
「失って、知ったもの」
Exchange Director 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の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をいただいた全ての皆

様に、お礼を申し上げます。(9/24記）
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アフリカからの、初めての受入として大きな期待と、それに少しの不安も持って、準備してきたFF

アクラ(ガーナ)のアンバサダー受入は、ついに断念せざるを得なくなってしまいました。

９月12日にFF埼玉に入り、19日にFF郡山に来るという計画なのに、９月のはじめに、未だ入国査

証(ビザ)申請が提出されていないという現実となり、この交換計画の実現が難しくなったのでした。

FF郡山の取り組み経過や日本入国のビザの問題、要ビザ国との今後のFF交換活動の取り組み方等に

ついては後述するとして、まず、EDとして先方との連絡・準備に、多大の苦労をしてきた、鈴木さん

の報告を読んで下さい。



＝ 特 集 ＝

今、私たち日本人はお金さえ有れば、比

較的容易に、ほとんど世界中の国へ旅行す

ることが出来ます。だから外国の人が日本

を訪問する時に“入国査証：VISA”が、

なかなか発行されないことがあるとは、あ

まり考えませんでした。しかし今回、この

事が現実に、私たちフレンドシップフォー

ス交流活動の障壁となって、直面しました。

そこで、日本への入国査証とはどんなも

のか？ 今後のFF活動をスムーズに進め

るためにも、査証：VISAについて考えて

おきたいと思います。

その前に、今回のFFアクラを受入れる

ために、どのように準備してきたかの記録を紹

介します。

６月４日(火)FFアクラEDの情報をFF埼玉より得る。す

ぐに、こちらの自己紹介と、先方の進捗状況などを尋

ねるメールを出した。

６月14日(金)ニーダ（サブED）から返メール。16名の

希望者あり。もっと募集したい由。

７月７日(日)第１回目の受入委員会。受入期間中の

あらましの予定を決める。

７月８日(月)先方のアンバサダーリスト送付を依頼。

７月11日(木)上記メールをサミー（ED）に伝えた旨、

ニーダから返メール。

７月17日(水)ニーダより、１回目のアンバサダーリスト

がメールで着。名前と年齢の簡単なもの。16名。平均

年齢33歳。

７月18日(木)ニーダにアンバサダーリストの詳細を、

サミーには旅程を要求。両方ともニーダへメール。

７月22日(月)必要メールをFF郡山へ直接送るよう依

頼。しかし、デジタル通信は現地ではコストが高いの

と、回線が不安定だから勘弁して欲しいとのメールが

FF埼玉に入った。

７月28日(日)ニーダよりFF埼玉に、ビザ申請のため

に、受入ホスト側が揃えて欲しい書類の要求あり。

別メールで、12日入国。26日離日。大宮～郡山～

成田間移動の交通手段等を問合わせ確認。

７月28日(日)メアリー(FFIの担当者)がFF埼玉への

メールで、ビザ問題はサミーがやっていて心配ないと

のこと。多少ルーズなのは文化の違いゆえ耐えて欲

しいとも。

８月１日(木)サミーがメールアドレスを取得したそうで、

早速メールしたが、不着だった。のでニーダへ、アン

バサダーリストの詳細と、ビザ申請必要書類の明細

表を、すぐに知らせてくれるよう依頼。

８月３日(土)ホストが揃えるべき書類の内容がメール

で来た。具体的には７月28日にFF埼玉作成の書式

の中に含まれている内容なので、問題がないと認識

していた。

８月４日(日)FF郡山受入ホストマッチング会議。受入

保証の手紙に、各受入ホストが署名。これをEメール

で送付、そして郵便でも送付。

８月５日(月)上記 Eメール着信の返事が来た。但し、

“責任を持つ”に相当する文と“食事と宿代がただで

ある”ことを記載した訂正文を送ってくれと言ってきた。

ＥＤの責任において書き加えて、Faxで送る。後で分

かったことだが、アクラ側も定形用紙の“受入保証”で

ないとダメだとまだ分かっていなかったようだ。

８月７日(水)“受入保証”の文が届いたとも、何とも

返事もない。心配なので、午後４時半、サミーに電話。

びっくりしたことに一発でつながった。突然と思ったよ

うで、何の用ですか？・・・てな雰囲気。用件を伝える

と、アフリカポレポレ的返事。
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鈴木 ED の記録から……



８月11日(日)ガーナの日本大使館宛に、FFアクラ

にビザが早く発給されるよう、依頼の手紙を書く。FF

の組織や、背景説明も入れて、プログラムの詳細を

書き添えて送る。

８月26日(月)２週間以上過ぎても、アクラから何の

反応もない。痺れをきらして、FF埼玉が直接、ガーナ

の日本大使館に電話をして状況を聞いた。驚くべき

ことに、未だにビザの申請がなされていないという事

実が判明した。

ガーナ人の不法滞在が多く、日本大使館としては

非常に神経質になっているとの事。ガーナ人の日本

入国ビザ発給には日単位でなく、週単位での相当な

日数がかかる、という話だった。

８月27日(火)上記事実を受けて、FFアクラでは、

どう進めるつもりなのか、ニーダにメールを入

れた。

入れ違いに、ニーダからメールが入る。長い

間メールが出来なかったのは、またもや電話回

線が不調で、アクセス出来なかったのだが、サ

ミーがこちらとコンタクトをとっているとばか

り思っていたそうだ。

今日27日に、ニーダとサミーは日本大使館に

行って「前に(多分７日か８日か)サミーが日本

大使館に行った時、大使館側が間違った書類を

くれたようだ」と。だから今日判明した正しい

書類リストを、メールの添付書類で送るから…

…と。至急返送して欲しいともなんともない。

それを見て、書類の種類の多さと、内容の複

雑なことに私は驚いた。今まで経験のない要求

だ。この内容にホストは納得してサインするだ

ろうか。No ! と判断せざるを得なかった。

８月28日(水)サミーのアドレスにメールをトラ

イ。貸切バス手配の最終契約日にかこつけて、

フライトの時刻を確認。未だビザを申請してい

ないと聞いて、こちらがどれだけがっかりして

いるか、想像出来るか？とも……。"Urgent !"

のタイトルが効いたのか、翌日返事がきた。

８月29日(木)サミーの返事。ＢritishＡirwayで

行くよ。時間は後でメールするよ。彼が言うに

は「我々が全ての必要な書類を揃えるのは簡単

ではないので、イライラしている。けれどもビ

サを取れると思うし、皆さんと予定通り会える

よ」と、至ってのんきなのだった。

８月29日(木)FF埼玉の要請で、現地日本大使館

から身元保証書と招聘理由書の定形用紙がFaxさ

れて来た。その送り状の添え書きに「友人訪問

など、ガーナ人のビサ申請に関しては、拒否す

る場合が多く発生しているのが現状であり、日

本人の海外旅行のように、簡単にビサ発給は出

来ません。そのため、希望に添えるかどうかは

分かりません」と……。

８月31日(土)FF埼玉では、ホストを集めて討議。

最終的に、幾つかの問題点から、全部の書類を

揃えるのは無理とサミーにメール。

９月１日(日)FF郡山、３回目の受入委員会。FF

埼玉がキャンセルに傾いているからと言う理由

でなく、郡山としての判断をどうするか討議。

結果としては、埼玉とほぼ同様なホストの反応

が予測されるのと、もう一つは、時間的に無理

という理由で、FF郡山は、ビザを申請するため

に必要書類を揃えることが出来ないと伝える以

外に無いと決定。

９月２日(月)ホスト＆デイホストに中止を連絡。

サミーにも、もっと早くこの書類を知っていた

ら、FF郡山内で話し合って解決できたと思うが、

今となっては、もはや時間的に無理だと説明。

事実上キャンセルを行間に示す。

９月２日(月)サミーより返メール。要求された書類

に代わる、何か便法はないか？、何か他に出来る方

法はないかと聞いてくる。あきらめていない。

９月３日(火)サミーにメール。入国問題は今日

とても厳しい環境の中にあり、要求された書類

にとって代わるようなものを入手する事はほと

んど不可能である旨返事。

９月４日(水)FFIの担当者・メアリーからFF埼玉

宛メールの転送あり。FF精神の強調。駐ガーナ

日本大使館に最後の望みをかけてメールを送っ

てくれとの依頼。

９月５日(木)FF埼玉のＥＤはメアリーの依頼を

受けて、駐ガーナ日本大使館に電話をして何か

便法がないか質問。大使館側は完全No! 所定の

書類で所定の手続きをする以外に、ビサ取得の

道はないとの事。

９月５日(木)サミーがFF埼玉とFF郡山に、切羽

詰まった様子でメールしてきたが、時間的にど

うにもならなかった。

その後、FF埼玉が外務省に行って相談したり、

FF日本支援委員会・F F I ( FF国際本部）等のサ

ポートもあったが、結局、予定スケジュールま

でにはビザが発給されず、今年のFFアクラ（ガー

ナ）からの受入交換は実現出来ませんでした。
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ビザ(査証）って何 ?!

日本の法律（出入国管理及び難民認定法。「入管

法」と略称）では、日本に入国・上陸しようとする外国

人は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受け

たものを所持しなければならない。となっています。

即ち空港での入国審査の時に、ビザを持っていること

が必要条件なのです。ビザとは外国人が所持している

パスポートが本物で、表示してある範囲で、日本に入

国・滞在することを認めると言う“裏書き”に相当します。

日本入国のビザは外務省の在外公館でのみ発給さ

れるもので、日本国内では取得できません。

ビザ免除とは……？

2002年8月現在で、日本は世界の63か国と“一般査

証相互免除措置”の取決めをしております。これらの

外国人が、日本に観光等の目的で、入国「短期滞在」

する(90日以内)場合にはビザが免除されます。

これら63か国の名前は省略しますが、世界のフレン

ドシップフォース活動に加盟している国の中で、相互

免除になっていない国は下記の通りです。つまり、下

記の国々のFFクラブを受入交換する時にはビザ手

続きが必要です。

ベラルーシ、ブラジル、ブルガリア、中国、キューバ、エクア

ドル、エジプト、ガーナ、インドネシア、ヨルダン、韓国、ケニ

ヤ、ラトビア、モルドバ、フィリピン、ルーマニア、ロシア、南

アフリカ、台湾、タイ、ウクライナ、ウズベキスタン、ベトナム、

その他旧ソ連の独立国。（なお、韓国と中国からの団体旅

行については、別途、特別措置があるようです）

ビザ申請に必要な書類は……？

ここでは、FF活動が該当する“就労が認められな

い短期滞在"のビザに必要な書類について調べて見

ました。外務省の“日本国査証案内”によると、基本的

には次の三つです。

１）航空券など、日本への往復切符又は旅行代理店

の保証書。

２）申請者本人の有効なパスポート。

３）日本に滞在中の経費支払い能力を示す資料。

しかし、これらに但書がつきます。

“なお、この書類は申請内容によっては別途書類の提

出をお願いする場合があります。詳細は外務省又は

申請する国の日本在外公館に照会して下さい”

このため短期滞在でも、単なる観光、友人知人訪問、

国際交流親善訪問、スポーツ競技会・コンテスト、学会・

講習会出席視察見学、等いろいろな場合で“必要書

類”の数が違ってくるようです。

昨年のFFサンパウロ受入の時に、何の問題も無かっ

たのは、多分、ブラジルで信用ある旅行会社を代理者

として、観光旅行のビザを申請し、最も簡易な申請書

類で済んだものと思われます。

今回のFFアクラの場合は……？

FFアクラのEDは“友人知人訪問”としてビザ申請し

たので、アクラ日本大使館は“友人訪問ビザ申請に必

要な書類”として決められている次の書類を要求した

ものと思われます。

１）招聘状・招聘理由・渡航費滞在費を誰が負担する

かの明細・招待者との交友経緯。

２）身元引受保証書

３）招聘者の住民票

４）受入ホストの源泉徴収票又は納税証明書

５）招聘者のパスポートの写し

６）日本滞在中の宿泊先・日程予定表

７）招聘者との交友を裏付ける記録書類

近年、ガーナからも“友人訪問”として来日し、不法

滞在して、帰らない人が増えている（外務省筋からの

情報）ために、このように厳しい条件の必要書類になっ

ているとのことです。

この申請を“国際交流・親善訪問”としていれば、書

類条件はもっと緩和されたようです。事実、FF埼玉・

FF郡山が共同で、外務省に世界のFF活動のことを説

明した結果、最終的に、書類条件は次のようになりま

した。

★受入FFクラブ代表者一人が身元引受保証書にサイ

ンし、その他の受入ホストは一覧表を添付すれば良い。

しかし、この書類を送付しても、アクラの日本大使館

では、申請者一人一人を審査するのに時間を要し、今

回の交換スケジュールの日程には間に合わず、結果

的に中止せざるを得ませんでした。

今後、要ビザ国のFFクラブ受入の場合には、ビザ申

請・取得の日程を充分考慮に入れて、準備すると共に、

FF日本全体として、FF活動を外務省に認識してもらう

行動も必要です。
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この夏、FF郡山会員の中でも何人かの方が、

海外旅行を体験したことと思います。

その中から３人の方の体験記を紹介致します。

FF暦10年、受入れ(FF以外も含めると)８回。し

かし、クラブでの渡航は今回が初めて……。仕事

の都合で、FF郡山クラブの渡航にはなかなか参加

できず、個人的に訪問すること３回でしたが、今

回初めて、しかも大阪クラブに混じっての参加で

した。

ドイツのハンブルククラブとベルギーのリンブ

ルククラブに各１週間ずつステイしてきましたが、

どちらのクラブも滞在中の予定が詳細に計画され、

クラブ全体で受け入れているという感じがしまし

た。

訪問翌日には、エリカの原野を、ドイツと日本

のメンバーが、荷馬車の上でアコーディオンに合

わせて、次から次へと歌いながら回ったのですが、

時間がたつのも忘れて笑って歌って、音楽に国境

はないということをつくづく感じました。これは

ウエルカムパーティーとフェアウエルパーティー

でも、強く感じました。

前者はバーベキューパーティーでしたが、アコー

ディオンを奏でるとすぐに、みんなで肩を組み合

い歌って踊って、あっという間に輪ができ、時間

が過ぎていきました。後者の会場は、お城と雰囲

気もさることながら、バイオリン・クラリネット・

ピアノの生演奏とフルコースのディナー（もちろ

んバイキング）で、さすがは有名な音楽家を多数

輩出したお国だと感心しました。

わたしのホストは68歳の一人ぐらしの女性で

す。「失望しないといいけど・・・。」という

手紙と「Your room」と言って「相撲の部屋」の

写真が送られてきて、始まったホストとの交流。

実は２年前に来日し、大の相撲ファン・親日家

で、力士の名前は私より知っていました。「日

本語３センテンス言える。」と言っては何度も

使って、２年前の写真を見ながら、日本語と英

語で話し笑い転げていた１週間でした。スペイ

ンがお気に入りで、親切で陽気でセクシー（自

称）な素敵な女性で、わたしのドイツに対する

先入観と偏見が、根底から覆されたすばらしい

交流でした。

ベルギーはと言いますと・・・。「ベルギー

王国、サッカーが強い。ベルギーワッフル・チョ

コレート」恥ずべきことですが、ベルギーに関

するわたしの知識はそんなもの。今回渡航して、

こんなに歴史があり、自然が美しく、料理がお

いしい国であるということを初めて知りました。

（ゴミの分別も日本に負けず劣らず細かくやっ

ています）ぜひ、みなさんもお訪ねください。

ホストはリンブルククラブの副会長、ジョンマ

リとリリのご夫婦。FF暦14年。受け入れ回数数

知れず。ジョンマリは54歳のフランス語と英語

の教員。日本の文化や習慣に、とても興味をもっ

ていました。布団や畳、ひらがなや漢字、短歌

や俳句など話はつきませんでした。リリはジョ

ンマリより背が高く、煙草を飲み、夜間学校の

経営者。半面、料理が上手でキュートな女性。

ふたりの会話はとてもおしゃれで、まるで映画

の世界の大人のカップルという感がしました。

今回、他のクラブではどんな受け入れをする

のか、私なりに考えさせられた渡航でした。初

めての方たちとでも、こんなにも楽しくすばら

しい交流ができる。これはやはりFFの培ってき

た、平和への理念と信頼の賜物と深く感謝して

います。この思いを、今後のFFクラブの活動に

生かしていきたいと思います。

「百聞は一見に如かず」会員の皆さん、ぜひ来

年のロシアクラブへの渡航に参加し、素晴らし

い交流をして頂きたいと強く望みます。
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ドイツとベルギーの FFクラブ訪問雑感

縫 洋子

BBQ パーティで、ホストと一緒に

会員の海外体験



７月20日、11日間のアメリカ旅行に出発。メンバーは、

一昨年のシルクロード旅行のときと同じ、親戚だけの

11人（私達姉弟・叔父・叔母たち）で、最高齢者は、70

歳です。とにかく自分たちだけで、のんびり好き勝手

に歩きたいという希望で企画、移動は飛行機と専用バ

スとし、目的地はロサンゼルス、ラスベガス、グランドキャ

ニオン、モニュメントバレー、ナイヤガラ、ニューヨーク

でした。

ラスベガス空港でのこと。一人後方の座席だった私

が降り立って見ると、そこにはダーレもいません。一人

ポツンと待つことしばし。やっと現れた弟曰く「いやー、

［スロットマシーンは、どこだ！］と皆、夢中で駆け付け、

ゲームしてるよ。後ろから降りる人のことなんか、すっ

かり忘れていたよ。」……でも、全員スッテいたので、

いい気味でしたね。

グランドキャニオンでは、日の入り、日の出に立ち会

うことが出来、太陽の移動とともに刻一刻と変化する、

峡谷の景観の素晴らしさに言葉もありませんでした。そ

して、朝食後、ヘリコプター遊覧組と、映画鑑賞組とに

分かれた後、再び落ち合ってバスに乗り込みました。

皆、すっかり舞い上がって、口々に感想を話し合って

いましたが、バスが20分近くも走ってから、一人が、ガ

イドに「ところで、11人の名前覚えた？」と質問。「エー

ト、あつこ、きょうこ、・・・・・・・アーッ 10人しかいない！」

あまりに興奮していた我々は人数確認を忘れ、トイレ

に行っていた叔父を置いてきてしまったのでした。

このときのガイドは日本に、2年間住んだこともあると

いう若いハンサムな青年でした。私たちに会っての最

初の言葉「先週は、上智大学のツアーと一緒でした。

若くてきれいな女性ばっかりでした。今回は○○大学

ご一行様（弟の勤務大学名）というので、同じような人

たちが来ると思ったのですが・・・・」ですって。この後、

何を言おうとしたのでしょう？

日本のガイドブックには、あまり載っていませんが、モ

ニュメントバレーの巨岩が織り成す風景には、圧倒さ

れました。全員が「一番感動した！」と意見が一致した

場所でもあります。また、今回の旅では、空港でのチェッ

クの厳しさに驚きました。すべての空港で、何人もが荷

物をあけられ、靴の裏まで、チェックされました。エンパ

イヤステートビルに入るにも、チェック・チェック・・・。

今回、私たちは当然ホテル泊でしたが、この春、我

が家にホームステイしたFFメルボルンのジェフたちは、

日本から、まっすぐアメリカのＦＦ会員宅に滞在して、観

光したそうです。私たちとは異なった視点からの感想

も聞いて見たいなーと思っています。そして、わが老

いたる一族は、さらに元気に、次の旅を考えています。

私は ７月の初旬より 12週間にわたり、グワテマラの

アンチグワで、スペイン語の勉強をしてきました。

グワテマラはメキシコの南に位置して、いわゆる中米

です。面積は日本の約３分の１、人口は約 1,080万人。

公用語はスペイン語。主な産業は、コーヒー、バナナ、

砂糖、綿花。近年は、特に観光に力を入れているそう

です。

私は会社定年退職者で68歳。海外旅行といえば、
ガイド付の観光旅行に３回ほど参加した程度で、

今回の旅が本当の意味で、初めての一人旅でした。

旅の試練はグワテマラへの中継地である、USA
ダラス空港に着いた時、現実のものとなりました。

アメリカへの入国手続を終って、グワテマラ行き

の搭乗ゲイトに着いた時、すでに飛行機は出た後

で、当日はグワテマラ行の便はないと聞かされ、

呆然としてしまいました。

飛行機が遅れた事を必死に説明する私に、係員

は別の窓口に行って説明するようにと、そっけな

いのです。うろうろしながら、指定された窓口で

訴えた結果、係員は翌日のマイアミ経由グワテマ

ラ行きの便を手配し、その日、泊まるホテルのクー

ポン券と食事券を渡してくれましたが、さてその

ホテルにどう行ったらよいのか分からず、係員の

早い英語にとまどいながら、指定されたバスに乗
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３カ月のスペイン語留学

戸 梶 雄 三

親族わいわいアメリカ旅行

斎 藤 恭 子

西部の女？（モニュメントバレーにて）



り込んだ時は本当に、ほつとしました。

翌日、グワテマラに着いた私は、二度目の試練

に直面しました。待てど暮らせど、私のスーツケー

スが出てこないのです。調べてもらうと、まだダ

ラスにあるとの事、今日はもう便がないので、明

日電話をくれと係員から、電話番号と名前を書い

たメモを渡された時は、慣れないスペイン語のや

りとりで、すっかりくたびれてしまいました。

空港からアンチグワまでは、車で40分位と聞い
ていました。到着予定日には学校に出迎えを頼ん

でいましたが、１日遅れたので、出迎えもなく、

タクシーに乗りました。ここのタクシーはメータ

が無く、すべて運転手との交渉で値段が決まりま

す。50ドルを40ドルに値切って、うまくやつたと
思いましたが、後で聞くと25ドルが相場とのこと
で、悔しがっても後の祭りでした。

アンチグワ市は1543年に、グワテマラ3番目の
首都として創設されましたが、1773年の地震で大
被害を受け、首都は現在のグワテマラシチーに移

されました。富士山に良く似たアグア火山をはじ

め、三つの火山を望む美しい街で、標高1520m、
1977年に、ユネスコによって街全体が世界遺産に
登録されています。

アンチグワは又、スペイン語の街で、人口３万

ほどの街に50以上ものスペイン語学校があり、先
生と１：１で、個人授業が行われています。私の

通った学校（アタバル）は、先生の数が７名ぐら

いの規模です。校長先生のご主人が日本人なので、

生徒の大部分が日本人でした。この点は、スペイ

ン語の勉強にはマイナスでしたが、旅慣れない私

にとつては、ストレスもたまらず、精神的に安定

して勉強できたと思います。

学校に通いはじめた私に、又試練が訪れました。

持っているトラベラーズチェックで、学校の支払

いは問題なく出来るのですが、銀行で現地通貨に

替えようとすると、難しいのです。OKなのはア
メリカンエキスプレスだけです。このような事は

やはり現地に来てみないと、分からないものです。

ホームステイ先の支払いは、現地通貨で支払わね

ばならず、そのうえ慣れない食物のせいか、下痢

が止まらず、２日間絶食という状態になりました。

検査所で調べた結果、アメーバが原因と分かり、

すつかり落ち込んでしまいました。幸い、その後、

学校で知り合った友達のおかげで、クレジットカー

ドで、現金引出しが出来る銀行が見つかり、下痢

のほうも現地の薬を飲むことで、回復しました。

次にホームステイ先です。これは学校の紹介で何

軒か見て、決めるのですが、私は、はじめ学校の近く

の家にしました。ここは大家族で、３世帯が一緒に暮

らしており、親切で良かったのですが、食事が毎日

同じもので、飽きてしまい、別な日本人の多い家に

移りました。こちらは日本人の好みに合った料理で、

申し分ありませんでした。

学校の授業は朝8時から始まり、12時までが午
前の部、途中30分の休憩時間があります。午後は
２時からで最長６時まであります。ほとんどの生

徒は午前の部で終りますが、中には、午前の部と

午後の部をとる生徒もいます。私は午前の部を８

週間、午前の部＋午後の部２時間を４週間やりま

した。月曜から金曜までの５日間で、土日は休み

です。生徒は、先生を1週間単位で変更する事も
可能です。授業の進め方は生徒の希望どうりにな

ります。勉強して感じることは、若い人、特に20
代の女性は進歩が早く、一番遅いのが、私のよう

な老年の男性です。

最後に、治安ですが、アンチグワは中南米では、治

安は比較的良いと言われています。それでも銀行等

は、銃を持ったガードマンが警備しており、私も街を

歩く時は、常に緊張していました。

帰国便は、比較的順調でしたが、５日前にリコンファー

ムして驚いた事に、出発時刻が、３ヵ月前に購入した

搭乗券の８時45分が、７時に変更していました。うっ

かりしていたら、当然乗り遅れて、ダラスの二の舞に

なるところでした。

今回の旅で、スペイン語は期待した程の上達は望

めませんでしたが、１人旅の、貴重な体験と、旅を通

して、多くの人と知り合えた事は大変ラッキーでした。
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カルロッタ先生と１：１の授業



１）クラブ練習＝11月10日(日)に二つのクラブの練習

があります。場所は柴宮公民館。13時～コーラス。１５

時～ダンスです。ダンスは先日の“うつくしまネンリンピッ

ク”で入賞された上西先生ご夫妻の指導です。初めて

の方も歓迎！お出かけ下さい……！

２）北日本ブロック会議＝11月24日(日)13:30～16:00、

ビッグアイ６階会議室で日本のFFクラブ・北日本ブロッ

クとして札幌、山形、仙台、新潟、郡山、太田群馬の６

クラブから代表者が集まり、協議します。今年は郡山が

幹事役で役員スタッフが参加する予定です。この様子

は次号で報告します。

３）FFマウント・バーカー訪問交換は、12月26日から

１週間のホームステイで交流します。郡山からの訪問

アンバサダーは11名です。楽しい交流にするようメン

バーは準備中です。

４)FF郡山は1987年創立以来15周年になります。来

年１月の総会までに、会員皆さんからの一言アンケート

を集計して「DEAR特集号」を作りたいと計画していま

す。ご協力をお願い致します。

５）事務局からのお願い！会員の皆さん約100名の方々

に、往復はがき等で、ご返事をお願いする事が度々あ

ります。その際に返事を頂ける方が約半数前後となっ

ており、事務局の至らなさを痛感しております。どうか、

次回からは全員から頂けるよう、よろしく、お願い致し

ます。

６）新入会の方をご紹介致します。FFアクラ受入を予定

して入会された方には申し訳ありませんでした。来年

アメリカから受入の時にも、お願い致します。

★鵜沼 良子(60) 962-0026須賀川市岩崎159
Tel 0248-72-4481

★組本登茂子(45) 962-0401須賀川市向陽町783
Tel 0248-72-4591

★平野二美子(52) 962-0011須賀川市坂の上町７
Tel 0248-75-6479

★冨楽 君子(51) 962-0401須賀川市向陽町908
Tel 0248-72-4514

★武藤 弘美(51) 963-8861郡山市鶴見坦1-4-14
Tel 024-938-7608

★車田美枝子(54)<再入会> 963-8061郡山市富久
山町福原字泉崎26-111 Tel 024-933-0587

★遠藤 幸子(29) 963-4111田村郡大越町上大越
字古川73-7 Tel 0247-79-3384

6月20日(木)DEAR31号袋詰め発送。
6月23日(日)FFコーラス・ダンス練習日。
7月 7日(日)スタッフ会議・FFアクラ受入委員会(1)
7月14日(日FFコーラス・ダンス練習日。
7月25日(木)FF Mt. Barker渡航交換打合せ。
7月27日(土)FFアクラ受入委員会(2)
8月 4日(日)スタッフ会議・アクラマッチング会議

8月10日(土)FF Mt. Barker渡航交換打合せ(2)
9月 1日(日)FFアクラ受入委員会(3)→受入を断念～受

入ホストにハガキで通知・FFコーラス練習日。
9月 8日(日)スタッフ会議・受入ホストに事情説明。

10月11日(金)FF Mt. Barker渡航交換打合せ(3)
10月20日(日)スタッフ会議。
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事 務 局 便 り
アメリカの39代大統領(1977～81年)ジミー・カー
ター氏に、今年のノーベル平和賞の受賞が決まり

ました。大統領退任後20年余り、世界各地の紛争
解決、民主化、人権擁護に取り組んできた功績に

対してです。。

1977年、大統領就任後、彼の提案でフレンドシッ
プフォース活動も始まりました。見知らぬ人同士

がホームステイを通して、お互いを理解し友達に

なり、世界平和に貢献しようというものです。

FF活動は今年で25年になります。現在、世界
60カ国に350ものFFクラブがあります。

FF郡山クラブとしても、今回の受賞をお祝い
してＦＦＩ(Friendship Force International,
USA Atlantaに本部がある)宛に次のようなカー
ドを送りました。

Dear Jimmy and Rosalynn Carter,
Congratulations for being awarded the

Nobel Peace Prize 2002 !
The members of F.F.Koriyama,Japan,really
respect your dedications to build up the

peace of the world.
In friendship.


