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５月 12 名渡航、イングランド島 最西端の岬で⋯ 

思いやりをお返ししたい 
               木村 ユミ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
古き良き伝統の残る国イギリス。街並みを見ただけでも、昔

からの建物や緑がとても大切にされていることが分かります。
もちろん、大都会ロンドンも素敵なところですが「イギリスの本
当の良さは地方に行かなければ語れない」と、今回の旅ほど
思ったことはありません。中でもコーンウォルは、とりわけ素晴
らしいところだと思います。澄みきった空、一面の緑、美しい
花々、たくさんの牧場や家畜たち、それを取り囲む青い海に
白い浜辺。日常の慌ただしさから離れ、私たちはこの大自然
の中で、たくさんの貴重な時間を過ごさせて頂きました。 
 私たちのホームスティは５月 19 日に始まりました。翌 20 
日の歓迎パーティーでは、ホストの皆様から、心のこもった家
庭料理のおもてなしを頂きました。お互いに胸に付けた名札
を見ながら（片言英語で）楽しく会話をしたり、不慣れな私を
一生懸命溶け込ませようと、いろいろお気遣いいただきまし
た。初めてお会いしたのに、なんて温かい人たちなのでしょ
う。そして、その翌日には市長への表敬訪問。市長の歓迎の
挨拶の際、歴代の市長が公式の場で着用した、伝統の衣装
をお借りし、一緒に記念撮影をさせて頂きました。私にとって
は、すべてが初めてでしたので、うまく表現出来ませんが、不
安と期待の大きかったこの旅でしたが、同時にそれは「人の
温もりや思いやり」を味わうことが出来た旅であったように思い
ます。 
 フレンドシップ・フォースと出会うことがなければ、決して味
わえない貴重な体験ばかりでした。今度は郡山へお迎えした
方々に、この親切や思いやりを、お返ししたいと思っていま
す。会長はじめ、今回一緒に行ってくださったアンバサダー
の皆様、本当にありがとうございました。 

10 月 ブラジル・サンパウロから８名受入 
この時はじめて FF 郡山コーラスを披露しました 

 

９月 うつくしま未来博に出展参加 
会期中に、9.11 アメリカ同時多発テロが起きました 
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（2001 年 ブラジル FF サンパウロ受入） 

新しい友人      
嶋  勇吉 

初めてのホストファミリーで迎えたアンバサ

ダは、サンパウロの隣のジュディアイという市に

住むセルジオとセイコさんのご夫妻でした。彼女

は日系２世で、すこし日本語が話せるとの事です。

滞在中の計画を話し合っている時、セイコさんが、

「自分の両親は、会津若松出身です。」と話を始

め、古いエアメールを部屋から持って来ました。

昭和 31 年８月の日付で、差出人は、実家を継い

でいる大堀満さんという従兄弟で、彼女の父親が

亡くなった事に対してのおくやみの手紙でした。

その時、彼女は生後 10 ヶ月だったそうです。 
この手紙を読んでからが大変でした。古い手

紙に書いてある住所が、もうよく読めません。ブ

ラジルのお姉さんへ国際電話をしてもはっきりせ

ず、最後の手段として電話番号案内で聞いたとこ

ろ、会津若松市内で、手紙の主と同姓同名の方が

いました。時計を見ると午後 11 時過ぎでしたの

で、明日電話する事にしましたが、彼女は眠れず

に、一晩過ごしたようです。翌朝、大堀満さん本

人と電話がつながり、「ブラジルへ移住した大堀 

実さんの娘さんが郡山に来ており、是非伺いたい

と言っているので、訪ねて良いか？」と聞きまし

たところ「是非、来てほしい」とのこと。彼女セ

イコさんは、目に涙を一杯ためて喜んでいました。

早速、会津若松へ向けて出発しました。 
途中まで迎えに出てくれた大堀さん宅で、昔

の若松での話・セイコさんの父親がブラジルに移

住した動機などを聞きました。そして昔のままに

残っている母親の住んでいた家まで案内してくだ

さいました。カヤブキ屋根をトタンで覆った、古

い家・・・。一番上の姉さんが、母親から、家の

外に出ると磐梯山が良く見えたことを聞いていた

ようで、彼女はすぐ庭に出て、東の方に見える磐

梯山の姿を見て、目にいっぱい、涙を浮かべてい

ました。庭には柿の実が真っ赤に色づいていまし

た。それから、近くに住んでいる本家を訪ね、彼

女の両親がブラジルに渡る時、横浜で写した写真、

ブラジルの農園で写した写真の２枚が残っていま

した。セイコさんは、この２枚を、どうしても持

って帰りたいとのことで、コンビニでカラーコピ

ーをしました。セイコさんはそれはもう非常に喜

び、大切に持ち帰りました。帰りに、村岡さんの

表札の前で写真を撮り、家の回りを歩いたりして

いる姿には、両親の望郷の念が、彼女にも乗り移

っているのかもしれないと思わせられました。 
３泊４日の短い期間でしたが、私たちには初

めての経験でした。地球の裏側に友人がいる、昔

からずっと友人だった様な気がしています。駅で

の別れは、つらかったけれど、きっと又、会える

気がします。 

2007 年の再会！      
嶋  勇吉 
 

今回、ブラジル・FF ジュンヂアイへの渡航交換は６

年目の想いを叶えての旅でした。セレノ・セイコ宅はと

ても大きな家で“コンドミ”と言われる高級住宅地にあり

ました。100 世帯ほどが高い塀に囲まれた区画で、出

入ゲートは１箇所、ガードマンが 24 時間監視しており

まして、怪しい者は入れない仕組みでした。彼らの家

は、その中で一番の高台にあり、白い家でした。我家

で受け入れの時には、純日本風に、６畳の部屋に布

団を敷いて寝てもらいましたが、彼女の家はベッドル

ームが４つ、すべてバスはジャグジー付き・トイレ付で

した。 夫・セルジオは高級官僚のようです。ブラジル

の格差社会を見た感じがしました。 
ブラジル人は大らかな方が多く、食べ物のフルーツ

がとても美味しかったです。今回、妻が同行出来なか

ったので、機会があれば是非夫婦で、もう一度セレノ

夫妻に会いに行きたいと思っています。 

2007 年 8 月セレノ宅 
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５月オーストラリア・FF メルボルンから９名受入 
 

12 月末～ オーストラリア FF マウントバーカーへ 10 名渡航 
 

これはエミューです。ダチョウとの違いが分かりますか？ 
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 (2002 年 ガーナ FF アクラ受入中止） 
 

「失って、知ったもの」  
ED 鈴木 睦子 

 
この交換が暗礁に乗り上げ、断念せざるを得なかっ

た経緯について、ホストやデイホストを含め関係者の皆

さんには、既に詳しく説明をしております。断念せざるを

得ない結果となった最大の原因は、率直に言って、アク

ラ側の本交換取り組みへの対応のルーズさにあると言

わなければなりません。そこから発生した諸々の状況が、

FF 埼玉と FF 郡山、それぞれのクラブの努力と協力でも

カバーし切れない内容であったということです。 
 この辺りの詳しい経緯については本紙別項の「ビザに

ついて考えよう」に譲る事として、私は ED としての感想

を少し記します。 
 先週からずっと「もし来ていたら今日は何・・・」をもう何

回繰り返したことでしょう。全てが順調に事が運んでいた

ら、今日は日光にバスツアーに行っていたはずの９月

24 日です。心地よい微風と、雨の後の快晴。申し分の

ないピクニック日和です。どんなにかすばらしい思い出

と、理解を共有できたことでしょう。それをアクラの人は

国に戻って語り、私たちもまた周囲に語りついで行くは

ずでした。それらは全て、人と人が出会い、そして行動

をともにしてこそ可能になることなのです。ＩＴがいかに

進化しようともなし得ない領域なのです。 
 今回の交換では、FF 郡山で延べ 23 世帯のご家庭に

ホストをしていただく予定でおりました。 
「24 の瞳」になぞらえれば、46 の瞳×その家族数とガー

ナ人の間の出会いが失われたことになります。デイホス

トやパーティーなどのチャンスを含めれば、本当にまた

とない相互理解のチャンスを失ったと言わなければなり

ません。ED として可能な限りの努力はしましたが、皆さ

んのこのチャンスを失なわしめたことにはお詫びを申し

上げます。 
 今回、この交換を実行にこぎつけられなかった事で、

この失われた機会の貴重さを改めて認識できたことは、

私にとっては皮肉な収穫でした。 
 FF 活動も長くなって参りますと、行事を消化する方に

気を取られ、FF 精神の本筋をどこかに置き忘れてしま

いがち、と言えなくもない私自身のあり方を反省する良

い機会でした。考えてみれば、FF の交流とは、自分や、

自クラブ、自国だけでは絶対なし得ない、相互の協力が

あってこそはじめて到達できる活動なのです。これから

与えられるであろう機会には、この FF の初心にかえっ

て受け入れ、渡航をしていきたいと思っております。 
 この交換のためにお骨折りをいただいた全ての皆様

に、お礼を申し上げます。 
 
 

（2002 年 オーストラリア FF メルボルン受入） 

卓球に汗を流して…  
Margaret Blookes７泊ホスト 谷口ヒサ子 

 
過剰接待にならないようにしようと思いながら、

一応の計画を作り、ゲストを迎える我が家は築 50
年以上の家で、田圃、花、野菜畑、アパートに囲ま

れています。子供達が巣立ってマンネリ化している

ところに、ゲストと一週間、共に生活できることは、

元気な証拠と考えている私たちにとって、非常に楽

しい出来事です。 
 今回のゲスト・マーガレットは、2 年前に来郡し

た FF マウントバーカーの方のビデオで、郡山や近

隣の風景などを見ていたようです。そして考えてい

た、行きたい場所にも行けたし、知っている友人と

の会話、その上、2 日間の合同行動日で沢山の日本

人と話ができたことを喜んでいました。（日光は毎

回好評） 
魚の姿焼、刺身類、小豆を使った甘菓子など何でも

という感じで、ドライブには菓子パン、饅頭、スナ

ック類、ジュースを持参して、車の中で食べる一日

を過ごしたりしました。私の家では、ふすまを取り

払い、卓球台を並べ、時間があるとプレーをしまし

た。帰る日の朝も、早く朝食をすませ、卓球に汗を

流し、郡山で買った日本製のビデオカメラ 2 台を

カバンにつめて、次の旅行へと、バスに乗りました。 
あっという間の短い期間でしたが、受入れする度に

幹が太くなるような気がし、FF 郡山に入って良か

ったと思う瞬間です。 
＊参考までに、行った所 … 100 円ショップ、幼稚

園、小学校、熱海のアヤメ園、磐梯山、猪苗代湖、

大内の宿、温泉など。 
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４月 来往会と交流会 
 

 

 

FFI 世界大会で 

表彰されました!! 
 
 
 
 
 
 

11 月 15 日の福島民報、16 日の福島民友新聞で

見た方もあると思いますが、去る 10 月 30 日～11 月

２日、ハンガリーのブダペストで開かれた“第 27 回フ

レンドシップフォース世界大会”で、FF 郡山が表彰さ

れました。 
 PR 優秀賞・プログラム優秀賞・サービス優秀賞・顕

著な業績賞と４部門で、３FF クラブと２人の個人が表

彰されたのですが、その内の PR 優秀賞を戴きまし

た。これは FF 郡山が自分のクラブ内で、インターネッ

トのメーリングリストやホームページを有効に活用して

いると同時に、FF 日本全体のメーリングリストや HP も

運用して、日本のフレンドシップフォース活動の“PR”
に貢献したと評価されたのです。（これは FF 西東京・

高垣さんの推薦文に基づいて審査されました） 
 詳しくは FF 郡山のホームページで（最終ページに

アドレス有り） “会員お知らせ” のページ又は “FF
会員専用ページ” をご覧下さい。表彰トロフィーは、

高さ 20cm 程の小さな物ですが、地球を象徴した円

形 の 透 明 板 に  “Excellence in Public Relations 
Friendship Force of Koriyama 2003” の文字が入って

います。それを金属製の、FF 人間像が支えている姿

です。 これを受賞するために急遽、村田前会長に、

ブダペストまで行っていただきましたので、ご紹介致

します。 

トロフィーを手に 村田前会長 

10 月 US アイオワ州 デモインから９名受入 
 

好天に恵まれ“昭和の森公園”へピクニック 
 



- 21 - 

（2002 年末～03 年初オーストラリア FF マウントバーカー渡航） 
 

 楽しみも悲しみも共有した FF 交換     
深谷 久芳 

 
FF 活動で得た喜び、楽しみは多いが、哀しみもあ

った。2002 年の暮れ、オーストラリア・FF マウン

トバーカー訪問交流の ED として渡航。先方の

ED・ボブ ラヴィンは米国アイオワ大学の昆虫学の

名誉教授でハナアブの世界的な権威であり、研究の

ため奥さんのジュディとオーストラリアに移住して

いたのであった。ホームステイの初日、私が英語教

師だったことを知ると日本語の薄いパンフレットを

いそいそと持ち出してきた。ハナアブの研究誌だ。

数ページ英訳してみてくれという。昆虫学は全くの

門外漢であったが、やれるだけやってみることにし

た。日中は忙しいので夜間や早朝取り組み、ボブの

コンピュータでインターネットに接続、専門用語と

格闘した。結果はたいへん喜んでくれて、結局ステ

イの間は勿論、帰国後も和英翻訳を続けることにな

った。翻訳文はボブが手を入れて、昆虫学会のホー

ムページに掲載された。うれしい限りであった。私

は朝が早く４時頃には起きて翻訳を始める。ボブは

６時に起きてきて ”Would you like some coffee or 
yogurt” と聞く。夜は勿論 ”Wine ? ” である。ホー

ムステイの間にジュディが乳癌に侵されていること

を知った。ボブがジュディを気遣うことはひとかた

ではなく。夫婦愛の極致を見た気がした。 
そのジュディが亡くなったことを知らされたのは

３年後(2005 年)、私の息子の嫁が同じ病気で亡くな

ったのとほぼ同じ時期であった。死亡を知らせるメ

ールの末尾に “I hope time helps.” とあった。短い文

だけに彼の悲しみが強く響いた。返信メールに私

は ”I share your grief with you.” としか書けなかった。

彼の家の森の中で大きなアリに刺されて、腕が大き

く腫れたことと併せて、大きな痛みとして記憶に残

る交流である。 
 
 
 
 
 

 
(2003 年 US アイオワ州 FF デモイン受入） 
 
初めて… 心地よい疲れ…… 

                   桜川真奈美 
 

 
 今年の春、フレンドシップフォースに入会して、

初めてのホームスティなので、不安や緊張の中で、

お客様をお迎えしました。事前に私たち家族なり

に、今日は何をして、どこに行って、何を食べさ

せようかと色々と計画を立てておりましたが、受

け入れ日が近づくにつれ、それが段々重荷になっ

てきました。 
 はたして、相手の方が日本の生活を楽しんでも

らえるか、不安が大きくなり、受け入れをお断り

しては……と思うようになってきました。そん

な時に、私たちの前半のホスト・大庭さんより貴

重なアドバイスをいただき、肩の力を抜いて、当

日を迎えることが出来ました。 
 実際、多少のハプニングはありましたが、自分

も家族も、楽しんで５日間を過ごすことが出来ま

した。何よりも、小学生の娘が一番喜んで「次の

お客様は、いつ来るの?」と言ってくれました。

ただ一番心配なことは、相手の方が良い思い出を

作ってくれたか? 日本の印象が私たち家族のせい

で、悪いものになってはいないか… ということ

です。 
 最後に、初めての受け入れで、身も心も頭も疲

れた５日間ではありましたが、もちろん、この疲

れは心地よい疲れであったことは間違いありませ

ん。この機会を設けてくれた、フレンドシップフ

ォースに出会えたことに感謝したいと思います。 
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10 月 ロシア FF モスクワと 
ウズベキスタン FF タシケント合同で 18 名受入 

 

３月 ふくしま地球市民フェスティバルに 
出展 PR しました 

赤木小学校の子供達とも交流しました 
 

７～８月 US フロリダ州 FF サラソタへ 15 名渡航 
 

10 月ふれあい文化祭に 
PR ポスターを展示しました 
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（2004 年 US フロリダ州 FF サラソタ渡航） 
 

 サラソタは美しく、広く、大きかった・・・ 

             ED・佐々木和彦 

 
 今回の渡航 Exchange を一口で云うと“快適・安心”で

あった。日本では“フロリダ”と云えばマイアミと云うくらい

に、マイアミビーチの名前は知られているが、そこから飛

行機で 40～50 分のサラソタは、もっともっと美しい海岸

を持ったところだった。日本のテレビ番組風に云うなら

ば“美しい南国の秘境！”とでも表現しそうな地帯である。 
Siesta-Key に代表される白砂糖を敷きつめたような砂浜、

山ひとつない緑あふれる平地、そしてそこに、いくつと

なく点在する湖沼群……。この美しく、広く、大きな大地

に住んでいる、FF サラソタクラブの人達との７日間のホ

ームステイ交流は、典型的な素晴らしさを持った FF-
Exchange 活動ではなかったか、と思えるものでした。日

本より一回りデラックスなライフスタイルで、快適・安心な

ものでした。 
 シニアライフを楽しむ、サラソタの人達との交流プログ

ラムは、時間的に無理がなく、ゆったりとしたものです。

彼等は殆どが 60 代、70 代、そして 80 代であり、リタイ

ア後に、ここに移り住んだ人々が多い。だから、大体が

新しい家に住んでおり、日本で云う“リゾート分譲住宅

地” のような感じである。コンドミニアムと云う分譲アパ

ートに住んでいる人は少ない。殆どが“平屋” であり、ビ

ルやアパートのような建物は、中心地にごく一部しか無

く、日本とは比べものにならない、横に広い、ワイドなと

ころというイメージである。 
 今回の我が FF 郡山のアンバサダーも充実したメンバ

ーだった。40 代１人、50 代８人、60 代４人、70 代２人と

いう構成で、それぞれが自分自身の感覚で、アメリカ人

との“つきあい”を楽しんだと思われる。ウェルカム BBQ
やフェアウェルパーテイでの我々の出し物は、サラソタ

の人達を圧倒した感じだったが、野内さんとホスト/ハロ

ルドのコラボレーション(共同出し物)に象徴されるように、

言葉の障壁を越えた交流になったと思う。 
 因みに、今回の役割分担は、ED アシスト/菊池・杉

浦、会計/木村・塩谷、通訳/平野、出し物/野内・大坂で

あった。皆で協力して、それぞれに楽しめた Exchange
だと思います。サラソタの人達の Excellent Hospitality と、

15 名の皆さんの Collaboration 有難うございました。 
 

(2004 年 ロシア FF モスクワ受入） 
 
 予想外！３カ国の Exchangeになりました 
             ED・矢吹 光子 

 
受入の３ヶ月前になっても、あまり連絡がなく、不安に

思っていた時、モスクワクラブのナタリア会長から電話が

入りました。設立したばかりのタシケントクラブが、是非

一緒に日本訪問をしたいとのこと。FFI は受入クラブの

判断に任せると返答してきたので、京都福知山、郡山ク

ラブ共に８月 15 日に緊急の事務局会議を行いました。

そして前半受入の福知山クラブが承諾したので、郡山も

同意しました。モスクワクラブ 11 人、タシケントクラブ 7
人が、10 月 20 日に新幹線で来郡しました。設立後、日

も浅いクラブ故の不安がありましたが、早速、的中してし

まいました。 
１）ＦＦ精神を理解せず、買い物旅行と考えていた。 
２）英語をきちんと話せる人がいなかった。 
３）来日前に送ったマッチングリスト、滞在中の予定表を

を全く見ていなかった。 
４）イスラム教のため生活習慣が大きく異なる。 
などでした。 

素朴で穏やかなモスクワメンバーは、各家庭で楽しく

交流ができたようです。一方、タシケントメンバーは食事

面の制限があったり、いつもベールで顔を覆った生活を

していたため、無表情でした。ホストにとっては苦労の受

入だったようです。モスクワ ED のイリーナさんが懸命に

各家庭でのトラブルを解消しようと努めていたことが印

象的でした。市長表敬訪問、赤木小学校、ビッグアイ、

美術館見学では、郡山クラブメンバーも皆楽しく交流で

きました。英語圏のクラブとの交換準備は e-mail で容易

にできますが、非英語圏のクラブでは、ＩＴ環境の不備

や国民性の違いから、期限に無頓着であり、交換に関

わった人は何倍もの苦労をしていると思われます。相手

クラブの悪い点は FFI を通して、もちろん改善してもら

いますが、大きな difference を排除しないような心を持

ち続けたいものです。2006 年にモスクワクラブを訪問し、

温かいもてなしを受けました。ロシア人に対する見方を

変えた人もいた程のすばらしい交流でした。タシケントク

ラブも、数年後には成熟した大人のクラブになっていて

欲しいと願っています。皆様のご協力に感謝します。 
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４月 US フロリダ州 FF サラソタから 26 名受入 
 

11 月台湾・FF 台北へ 12 名渡航 
 

鶴ケ城方面へドライブしました⋯⋯ 
 

久しぶりに親睦芋煮会 
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（2005 年 US フロリダ州 FF サラソタ受入） 
 

皆さんの協力で良い交流でした！ 
              ED・網代 純子 
 

 昨年の７月に、私は初

めて FF 渡航 Exchange に

参加し、その時の ED で

あった佐々木さんから、

次の受入 ED をやってみ

ないか？ と話がありまし

た。今まで、Day Hostess
しかしたことのない私に

は、とても無理だと思い

ましたが、みんなで協力

するから大丈夫と言われ、

無謀にも引き受けてしま

いました。そして、その

言葉通り、準備の段階か

ら、殆どのことについて、交換委員の方々が協力、

指導して下さったので、本当に楽な ED だったと思

います。この FF 郡山の協力態勢については、サラ

ソタ ED からも“良いクラブですね”と誉められ羨ま

しがられました。 
 いよいよ４月６日、大型バスで、太田市に迎えに

行くと、そこには懐かしい顔が……。昨年夏の楽し

い思い出が甦り、親しい友人に再会出来たような嬉

しい気持ちになりました。郡山についてビッグパレ

ット駐車場で、出迎えのホスト家族とアンバサダー

の表情も嬉しそうでした。一方で、今回受け入れた

ホストの中には、新人会員の方々も多くいらっしゃ

いました。というのは、当初、サラソタから 26 名

のアンバサダーで訪問したいと申し出があった時、

充分なホスト家族が確保出来るか、不安があったた

めに、スタッフ会議で無理のない人数（20 名程

度）に減らしてもらうかどうかの話し合いがありま

した。この時、会長の英断で、受け入れてみましょ

うということになり、それで、フリー広報誌“ウィ

ークリー”と“リビング新聞”を通じて、ホスト家族

の募集をした結果、８名の入会申込みがあり、その

うち６名の方が受入をして下さったのです。 
FF サラソタは活動も活発で、会員それぞれが海

外旅行、あるいは在住の経験も豊富で、異なる文化

に対し、積極的に理解を深めようとする姿勢が見ら

れ、市長表敬訪問の際も、一通りの挨拶が終わった

後の質疑応答で、「仏教と神道の違いは何か？」な

ど、多彩な質問が飛び出し、市側の方が答えに窮す

る場面もありました。ED として、細かな反省点は

多々ありますが、全体としては、特に問題もなく、

良い Exchange だったと云えると思います。最後に、

受入委員の皆様とホスト家族の方々の大きな協力と

励ましに、心からの感謝を申し上げます。 
 
 

(2005 年 台湾 FF 台北渡航） 
 

台湾のホームスティを終えて      
岩間  幸子 

初めてのホームスティ、初めての台湾ということ

で、楽しみと不安とが入り混じった出発でしたが、

台北空港で、笑顔のホストファミリーの方々にお会

いし、ほっとした気持ちになりました。 
  さっそく暖かい歓迎の言葉、おもてなしを受け、

大変感激致しました。次の日からきめ細かい計画の

もと、丁寧な案内と説明をいただき、台湾の歴史や

文化を沢山学習することできました。ここに至るま

でには、台湾のＥＤ、スタッフの皆様のご苦労は、

本当に大変だったことと思います。感謝の気持ちで

一杯でした。また、ホストの家庭では朝食をとりな

がら、言葉を教えて頂いたり、夜にはお茶を飲みな

がら、お話をしたり、とても和やかな日々を過ごさ

せて頂きました。お忙しい中、精一杯の接待と待遇

で台北を満喫することができました。毎日の心遣い

大変ありがたかったです。 
  普通の観光で体験できないことを、体験できたこ

とは、私にとって貴重な財産になりました。言葉の

壁があっても、心は皆一つであることを実感いたし

ました。 
  私は、初めてこの体験を通して、ＦＦの活動の素

晴らしさを知りました。色々な国の人達とコミュニ

ケーションをとって、この活動の輪を広げ、手をつ

ないでいくことは、とても大切だと思いました。 
  沢山の品々を頂き、忘れられない良い想い出がで

きました。 
  台湾での５日間を通して、台湾の人たちの優しさ、

一生懸命さ、律義さを深く感じました。私も最近忘

れかけていたので、強く反省させられました。これ

を機に、長いお付き合いができることを願っていま

す。貴重な体験をさせてくださった皆々様に、感謝

いたします。ありがとうございました。 
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10 月 オーストラリア・FF シドニーから 26 名受入 
 

８月 ロシア・FF モスクワへ 15 名渡航 
 

“うつくしま連”の阿波踊りが登場 
 “アボリジニー”の伝説⋯ 

 

３月 市国際交流協会パーティでも合唱披露 
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（2006 年 ロシア FF モスクワ渡航） 
 

沢山食べたロシアの家庭料理         

鵜沼 良子 

 
どんな出会いがあるか、不安と期待の入り混

じった心境でモスクワへ……。英語もままならな

いのにロシア語？ しかし、そんな不安はすぐに

吹っ飛ぶんだ。迎えてくれたのは塩谷さんのホス

ト Nail：ロシア人らしからぬ（私の想像）日本人

の中年のおじさんタイプ：英語で話しかけてくれ

た。（Nail には本当にケア－をしてもらった。特

にメトロ巡りで、私は彼のベルトにつかまってい

た。）モスクワから車で高い木々に囲まれた地上

９階建の古いアパート(築４０年）に着く。迎え

てくれたのは、私のホスト Tatiana（彼女は大柄

なおばさんタイプ：３年前に夫を亡くし１人暮ら

し、年金も安く生活は、大変とのこと）と娘さん

のファミリー。彼女は俳句が好きという事で、書

かれたものを見たが、ロシア語で皆目見当もつか

なかった。 
Tatiana は、毎日３食ロシアの家庭料理を作っ

てくれました。その中で１番好きになったのは、

ラーグー(ポテト、マッシュルーム：Nail がとっ

たもの）キャロット、オニオン、ビーンズ、ズツ

キーニ、そして何種類かのハーブを加えて煮たも

のでした。そうそうズツキーニ（日本の物とは違

い、とても大きい）をバターでやわらかく焼く朝

食も美味しいものでした。 
そして次の日は、Nail の釣った魚料理 彼は

1,000ｋｍも先まで、15 時間かけて釣りに行くそ

うです。おみやげに、彼がとったマッシュルーム

（瓶詰め）をもらいました。だいじに、だいじに

タオルで巻いて持ち帰りました。 
私たちの作った“ちらし寿司、カレー”を、と

てもよろこんでくれました。食事後の歌と踊りに

我を忘れていました。 
Nail と妻 Zinaida の二人は、来年、日本に来る

予定とのことです。いまから再会が楽しみです。 
 
 
 
 

 

(2006 年 オーストラリア FF シドニー受入） 
 

ともに楽しんだ１週間              

渡邉美代子 

 

今回のホームステイ受入れには、二つの目論見

がありました。一つは、これを機会に、ゲストル

ームを整えること。もう一つは、ネイテイブな英

語圏の人との交流です。 

 お蔭で、子供部屋は、いつお正月がきても大丈

夫なくらい片づきました。さて問題の交流は、私

の英語はままならず、主人の実践英語に助けられ

た感じです。趣味がラクビー観戦の主人は、本場

オーストラリアのJohnさんとも意気投合し、趣味

にも助けられました。ＦＦ入会初めての我が家へ

のアンバサダーは、ＦＦ会員歴７年のJohn 

Mallon(68才）さん。保険会社をリタイアされ、

几帳面で物静かな方と長崎のホームステイ先のメ

ンバーより情報を得ておりました。 

 10月26日に裏磐梯と野口英世生家。28日に菊人

形と奥岳から薬師岳へロープウエ-。これには、

Johnさんと親しいPaulさん(84才）、柳沼さん家

族、増子さん家族が合流し、総勢15名。見事な菊

の花に感激し、疲れたと言いながら、安達太良の

頂上を背にみた福島県の山々の紅葉。空の庭での

ランチにはアンバサダーの皆さんも満足げでした。

今回，特に付け加えたいことは、国分さん宅で、

長崎で捕虜体験をもつPaulさんと特攻隊志願兵で

元英語教師の安藤さん(80才位)、国分さんのお仲

間との会食。Johnさんも一時は日本人を憎んだこ

ともあったけれど、今こうして、日豪親善をして

いるとのコメント。ＦＦ初めてのホームステイは

私達夫婦も共に楽しんだ１週間でした。ＥＤの平

さん、国分さん、ＦＦの皆さん大変お世話になり

ました。感謝！ 
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５月 カナダ FF カルガリーから 20 名受入 
 

代表的な日系コーヒー園“東山農場” 
 

FF 郡山 20 周年を記念して作った 
マグネットステッカー 

10 枚セット 1,500 円で頒布しています 
 

８月ブラジル FF ジュンヂアイへ 18 名渡航 
ローマ字で綴ってくれた歓迎横断幕をかざして記念撮影 
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（2007 年 カナダ FF カルガリー受入） 
 

私は、カナダが大好き！    
矢部 宏子 

 その広い大地から来たハーブとモーリーン、体

も大きいが心も大きく広い。いつも笑顔で、何に

でも挑戦する前向きな二人に、私の理想を見たよ

うな想いでした。 
 姉の家でのディナーの時、納豆の話が出て、試

しに食べて見たいと言う・・・。そして、初めて

食べた時 「大丈夫！」 と言ったのにはちょっと

驚きました。 
  次の日、回転寿司に行った時には、自分から

進んで納豆巻きを取り「おいしい」とくり返して

いたので、翌日の朝食に納豆を出してみたところ、

これも「おいしい！」 と二人とも、もりもりと

食べてくれたのでした。 
  モーリーンが「行ってみたい」と言うので、

市内の温泉に案内することになりましたが、その

日は朝からナーバスになってドキドキしていたモ

ーリーン。 そして、実際に温泉、露天風呂に入

った時は、非常にリラックスできたらしく、「日

本の温泉にまた来たいなあ」とご満悦でした。そ

れまで我が家ではシャワーだけだったのに、翌日

からはバスタブにつかって楽しむようになったの

です。（一度だけ、うっかり水を抜いてしまい、

小さくなっていたモーリーン。）  
日光江戸村では、捕り物パフォーマンスで、ち

ょっと捕まえてもらった時の嬉しそうな笑顔が忘

れられません。そして、足がちょっと不自由なモ

ーリーンにさりげなく心配りをして、自然に手を

貸しているハーブが素敵でした。私にとって、今

回は２回目のホストでした。姉夫婦やたくさんの

友だちの協力があり、本当に素晴らしい体験をす

る事ができました。急に１週間通しで泊めること

になり不安でしたが、今ではかえってそのことに

感謝したい気持ちでいっぱいです。ＦＦのメンバ

ーとして活動出来ることを、とても嬉しく思うと

同時に、これらの経験は私の心の財産となりまし

た。これからも世界中に友だちを作りたい、そし

て、それぞれの国の良さを取り入れ、見直して、

大きな心で他人に優しくして行きたいと思います。 
 
 
 
(2007 年 ブラジル FF ジュンヂアイ渡航） 

 

新入会で十二分の FF 体験             

星  逸朗  

私が Friendship Force に入会金を振り込んだの

は、今年の 5 月 29 日です。だから、ほやほやの

新入会員です。ここで、勘の良い人なら既にお気

づきでしょうが、私は今回のブラジル行きのため

に入会しております。未だ行ったことのない地球

の裏側・南米大陸、ブラジルに行けるのは人生で

ワンチャンスだと思ったからです。そんな私です

から、FF がどういう理念を持った、どんな組織

か分からずに入会しました。(スミマセン） その

私が行った今回の旅行は、十二分に楽しく、お釣

りがくるほど内容の濃いものでした。(旅行って

表現することに問題があるのかどうかも未だ分か

らずにおります) ホームステイ先のセイコさんも

夫・セルジオ(超エリート公務員)も、とってもと

っても良くしてくれました。 自宅で出たワイン

が美味しいと言ったら、友人が経営するそのワイ

ナリー工場まで連れて行ってくれました。お土産

にもらったそのワインは、持ち帰りに苦労しまし

たが、来年のブラジル移民 100 周年記念事業に使

えないか、検討してもらうために福島県知事の味

見用として、手渡すことも出来ました。  
 初めてのブラジルと初めてのホームステイは、

私にとって大変素晴らしいものとなりました。

FF が、クセになりそうな今の私です。          
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1999 年ハノーバー渡航現地新聞の報道から 
 

2000 年 US コネチカットから受入 
 

1998 年 1 月 FF 郡山創立 10 周年記念パーティ 
立派な記念誌も紹介されました 
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1998 年５月 台湾・台北から 16 名受入 
 

2001 年 イギリス・コーンウォル渡航現地新聞報道 
 

2002 年 1 月 村田前会長から 蓋現会長にバトンタッチ 
 

2001 年 ブラジル・サンパウロから受入 
 2002 年 オーストラリア・メルボルンから受入 
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2005 年 US フロリダ サラソタから受入 

 

2006 年オーストラリア シドニーから受入 
 

2003 年 1 月・15 周年の総会 
 

2003 年度 FFI 世界大会で表彰される 
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2006 年 モスクワ渡航 

2007 年 カナダ・カルガリーから受入 
 

                                                                                   「歌って笑って・・・・」 
FF 郡山合唱クラブ部長  斎藤 恭子 

                                2001 年、会員同士の親睦を目的として、FF
合唱クラブが創設されました。発足当時のメン

バーは 17 名、市内の公民館を練習会場とし

て、年に 7 回ほどの練習日を設けました。会

員の中から音楽の専門家が数名参加、それ

ぞれ、発声、伴奏・指揮などを担当して、かな

り本格的な練習が組まれ、贅沢な合唱部がで

きたのでした。 メンバーからは「合唱をするの 
は初めてですが。」「歌うのは苦手だけど、お茶の時間が楽しいので、入ってみました。」 「ソプラノとかアルトって 
なんですか？」 等々、ユニークな意見も飛び出したスタートでしたが、2001 年秋、ブラジル・サンパウロクラブの 
Welcome party で、「ふるさと」「荒城の月」「ブラジルの子供の歌」「もみじ」を堂々と披露、大好評のうちにデビュ 
ーを果たしました。 
今までに練習、発表してきた曲は[ホワイトクリスマス][春の歌][ウォルシングマチルダ][おぼろ月夜][ソーラン

節][四季の歌][大きな古時計][アベマリア][夢路より][アベ・ベルム・コルプス][ともしび][一週間][トロイカ][いい日

旅立ち][里の秋]その他、と 10 数曲を数えます。 
2006 年には、「FF の歌」を録音し、FF 日本大会開催の山形クラブを通して、全国の FF クラブにその CD が配

布されました。現在は会員の斎藤和夫さんが指揮を担当、メンバーも 30 名を超えました。 FF 郡山創立 20 周年

記念パーティでは、なんと、ベートーヴェンの 「第九（歓喜の歌）」 抜粋を歌うことになり、ドイツ語の歌詞に悪戦

苦闘しながら、毎月、練習に励んでおります。 練習合間の休憩時間では、おいしいお菓子とお茶で、和気あい

あいと楽しいひと時をもち、親睦目的を大いに果たしております。 新入部員大歓迎です。 
  

2007 年 ブラジル渡航 
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FF20周年記念によせて   橋本 正子 

 20 周年、おめでとうございます。以前、10 周

年の時におよばれして「オギャーと生まれた子供

が、もう、10 歳になったという感じです」とお

話申し上げましたが、その子が 20 歳を迎えたと

なれば、感激ひとしおです。最初は、何もありま

せんでした。人材不足、経験不足。でも、何をや

っても楽しかった事は忘れません。全てが手作り

で、挙句は、ＰＴＡのお母さん達にも、協力して

もらい、パーティを盛り上げてもらいました。そ

の後、主人の転勤で、郡山を離れましたが、アメ

リカ・オリンピアの方が、ご主人を連れて、又、

我が家に泊まったり、今でもメールの交換をして、

交流を続けています。気がかりなのは、1988 年

に受け入れた、イスラエルのご夫婦と連絡が取れ

なくなってしまったことです。今も、戦火の元に

身を置いているのかと思うと、心が痛みます。

「継続は力なり」を、実行しているＦＦ郡山に、

心から、エールを送ります。 

 

 

筝を通して国際交流    高橋奈津曳  
FF 郡山の 20 年、数々の演奏が懐かしく想いだ

されます。私は 94 年春、アメリカ・カンザス州

FF ウィチタのウェルカムパーティで初めて筝の

演奏を致しました。後日、外国のお客様が演奏と

着物姿にとても喜んで下さったと聞き、嬉しくな

りました。その後は弟子達と共に、会員の皆様に

も邦楽に興味を持って頂けるよう、毎回親しみ易

い曲をと趣向を凝らしました。これまで文化セン

ターでのコンサートには、多くの FF 会員の方が

来てくださり、会員でもあるフルートの佐藤真人

先生にも、幾度も賛助出演して頂きました。数回

の海外演奏の時には、日本の音楽への関心の高さ

に、日本文化の誇りを持つことが出来ました。こ

れからも筝の演奏を通し、国際交流を続けていき

たいと思っております。 
 

吉田 静枝    
 私が FF 郡山に所属していたのは、３〜４年だ

ったと思いますが、想い出を沢山つくることがで

きました。何度か外国の方達をホストファミリー

として受入れましたが、その都度感じたことは、

友情は世界共通のこと、どの国の人も基本的には

考え方、感じ方など同じ……ということでした。

ほんとに初めてお会いした方なのに、なんのため 

 

らいもなく、どちらからともなく話しかけ、自然

と友情を培うことができたのは喜びであり、また

驚きでもありました。ずっと皆さんと活動したか

ったのですが、家の都合で千葉の方に住むように

なり、FF の活動は実質的に出来なくなりました。

以来、休会員として在籍させて頂きながら、時折

送られてくる会報 DEAR を読んで懐かしんでいま

す。FF が益々発展することを心から願っていま

す。 

 

 

  FF 郡山との出会い FF 西東京・高垣 孝 
郡山クラブとの出会いは９年程前の日本大会で、

前会長の村田さんにお会いした時でした。当時、

私は会津若松に単身赴任しており、近いので FF
郡山にも入会させていただき、会津にいる時は郡

山クラブ、町田市の実家にいる時は、西東京クラ

ブと両方の活動に顔を出すようになりました。数

年前、FF 日本の広報活動に対する郡山クラブの

果たした役割が大きかったので、日頃お世話にな

っていることもあり、勝手ながら、2003 年プダ

ペスト・世界大会の Award 候補として、郡山ク

ラブの推薦状を書きました。その結果受賞も決ま

り、福島県内新聞に大きく取り上げられたのも、

良き想い出となりました。 
ここ数年は、合唱クラブで斎藤先生のユーモア

に富んだ、分かりやすいご指導で、皆さんとの合

唱を楽しみにしています。今年初めに、東京へ仕

事が変わって休会員になってからも、合唱には

時々出させていただいています。今後も郡山クラ

ブには各種イベントを通じて、時々お世話になり

ますが、よろしくお願い致します。 
 
 
 

 
 

＜旧会員・現会員からの一言＞ 

旧・休 会 員 から 

2003年 FF世界大会で表彰された 
Excellence in Public Relations賞 
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                            網代 純子 
 FF との出会いは英会話クラスで知り合った石

橋さんの紹介でした。その頃何人かの外国人の友

人がいましたが、世界中のいろんな人々と知り合

い、話がしたいと思っていたので、楽しみに胸を

膨らませて入会しました。実際、活動を始めて、

デイホストをしたり、懇親会に出ると、いつも楽

しい時間が過ごせて、今では私の生活の良いアク

セントになっています。 

８年前、アメリカからのお客様を２日間デイ

ホストした時は、すっかり打ち解けて親しくなり、

その後、個人的にお宅に招待していただき、２週

間滞在して地元の友人や家族とも親しく話をし、

良い体験ができました。これからも色々な国の方

と話をすることで、私の視野が少しでも広がれば

いいなあ〜と思っています。 

 

 

草の根の国際交流     安藤ヨイ子 
少しでも本当の日本を知って頂きたいと、会員

になって早や 20 年近くなります。この間、米国、

台湾、ドイツ、ニュージーランド、豪州の FF ク

ラブの方をホストし、又、FF 郡山の企画に参加

して、ドイツ、ロシア、ブラジルの FF を訪問し

ました。短い滞在期間ですが、お互いの生活を見

聞し、共有しながら意外に同じだったり、違った

りする生活ぶりを知り、又気持ちが通じ合った時

の心のときめきに、何より代えがたい FF の良さ

を感じます。 
 
 

                池田由紀江 
 FF に学ぶ、おもてなしの精神……ありのまま

でいい、ありのままがいい。その中で十分に心の

通った交流ができるような、一流の人になりたい

です。それをＦＦの皆様に教えて頂いているのを

実感します。早く一人前のＦＦのメンバーとなれ

るよう努力していきます。これからも、よろしく

お願い致します。 
 
 

石橋千佳子 
 17 年前、アメリカのアイオワから Dody が訪れ

ました。何もかも初めての経験の中、言葉や肌の

色が違っても心の奥を流れる優しさ、思いやり、

愛情は違わないと実体験できた感動が、私のＦＦ

活動の原点であると感じます。その後、数々の国

からのホストファミリー。2001 年ブラジルから

の受入では、ED をさせていただきました。現在、 

 

夫に伴いバンコクに駐在中ですが「世界平和をめ

ざして草の根交流」という FF の理念を忘れずに、

心の扉を開けて生活しております。 

 

 

石森 君枝 
会員の Y さんに誘われて入会して約三年が過

ぎました。一度だけフロリダからのご夫妻を受け

入れしました。奥さんのペグの笑顔は輝く太陽の

ようで、我家に強烈な印象を残しました。そのあ

とは、Y さんのパワーに吸引されて、なんとか会

員として存在している状況です。希望としては、

夫が現役をリタイアしたら、夫をうまく引き込ん

で、皆様のように楽しく主体的に活動したいと思

っています。 
 

 
FF に参加できて      鵜沼 良子 

 早いもので私の記憶が間違っていなければ、

FF 郡山に参加して、早や５年が過ぎようとして

います。国際交流のこういうクラブがあることす

ら知りませんでした。皆さんの活動を知るにつれ、

皆さん凄いなあ・・・・というのが初めての印象

でした。そして、素晴らしい方たちとの出会い。 
また私にとっての、一番の思い出はアメリカ・サ

ラソタへのホームステイでした。英語も、ままな

らない私が、はるか遠い国でのホームステイなど

夢にも考えていませんでした。そして１年もたた

ないうちに、我が家へ迎え入れる機会を得たこと

が、昨日のことのようによみがえって参ります。 
そして昨年はロシアへ、アメリカとは異なった様

子を知りました。このクラブへ入らなければ出来

なかった機会と感謝しています。 
 
 

遠藤 幸子 
 私がフレンドシップフォースと出会ったのは、

５年前のオーストラリア渡航がきっかけでした。 

高校時代からの大親友である鈴木智子さんに誘わ

れて、何の戸惑いも、迷いもなく入会いたしまし

た。FF での活動を通して、郡山クラブの方をは

じめ、世界中の方々と交流するという貴重な時間

を過ごせることに感謝しております。20 周年を

記念して、FF 郡山クラブのますますの発展を祈

念いたします。 

 

 

 

  会 員 から 
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遠藤 雍子 

 英会話ができれば、またパソコンやインターネ

ットなどができれば、もっと積極的になれるかも

しれないと思いながらも努力もしない私。「入院

に備え、ケータイ贈らるる、平成人になれたねと

友」(これがＩＴ時代の私の現状です) 入会して、

日は浅いながらも健康なうちに訪問できたロシア。

市民同士は仲良く出来るものなのだなあと思いま

した。体調や家庭環境を整えて、いつかホームス

テイを受け入れ、一層国際交流を深めたいと思っ

ています。 

 

大坂 昭夫 
FF 郡山 20 周年と時を同じくして 60 回目の誕

生日を迎え、自分の人生を振り返る年代に成りま

した。私と FF の係わりは、1992 年の総会に、野

内さんの紹介で参加したのが始まりです。最初の

数年は籍を置いただけの状態でした。愛知県や山

形県の日本大会へ参加したり、2003 年には、忘

れられないアイオワ州からの２人の女性を我が家

に受け入れし、翌年にはフロリダの FF サラソタ

を、15 人の郡山メンバーと共に訪問交流を経験

し、受入や訪問を通して、初めての経験や感動、

FF 仲間同志で共有する意義や価値は、お金に換

えられない財産だと思う。FF と深くかかわれば

係わるほど、人間として豊かな気持ちや、広くて

大きい心や愛情を体感し、F.F 組織の重要性を感

じている。これからも私の日記に、FF 交流の感

動や思い出を書き綴って行きたいと思っています。 
 
 

 
平和を願って       岡田  純子  
昨年はデイホスト、今年は FF カルガリー・ビ

ル夫妻の受け入れを経験し、ブラジルにも是非渡

航したかったのですが、残念ながら体調不良で断

念しました。FF では、ツアーなどの旅行では味

わえない心の交流ができることが一番嬉しいです。

これも 20 年という FF 活動の積み重ねと、スタ

ッフの皆様が多忙な中、各種行事の準備をなさっ

て下さっているお陰であるといつも感謝していま

す。FF の活動を通して地球から争いがなくなり、

世界中の人達が夢や希望をもって生きることが出

来るようになればと願ってやみません。 
 
 

奥秋 和夫 
 FF 郡山に入会したのはもう 13 年ほど前、きっ

かけは、将来日本語教師になりたいと思い始めた

ことからでした。外国人に日本語を教えるために

は、まず外国人との交流に慣れなくては・・・と

思い、ホームステイの受入やオーストラリア、イ

ギリス、ブラジルの FF メンバー訪問など、多く

の外国の人々と交流を重ねてきました。今、クリ

スマスシーズンには、毎年 10 通にのぼるクリス

マスカードを書くようになっています。これら

FF の経験のおかげで、念願かなって第二の人生

で日本語教師になることも出来、さらに多くの外

国人と交流するようになりました。 
 「言葉は文化」この言葉をモットーに、FF の活

動や日本語教育を通じて、今後もより多くの外国

の人々と心の交流を図っていきたいと願っていま

す。 
 
 
素晴らしき出会い    小野寺恵智子 

FF 郡山に入会してたくさんの人達と出会いま

した。どうしても小さな世界のみで生きがちな私

にとって、FF 郡山の人達は個性的で人間味溢れ

る人が多く、とても刺激となりました。また、外

国の人との出会いもありました。今まで抱いてい

たイメージとは違い、優しく、自分のポリシーを

もって素敵な生き方をしていました。外国の人と

接することによりあらためて、人間は皆同じとい

うことに気づかされました。今後は、さらにいろ

いろな人達との出会いを求め、また、コミュニケ

ーションをとる一つの手段として英語を勉強した

いと思います。 
 

 
FFで変身       大庭 輝夫 

 私共がホームステイを初めて体験したのは、FF

郡山の２年目、1988 年６月に FF として第２回に

あたるアメリカ・ダビュークのご夫妻でした。私

はいつも通り夕食後もゆっくり晩酌を傾けている

と、ご夫妻は食後の後片づけを手伝いながら、妻

に「ミスター大庭は何をしているのか。」と問い

かけておりました。家事は妻の仕事と何の疑問も

感じておりませんでしたが、それ以来自分ででき

る家事を手伝い、旅行なども共にする夫に変身し

ました。 

 

笠間タイ子 
 FF 郡山クラブ 20 周年おめでとうございます。

全世界の人々が仲良く、安全な人生を過ごすこと

を願いながら、現実はご存知の通り。一人一人が

一つでも相手の国の文化や習慣を超えて、お互い

を理解する輪を広げていく FF クラブが、本当に

私達に良い機会を与えてくれます。FF 郡山が 20

年の活動を続けて来られた事は大変だった分、す

ばらしいと思います。メンバーのひとかけらにも

なりえませんが、状況の許す限り、協力参加して

いきたいと思います。 
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この会に入って良かった   上西 政幸 
 退職記念のつもりで、妻と二人で、どうしても

行ってみたい所(ローマ、ベニス、スイス、ロンドン、

パリ、ドイツのロマンチック街道等)への団体旅行ツ

ァーに参加しました。何とか、広く浅く、決めら

れたハードスケジュールをこなして、数多くの名

所、人々の様子、文化の違いなどを外側からだけ

見聞し、ある程度、歴史や人々の生活を理解でき

たつもりです。これは FF での色々な体験(ホーム

ステイの受入や訪問)のお陰だと思っています。

待ち焦がれて会えた時の感動、別れる時の涙ぐま

しいシーン、また会いたいという友情が芽生えて

くる思いは素晴らしいことだと思っています。 

 

川中  誠 
 FF に入って４年。受入はサラソタ、モスクワ、

シドニー、カルガリーの４回。渡航はサラソタの

１回のみです。出会いのたびに、実に多くのこと

を教わります。日頃私たち日本人は、自分の国の

成り立ちをあまり意識しないで、これが当たり前

のように思っていますが、彼らは自分たちの先祖

が、自分の国を作ってきたのだという意識をしっ

かりと持っていることが分かります。そうした背

景を知ることが、お互いを理解するのに大切だと

思います。これからも、１人でも多くの海外の人

に接し、互いの理解を深められればと思います。 
 
 

二十歳（ハタチ）になった FF 郡山 
菊池 幸子 

 入会して１７年、その間渡航が５回、受け入れ

は 10 数回。当初は手紙に写真を添えて送り、首

を長くして返事を待ったものですが、今は、E メ

ールで瞬時に送れ、時代の流れを感じます。いろ

いろな国からのアンバサダーとの交流を通して、

その国を身近に感じることができ、同じ地球人と

して、平和な世界を願わずにはいられません。入

会当時から考えますと、郡山クラブは組織化され

確実に大人のクラブにと成長してきました。新し

い会員の皆様のご活躍を期待しています。 
 
 

木村 温子 
 FF 活動に参加して、最も嬉しいかったことは

外国語が充分に話せなくても、人と人が分かり合

える友達になれるという実体験が出来たことです。

遠い国に友達がいて、時々メールを交換する度に、

私の視野が広がり、心を豊かにしてくれる。私の

語学力が向上すれば、もっと意思の疎通が図れて

楽しいだろうと思いつつも、晩生で進まず。それ

でも尚、還暦過ぎの私は「学ぼう」と言う気持ち

を失っていない。多くの友達と出会うためにも、

元気に長生きしたいと思うのである。 

 

 

英語と母の思い出     斎藤 恭子 
 私の母は、60 代後半からの 10 年間、毎年海外

旅行を楽しんでいました。「旅先で自由に話せる

ように」と英語教室に通い続け、朝夕勉強してい

た姿が今も目に浮かびます。我が家にメキシコか

らの客が滞在した時は、着物を着せかけながら片

言の英語で話しかけ、ロンドンのホテルでは「英

語が通じた！」と大喜びをしていました。母の葬

儀では、アメリカ人の英語教師が「恵美、See 

you again in heaven.」と英語で弔辞を読んで下

さいました。もし母が今も元気でいたなら、FF

活動に大喜びで参加していただろうなと思うこと

が多々あります。私が FF に入会したのは、母が

亡くなって２年後のことでした。 

 

 
FF 郡山に入会して     坂本洋子 

 フレンドシップフォース郡山に入会して、はや

４年。ロシア・オーストラリア・カナダと３ヵ国

の受入にかかわりました。ゲストとは、その日の

行事が終わった後に、お茶を飲みながらその日の

日本文化体験の話を聞いたり・・・と。とても、

フレンドリーな体験をすることができました。ま

た、郡山クラブの方にも、フレンドリーに教えて

いただき、入会して良かったと思います。ありが

とうございます。 

 
 

佐々木和彦 
 2000 年にリタイアして入会した FF。丁度、Ｉ

Ｔ化の時流が本格化する時で、会報「DEAR」28

号からデジタル編集に関わり、2002 年からは、

FF 郡山と FF 日本のホームページを立ち上げ、運

営に携って来ました。以来、殆ど毎回受け入れ、

渡航も４回。ED も今３回目で、イスラエルと交

信しております。世界各地に、FF 仲間が出来ま

した。今や、相手さえ response してくれれば、

世界中どこでも、瞬時に連絡が取れるような時代

になりました。曲がりなりにも英語をベースにし

て、楽しみながら、私の Golden Age は FF 三昧

です。 

 

FF に育てられて     佐藤  裕子  
郡山クラブがニュージーランドに渡航する時、

友達に声をかけてもらって入会したのが始まりだ

った。ホームステイよりも観光に興味を持っての

参加で、今考えると反省である。人と人との繋が

りを大切にするホームステイでは、沢山の出会い
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があった。ザックを私たちの雨具と飲み物でパン

パンにして、一緒に歩いてくれたドイツのヤンと

エデルガルト。芸術、料理、FF 等、人生を楽し

んでいたベルギーのジョンマリとリリ。侍が大好

きなロシアの少女・ソニア。味噌汁をおいしそう

に飲んだブラジルのビアファミリー。FF の交流

には、潤いがある。これからも相手に喜んでもら

うことを自分の喜びと出来る、そんな気持ちを私

の中に育てていきたい。 
 
 

塩谷 好子 
 歴史、文化、生活様式、そして山が間近に迫る

日本の風土、他の国とは異なったそれらに興味引

かれる外国の方々との交流は、いろいろな面で、

むしろ自分の国と自分を見つめなおす、よい機会

を与えてくれます。ホームステイによって、互い

にその違いを認識しあうと同時に、歓迎する心の

共通性に喜びを感じます。世界をつなぐＦＦの交

流だけに、いつも真実に生きたいと思います。20
年、築いてきた FF 郡山のネットワークで地球上

の平和が保たれ、さらに広がり、心からの笑顔で

互いにいつまでも響き合えるように！ 
 
 

嶋  勇吉 
 2001 年 10 月に FF サンパウロ受入でホストが

不足しているのでと、野内さんに勧められ入会し、

今まで３回受入をしました。世界には沢山の人

種・言葉・環境と様々な国があり、多くの人間が

住んでいる事を実感できた事に感謝しております。

日本人として、これから自分に何が出来るのかを

考える機会を与えてくれた FF だと思います。FF

郡山の受入 20 回目が、私の最初のサンパウロで

した。その時受け入れたセレノ夫妻の自宅に、今

夏、初めての渡航ＥＤとして、18 名でブラジ

ル・FF ジュンヂアイに行って来ました。とても

楽しくユーモア溢れる多くのブラジル人と交流し

て参りました。 

 

 

出会いを大切に      杉浦 愛子 
FF の会員となって 15 年！ 友情の輪で結ば

れた友人が世界のどこかにいることの不思議さに

夢を持っていた。しかし、仕事優先になり、思う

ことの何分の一しか実現しないでいます。その

日々の中で、あるがままの姿で受け入れた、イギ

リス、オーストラリア、ロシア、アメリカの何人

かの友人とは交信が続いており、国際人のつもり

でいるのです。人生を豊かに新たなる挑戦を続け

て行きたいと思っています。20 年の歴史ある FF
郡山の更なる飛躍を心から祝って！ 

 
鈴木  智子 

私は、社会人になってから、話せる英語の必要

性や魅力を感じ、英会話教室に通い始めました。

そこで、明るく楽しく英語を話す縫洋子さんに出

会い、FF 郡山に入会しました。 入会後、FF の

活動はもちろん、会員の方々との交流により様々

な刺激を受けることができました。また、オース

トラリアに渡航したことは、良い経験・思い出に

なりました。これらを通して、FF の素晴らしさ

を感じています。これからも、さまざまな事を吸

収していきたいと思っています。 
 
 

鈴木 睦子 
ホスト家族募集の新聞記事で、当時の橋本会長

に電話をしたのが FF への入り口。外国に憧れて、

その暮らしぶりを取り入れたくて、この活動に入

ったように思います。これまでかなりの国の老若

男女を受け入れ、自らも様々な外国に出かけるよ

うになるにつれ、外国は憧れの対象から“一生懸

命生きている仲間の国々”へと位置付けが変化し

ています。個人的には、英国コーンウォルへの渡

航交流を ED として努めさせて頂いたことは懐か

しい思い出です。一方アフリカ・FF ガーナの受

入を、ED として成功に導くことが出来なかった

のが残念なことでした。 
政治・経済活動、宗教、戦争などの課題とは

距離感を保った交流、それが FF の基本姿勢と理

解しています。しかし今日の小さくなった地球は、

私の FF への心持ちに微妙なスパイスを加えてい

ると感じています。 
 
 

高野左起子 
 初めてホームステイ受入をしたのは平成元年

(1989 年)、アメリカ・ワシントン州からいらし

たパット・ヒュー夫妻でした。私の長男(当時 11

歳)は柱の陰に隠れて、出てきませんでした。20
年近く経つ現在でも、パットさんとの交流は続い

ています。ＦＦクラブは我が家の思い出の一部で

もあり、子育て・自分育てに非常に役立ちました。

柱の陰に隠れていた長男も、今では海外一人旅を

するようになりました(笑)。FF ありがとうござ

います！ 
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谷口ヒサ子 
 職業に関係なく、誰もが身近に異文化を体験で

きるフレンドシップフォース。１週間の短い滞在

中、彼らはことあるごとに「サンキュー」を連発

します。そのお陰で、今では「ありがとう」の言

葉がほとんどの場面で使いこなせるようになりま

した。居ながらにして異国の雰囲気に浸れるこの

会が、ますますたくましく太い年輪になるよう、

微力ながら応援していきたいと思います。 

 

 

寺澤   功 
 私は退職を機に２年前 FF 郡山に入会しました。

入会前にも、イギリスやニュージーランドの方を

我が家に受け入れ、隣人を巻き込んで楽しい交流

をした思い出があります。そうした体験をより積

極的に生かし、組織的に継続的に活動に関わりた

いとの思いで入会しました。私はまだまだ初心者

マークの会員で、皆さんの名前と顔がまだ一致し

ない状況ですが、活発に活動している FF 郡山に

心からの敬意を表し、会員としての役割を担って

いきたいと思います。 
 

 

受入体験、前と後     谷野 恭子 
会員歴２年です。おそらく FF 郡山で最も狭い

我が家で、初めてホストファミリー体験をさせて

頂いたのは、昨年秋、オーストラリア・FF シド

ニーでした。受入前はとにかく頭の中が不安でい

っぱいで、怖くて仕方がなかったのですが、楽し

い三泊四日はあっという間に過ぎてしまい、見送

りの福島空港では涙、涙でした。その後は、しば

らく気が抜けてしまった程です。受入は“一度知

ってしまったら、クセになる”体験ですね。渡航

は未体験ですが、おそらく同じではないでしょう

か。いつか時間とお金の許す時がきたら、私も参

加したいです。他では得られない楽しさを教えて

くれた FF 郡山の皆様に感謝しています。 
 

 
中山  忠 

 この会に入会したのは、16〜17 年前、まだ息

子が高校生で、上西先生の勧めであった。これま

で渡航は一度もないが、10 回位いろいろな国の

方々を受け入れた。私のみならず両親や息子たち

も、言葉が通じない場合でも、大いに楽しみ様々

な異文化体験をし、刺激を受けたと思う。その影

響かどうか、息子は抵抗もなく海外へ渡り住んで

もう 10 年になる。 
 
 
 

FF活動を通して     縫  洋子 
 FF 郡山に入会して 16 年。国内外を問わず多く

の友人を得、私自身成長させていただいたように

思う。職業柄、学生時代から似たような立場の友

が多かったが、ＦＦ活動を始めてから様々な人と

巡り会い、人生や仕事に対する見方や考え方もい

い意味で変化した。友人の中には家族のようにお

つきあいしている外国の友もいる。今年の夏は娘

が２週間もお世話になり、さらに親交を深めた。

それが出来るのも FF ならではと感謝している。 
 
 

野内 隆夫 
「外国人を受け入れてみませんか」のタウン誌

の募集で入会以来 15 年、渡航４回、受入 10 回、

事務局や ED など色々経験してみると、FF を通

して多くの友達が出来たこと。各国の習慣や文化

と接して「difference」や「friendship」の概念が理

解出来るようになったこと。同時に、自分がいか

に歴史や文化の造詣に希薄だったかを再認識させ

られたこと。でも、自分は FF のいろんな仲間か

ら学んだ。何時も「Keep on smile」でありたいと

思う。 
 

 
橋本 真澄 

FF に入会して 3 年目となりました。まだまだ

経験も浅いのですが、いろんな国の方と直接触れ

合うことや、各国の習慣の違いやさまざまな文化、

経済等を知ることができ、とても私自身勉強にな

っています。住む場所は違っても人は皆同じく通

じ合うものがあるという事を痛感します。喜び、

悲しみ、言葉の違いはあれど、気持ちは分かち合

えると思います。FF は世界の人々と交流を深め

る事のできるとても素晴らしい会だと思います。

友情の輪が一つになりこれからの世界の平和をよ

り一層願いたいと思っています。 
 

 
平野二美子 

 友人の紹介で入会しました。それまでの私は、

好きな仕事をして喜びはある、とりあえず自立し

ている、でもこれだけでいいのだろうかと考え始

めていたところでした。そんな中で FF への参加

は、私に新たな環境を与えてくれました。2004
年７月フロリダ・FF サラソタへの渡航交流に参

加しました。同行した FF 郡山の皆さんとも、そ

の旅行で初めて親しくさせていただき、それ以来、

何か「同じ釜のめしを食べた」というような気持

ちになり、本当にいい交友関係が築けたような気

がします。FF での国際交流とは、その国の観光

もさることながら、そこに住む人々との出会いで
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はないかと思います。これからも“Make a 
Difference”の精神で国際交流の一助を担ってい

けたらと思います。 
 
 

星  逸朗 
たまたま、ひょんなことから私は、FF 郡山 20

周年記念誌への寄稿を佐藤雄平県知事に依頼する

担当者の一人となりました。 10 年前に前知事に

依頼した時とは、県の担当者達も全て替わってい

ますので、FF の説明を一から繰り返しまし

た。 この説明を脇で聞いていた FF 新人の私は、

いつの間にか、FF の歴史や現状を知ることがで

きました。思いもよらない余録でした。 
 また、ブラジル移民“笠戸丸”乗船者の出身地

調査を、県の担当者に依頼しました。それを快く

引き受けて貰えたどころか、実に素早く回答をい

ただいたのは感激でもありました。 
 
 
FF 郡山 20 年。私の思い出に残る行事    

村田 英男 
●1988 年、はじめてのホームステイ受け入れ。 

●1992 年、FF 郡山初のリターン交換。シダーラ

ピッドへ 

●1994 年、郡山での日本大会。 

●2003 年、ブダペストの世界会議で 

「Excellence in Public Relations」の受賞に参加さ

せて頂いた。 

▼この 20 年、外国との通信手段は手紙 → FAX 

→ e-mail と変った。次の通信手段は……？ 

▼1987 年、当時は１ドル＝150 円。1995 年４月

最高値で 80 円だった。その内、ドルが基軸通貨

で無くなるかも！ 

▼そして、フレンドシップフォースはどこへ行く！？ 
 
 

矢吹 光子 
 FF に入会して 10 年。国際交流はもちろん、同

じ会員から、素晴らしいものを手にしてきました。

このＦＦ郡山は年齢、男女に関係なく、さまざま

な才能やスキルを持った集団なのです。私も多く

の刺激を受け、今では外国人との e-mail も文字化

けせずにできるし、能、茶道、華道初め、日本文

化の教養も少しずつ得てきました。皆で歌う喜び

や、受入など一つの事に力を合わせて実現させて

いく興奮も味わっています。大人になってから、

こんなに魅力的な友人達ができるとは・・・  
いつまでも会員でいたいと思います。 
 
 
 

矢部 宏子 
 FF に入会してもうすぐ３年になります。その

間に、受入２回、渡航３回を経験しました。初め

て受入をした時は、とても心配でしたが、皆さん、

とても明るく活動的な方たちで、すぐに仲良くな

ることができました。そして、とても楽しかった

のです。渡航してホームステイをした時には、単

なる観光旅行ではなく、その国のことが理解出来

たような気がして、充実した旅行になりました。

楽しいだけでなく、自分を高めることもできる

FF の活動に、よりいっそうの意欲がわいてくる

この頃です。 

 これからも、さまざまな活動をとおして、より

豊かな経験を重ねていけることを願っています。 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

「最初は何もありませんでした。人材不足、経験不足、で

も、何をやっても楽しかった事を忘れません。全ては手作

りでした」OG橋本正子さんに象徴された10周年記念誌。 
 今回、20周年記念誌及びスライドの編集にあたり「おか

げで世界に仲間が増えた」「自分や子供が成長した」「地

球上に平和が保たれることを」「外国語が話せなくとも分

かり合える」「合唱が楽しい」など、多くの感想文や写真、

資料などが寄せられました。これら会員をはじめ多くの支

援者の思いを20年記念誌に留め、新たなFF郡山の歴史の一

ページにしたいと思います。 
 終わりにあたり、原稿などの資料を提供して下さった諸

先輩や会員、関係者の皆さん方に深く感謝申し上げ、編集

後記とさせていただきます。 
 

２０周年記念誌編集委員長 野内 隆夫 
編集委員 菊池 幸子 

〃   斎藤 恭子 
〃   矢吹 光子 
〃   矢部 宏子 
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★編集の手違いにより、次の方々の“ひとこと”が漏れて
しまいました。誠に申し分けありません。お詫びして追掲
載致します。 
 

               伊東 由実 
 “フレンドシップ郡山20周年”本当におめでと

うございます。私が入会してから、毎年、地域や

国籍を超えた沢山の方々との楽しい出会いがあり

ます。ある時は同じ郡山に住む方であったり、あ

る時は海を越えての再会であったりと、感動と喜

びがあります。今、私は仕事を始めたので、出来

ることや参加することも限られるのですが、出来

ることをできる範囲で、気長に楽しみながらライ

フワークとして楽しんで行きたいと思っています。 

 

 

平  伸子 
 ある友人のガールフレンドの姿が見えなくなっ

ていることに、最近ふと気づいて彼に問うてみた

ら、オーストラリアに１年間ほど行ってしまって

いるとのこと。「それには貴女も影響しているん

ですよ。時々ホームステイのことなど楽しく話し

て聞かせてくれたから。」 
 若い頃は留学なども夢みていたが、住んだのは

郡山。そんな中、20年ほど前に出会ったのがFF
だった。Jeanおばさん・Hotterさん・陳さん達の
こと、ED経験、クラブ活動というほんの小さな
一つひとつの体験を通して、私なりのグローバリ

ゼーションを感じる今日この頃です。FFに関わ
ったことに感謝です。 
 
 
ＦＦに入って        田巻つや子 

最初に、FFに入って見ようと思ったのは、娘
が海外ホームステイを経験するかもしれないとの

事だったので、その前に、外国の方と、少し触れ

あえたらと思ったからでした。ところが、気がつ

けば、2005年４月、４日間ほどフロリダ・サラソ
タの方を受け入れることになり、殆ど言葉の出て

こない私たちと、娘の少しの英語でも、何とか無

事に過ごすことができました。もちろん、FFの
方の大きなサポートあってのことでした。でも、

それももう３年位前のことです。その後、娘は、

オーストラリアで１年程過ごしてきました。とて

も貴重な経験をさせていただきました。 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




