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↑ 2007年５月16日～23日 FFカルガリー(カナダ)受入 

８月17日～26日 FFジュンヂアイ(ブラジル)渡航→ 

The Friendship Force of Koriyama  
20th Anniversary 

Our Mission 
 The Friendship Force was founded in 1977 with a single mission: ‘To create an enviroment where 
personal friendships can be established across the barriers that separate people.’  A nonprofit 
organization, The Friendship Force is active in more than 50 countries, promoting friendship and 
goodwill through an extensive program of homestay exchange.  

私たちの使命 
フレンドシップフォースは1977年に設立されました。その使命は唯一つ“人々を隔てて

いる様々な障壁を乗り越えて、友情を確立する環境を創出すること”です。非営利組織

として50数カ国で活動しており、大量のホームステイ交換プログラムを通じて、親善友

好を促進しております。 
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 会長あいさつ                                
  蓋（きぬがさ）康 
 
 
 

 

 

 

 

 

「ザ フレンドシップフォース オブ 郡山」設立20周年

おめでとうございます。会員の皆様と共々に20周年を喜

びあいたいと思います。 

1987年４月に「福島県青年海外派遣友の会郡山方部」

内に郡山クラブを設立し、６月にミズリー州セントルイ

スからアンバサダー(民間大使)をお迎えしたのが交流活

動の始まりでした。現在はＥＤ(交換委員長)を中心に、

しっかりした交換委員会が準備をしていますが、当時は

ＥＤ１人にすべての負担がかかり、交換が終わるとぐっ

たり疲れてしまう状況でした。又、若い会員が多く、1

週間のホームスティ受入が難しかった為、１週を前半・

後半に分けて受入する、いわゆる郡山方式が生まれたの

も、生活の知恵からでした。この方式は、今でも郡山ク

ラブの特徴の一つになっています。 

交換は20年間で受入26回、渡航10回の計36回を数え、

非公式な交換を含めると14カ国の人々と友情を育んで参

りました。皆さんそれぞれに思い出に残る交流をされた

と思います。ウエルカムパーティでは、琴、フルート、

手品など芸達者な会員によるアトラクションや「ひょっ

とこ踊り」や「阿波踊り」を行い、郡山名物の合唱サー

クルは季節や相手の国にあった合唱を披露し、アンバサ

ダーから大好評を博しています。 

会報は1991年に手書きでスタート、昨年で47号を数え

るに至っています。ホームページも充実し、2003年には

ＦＦ本部より「Excellence in Public Relations」の表彰を受

けました。 

郡山クラブは男女のバランスのとれたスタッフ(役員)

が、合議で会を運営、会員の皆さんがホームスティのみ

ならず、各種行事を陰で支えてくれて成り立っているク

ラブです。 

 「継続は力なり」といいますが、20 周年を機に、世界

に友人をつくり、世界平和に貢献するＦＦ活動の輪を、

さらに拡げていこうではありませんか。 
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親愛なるFF郡山の皆様 
 
フレンドシップフォース郡山設立20周年にあたり

お祝い申し上げます。これはFF郡山ばかりでな

く、全フレンドシップフォース活動にとっても、

重要な道しるべになります。FF郡山はこの20年間

に顕著な交換活動を続けて来ました。 
 
 皆さんがこれまでの成果を集約し、祝福してい

るこの時に、私はFF郡山クラブの皆さんが世界の

FFファミリーの中でも重要な役割を果たしている

ことを認識して頂きたいのです。特に、これまで

の年月に、世界中の人々と受入・渡航交換を通じ

て、真の友情を築きあげてきた成果を思い、感じ

てほしいと思います。 
 
 これまでの20周年をお祝いすると同時に、将来

のことも見すえて頂きたいと思います。郡山クラ

ブと共に世界中のFFクラブのサポートで、フレン

ドシップフォース活動が、友情を通じて世界の平

和を築くのに貢献し、繁栄していくことを確信し

ています。 

 友情を込めて 
 

2008年１月26日  ジョージ  T  ブラウン 

               FFI 会長 

2007年10月、FF日本大会時にFF郡山・蓋会長が、FFI ブラウン会長から20周年認証状を受けました。 
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 県知事祝辞                                
  福島県知事  佐藤 雄平 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フレンドシップフォース郡山設立 20周年を祝して 
 
  このたび、フレンドシップフォース郡山が設立20周年

を迎えられましたことを心からお祝い申し上げます。会

員の皆さんには、ホームステイというもっとも身近な手

段を通して世界各国との友好交流を深められてきまし

た。   
本年度のフレンドシップフォースジャパンの交流実績

を拝見いたしますと、イギリス、アメリカ、カナダ、ド

イツ、オーストラリアを始め、ブラジル、コスタリカ、

ハンガリー、ニューカレドニア、トルコなど広範にわた

る国々と市民レベルでの交流が盛んに行われており、た

いへんすばらしいことだと感じております。 
 我が国は、戦後、大きな経済成長を達成し、物質的な

豊かさを得ることができました。しかし、一方では、人

口減少や格差の拡大など深刻な課題を抱え、成長を前提

とした社会システムが大きく揺らいでおり、今こそ改め

て人間本来の原点に立ち帰るべき時なのではないかと考

えております。 
 インターネットなど通信技術のめざましい進歩によ

り、情報が世界中を瞬時に飛び交う現代社会にあって

も、情報の伝達を支えるものは人と人との信頼関係にほ

かなりません。まさに、人と人とのつながり、国を越え

ての人材育成や交流が求められる時代といえます。 
 このような背景のもと、今後とも貴会の活動が日本と

世界、福島と世界の友好親善の架け橋となってくださる

ことを御期待申し上げますとともに、会員の皆さんのま

すますの御活躍と御健勝をお祈り申し上げ、お祝いの言

葉といたします。 
 
    平成 20 年１月 吉日 
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ザ･フレンドシップ・フォース・オブ・郡山が設立 20 周年を

迎えられましたことを心からお喜び申し上げます。 

また、日ごろより市政各般にわたり、多大なる御理解

と御協力を賜っておりますことに対しまして、改めて御

礼申し上げます。 

貴会におかれましては、昭和 62 年の設立以来、「A 

World of Friends is a World of Peace（友情でつなが

れた世界は平和な世界）」をモットーに、世界各国の

人々との交流活動を通し、友情と相互理解という、世界

に平和の実りを結ぶための種子を蒔き、育ててこられま

した。 

この度、設立 20 周年という節目を迎えられましたこ

とは、歴代会長を始め、役員の方々並びに会員の皆様の

御尽力によるものであり、深く敬意を表するものであり

ます。 

現在、本市におきましては、郡山市国際交流協会を始

め関係団体との連携を図りながら、本市にお住まいの外

国出身の方々に生活情報を提供するとともに、各国の文

化や習慣の違いを学び合い、理解し合うことができるよ

う、様々な事業の展開に努め、国際化社会に対応できる

人材の育成を図っているところであります。 

貴会並びに貴会員の皆様におかれましては、本市の国

際化の推進のため、なお一層のお力添えを賜りますよう

お願い申し上げますとともに、今後ますますの御発展と

御活躍を心からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉と

いたします。 

 
    平成 20 年１月 吉日 

 郡山市長祝辞                                
  郡山市長  原  正夫 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

郡山市長 
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 ＦＦ郡山 20 年の活動記録  

1988 年 US アイオワ州ダビュークから 31 名受入 1990 年 US ワシントン州 オリンピアから 21 名受入 
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1992 年 US サンフランシスコ・ベイエリアから 21 名受入 
 

1992 年 US アイオワ州シダーラビッツ＆ダビュークへ９名渡航 
 

1993 年オランダブルメン市代表団歓迎交流会で両市長と記念撮影 
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1994 年 5 月 第８回 FF 日本大会郡山で開催 

1995 年 5 月オーストラリア・ブリスベンから 26 名受入 
 

1994 年 12 月ニュージーランド・ホーウィックへ 16 名渡航 
 

1994 年 5 月 US カンザス州ウィチタから 23 名受入 
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1997 年 US フロリダ州から 25 名受入 
 

1997 年チェコ・プラハから 22 名受入 
 

1997 年オーストラリア・イプスウィッチへ 12 名渡航 
 

1996 年ドイツ・ハノーバーから 25 名受入 
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1998 年５月 台湾・台北から 16 名受入 
 

1998 年 10 月 イギリス・デボンから 31 名受入 
 

1998 年 1 月 FF 郡山創立 10 周年記念パーティ・立派な記念誌も作りました 
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（1998 年 台湾 FF 台北 受入） 

台北の友を迎えて 
         ED(交換委員長）蓋  康 

 
「日本でいろいろなことを経験しました。カラオケ、すしお

け、風呂おけ、何でもＯＫ。」台北クラブの ED 何さんがウ

ェルカムパーティで挨拶した一部です。 
昨年、この何さんからご夫婦で韓国を訪問された時の

写真が同封された手紙をいただきました。その返事に是非

新潟で行われるアジア会議終了後、郡山でホームスティし

て下さいと書いたところ、とんとん拍子に話しが進み、今回

の受入が実現したという訳です。 
 何さんは日本語が話せるので、Fax のやり取りはすべて

日本語、おかげ様でほとんど問題なく受入れを終える事が

でき深く感謝しています。今回は ED・ホスト・茶坊主(ウェ

ルカムパーティの準備裏方）をやらせていただいたので、

今までの受入では味わえなかった非常に充実した達成感

を味わうことができました。これも会員の皆様の御協力の賜

物と感謝しております。特にウェルカムパーティでは斎藤

和夫さん、渡辺清子さん、橋本高宜さんの新しい会員の

方々がすばらしい歌やひょっとこ踊りを披露してくれた事が

大変うれしく思いました。 
我家にお迎えしたアンバサダーは葉さん、范さんという 66
歳の男性お二人で、中学校時代の同級生だったそうです。

今まで数多くの外国の方をお迎えしましたが、私以上に日

本の事を良く知っている外国の方々をお迎えしたのは、は

じめてでした。特に第二次世界大戦前後の歴史について、

日本の学校ではあまりきちんと教えませんので、お二人の

話にはずいぶん勉強させられました。又、范さんが松尾芭

蕉に興味があるというので、山形県の山寺近くの芭蕉記念

館を訪ね熱心に見学しました。山寺にも一時間かけて登っ

てきました。その他、子供の学校を訪問したり、大内宿や

塔のへつりなどの観光を含め、素晴らしい交流をする事が

できました。 
 面白かったのは薬店を七軒はしごした事です。アリナミン

25 をはじめ更年期の薬、高脂血症の薬などを探しまくり、

まとめて買っていきました。お二人を見ていると漫才のや

すし、きよしに見えてくることがありました。チョコチョコ動く

范さんがやすし、いろいろ気を使う葉さんがきよしです。ほ

んとうに短い滞在でしたが、一生忘れられない思い出とな

りました。 
６月７日、成田空港へ向かうバスの中で、アンバサダー

全員がホームスティの体験を語っていました。台湾語なの

で何を言っているのかわかりませんでしたが、感動を伝え

ようという気持ちは伝わってきました。何さんが「皆がこんな

に長く、又涙を流して感想を語った交流は、初めてです。

すばらしい交流でした。」と教えてくれた言葉が今も胸に残

っています。謝謝。 

 
（1998 年 イギリス FF デボン受入） 
ドーモ、ドーモ！ マスディング  

               斎藤 恭子 

 我が家にお迎えすることになった Masding 夫妻は、かな

りのご高齢ということでしたが、私の母も 70 歳を過ぎてから

毎年海外旅行を楽しんでいたことを思い出し、あまり心配

をせずにお待ちすることにしました。初めて郡山駅でお会

いした時、緊張と雑踏のせいか、うまく会話が通じず、思わ

ず娘と顔を見あわせ「これは大変なことを引き受けてしまっ

たのでは・・・・」と青ざめたことが忘れられません。 
 翌日は「紅葉を見たい」というお二人の希望で裏磐梯を

散策し、夜は近くの温泉に案内しました。私たちは、菊人

形をはじめ観光地をお見せしたいと、いろいろ準備してい

たのですが「それよりも郡山の文化や日常生活を見たい」

という事で、次の日は市内見学をすることとなりました。近く

の薫公民館・文化祭に案内すると、意外や意外！ バザー

に大喜び、驚くほど沢山の品物を買い込みました。開成山

大神宮では七五三の晴れ姿に感激し、弓道場では正装の

高校生に対し、指導員に教えられた通りに「ヨシ！」と日本

語で声をかけていました。「お疲れでは・・・・」という私たち

の気遣いをよそに、その他、精力的に市内を歩きまわった

のでした。 
 そして、夜は我が家予定の音楽会。Masding 夫妻、私達

夫婦、娘、私の妹とともに、まずはピアノ伴奏でイギリス民

謡を歌い、続けてヴァイオリン演奏、ピアノ連弾・・・・・。

Harold がさっとピアノに向かうと、Frances が身振り豊かに

すばらしいソプラノでミュージカルを熱唱します。と、そこへ

近所の渡辺さんからの電話が入りました。「今なにしてる

の？」「音楽会よ」「すぐ行くから」と清子さんと Anne が駆け

つけて来ました。その後、独唱、二重唱と、音楽に国境は

ないとばかり、ワイン片手に 10 時過ぎまで時の立つのも忘

れて楽しんだのでした。（ちなみに防音室です。） 
 不慣れな私たちに対し、何につけても「lovely」「very 
good」と言い続けて下さった Masding 夫妻の優しさに心を

打たれ、また友人、家族の協力に感謝、感謝の本当にす

ばらしい 4 日間でした。 
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1999 年ドイツ・FF ハノーバーへ 14 名渡航、現地でも ひょっとこ踊り 
 

1999 年 US ミネソタ州 FF ミネソタから 25 名受入 
 

５月 フリーマーケットに参加 
以来、毎年出店して Exchange 資金に当てています 
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（1999年US・FFミネソタ受入） 

ミネソタクラブの受入EDを終えて                        
上西 政幸 

 
ED(交換委員長）を引き受けた理由：これまで 3 回（サ

ンフランシスコ・ベイエリア、オーストラリア、シンガポー

ル）受入の ED をやったので、もうやらなくてもよいだろ

うと思っていたところ、「ミネソタはいいところです」と言っ

たことで、司会者誘導で持ち上げられてしまったことに

なった訳です。これで ED を 4 回引き受けたことになり

ます。 
 1969 年ちょうど 30 年前の８月にミネソタ州の南バイブ

ストーンという小さな町のテッド・エヴァンズ(弁護士）さん

の家庭に２週間ホームスティをしながらバイブストーンハ

イスクールを訪問し、そこで町の人たちといろいろな面

でお世話になり楽しく交流が出来たことの恩返しとして

ED を引き受けざるを得なかったこともあります。 
みなさんのご協力に感謝：今回は先方の都合で 12 月

に打診があり、実際には 1 月からの交流で非常に忙し

い日程の準備をせまられ、これは大変だと予想されまし

た。先方の ED Paul Vergosen が病につき、寸前でキャ

ンセルになり、Lester Coy さんに ED が変わり、また寸

前になって復活するというハプニングがありましたが、25
名のアンバサダーに対し、26 家庭が、ホームスティを、

また、ディホストには 10 名で対処してくれました。特に

今回は４/7～4/14 の期間は桜の花見として最高のシー

ズンではあったが、確定申告、入学・始業式、入社、歓

送迎会シーズン等々の諸行事があったにもかかわらず、

ウェルカムパーティ、出迎え、見送りと、無事にミネソタ・

クラブの会員たちを郡山駅で見送った時は、本当に肩

の荷がおりた気がしました。目に見えないところまでの

皆さんのご協力に心から感謝を申し上げます。 
ED で学んだこと：本会の村田会長をはじめ、役員の

方々、アトランタ本部(ＦＦＩ）の Erin Schwartz, ミネソタ

ED の Paul Vergosen、FF 日本支援委員会の石井嗣代

さん、名古屋の ED 岩月玲子さん、ＪＴＢ(郡山支店）の

須藤直さん、郡山市役所の吉田さん、その他多くの

方々との個別の交流があったこと、またこれからも Final 
Report などで後始末をすることで、私個人にとりましても、

これこそ国際交流の価値観を見いだした喜びを体験し

ているのかなと思っているところです。 
 

（1999年 ドイツFFハノーバー渡航） 

FFハノーバーに感激 そして感謝 
                                                            野田 節子 
 

 
 今回の渡航はEDという立場で約一年間、FFI、ハ

ノーバーのED・Ulrich、そして渡航メンバー、JTBと

の打ち合わせなど、長い時間やり取りがあり、渡航

前にドイツを訪れたような錯覚に陥ってしまう程、情

報収集しての交流でした。 
 いざドイツに到着すると、毎日盛り沢山のスケジュ

ールに振り回されながらも、ハノーバークラブの心

からの温かいもてなしに、不思議に心地よい疲れに

変わっていくのを感じました。そしてなによりも人間

同士も共生、自然とも共生という言葉が、一緒に生

活してゆく中で感じたのは私だけではなかったと思

います。ゴミ問題にしても徹底し、家庭のゴミの少な

さ、リサイクルに関しても国民全体が協力し国全体

のこととして直視している様に思われましたし、隣人

に対する関わりなど、私達日本人がバブルに踊らさ

れ忘れてしまった事を反省させられる交流でした。 
 ハノーバークラブ全体で郡山のメンバーを受け入

れてくれ、デイホストの人達も、決して一人にはさせ

ないという気配りを感じて、一緒に歌い踊り大いに

飲んで一生の笑いをハノーバーで笑ってきたような

楽しさを与えて戴いてきました。そしてなにより、人

間は人間のつながりで生かされているのだとFFの

「友情の世界は平和な世界」のモットーを痛感しま

した。多少のハプニングもありましたがそれも今とな

っては良い思い出です。初めてのEDをサポートし

てくださった13名のメンバーに感謝し、そして、まだ

未渡航のメンバーにFFの交流は他の旅行で絶対

味わえない素晴らしい思い出と友達を与えてくれる

と声を大にして言いたいです。 
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10 月 US コネチカット州 FF から 12 名受入 
 

コネチカット FF のバストリップは平泉方面でした 
 

 

５
月 

南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
FF
合
同
で 

 
 

 
 

一
度
に
39
名
も
来
訪
し
ま
し
た 
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（2000 年 US・FF コネチカット受入） 

FF Conneticut 受入交換大成功！！  
最高に気持ち良かった                                                        

ED  平 伸子 
 
声を大にして言

いたい、この今の

気持ち、皆様、分

かってくださいま

すか。2000 年度、

第２回受入交換が、

無事に終了しまし

た。相手クラブ、

ED の Mrs.Eunice
からも喜びと感謝

の返事が届きまし

た。 
 今回は、交換委員会（平、菊池、石橋、斉藤、

相楽）のもとで、いろいろと新しい企画を打ち上

げ、度重なるボランタリースタッフ会議での白熱

した意見交換のなかでのスタートでした。３月に

正式に ED という心構え・交換の目的などを書い

た文書にサインをしてから、幾度となく、私の英

語力で大丈夫かな？ でも、気持ちは伝わるはず

だし…… 相手の人が、私の英語力に合わせて返

事を下されば誤解もないはずだ…… など、筆不

精の私は、よく考えたものです。 
 そして、５月、オーストラリアの受入交換が終

わった時点から始まりました。しみじみ思います。

交換委員会の重要性・ありがたさ、そして FF 郡

山のメンバーの層の厚さに…… 才能豊かな方た

ちが、それぞれの場で発揮される力、そして、こ

れらの才能の結集が、とても大きい実を結び、喜

びをもたらしてくれることになるという事実。誰

も、決して責めない、せかさない、民間レベルで

の草の根外交という FF の精神に法った目的達成

のために、一丸となってこれたという事実。静か

な流れに身を任せているような心地よさの中での

数ヵ月間は、何物にもかえがたいものでした。 
 いよいよ 10 月 11 日がやってきた時には、とて

も不思議な落ち着いた感じが身の内に在り、信頼

を持って成田空港へ出迎えに向かったものでした。

写真を送っていたわけでもないのに、Eunice が

“Nobuko!”と言って駆け寄ってくれたのにはび

っくりしたし「これで大丈夫！成功した！」と内

心確信したものでした。 
 共に、創造していき、喜びを共有できる 

“A world of friends is a world of peace.”本当に、

いろいろと有難うございました。 
 

 
 

（2000 年 US・FF コネチカット受入） 

The colors are different but the tastes are same. 
 
                         Corry Sadler・ホスト 菊池 幸子 

 今回、我が家にステイされた Corry さんはアフ

リカ系アメリカ人。昨年まで学校の管理者として

精力的に仕事をされていた大変パワフルな女性で、

とても 70 歳には見えません。苦労して大学を出

て教師になり、４人の子供を育て、その後、働き

ながら資格を取り、校長、そして管理者になった

方です。その彼女がお土産に持ってきた黄色、赤、

褐色の色とりどりのマーブルチョコを出しながら

言った言葉が“The colors are different but the tastes 
are same. ”「肌の色は違っても人間としては皆

同じなの。」と強調されました。その言葉から、

彼女は今まで何度も差別という試練を乗り越えて

こられたのだろうと察せられました。 
 彼女は今回の旅行に 3,500 ドルも支払ったそう

で、「FF の旅行は高くて、これでは余裕のある

人しか参加できず friendship と言いなから、実際

には白人しか参加出来ない。」と現在の FFI のや

り方にも大変批判的でした。それでも菊人形を見

たり、着物を着せてもらったり、習字をしたりと、

日本の文化を十分楽しまれたようでした。 
 

 




