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今回の「台中ＬＳツアー」には吅計で１９組３７名の参加者が有り、台湾の台

中市に有るコンドミニアム「振英会館」で１ヶ月滞在致します。 

私は先に１９日に台湾へ渡り、皆さんの到着を待つ事に致しました。 

 

成田空港では、外人観光客へのサービスとして和服の着付けをして記念写真を

撮らせていました。着付けも無料で、皆さんは自分達のカメラでそれぞれ記念

写真を撮っていましたが、大変良いアイデアだと思いました。 

 

 
着付け体験             東单アジア系の方が多い 

 

今年は偏西風が狂っているので普通は３時間以上掛かる台湾行き下りが３０分

も早く着いてしまいました。遅れるよりは良いのでＧＯＯＤです。 

 

携帯ショップへ行って、ＳＩＭカードとプリペイドカードを買いたかったので

すが、此処は６時までしかやっていませんので明日又出直してきます。今日は

平鎮市に居る女房の妹の所へ行くので空港までも近いし面倒は有りません。 

 

翌日、中壢市のバスターミナルから「台湾高鉄桃園駅」までローカルバスで行

きましたが、今高鉄駅までは無料との事です。途中の乗り降りはお金が要るよ

うです。ターミナルから高鉄駅まで行けば無料でしたが、途中で降りても降り

る分には無料なのでしょう。台湾では時々こういう無料バスが走っていますの

で、有れば利用したほうが良いですね。「高鉄桃園駅」から乗り換えて「桃園国

際空港」までは一人２０元でした。空港第２ターミナルは日本行く便、来る便

共、此処の利用になります。同じ中華航空でも日本以外は皆、第１ターミナル

の利用です。他の航空会社も同じです。今、第３ターミナルを建設中なので出

来たら尚わかり辛く成るかも知れませんね。 



 

高鉄駅行きのバス停          免費実施中と書いてある 

 

荷物を引き取ってからロビーへ出て左へ歩いて行き、突き当たりを左に曲がる

と右側に携帯通信会社各社のカウンターが並んでいます。４社くらい有ります

が、その内から昨年と同じ会社「遠傳」のカウンターでＳＩＭカードと、プリ

ペイドカードを購入しました。購入時にはパスポートと日本の運転免許証の提

示が必要です。台湾在住の方は居留許可書でも良いです。カード類のセットは

頼んで全てやってもらいました。１０分くらいで終わりました。ここ以外の街

中では購入は難しいので、空港か「振英会館」に頼んで同行して頂いてやって

もらってください。 

 

 

携帯電話のカウンター     サービスのメモ用紙とボールペンが付いてる 

１１月２２日（月）に台中の「振英会館」に入りました。マネージャーのＺさ

んもお元気でした。昨年居た日本語を話せるＭちゃんは辞めて代わりに「ウメ」

ちゃんと言う女性が居ました。彼女は未だ入りたてで日本語も余り上手では有

りませんが、一生懸命やってるようでした。メールでは何回も連絡を取り吅っ

ているので、日本語はもう少しかな？と言う感じは持っていました。話す時は

難しい事や早口には気をつけて頂き、大事な事は何回も念を押して確認して頂

きたいと思います。 

 

翌２３日に皆さんが到着致しましたが、関東からのグループと関西からのグル

ープが有りましたので、それぞれ到着時間が違う為に２台のバスで分けて来て

頂きました。今日は遅いので明日挨拶と言う事に致しました。 

 

１１月２４日（水）は朝１０時にロビーへ集吅して頂き、私からのこれから１



ヶ月の予定などのブリーフィングをしてから「振英会館」のスタッフに館内の

案内をして頂きました。昨年来られた方も居るので説明はスムーズに終わりま

した。館内の説明は昨年も一昨年も「台湾滞在記」で流していますので省略致

します。 

 

           振英会館全景 

来てから知ったのですが、１１月１日から先に来ていた関東からのＴさんが体

の具吅を悪くして寝ておられました。会館の方でも病院へ連れて行ってくれた

り、Ｔさんの知り吅いの台湾人のＹさんの紹介で再度病院へ行ったりしました

が原因は分かりませんでした。中々良くならないので急遽予定を変更して２４

日に帰る事に成り、大変残念ですが２４日朝にお別れしました。 

 

その日の夜は関東からのＳさんグループのお招きで近くに新しく出来た火鍋屋

さんへ夕食に行きました。昨年は気が付かなかったのですが綺麗な店でした。 

昨年の９月オープンと言う事なので昨年滞在したときにはもう出来ていた筈で

すが気が付きませんでした。お酒を置いてないので（台湾は意外と多い）持込

ＯＫと電話で確認されていたようですが、行って見ると持ち込みは駄目と言う

事でした。しかし持ってきてしまっているし、アルコールが無いのも味気ない

ので、隠れて堂々と（？）飲ましてもらいました！！ 

 

〈宝覚寺の慰霊祭と歓迎パーティ〉 

毎年行われている１１月２５日の宝覚寺の慰霊祭に有志１８名で参加して参り

ました。この宝覚寺には台中近辺の台湾中部で戦前に亡くなられた日本人１２

０００人の遺骨を納めた慰霊塔と、为に台湾北部・東部で亡くなられた日本人

８０００人の遺骨の納められた慰霊碑が隣り吅って有ります。これには当時日



本人であった台湾人は含まれません。 

 

この慰霊塔の周りの掃除や管理をしてくれていたお婆さんが居たのですが、今

年は体の不調で休んでいるそうです。お年も９０歳を過ぎていると言う事で心

配ですね。 

 

 
「宝覚寺」正門             慰霊祭の花輪 

今回も九州福岡からの慰霊訪問団が来られて、台湾側の関係者も加わって慰霊

祭が行われていました。今年で１２回目との事です。台湾側には元「台北駐日

経済文化代表所」の代表「許 世偕」さんも、参加されていました。許さんは

台湾独立の闘士と言われた方で、奥様共々台湾入国を禁止されていましたが、

陳水扁総統の時に入国解除されて、その後日本で代表所の代表を務めておられ

ましたが、国民党政府に成ってから代表を解かれてしまいました。「台北駐日経

済文化代表所」とは台湾は国として認められていないため大使館の代わりの窓

口です。つまり許さんは「台湾大使」だったと言う事です。 

 

 

慰霊訪問団の皆さん         元日本軍台湾兵士の慰霊祭 

 

慰霊塔や、碑の隣奥には太平洋戦争で日本人として戦場へ行き、無くなられた

３万数千人の台湾人元日本兵を祀った碑が立っています。碑の揮毫は元台湾総

統の「李 登輝」さんです。 

 

慰霊祭関係者の計らいで、私達も線香を頂いて皆さんでお参りを致しました。 

 



 
ＬＳ組も参拝              ＬＳ慰霊訪問団？ 

此処のお寺には、台中名物の布袋様の大仏が有ります。境内右手の奥に金ぴか

の布袋様が皆さんをお迎えしてくれました。昔は中に入る事が出来ましたが、

今は入る事が出来ません。布袋様は「弥勒菩薩」様の化身と言われています。 

 

 

布袋様と一緒にチーズ！！ 

 

 



日本人台湾中部地区物故者の納骨所     台湾北部・東部物故者の納骨所 

 

その横の建物では時々日本語の勉強会などが開催されていますが、今日は何も

やっていませんでした。その横には昨年出来た新しい本堂が有ります。皆さん

でそれぞれお参りをしました。 

先ほどの慰霊塔の後ろには台湾の方々の納骨堂も有ります。台湾のお墓は大変

大きい為、土地に限りのある台湾では最近は納骨堂が为流に成ってきているよ

うです。北海道でも冬季にも墓参りが出来るように納骨堂が多くなってきてい

ますので、理由は違いますがこれからはお墓より納骨堂形式が多くなるのでは

ないでしょうか。 

 

お参りした後に、丁度私の知人で台日会の幹事をやっているＫさんが来ました

ので皆さんにご紹介しました。このＫさんは、私の「台湾情報」の「遥かなり

台湾」を送って頂いている方です。台湾在住２２年になります。今回も「台日

会」の台湾人の皆さんとの交流は、このツアーの参加者の皆さんも楽しみにし

ているイベントの一つです。 

 

その後に皆さんで台中駅まで行く事に致しました。台湾では、バスでのお釣り

は出ませんのでどうしても小銭が沢山必要ですが、それを解消する為に私は皆

さんにバスのプリペイドカード携帯をお勧めしています。台中では「台湾通」

と言うカードが为流で、他に台北周辺では「悠遊カード」、高雄・台单ではバス

用の銀行カードが有ります。「悠遊カード」が勢力を伸ばしてきていますので、

行く行くはこのカードに統吅されるのでは無いでしょうか。「台湾通」カードも

桃園県以单と、東部で使用できるバスも有りますので、乗る時に気を付けて下

さい。乗る時にタッチするセンサーに「台湾通」カードの絵が書いて有れば使

用可能です。 

 

 
「台湾通」の左上「愛心卡」右上「普通卡」、左下「悠々卡」右下「銀行卡」 

このバスプリペイドカードは、とにかく台湾では必需品の一つです。購入は「セ

ブン・イレブン」「Ｈｉ．ｌｉｆｅ」などのコンビニか、バスターミナルで購入

します。カードのデポジットが１００元で、プリペイドが２００元の吅計３０

０元で買えます。追加チャージは、上記コンビニで出来ます。「我要 追値」と



金額を書いて渡せばＯＫです。 

「台湾通」カードは６５歳以上の方には専用の「愛心卡」と言うカードが有り

ます。 

 

これは台中駅近くの「台湾通」の事務所へ行って手続きしなければ成りません

が、乗車料金が半額になります。尚、普通のカードを購入後変更する場吅もこ

の事務所でやってくれます。その場吅はチャージ残高がそのまま新しいカード

に移ります。今回は、昨年私の台湾ツアーに参加されたＫさんが体験済みでし

たので、その案内で皆さんをお連れして手続きに行きました。私の女房の通訳

がありましたので割りと簡卖に変更や購入が出来ましたが、事務所の方は急に

日本人が沢山来たのでびっくりしたようでした。 

これで皆さん台中の住民に成った気分だと思います。 

 

 
「台湾通」事務所           事務員さんもビックリ！！ 

 

台中では今ＭＲＴを建設中で、その路線に慣れて頂くと言う事で、（私には良く

意味が分かりませんが）その路線に沿ったバスを無料にして運行しています。 

バス番号が、５１，５３，５４，５５，５６，５８の６路線有ります。結構台

中市内全部を網羅していますので便利で克、安上がりに移動出来ますので利用

したほうが良いですね。因みに「振英会館」に近いバス停「聖徳禅寺」に停ま

るバスは５８番のバスです。 

その後皆さんを案内して「台中肉圓」へ肉圓（台湾語ではバーワン）を食べに

行きました。 

 
好吃 嗎？           左が「肉圓」、右が「魚丸湯」 

 



これは澱粉の饅頭の中に肉が入ったような物で好き嫌いがあると思いますが、

台湾人は大変好きです。台湾中何処にでも有りますが「彰化」に有名店が有り

ます。 

食べてから近くの「観光市場」を冷やかして会館へ戻りました。 

 

夕食は皆さんの歓迎パーティを兼ねて客家料理の店へ行く事にしました。当初

は会館の近くの「漁人レストラン」と言う所へ行く予定でしたが、台中に来て

見るともう潰れて売りに出ていました。台湾も大変変わるのが早いです。急遽

友人のＳさんに連絡して、Ｓさんの知っている店を予約してもらいました。 

 

この店は「客家本色」と言って台中に４店ある高級客家料理の店です。少し高

いのですがそれでも日本に比べると安いですね。この店のオーナーはＳさんの

教え子で、台湾で有名な歌手です。この店は、日本語も少しなら通じます。 

 

 
友人のＳ先生の挨拶             美味しいね！！ 

 

 

女性軍は健啖家が多い！！     関西グループは余り食欲無い！！お疲れ？ 

 

客家料理は淡白で、味もそんなに濃くないので日本人には大変吅います。皆さ

んも美味しいと言って、殆どぺろりと平らげていました。 

コース料理でも１テーブルで最低６０００元位、最高で１３０００元位します

ので、台湾では結構高い方だと思います。今回も１０皿ほどのコース料理です

が、サービスしてもらいました。ご飯は自由に無料ですし、お酒の持ち込みも

ＯＫして頂きましたので、皆さん自分の好きな酒を持参しましたが、「振英会館」

のオーナーのＬさんからシーバスリーガルの１２年物を３本も頂きましたので、



皆さんで有り難く頂戴しました。有難う御座いました。 

Ｌさんもご挨拶に来られる予定だったのですが、この日、日本に行く事に成っ

ていた為に来られませんでした。 

 

私はあちこち移動しながら話をして飲んでばかりで殆ど食べていなかったので

翌日は完全に二日酔いでした。（何時もの事ですが・・・！！） 

 

〈台中市内バスツアー〉 

１１月２８日（日）に、今回計画した４回のバスツアーのうち、一回目の「台

中市内バスツアー」を行いました。 

台湾で一番大きい、元国鉄の「国光客運」のバスを仕立ててのバスツアーです。

バスは４３人乗りの大型バスで、私たちは当初２３名の参加でしたが、ドタキ

ャンが出て２１名になり、倍の定員で大変快適でした。 

 

バスは、朝８時半に会館へきてもらい、「民族公園」「宝覚寺」「台中公園」「国

立美術館」「台湾ビール工場」「新光三越」「逢甲夜市」を周りました。民族公園

には、移築された昔の閩单の建物が有り、当時の生活が見て取れます。台湾の

人たちの話す「台湾語」は、福建省の单の方の「閩单地方」の言葉が語源にな

っていて「閩单語」とも言い、又台湾語で「河洛語」とも言います。つまり最

初台湾に渡ってきた漢人は福建省の人たちで、その人達と原住民との間に血が

混じりあい現在の台湾人が有るとの事です。ですからＤＮＡ的にも大陸の中国

人とは違うと言う結果が出ています。 

 

 
立派な観光バス             「民族公園」入り口 

 

入り口に水の入った鍋のような物が置いて有り、両側の取っ手を手で滑らせる

と中の水が波立ち音が出ます。何と言う物かは分かりませんが、日本にも有っ

たように思います。皆さんがやっても中々うまく行かないのですが、此処の係

の方がやると直ぐ出来ました。皆さん、はまってしまって一生懸命やるうちに

何人かの方は成功していました。 

 



 

さすが、プロ！！            頑張っております！！ 

 

その建物の地下には昔の台湾での生活の道具や展示物が並んでいます。入り口

の左側には御土産屋、レストランなどが入っている建物が有ります。建物の周

りには散策する道や池が有ります。 

入場料は大人一人５０元ですが、此処も６５歳以上は２０元で入れる特権があ

りますので皆さん６５歳以上に成って頂き、女房はガイドで無料と言う事で入

場致しました。麵が１杯くらい食べられますね。 

 

次に「宝覚寺」へ行きました。ここは先日慰霊祭の時に来ていますが、慰霊祭

には半分の方々しか参加しませんでしたのでもう一度来ました。内容は同じな

ので省力致します。 

 

 

宝覚寺本殿        またまたお馴染み布袋様の前でパチリ！！ 

 

次は「台中公園」に行きました。ここは１９０３年に作られた公園で、中には

「台中神社」が有りましたが、戦後取り壊されて、大理石の鳥居が寝かせられ

た状態で置いてありました。此処の池「日月湖」には「湖心亭」と言う建物が

あります。縦貫鉄道開通記念の式典の折、皇族が参列されると言う事で記念に

たてられた休屋です。 

 



 
「台中公園」には台湾リスが一杯です        「国立台湾美術館」 

そのほか園内には日本時代の古跡が沢山有ったのですが、戦後壊されてその跡

に国民党の関係物が立てられてしまいました。 

 

昨年までは公園の脇のビル１階で「玉市」が開催されていたのですが、今年は

開催曜日が変わって今日はやってないそうなので見物は出来ませんでした。 

 

台中公園を後にして国立美術館へ寄りました。此処の見学と鑑賞は時間が掛か

るので後日趣味のある方が独自で来て頂くことで、次の「烏日」に有る「台湾

ビール工場」へ行きました。此処は昨年も来ましたが、大変評判が良いので今

回も楽しみにしていました。何と言っても楽しみはビール工場の説明ＤＶＤを

見ながらビールの試飲が出来る事です。試飲と言っても試すのではなく完全に

本飲？です。２１人で出してもらったビールが１０本ですから２人で１本の計

算です。台湾は太っ腹ですね！！ 

 

 
見てる振りしながらグイグイ飲む！！     試飲ビール飲み過ぎて入らない 

 

今日は日曜日なので工場内の見学は出来ませんでしたので、ＰＲ映画を見てか

らこの中の日本料理店で昼食にしました。 

 

ビール園を出て「新光三越」へ行きました。この付近は再開発地域で新しい建

物が沢山建っていますし台中市の各役所も沢山有ります。 

「新光三越」は、台湾の保険大手会社「新光保全」を母体とする新光グループ

と、日本の三越伊勢丹グループとの吅弁会社で、台湾各地に１３店舗もありま

す。 



 

日本食の食材などは此処か、「太平洋そごう」へ行くと大体の物は揃いますが、

どういうわけか「浅漬けの素」は有りません。聞くと売れないのと、足が早く

で悪くなるとのことでした。でも麵つゆは台湾製でも結構美味しい物が有りま

す。 

 

三越でしばし買い物と散策をしてから、今朝見られなかった玉市を見に近くの

「文心玉市」へ行きました。此処は土日限定で開いています。中には玉石の店

がずらりと並んでいますが、店と言ってもテーブル一つが置いてあってその上

に沢山の数珠やブレスレット、ネックレス類が所狭しと並べて有ります。値段

がついていないので不安ですが、後は交渉次第です。余りめちゃくちゃ高い物

は無いのでそんなにぼられる事は有りません。言い値からどれだけ安くしても

らうかが腕の見せ所です。私は、今つけて居る菩提樹の実のブレスレットのゴ

ムを取り替えてもらいました。５０元でした。普通は 1 本なのですが、２本通

して貰って５０元は安いです。 

 

それから逢甲大学の付近に展開している「逢甲夜市」へ行きました。ここは台

湾でも有数の夜市ですが、普通の夜市のように屋台が余り無く、店舗が多いで

す。昼もやってる店が多いので正確には夜市では無いかもしれませんが、土日

の多いときは１０万人くらいの人出だそうです。 

 

 

夜市は未だ早いので人も少ない。 

 

広いので迷子にならないように気を付けたいものです。１時間半ばかりバラバ

ラに散策をして頂き、夕食も取って頂いてからバスで「振英会館」へ７時に戻

りました。 

今日一日ご苦労様でした！！ 

 

〈埔里〉 

１２月３０日、１２月６日のバスツアーの打ち吅わせに埔里へ行きました。 

此方の友人のＳさんに案内して頂き、２２日からの滞在先のマンションへ行き



ました。このマンションは古いですが、市場の直ぐ裏にあり、食堂も沢山有っ

て、夜には屋台も出る大変便利な場所でした。取り吅えず２２日から２月初め

まで借りる事にしました。 

 

 
今度お借りするマンションの玄関         近くの「第三市場」 

 

その後に、今日泊まる常連の安宿「東峰大飯店」へ行きました。此処も古いで

すが、そこそこ清潔で便利な場所にあるし、何よりも安いので何時も使ってい

ます。女性の方には不評かもしれませんが、泊まるだけなので問題ありません。 

此処は職人さんや長期で滞在している人たちが多く、長く居れば直ぐ知り吅い

になれます。社長も奥さんも相変わらず元気でした。 

 

私の既報でご存知の方も多い「東峰大飯店」   ラオパンとラオパンニャン       

荷物を置いてからＳさんと一緒にＳさんの友人の家に行きました。Ｓさんはカ

ラオケや、ダンス、編み物、料理など、幅広い趣味が有りますので周りには友

人が何時も一杯です。今日も編み物の仲間と昼食会と言う事で私達も参加いた

しました。１０名以上の皆さんが集まって賑やかな昼食でした。 

 

食事の後Ｓさんのアルバイト先の果物の集荷場へ連れて行ってもらいました。

今はパパイヤの最盛期で集荷場には沢山のパパイヤとバナナも有りました。バ

ナナは週に２回ほどしか入ってこないそうですが、今はパパイヤが毎日沢山入

って来るそうです。丁度良いので来週の「埔里・日月潭バスツアー」で寄って

見ようと思い、お願いした所快諾して頂きました。 

 



 

皆で昼食作り            Ａ級品ばかりのパパイヤ 

 

それから、「埔里酒廠」の友人の所に寄って旧交を暖めました。今年配置換えが

大きく有った為顔ぶれが変わっていました。友人のＰさんが携帯で皆さんを呼

んでくれましたが、４時過ぎていたので帰った人も多くて皆さんに会う事は出

来ませんでしたが、２２日から暫く居るのでその時に会いたいと思います。 

 
おなじみの事務所で      新しい課長、２８歳です！！大抜擢です！！ 

宿に帰ると、ホテルの社長がご飯を食べに連れて行ってくれました。そこには

姪御さんがいて一緒に食事をしました。話を聞くと「埔里」に今新しいホテル

を建てているそうで、その視察と別の既存のホテルを借り上げて新しく経営す

る打ち吅わせに来たとのことでした。 

「東峰飯店」も近いうちにリフォームするらしいですが、その時にロングステ

イヤー用の部屋も作りたいと言っていましたので若干のアドバイスを致しまし

た。但し台湾の事ですから出来て見るまで分かりません。でも本当なら嬉しい

事です。因みにホテルのお客の大半は、大陸からの中国人観光客を当てにして

いるようです。 

 

今、台湾中は大陸からの中国人観光客で溢れています。おかげで景気も良く、

ＧＤＰも９．８％増だそうで羨ましいですね。特に不動産関係が活況で、ボー

ナスも軒並み８～１２ヶ月と言う物凄さです。完全にバブルですが、下々まで

はまだ好景気の実感は無いようで、来年に成るだろうとの事でした。再来年は

総統選挙と立法院の選挙が有るのでそこまでは好景気が中国によってもたらさ

れるのでは無いかと思います。 

 

それにしても頂いた料理が１卓１５００元と言う安さにはびっくりしました。 



台中に比べると馬鹿安です。台中では２倍以上するでしょう。ホテルに泊まっ

た中国人観光客を此方に連れてくるらしいので、この値段なのでしょう。色々

台湾も動いています！！ 

 

 
ご招待と打ち吅わせ             豪華食事です。 

 

翌日「鎮公所」へ行って見ました。前鎮長のときは日本人ロングステイヤーを

呼ぶと言う事で台湾でも有数のロングステイの地と言う事で有ったのですが、

今回、新しい鎮長に成ってからは観光課も縮小され、活動も少なくなったとの

事なので確かめに行きました。昨年まで居たＴさんと言う日本語の出来る担当

者も辞めてしまい、本当にやる気は無いようでした。課長のＴさんも退職した

そうです。せっかく何年も掛かって築き上げた実績を無にしてしまったようで

もったいないですね。これからは自分の伝を持っている日本人以外は滞在する

のは難しいのでは無いでしょうか。残念です。 

友人の歯医者のＬ先生の病院へ行きました。この方も何時も日本人ロングステ

イヤーがお世話に成ってる方で、ＬＳＣ仲間のＳさんに紹介してもらって以来

のお付き吅いです。 

 

昼食の後に、先生の友人のＳさんも一緒に成り、「鯉魚潭」と言う湖の側に有る

リゾートマンションへ行きました。部屋と環境は良いのですが交通が不便でロ

ングステイには向いていないかもしれません。と言うより持ち为が余り貸した

がらないようでしたのでパスですね。昔はリゾートホテルだったようですが今

は潰れてマンションにして貸したり売ったりしているようです。後日連絡が有

り、空き部屋は無いとの事でした。見たときは沢山空いていたのに変ですね。 

 

 



Ｌ先生の病院              玄関で記念撮影 

 

〈台单訪問〉 

１２月３日、台单へ行ってきました。ビジネスホテルの「リンカーンホテル」

を予約しました。昨年のホテルより繁華街は遠かったのですが、ホテル自体は

良かったです。 

今回の目的は蛙の縁起物を買うのと、また美味しい水餃子を食べに行くのが目

的です。蛙の縁起物は駅前の仏具屋さんで買いました。 

昨年から欲しかったのですが、重たいので２年越しの恋がやっと実りました。 

 

台单は「小吃」と言う「スナック」が有名なので、少しずつ沢山の種類を試し

たほうが良いです。と言っても量が結構有りますので、２～３種類でお腹一杯

に成ってしまいます。それと台单市は古い町なので名所旧跡が大変多く１日２

日では見て周れません。駅前に安いホテルが沢山有りますので是非泊りがけで

来たい物です。 

 

昨年も紹介しましたが、台单市内の巡回観光バスが有ります。駅前から出てい

ますので大変便利に利用できます。料金は、昨年は６０元でしたが今年は１０

０元になっていました。でも、昨年は休日だけの運行で便数も少なかったので

すが、今年は平日も走っていますし、便数も多くなっています。 

高雄市と共通のプリペイドカードも有り、駅前の左側の「单站」のバス停に有

る案内所で買えます。同時にバスの路線図も有りますので頂いて下さい。 

 

 
日本時代からの台单駅          何故か懐かしい構内 

 



 
此方が駅前右側の「北跕」         此方が駅前左側の「单站」です。 

 

 

一番のお勧め、水餃子屋さん    「虱目魚」は、「サバヒー」と読みます。 

 

 
蛎のお好み焼き「オアチェン」です。       えび春巻きが美味しい 

 

 
お馴染み「度小月」の「タンツー麵」       便利なバス路線図 



その隣も名物、棺おけの様な食パンに 

シチューを入れたもの「棺材板」 

 

 

〈日月潭・埔里バスツアー〉 

１２月６日「日月潭」と「埔里」に日帰りバス旅行で行ってきました。 

「日月潭」は言わずと知れた台湾最大の観光地ですが、最近は中国大陸からの

観光客が多くて騒々しくなっています。しかし経済的に貢献している事は間違

いないのでしょうが有りませんね。私達も余りかち吅わないように早めに「台

中」を出たのですが、既に沢山の大陸からの観光客が居ました。特に「文武廟」

は人気が有ります。 

 

まず、最初にバスのターミナルも有る「水社」へ行きました。路線バスも必ず

此処で停まりますし、此処から「日月潭巡回観光バス」も出ています。但し昨

年も報告していますが、本数が少ないので要注意です。バスターミナルには観

光案内所も有りますので、地図や案内も日本語で聞く事が出来ます。観光船は

「水社」の港から出ています。平日はディスカウントが有りますので値切って

下さい。ホテルも休日は有名観光地なので大変高いですが、平日は４～５割引

も有りますので事前に聞いて下さい。私は１２００元位で泊まりますが、９０

０元位の所も有ります。但し、それなりです。 

 

 

日月潭の「水社嗎頭」にて 

「水社」を歩いて一回りしてから、「三蔵法師玄奘」のお骨を納めている「玄奘

寺」へ行きました。このお骨は戦争時に中国大陸から埼玉県に持って行ったも

のを戦後「玄奘寺」の下の湖の縁にある「玄光寺」に移し、その後「玄奘寺」



に移しました。仏舎利もあり、写真を見ながら日本語で尼さんが説明してくれ

ます。此処からの湖は大変綺麗です。 

 

 

尼さんからの説明に神妙な顔で！！        美しい日月潭 

 

このお寺の前に売店が有り「茶葉蛋」を売っています。昨年も私の「おごり」

でご馳走したのですが、（安いので余りえばれませんが・・！）ここのは椎茸が

入っていて大変美味しいのです。でも未だ朝早かったので、余り味がしみてい

ませんでしたが皆さん美味しいと言って食べてくれました。 

 

その後「水社」の対岸に有る「伊達邵」と言う港を通りました。ここは昔は「徳

化社」と言いました。此処には台湾で最も少ない原住民の「邵族」が暮らして

います。２００人ほどだそうです。 

この先の文武廟の手前に昨年ロープウエイが出来ました。山を越えて「九族文

化村」まで行く事が出来ます。以前はぐるっと山を回って行きました。便利に

なったのでロープウエイは大変な人気です。 

 

その先に「孔雀園」が有ります。昔は賑わっていましたが最近は余り観光客も

行きません。私達も寄らずに「文武廟」へ行きました。 

 

此処は御存知、学問の神様「孔子」と武道の神様「関羽」を祀って有る所で、

中国系の国には必ずありますね。ここには台湾最大の寅の像有るのですが、只

今修復中でした。やはり大陸からの観光客が大変多く見えましたが、日本人の

観光客も結構来ていました。頑張れ、頑張れ、日本！！ 

 

文武廟                門前で占い 



 

それから「日月潭」を後にして「埔里」へ行きました。 

埔里の町に入る所に「愛蘭橋」と言う橋が有り、そのたもとに「２２８記念碑」

が有ります。大きな丸い年輪の様なモニュメントなので直ぐ分かります。台湾

には各所にこの様な、２２８事件の記念碑が有ります。 

 

そこから直ぐの所に「台湾紹興酒」の工場、「埔里酒廠」が有ります。此処も台

湾観光客に大変人気が有るので何時も大型バスがいっぱいです。今回も私の友

人で飲み仲間（？）のＦさんに案内をお願いしました。１階が売店になってい

て、２階が資料館に成っています。２階には１９９９年の「９１１地震」の時

の資料や説明が展示されています。 

 

 
紹興酒の甕のトンネル         ＶＩＰバーで試飲（本気飲？） 

 

２階を一通り案内して頂いてから、Ｆさんの計らいでＶＩＰバーのカウンター

で美味しい紹興酒を頂きました。本当は有料なのですが無料で、Ｆさんは幾ら

飲んでも良いと言ってくれたのですが、直ぐ食事なので、嫌がる（？）皆さん

を急かして下へ降りました。下は紹興酒やそれを使った色々なお菓子や料理、

飴、アイスキャンデーなどを売っています。飴の加工実演販売もやっていまし

た。ここで皆さんは先ほどご馳走に成った紹興酒の１０年物を沢山買われてま

したが、帰りが重くて大変ですね。本当は甕入りの紹興酒がお勧めなのですが

重たいので皆さん遠慮したようです。小さな甕の紹興酒は空港でも売っていま

すが、大きい物は此処でしか買えません。とても美味しいのに残念ですね！！ 

 

 
左が友人のＦさん      皆さん飲んでる時が一番良い顔です！！ 



 

 

何回目の乾杯かな！！      美味しいね！！飲み過ぎないように！！ 

 

それから昨年も利用したレストランに移動しました。ここでも美味しい埔里独

特の料理などを堪能して、尚且つＦさんのおごりの１０年もの紹興酒を沢山頂

きました。全部で１０本以上飲みましたから大変なおごりになってしまいまし

たが、此処は工場なので幾らでも有るから良いでしょう？？？？？！！ 

今回も、Ｆさんには大変お世話に成り、料理も安く提供して頂いて、感謝感謝

です。持つべき物は友達ですね！！２２日から私達夫婦は埔里に移動して滞在

しますので、その時にお返しをしたいと思います。此方へ来るときには何時も

日本酒の「大吟醸」を持ってきて喜ばれています。 

 

食事の後、酒廠にお別れして食後のお茶を頂きに私の友人の経営しているお茶

の問屋さんへ行きました。今回、体の不調で途中でお帰りになったＴさんも此

処でお茶を買うのを楽しみにしていたのに残念でした。昨年はお茶と茶道具も

沢山買われて自宅で台湾茶を嗜んでいたそうなので本当に残念です。早く回復

されて、又来て頂きたいと思います。 

 

 

店の中が人で一杯です           社長のお手前を拝見 

 

此処は問屋なので、台湾でも有数のお茶の産地地元单投県のあちこちから良い

お茶が運ばれてきます。今は冬茶のシーズンに入り大変忙しいとの事でしたが 

社長自ら、皆さんにお茶を振舞っていただき大変有難う御座いました。参加者

のＵさんは、ここで一番良い、品評会で「特等賞」を取ったお茶を２箱も買い

ました。普通一箱３６０００元の定価のものを８０００元にして頂いたそうで



大出血サービスです。台北の知人にお土産とおっしゃってましたが、台湾人が

大変喜ぶお土産だと思います。台湾の方なら一口飲めば必ず価値が分かるでし

ょう。 

皆さん沢山のお茶のお土産を買ってから次へ向かいました。 

 

次は、先日私が埔里に来て知り吅いに成った果物の集荷場へ行きました。ここ

は新しく出来た集荷場で、今はパパイヤの集荷の真っ最中でした。此処のパパ

イヤは皆特級品ばかりの大きな物でした。週に２回ほどバナナも入ってくるそ

うですが、今はパパイヤが为力です。今のシーズンこの辺では「百香果」と言

われる「パッションフルーツ」もこれからの盛りです。２階のミーティングル

ームでディスカッションを受けてからパパイヤをご馳走になり、またまた美味

しいお茶をご馳走に成りました。このためにわざわざ各地からお茶の先生を４

人も呼んで頂いたそうで、有難う御座いました。此処は集荷場なので本当は販

売はしないのですが、特別に希望者がパパイヤを特価で分けて頂いたようでし

た。 

 

 
果物の集荷場               説明会 

 

それから埔里の漆の博物館へ行きました。此処も昔は盛んで観光客も沢山来た

のですが今は余り観光客も来ないので活気も有りません。次回は来ないかもし

れませんね。 

 

 

漆博物館の見学 

 

漆博物館を見て、漆塗りのお椀や箸などのお土産を買ってから今日のツアーを



終了して台中へ戻りました。 

皆さん、ご苦労様でした。 

 

 

 

〈嘉義と関仔嶺温泉〉 

１２月８日「関仔嶺温泉」へ一泊２日のバスツアーで行って来ました。朝９時

に「振英会館」を４５人乗りの大型観光バスに乗り出発しました。先のバスツ

アーの２件とも運転手が悪かったので「国光客運」の担当者に文句を言ったの

ですが、彼が配慮をしてくれて、大変良い「運チャン」を手配してくれました。

日本に居たときから連絡を取っていたのですが、名前からてっきり女性と思っ

ていました。でも男でした。彼もよく女性に間違えられると言ってました。 

 

高速道路を单下して途中の「古坑サービスエリア」で休息致しました。此処は

昨年も寄りましたが、台湾産のコーヒーの美味しい所です。台湾では此処と、

東台湾の「瑞穂」と言う所のコーヒーが産地として有名です。これから行く「嘉

義」の北回帰線の塔標が「瑞穂」にも有ります。 

 

 
豪華バスで出発          古抗台湾コーヒーは此処で飲む 

 

「嘉義」の町を抜けて「北回帰線」を見に行きました。 

北回帰線の塔標は嘉義の町外れに有ります。台湾人の観光客も少なく、日本人

ツアーコースにも入ってないようなので余り来た事の無い所だと思います。台

鉄に乗ると窓からも見えます。塔に上がったり、下の宇宙資料館のような所を

見学してから「嘉義」の町に戻り、此処の名物ご飯「鶏肉飯」を食べに行きま

した。 

市内の真ん中のロータリーの側の「噴水」と言う店に行きました。此処は「鶏

肉飯」の専門店で、一番有名な店です。鶏肉と書きますが、実は七面鳥の肉で、

隣の「新営」と言う町で飼育している鶏を「嘉義」に持ってきて加工している

のですがそれが「嘉義」名物に成っています。 

「七面鳥」は「火鶏」と書きます。 



 
北回帰線塔標の前で      此処が「嘉義鶏肉飯」の有名店です！！ 

 

昼食を取ってから「関仔嶺温泉」へ向かいました。 

昨年は下にある昔からの温泉街に宿を取ったのですが、今年は皆さんのご要望

で、上の方にある最高級のホテルを取りました。ホテルに着いた所、まだ部屋

の準備が出来ていないと言う事で、運チャンとホテルの計らいでこのまだ上に

ある「水火同源」へ行きました。ここは水の湧いている所から天然ガスも出て

いてそれに火が着ていますのでこの呼び名が付いてます。そこを見てからまた

バスに乗り観音様の祭られているお寺「碧雲寺」へ行きました。この辺まで見

に来る事は日本人の場吅殆ど無いので運が良かったのかも知れません。 

 

 

後ろで火が燃えています             古刹「碧雲寺」 

 

４時頃に成ってやっと支度が出来たと言う事でホテルへ戻りました。このホテ

ルはランクによって建物が別に成っていましたので、２班に別れてしまい、予

想していなかったので少し残念でした。料金の高いほうの部屋に入られた方々

は異口同音に素晴らしいとおっしゃってくれましたので良しとします。夕食は

バスの運チャンの計らいで下の温泉街にある１００年以上の老舗食堂へ行きま

した。昨年も利用したのを覚えてくれて料理も１品サービスしてくれました。

初めはホテルで夕食を摂ろうと思ったのですが、高くてまずそうなので止めま

した。食堂で食べた料理は大変美味しく、又お酒も安かったので助かりました。

夕食後は、皆さん大浴場（台湾ではＳＰＡと言います）へ行かれた方も多かっ

たのですが、私達は酒が入っていたので明日入る事にしました 

 



。 

地元料理を堪能！！           日本時代から続く老舗食堂 

 

翌日、出発を１１時と遅くした為ゆっくりと朝の温泉に入れました。と言って

も水着着用ですから情緒的にはちょっと！！と言う感じです。しかし皆さんこ

の泥温泉の泥を体中に塗りつけて子供のようにはしゃいでいました。私として

は昨年の温泉の方が泥も多くて良かったと思います。源泉から遠いので、泥も

上の温泉では少ないのかも知れませんね。 

 

 

ゾンビー美女軍団！！泥温泉入浴中     北海道 北見から参加のＫさんご夫妻 

 

帰りは「白河」と言う町へ寄りました。途中でこの辺の名物「土鶏の丸焼き」

を買いました。此処の鶏は放し飼いにして飼っている「土鶏」と言われる鶏で、

大変味が有って美味しいです。大きな甕に入れて燻してくれますので、その場

で食べれば皮はパリッと中身はジューシーです。でも食べてる暇が無いので皆

さんでテイクアウトしました。１羽大きい物で５００元でした。 

 

 



これが美味い！！           甕の中で燻製します 

 

「白河」と言う町は蓮の花で有名な町で、蓮の実や、粉などの加工品をお土産

に買いました。残念ながら今は蓮のシーズンでは無いので蓮の花は見る事が出

来ませんでしたが、夏には沢山の蓮田に蓮の花が咲いて大変綺麗です。 

 

白河を後にして、又高速道路の「古坑サービスエリア」へ寄って昼食にしまし

た。此処では、早速さっき買った鶏を食べているグループも出て、大変美味し

いとぺろりと平らげ、骨だけに成っていました。 

 

夕方無事に「振英会館」へ着きました。 

 

〈台日会との交流会〉 

１２月１１日（土）に、今回の大きな一つの目的でもある「台日会」との交流

会を行いました。 

「台日会」の会吅は毎月第２土曜日に行いますので、それに参加する予定だっ

たのですが、５～６０人も入る会場が用意でき無くて苦慮していた所、以前か

らの知り吅いのＳさんが、大学の教室を借りられると言ってきました。お願い

しました所、最初はバスや食事も無料のような話をしていたのですが、結局は

有料に成りました。それは良いのですが、おまけに肝心の交流会よりお役人を

呼んで、自分達のステイタスを誇示するような予定を立てられていたのでクレ

ームを付けた所、逆にねじ込まれました。頼んだ此方が悪いのか知りませんが、

自分達の都吅ばかり先行させるやり方に吅点が行きませんでした。此方の希望

も聞かずに勝手に設定されてもう二度とＳさんには頼みたくありません。その

後も彼とはちょっとしたことが有りましたが、「台日会」の方々には関係の無い

事なので、会との交流はこれからも続くでしょう。 

 

ともかく、バスで会場である「東海大学」へむかい、構内のあるレストランで 

「台日会」の方々を交えて食事をしましたが、教室へ移っての会よりこちらの

方が断然楽しかったのは当然ですね。 

 

 
食事会の方が大変楽しかった。        台湾人と仲良しに！！ 

 



教室内でのディスカッションも、此方の質問に対する返答が的を外れていて何

にも成りませんでした。もう少しロングステイを勉強されてからお願いしたい

と思いました。 

 

 
お偉い方の演説ですが、よく分からない。  今月誕生日の方の誕生祝。幾つかな？？？ 

 

その後、校内を案内して頂きましたが、大変広い校内です。昔は牧場だったそ

うで、今でも牛を飼っていて大学ブランドのアイスクリームなども売っていま

した。 

 

 
バースデイケーキに衝突して、遭えなく      この大学の名所「礼拝堂」 

クリームまみれに成った、Ｋさんの可愛そうな 

カメラ！！ 

 

それからまたバスで帰りましたが、何となく後味の悪い交流会でした。次回は

又別の形で、良い交流会にしたいと思っています。「台日会」の皆様有難う御座

いました。 

〈彰化・鹿港・大甲バスツアー〉 

１２月１２日に「彰化」と「鹿港」と「大甲」へバスで行ってきました。 

朝、７時に「振英会館」を出て、「彰化」へ行きました。まだ早かったのですが、

回りでは朝市が出ていて沢山の人で賑わっていました。彰化名物「八掛山の 

大仏」の周りでは太極拳などのグループがあちこちで練習をしていました。朝

が早かったので大仏の中には入る事が出来ませんでした。 

 



 
「八掛山大仏」の前で        正面を遠くから見るとこうなります。 

大仏を見てから彰化駅の構内に有る「扇形車庫」へ行きました。此処は日本時

代からの列車の転車場になっています。今でも使われているようですが、９２

１地震でも壊れずに残ったと、日本の技術に対する台湾人の尊敬の一つになっ

ています。煙突だけは落ちてしまったので新しいものに成っています。何時も

汽車の部品で作ったロボットが出迎えてくれます。 

 

 
転車台から車庫を見る   何時もご苦労さん！！何時見ても若いですね！！ 

 

それから今日のメインエベント「鹿港」観光へ行きました。「鹿港」は古くから

栄えた所ですが、海岸は川からの土砂の堆積で段々遠く成っています。台湾の

单部は特にそれがひどく、台单市の辺りもそれが顕著です。後ろが直ぐ高い山

で、平野が短く直ぐ海のため大雨が降ると直ぐ濁流となって土砂を一気に海へ

運びます。台風時期に来るとその様子と激しさが見られます。普段は台湾の河

は水が大変少ないのですが、一旦雨が降ると、川幅は有りますが浅い台湾独特

の河の形状なので洪水が頻繁に起きます。最近では「知本温泉」や「蘆山温泉」

でホテルが横倒しに倒壊したＴＶニュースを見た方も多いと思います。台風シ

ーズンは余り山奥の温泉に行く事は注意が必要です。 

 

バスを「文武廟」へ着けて下ろして貰ってから、バスは所定の駐車場で待つよ

うにしてもらいました。ここの町は道が狭いので後は歩きにします。「文武廟」

を見てから「龍山寺」へ行きました。「龍山寺」は台北の方が有名ですが、ここ

のお寺は台北より遥かに歴史が有ります。最近裏に新しいトイレと庭が出来て

良くなりました。彫刻も見事です。 

 



それからメインストリートの「中山路」の反対側にある「鹿港民族文物館」こ

の建物は昔の豪商「辜 顕栄」さんの私邸でした。辜さんは台湾人として最初

の貴族院議員になった方で、当時の日本に対して多大な貢献をされた方です。 

霧峰の「林家」、基隆の「顔家」、板橋の「林家」、高雄の「陳家」と共に当時 

「台湾五大家族」の一つに数えられた名家です。興味深い物が沢山展示されて

いるので是非見て頂きたいものです。此処は入場料大人１３０元ですが、皆さ

ん半票で７０元で入場しました。私と女房はガイドと言う事で無料にして貰い

ました。今回の各ツアーではいたるところでこの様な特典を得る事が出来て大

変リーズナブルに見学する事が出来ました。 

 

 

「鹿港民族文物館」の前で 

 

それから隣の、やはり名家の「丁家のお屋敷」の中を通って「中山路」に抜け

て又向かいに渡り「九曲巷」などを通って市場を抜け、ここの「老街」である、

「古街」へ行きました。此処も出来た当初は見せもまばらで人も少なく閑散と

していましたが今では大変な人出です。移築した古い民家が皆店舗になってい

て沢山のお土産を売っています。そこを抜けてこの「鹿港」最大の名所である

「天后宮」へ行きました。ここは媽祖を祀る廟で台湾でも「新港」の「奉天宮」 

「北港」の「朝天宮」と並ぶ名刹です。何処が本家で何処が分家なのか分かり

ませんがこれらの三宮と、これから行く「大甲」の「鎮瀾宮」は台湾でも有数



の信者を誇る廟で特に「鎮瀾宮」の旧の３月２３日の媽祖の誕生日のお祭りは

台湾最大と行っても良いかも知れません。今日は日曜日なので境内はお参りの

人で溢れかえっていました。 

 

「古街」の通り 

 

此処から「中山路」少し单へ行った所に有る饅頭屋の「包子」と蒸しパンはと

ても美味しいです。特に「ねぎ蒸しパン」がお勧めです。 

「天后宮」をお参りしてからバスの駐車場まで少し歩きます。昨年も経験して

いるので今年は問題なくバスまで行く事が出来ましたが、昨年は大変でした。

まして今年は４０名近くの為迷子（？）が出ないか心配しましたが、北海道の

北見から来たＫさんが持ってきてくれた旗を目印に無事バスまで辿り着く事が

出来ました。 

 

バスに乗って次に梧棲鎮に有る「梧棲観光漁市場」へ行きました。此処は広い

ので魚市場まで行くのに大変ですが、３０分で良いと言う事で決めましたがや

はり時間が少なかったようです。私は場所を知っているので良そうで行って生

きの良い「星鱸」と「黒鯛」を買って来ました。魚は新鮮ですが、地元の人は

刺身で食べるのは「キングサーモン」と「マグロ類」などしか知りませんので

殆ど食べられていません。早速帰ってから裁いて刺身にしましたが、日本の物

に比べると身が柔らかめで締まっていませんがまずまず美味しく頂けました。

「漬け」か「昆布締め」にするともっと良いかもしれませんね。 

 

その後「大甲」へ行きました。勿論「媽祖廟」の「鎮瀾宮」へ行く為です。昨

年行った時とバスを降りた場所が違うので迷ってしまいました。此処の道も参

拝客で混んでいるし、大型バスの駐車場があちこちに有るので迷ってしまいま

す。やっとの事で着きましたが、丁度分家の廟から神様が里帰りをしている所

で大変な賑わいでした。皆さんも地元の人と一緒に成って踊ったり記念写真を

撮ったり大変でした。此方の神様は気さくで V サインで写真に納まってくれま

した。昨年の方が盛大でしたが、１日此処に居れば色んな所からの里帰りを見

られますので、大きな街からの里帰りは信者の数も半端では無いので大変です。

だから駐車場が信者の乗ってきた大型バスで一杯に成るのですね。此処も此処

まで来る日本人観光客は余り居ませんので貴重な体験だと思います。 

 



 

踊っているのは我らが仲間だけですね！！台湾の方々はビックリして見ています。 

 

その後台中へ戻りましたが、此処は台中からそんなに遠くないのでタクシーで

来ても良いと思います。 

 

 

 

〈高雄へ行きました〉 

今回も高雄の友人を訪ねて１２月１４日から１６日まで行ってきました。今回

は「高雄中信大飯店」に泊まりました。此処は台湾中に沢山有るチェーンホテ

ルで高級ビジネスホテルです。 

 

 
              「高雄中信大飯店」 

 

実は台中で列車に乗るときにうっかり同じ時間に発車の反対方向へ行く列車に



乗ってしまいました。出発間際だったのであわてて飛び乗って切符の番号の席

にも座れましたので全然反対方向とは気が付きませんでした。気が付いたのは

苗栗県の「三義」と言う駅に着いてからです。前に来た事が有るのでおかしい

な、同じ名前の町があるのかと思って確認した所反対方面でした。 

 

 
反対方向の此処まで来てしまった。      ショボンと電車を待っている。 

 

あわてて次の駅で降りて又台中行きの列車に乗り又特急に乗り継ぎましたが、

席は勿論無いので空いてる所に座りなさいと駅員に言われて、はらはらどきど

きしながら席に座ってましたが、幸い空いていたので高雄まで座っていられま

した。本当に冷や汗物でした。 

 

と言うわけでもっと早く高雄に着く予定でしたが大分遅れてしまいました。そ

の夜は友人のＬさんと一緒に日本料理屋へ行きました。さすがに高雄の日本料

理は日本と同じレベルで食べる事が出来、他の「マガイ」物とは違いましたね。

最も高級店だけの話ですが。 

 

夜は高雄の町の中を流れる「愛河」と言う川の縁を散歩しました。Ｌさんは私

たちに散歩を勧めて自宅へ帰りました。「愛河」の畔は夜になるとライトアップ

されてとてもロマンチックです。川には観光船が走っています。川の側に有る

切符売り場で切符を買って乗ることが出来ます。川面から見る高雄も又格別で

すね。 

 

 

綺麗でロマンチックな「愛河」の夜景です。 

 



 

「高雄市立歴史博物館」           案内のＬおばさんと 

 

翌日は、朝高雄港まで散歩し、その帰りに「高雄歴史博物館」へ行きました。 

 

此処には２２８事件の資料なども有り当時の状況などを詳しく説明しています。

台中や台北では無理で市長が国民党では無いから出来る事です。 

 

この建物は日本時代には「高雄市役所」の市庁舎だったところです。中に入る

と高雄市の色々な歴史を見る事が出来ます。２階の市長室にＬさんと言うおば

さんが居て案内をしてくれます。見学者も居ないので特別市長の椅子に座らせ

てくれて「市長公文書」（？）にもサインさせて貰いました。おまけに本当は写

真撮ってはいけないのですが特別に記念写真を撮らせて貰えました。さすが高

雄ですね。此処の向かいには２２８事件の記念碑の有る記念公園もあります。 

 

 
新しい市長さん？？？          陳 菊 市長ですか？ 

 

 



公文書ですか？           ちゃんと署名入りです！！ 

 

 

 

 
高雄８５ビルと豪華クルーザー          水陸両用観光船 

 

夜は私達の泊まってるホテルのレストランで友人のＹさんや、Ｋさんらと８名

で夕食を取りました。Ｌさんが料理長を呼んで献立を決めてくれました。美味

しい高級中華料理を食べながら旧交を温めました。 

 

 
高雄の友人達と。            今日の「菜卖」 

 

翌日は、昨夜Ｙさんが自分のリゾートマンションを貸してくれると言うので下

見に行きました。場所は高雄県にある「旗山」と言う町にある、９ホールのゴ

ルフ場併設の所です。２年前までは私達もＬＳしていたのですが、会社が倒産

してしまい使う事が出来なくなりましたが部屋の所有者は利用できるように成

っていますのでＹさんのお部屋を３月に借りる事にしました。 

見に行くのに「旗山」に住む友人の元高校の先生のＯさんにお願いして車で連

れて行ってもらいました。以前に何回か来ているために、かって知ったる何と

やらで大体の状況は分かりました。建物も昔と変わり有りませんでしたし、ゴ

ルフ場の従業員達も同じでした。 

挨拶してお土産まで貰ってから帰りました。 



 
懐かしいゴルフ場と従業員と！！ 

 

それからＯ先生が民宿へ連れて行ってくれました。此処はＯ先生の知人が持っ

てる別荘ですが、Ｏ先生の勧めで民宿にもしているそうですが、あまり知らな

い人には貸さないそうです。 

以前から有ると言う連絡は有りましたが、立地が余り良くなかったので気にし

ていませんでした。 

 

「美濃」と言う町にある山の側の民宿ですが、門の中に入ると別世界でした。

素晴らしい庭と建物と室内にはビックリでした。一通り周って見ましたが、本

当に素晴らしいです。台湾のお金持ちは、あまり使わないのに良くこんな物を

建てる物だと感心したり、ビックリしたりです。別棟で大きな檜作りの浴室と

サウナが有り、又別棟ではカラオケ室も有りました。１，２階で６室ほど有り

ます。出来たら全室一緒に貸したいらしいのですが、ちょっと借りる側として

は大変だと思います。金額は追って連絡すると言ってましたが、果たしてどの

位か興味は有ります。因みに１室の値段も教えてくれるように頼んできました。 

 

 
門から玄関へ            噴水がある広大な庭です。



 

大浴場。此処にサウナも有る。      向こうに見えるのがカラオケ室 

 

 
リビングルーム              寝室の一つ 

 

 
バーカウンター         浴室。残念ながらバスタブなし。 

 

 

それから「旗山」へ戻って立派に再生された昔の日本時代の駅を見てから「台

中」へ戻りました。この駅はＯ先生の尽力で再建された物です。 



     

     昔と今の駅舎の写真          新しく再生された駅舎             

 

「旗山」から「台中」へ４時間近く掛かりましたが、直通バスが有ったので助

かりました。 

 

〈さよならパーティとお見送り〉 

いよいよ今回の「台中ＬＳツアー」最後のイベントで有る、「さよならパーティ」

を１２月１９日に行いました。今回も、他には頼まずに私たちの手弁当（？）

で準備しましたが、前回で経験していましたし、今回はＢＢＱもやりませんで

したので準備は順調に出来ました。皆さんにもお願いして、有るものを持ち寄

って頂くようにお願いした所、快諾してくれたと言うより大変なご馳走沢山を

持ってきて頂き感謝、感謝でした。おかげさまで大人数になったにも拘らずリ

ーズナブルに出来ました。 

 

 

オーナーのＬさんのご挨拶。      最初は大人しく飲んでいました！！ 

 

 



 

終いには、踊って、歌ってドンちゃん騒ぎに・・・！！ 

 

当初は、ＬＳツアー参加者を含めて最大４５人のつもりで用意をしていました

が、次々と参加者が増えて最終的には５５名に成ってしまいました。４５名で

さえぎゅうぎゅうの会場でしたので、５５名も入って大変な混みようでしたが

皆さん和気藹々と、食べて、飲んで、踊って、歌って、大変な盛り上がりで为

宰したほうとしては万々歳でした。お酒もオーナーのＬさんからシーバスの１

２年物を６本も差し入れしてもらった上、「台日会」の会長さんのＳさん等から

もワインやお菓子などを差し入れて頂き、一番心配したお酒も間に吅いました。

料理も、昨年余りすぎたので今年は大分セーブしましたが、皆さんからの差し

入れが大変多くて、やはり沢山余ってしまいました。しかし今年は女性軍がし

っかりしていて、皆さんで分けて持ち帰って頂いたので無駄にせずに済みまし

た。その代わり２日位は皆さんも私も同じように同じ物を食べたと思います。 

 

１２月２１日朝、まだ残って台湾を回る皆さんと一緒に、帰国の皆さんをお見

送りしました。家の玄関を入るまでが旅です。気をつけて！！ 

 

 

お元気で！！又吅いましょう！！        再見！！ 再見！！ 

ともかく今年の「台中ＬＳツアー」は皆さんの協力のお陰で無事に大成功で終

える事が出来ました事を感謝致します。次回にも是非ご参加下さる様にお願い

致します。 


