年 10 月 22 日～25 日(3 泊 4 日) 

台湾 埔里ロータリークラブ創立 50周年記念式典  

参加人員 27名(岡谷エコーRC 高橋夫妻参加含む) 

副委員長 林尚孝さん・取材班 薩摩建さん 

 

22 日 

4：00 ホテル岡谷 出発 小雨 

     車中和やかに高天の冷酒をいただきながら。 

 

7：00 中部国際空港セント レア 到着 

10：00 離陸 

12：00 台北 到着 10 名以上の熱烈歓迎を受けました。 

    バス移動 

    ちょうど議員選挙活動中で、候補者のラッピング 

バスや大看板等で大々的に PR合戦をしており日 

本との違いを感じました。 

アポロホテル 到着 館内はリニューアルされ 

ており見違えるほどきれいでした。 

18：00 歓迎会 5 年前と 同じ温泉施設の屋外でした。 

    友好 RC の参加者は タイ 10 名・韓国 15 名・ 

日本市川 RC10 名で 

    岡谷 RC が最大人数でした。宮澤会長の流暢

な中国語の挨拶は素晴らしかった。記念品交

換では岡谷からは木曽漆器の夫婦はし・高天

の酒・梅林堂の菓子を持参しました。埔里か

らは檜の招福の置物をいただきました。 

会員や奥様の余興やダンス、カラオケ等で 

幹 事 報 告 

卓話「埔里ロータリークラブ訪問報告」 

担当 国際奉仕委員会 

 



 
3 時間程、その後二次会へと熱烈歓迎していただきました。 

 

23 日 埔里ロータリークラブ創立 50 周年記念式典 

 9：00 バス移動(郊外の保養施設 牛耳芸術村) 

    式典参加 挨拶 宮澤会長・宮坂直前ガバナー  

    会員や奥様の余興やダンス。 

14：00 熱烈な見送りを受け会場を後に台北へ移動 

（リージェント台北） 

 

25 日 

故宮博物館・市内観光。 

空港に埔里 RC の皆さんが見送りに来ていただきました。 

 

24 日は林さんと薩摩さんから報告していただきますが、道中大きな問題もな

く無事に帰宅できました。 

皆様のご協力に感謝申し上げます。また、守屋会員、林副委員長、薩摩会

員ありがとうございました。 

 

 

林 尚孝 副委員長 

23 日 ゴルフ報告 

朝ホテルを車で出発致しまして、台北市内でレンタルクラブを借りて高速道路

で 30分程の林口ゴルフクラブでプレーを致しました。 

参加者は小口泰史さん、中畑さんの奥様、尾関さん、大橋さんの奥様、竹村一

幸さん、大橋正明さん、林尚孝の 7 名でした。 

素晴らしい天気と素晴らしいゴルフ場で、キャディーさ

んが 2名づつ付いて頂きました。そこらじゅうに犬が寝て

たり歩いてたり、またグリーンはとても難しくて苦戦しま

したが、皆様、ほどほどのスコアで上がってきました。 

帰り際、グラブハウスに有名なプロゴルファーの陳志明

さんがいらしてまして皆さんサインを頂きました。本当に

一日楽しくプレーが出来ました。 

 

 

薩摩 建 会員 

24 日 観光報告 

3 日目、観光組は、台北から東に１時間ほどの場所にある観光地、九份に行き

ました。台北は曇りでしたが、目的地はあいにくの雨でした。 

しかし、ガイドのサブちゃんいわく、土地柄、雨が当たり前で、晴れたらラッキ

ーな場所。なので、雨は運が悪いのではなく当たり前だよ。 

と知っていたら前日に教えてくれても良かったのに・・・と、現地で傘を買った

りでの移動となりました。 

 



 
九份は、海から一気に駆け上がった山にある街で、19世紀末に金の採掘で発展

しましたが、1971 年に閉山で衰退。寂れた街になりました。 

それが、1989年に台湾内で映画のロケ地となり、そのレトロな街並みが知れ渡り

人気となり、さらに、宮崎駿のアニメ「千と千尋の神隠し」のモデルになったと

の噂で、日本の観光客にも有名になった街です。 

 目的の街並みまで行くのに、観光客相手のおみやげ街が細長い道の両側に延々

と続く中を進みました。雨と様々が入り交じった臭いにやられてぐったりしなが

ら進んでいき、目的の街並みにつきました。 

 細長い急な石段の道ぞいにお店が建ち並び、赤い提灯が連なる感じは、独特の

風情がある街だという感じでした。 

 雨の中で足元は滑るし、傘を差して人を避けながらの移動も大変ということで、

さらっと一番メーンの部分を少し見て回った後、千と千尋の湯屋のモデルになっ

たと自称の建物がお茶屋さんだったので、昼食まで本場のお茶をゆっくりと楽し

む事となりました。 

 その正面が昼食の場所でしたので、そこへ移動して昼食と、台湾ビール、紹興

酒をいただきました。その後は、階段をひたすら下り、九份の観光終了です。 

 戻り途中に夕食まで時間があるということで、もう１カ所、詳細を忘れてしま

いましたが、昔の台湾建築がみられるということで、昔の資産家、林家の屋敷を

見学して、ホテルに戻りました。          
 
 
 
 
 
 
 

 

  

井上保子・牛山幸一・北澤洋之介・佐伯克己・薩摩 建・佐藤有司・瀬戸雅三・髙

木昭好・中畑隆一・濵 毅・濵 俊弘・林 靖高・原 史郎・平沢清文・宮坂宥澄・

宮澤由己・山岸邦太郎・山崎典夫・宮坂晃介  国際奉仕委員会様、埔里 RC 訪問

報告よろしくお願いします。楽しみにしています。 

大橋正明・小口泰史・薩摩 建・竹村一幸・中村文明・林 尚孝・平沢清文・宮坂 

伸宮澤由己・守屋麻里・矢島 實  埔里 RC訪問旅行写真、ありがとうございます。 

 

 

会員数４３名、出席者２８名、出席率７０.００％、前々回訂正９０.００％ 
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