
４月13日(日) 12時から、郡山市中央公民館４階
会議室において、"ＦＦ郡山"と "来往会"との共催
で、中国残留帰国者との交流会が行われました。

"来往会"というのは、郡山近隣に住んでいる中
国帰国者と、その支援をしている人たちのグルー

プです。一品持ち寄りのポットラックパーティ形

式で、下記のようなプログラムで行われました。

１、挨拶 （蓋会長）

２、中国帰国者の体験談（食事をしながら）

３、オーストラリア渡航体験 （深谷さん）

４、ＦＦ郡山合唱部の混声四部合唱（「大きな古

時計」「四季の歌」）

５、ゲーム（来往会から中国の漢字表現のクイズ）

６、全員で合唱（「北国の春」）

"来往会"の方々は、当日の午前中、薫公民館に
集まって "水餃子"など、本場の中国家庭料理を沢
山作って、持ってきて下さいました。来往会から

２０数名参加され、ＦＦ郡山からも約３０名の参

加があり、ＦＦ西東京の会員で、現在、会津若松

に単身赴任されている高垣孝さんも出席されまし

た。

残留邦人の方々が、中国で終戦を迎え、中国人

の家に預けられ、日本に帰ってくるまで、多くの

困難を乗り越えられた体験談は、大変感動的でし

た。また、現在郡山市内だけでも、140世帯以上
の中国帰国者が在住しておられるそうで、いろい

ろ考えさせられました。

FF郡山合唱部のコーラスも、大変好評でした。
最後に、全員で "北国の春"を日本語と中国語で歌
い、なごやかな、良い交流が出来たと思います。
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副会長 菊池 幸子

体験談

ゲーム



４月13日正午から、郡山市中央公民
館で行われた来往会（中国残留邦人の

方々の会）との交流会に参加しました。

一品持ち寄りのこの交流会は、来往会の皆さんが、

朝９時から作ったという（しかも皮から）３００

個の水餃子が会場を盛り上げ、いろいろなお料理

を囲んでの、和やかな交流会となりました。

この交流会では、帰国者の方々のお話（大変な

苦労があったことを感じました）を聞いたり、中

国語に楽しく触れたり、歌を歌ったりしました。

この交流会に参加したことは、過去の日本の侵

略戦争と、その負の遺産が未だ引きずっている現

状・そして今、私たちがが出来ることなど、改め

て考えさせられる機会となりました。

そして何よりも、この交流会が来往会の方々の

元気の素！にもなったのではないかと、雰囲気や

みんなの笑顔から感じました。

この交流会がきっかけで、同じ町(船引)に住む
中国人の女性(ご主人の仕事の関係で日本にいらし
た）と知り合いました。そして今、彼女と一緒に、

音楽鑑賞などに出掛けるようになりました。

テレビのニュースなどで、多くの方が中国から

帰国し、日本で生活されているということは、知っ

ていたはずでした。しかし、実際に、郡山にも帰

国者の方々がたくさん生活されているという事実、

そして、帰国者を支援するために、多くの方々が

活動されているという事実を知り、いかに私が無

知であったかということを、改めて思い知らされ

ました。

帰国された方から直接聞く話は、迫力があり、

頭でその状況を想像することさえ難しいようなこ

とばかりでした。しかも、今でも尚、日本の明治

時代よりも厳しい生活という中国の農村に、娘さ

んを残してきている、その胸の内は計り知れませ

ん。数々の過酷な経験を乗り越え帰国された方々

に、日本での生活が幸せであることを願わずには

いられませんでした。

又、皆さん腕をふるった持ち寄りの食事も楽し

いものでした。色とりどりの様々なお料理が並び、

幸せなひとときでした。帰国者の方達が作って下

さった、食べきれないほどの餃子には、ただ感激、

とても美味しくいただきました。

そして、これも又、楽しく印象に残ったのが、

中国語を使ったゲームです。文字を見て、それが

何を意味する言葉なのかを当てるゲームですが、

いろいろ想像をめぐらしてみても当てるのは難し

く、でも、中国語の面白さを知り、是非いつか、

中国語を勉強したいと思った程です。

行くまでは、ぎりぎりまで、どうしようかなと

迷いながら出席させていただいた交流会でしたが、

楽しく過ごせたことはもちろん、いろいろと考え

ること、学ぶことも多く、充実した有意義な時間

を持てたこと、感謝しております。

去る4月13日、FF郡山クラブから中国帰国者支
援グループ｢来往会｣との交流会にお招きいただき

ありがとうございました。父が戦時中満州の三井

物産の新京(現在の長春)支店に勤務している頃、
生まれた私は、1946年 9～10月にかけて、両親が
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中国帰国者との交流会に参加して

FF西東京 高垣 孝

右端が高垣さん

楽しくて有意義な時間でした

組本 登茂子

右端が組本さん

交流会が切っ掛けで……

鈴木 智子



2歳の私と、わずか9ヶ月の妹を連れて、命からが
ら日本へ引揚げて来てから、約57年の歳月が経ち
ますが、不幸にして中国残留婦人・残留孤児となっ

た方々との交流は、他人事ではなくまさに歴史的

なイベントでした。

最近私は藤原てい著の｢流れる星は生きている｣

という、1年以上に渡る満州引揚げの壮絶なドラ
マを読みました。私の父は商社に勤めていたので、

情報は早く入ってきた方だと思いますが、それで

も終戦後はロシア軍や中共軍の報復という恐怖と

混乱の生活の中で、引き揚げの許可が下りたのは

終戦後1年以上も経ってからでした。藤原ていさ
ん一家と同様、新京駅から無蓋貨車に乗って引き

揚げてきたのですが、父は私を抱っこし、詰める

だけの荷物を詰めてリュック背負い、母は妹を抱っ

こし、リュックを背負うという、まるでカンガルー

がリュックを背負っているようなみすぼらしい姿

でした。多くの乳幼児が栄養失調で、途中で病死

したり、子供を捨てて行かざるを得なかった人た

ちも多くあったようです。私も栄養失調で一時は

瀕死状態になったのですが、リンゲルの注射で生

き返ったという話です。また我家が幸運だったの

は、朝鮮半島の陸路経由ではなく、コロ島から船

で博多港に帰ったために3週間程で無事帰国する
ことができました。朝鮮半島の陸路が如何に大変

だったかは、｢流れる星は生きている｣によれば、

少なくとも引揚げに1年以上かかっていることか
らも、よく分かります。

交流会では不幸にしてその当時帰国できず、残

留婦人、残留孤児となった方々の事情をいろいろ

お聞きしたかったのですが、初対面ということも

あり、皆さん未だ日本語もたどたどしく、また私

の中国語も未熟なため、十分にはできませんでし

た。まずは中国料理や日本料理をたしなみ、郡山

クラブの素晴らしいコーラスを聴いたり、いっしょ

に歌ったりしている内に、和気あいあいになって

きたと思います。また、皆さんが｢来往会｣を通じ

て、何とか日本への社会復帰をされている姿を見

ると感慨深いものがありました。

戦後の負の遺産である中国残留婦人・残留孤児

の問題は、日本政府の対応が遅れたために、肉親

や親類候補との対面調査をしても、身元引受人が

見つからなくて、日本へ帰国が果たせないという

悲劇も多くあると聞いています。

戦前360万人もの日本人が満州へ移住し、うち
60万人はシベリアに抑留されたといわれています。
日本政府はアジア諸国に対しては、加害者として

の戦争責任を負い、シベリア抑留者や中国残留婦

人・残留孤児の日本人に対しては、戦争被害者へ

の責任を果たさない限り、日本の戦後は終わった

と言えないし、最近の｢北朝鮮拉致問題｣でも同じ

過ち(歳月が経ってからの対応では遅すぎる)を繰
り返すのではないかと懸念される次第です。

末筆ながら、今回FF郡山クラブからこのような
交流会にお招きいただいたことを、満州引揚者の

1人としてあらためて感謝すると共に、通常のFF
クラブ同士のホームステイ交換だけでなく、郡山

クラブがこのような地域交流を活発に行われてい

る様子は、日本のFF活動のあり方を考える上で、
大変参考になりました。 !(^^)!

ＦＦ郡山は5月３日、ビックパレット福島のマ
ンモスフリーマーケットに出店しましたが、今回

は、私と矢吹光子さんが担当責任者として参加い

たしました。

出店に先立ち４月２９日に、野内さんのご協力

によりLPガス協会を借用して、18名の会員が集ま
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２００３年出店報告

中根瑞雄 矢吹光子



り、会員の皆様(31名)から提供されました品物を、
賑やかな中での値付け作業をしました。出店当日

は、朝7時より会場に搬入準備、展示をしました。
初日ということもあって、大勢の人がどっと来場、

ＦＦ郡山のお店も大盛況で、1３人のメンバーで、
会長はじめ、男性は声張り上げて呼び込みを、女

性は専ら売り込みを担当しました。

会員皆様のご協力による食器類、雑貨類、衣類(子
供用品のみ)、装飾品類、日用品類、タオル，シー
ツ類等を、お客からさまざまな値引き交渉をされ

ながらも、やりとりを楽しみながら販売しました。

特に大きなぬいぐるみの "テディベア"が、最後
に売れた時には、皆で拍手をして喜びました。

売上げの方も、午後3時頃には、出展品の殆んど
を売りつくし、82,000円ほどの成果を上げること
が出来ました。これも、当日のお店の販売に参加

して下さった皆さん、搬入、搬出のお手伝い、値

付け作業を手伝って下さった皆さん、そして快く

出店品を提供して下さった皆さんのお陰によるも

のと、心より厚くお礼申し上げます。

例年この収益は、ＦＦ郡山がアンバサダー受入

れ時に行う、ウェルカムパーティやディトリップ

の補助金として、使わせていただく予定になって

いますことを、併せてご報告いたします。皆様の

ご協力有難うございました。

ただ、ＦＦ郡山の会員が一人もお見えにならな

かったのが残念でした。来年からは物品の提供、

値付け、売り子が出来なくても、ひやかし旁々、

出展ブースの様子を見に来て下さることも、お願

いします……!! これも応援になります。
(~o~)

4月19日(土)、長
崎で、第17回FF
日本大会が開催さ

れました。郡山ク

ラブからは、私の

他に村田さん、野

内さん、塩谷さん

が参加されました。

本会議では、はじめに長崎クラブの林会長が挨拶

され、歓迎の言葉とともに、当日が雨だったこと

から「長崎は今日も雨だった」と話して、会場が

和やかな雰囲気に包まれました。

続いて挨拶に立たれた、FFIのスージー会長は
「FFI は現在若返りの時期にある。」と述べ，
2003年の 3つの主要な目標（財政の安定・FFI及
び FFクラブの役割を明らかにすること・活性化
のためのプログラム）について話をされ、プログ

ラムコーデイネイターのデビー・パウェルさんは

日本語で、FFの活動を報告されました。活動支援
委員会・石井さんの挨拶の後、埼玉クラブ・佐藤

さんから世界大会の報告、奈良クラブ・山口さん

の「TFFにみる観光から交流への新たな動き」と
続き、質疑応答後に、本会議が終了しました。

交流パーテイでは、各クラブの参加者が長崎名

物の皿うどん、鍋などに舌鼓みを打ちながら、和

やかに懇談していました。

パーテイ終了後、各分科会に分かれ、渡航・受

入・クラブ運営などについて、活発な討議が行わ

れました。代表者会議では、日本にフィールド・

レップや支援委員会が必要かどうかの討議が行わ

れ、次回の日本大会開催予定の東京クラブが、各

クラブの意見を吸い上げ、まとめていくことにな

りました。又、FFIに支払うクラブフィーの値上
げ (→個人年会費10米ドルになる) についても討
議が行われ、スージー会長から、実際に活動して

いる会員の人数分だけ支払っていただければ良い、

との見解が示されました。

翌日は、長崎クラブのメンバーのご案内で、大

浦天主堂～グラバー邸～出島～原爆記念館などを

観光して、解散になりました。

(^-^)
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第 17 回 FF 日本大会の様子・・

会長 蓋 康

挨拶するスージー・スミス会長

左から野内、蓋、デビー、塩谷、村田さん



今年の受入は10月８日～15日７泊の予定で、FF

デモイン(アイオワ州）から10名前後の方々が来

訪します。

アイオワ州は右図のようにアメリカの中西部、

大平原と言われる、アメリカの「穀倉地帯」です。

福島県の10倍以上ある面積(145,753k㎡)の90％以
上が農地だそうです。西側にミズーリ川、東側に

ミシシッピ川があり、州内で最も高い所でも海抜

約510mという見渡す限りの大平原です。
トウモロコシと大豆の生産量は全米第一位、豚

肉の加工量も一位です。州人口は約293万人。
州の最大都市がデモインで、アイオワ州の州都

です。市の人口は20万人弱ですが、周辺人口を併
せると約50万人と云われます。市の標高は海抜約
220m、中心街の最も高いビルは44階だそうで、
ビルとビルをつなぐ空中連絡橋(skywalk)が、の
べで4.5kmもあるそうです。
デモイン市は又、世界で３番目に大きい保険ビ

ジネスの街です。(ロンドン、ハートフォードに次
ぐ) 今回来訪するグループのEDも保険ビジネスの
人です。デモインという市名はフランス語綴りで、

昔、最初にここに移住してきたフランス人が、地

元のインディアン部族をデモインと呼んだことに

由来しているそうです。

FF郡山初めての渡航交換が、1992年９月・村
田さんEDで、アイオワ州・FFシダーラビッドと
FFダビュークを訪問しています。それから11年ぶ
りのexchangeです。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

受入ホスト、できる方 →同封のハガキで… !
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今年の渡航Outboundは、７月頃、 FFノブゴロ

ド(旧ゴーリキー市/ロシア）訪問の予定だったの
ですが、去る３月末まで募集を続けて、４名しか

集まりませんでした。旧ソ連圏なので、ビザ取得

期間も長くかかりそうですから、この人数で先方

に申し込みしましたが、FF訪問交換としては、
４名では少なすぎる……、と先方から断られてし

まいました。

今回は、FF郡山の力不足で中止になってしまい

ました。 FF交換活動の意義は "行先の場所では
なく、行先で会う人々なのだ" と言われますが、
実際には、やはり行先によっても関心の度合いは

違って来るだろうと思います。

FFI も財政的にピンチ……！
ところで、今年は、イラク戦争やSARSの影響
で、前半年のFF活動exchangeは中止・延期で、

ほぼ半分に減ってしまったそうです。

このため、exchangeの斡旋・管理料を主な財
源としている FFIも、収入がほぼ半減になりそ
うで、FFIの事務局存在自体の危機に直面してい
ます。そこで、全世界のFF各クラブに、★前半
に中止になった exchangeを後半に復活する努力。
★各FFクラブからの資金カンパ、等を要請して
きております。

アンケートに答えて下さい！

★FFクラブは現在、世界中で58ケ国に350ものク

ラブがあります。毎年各クラブから渡航と受入の

希望を提出して、FFIが組合せを決めます。

★今年の秋には2005年の、当クラブの希望を提出

しなければなりません。ついては、会員皆様の

希望・意見を同封のハガキに記入して、お答

え下さるようお願い致します。

残念ながら今年のOutboundは中止になってしまいました！



１）FF北日本ブロック会議が６月15日(日)に、札
幌で開かれました。郡山からは蓋会長と村田顧問

が出席して、FF日本の代表者会議、日本大会、や
北日本ブロック会議など、組織の再編整備のこと

などが話し合われました。

２）クラブ練習＝７月27日(日)に二つのクラブの

練習があります。場所は薫公民館。13時～コーラ

ス。15時～ダンスです。コーラスは "Beautiful

Dreamer"を混声４部で練習する予定。ダンスは上

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……！

３）郡山周辺在住の、外国人の方々の母国の家庭

料理を体験して、楽しむ会で、併せて交流しよう

というクラブ活動を計画しています。あなたの近

隣に住んでいる外国人の方などの情報がありまし

たら、知らせて下さい・・・。

４）新入会の方をご紹介致します。今秋アメリカ

から受入exchangeの時にも、ホスト、デイホスト

或いはウェルカムパーティなど、参加をお願い致

します。

★櫻川真奈美さん 郡山市緑ヶ丘

（蓋さん紹介）

２月23日(日) 13時～２月のスタッフ会議。

２月23日(日)14：30～来往会の集まりで打合せ。

２月28日(金) DEAR33号発行・発送。

３月16日(日) 13：30～３月のスタッフ会議。

４月６日(日) FFコーラス・ダンス練習日。

４月12日(土) FF郡山親善ゴルフ(新白河Gクラブ)

４月13日(日)12時～中国残留帰国者とポトラック

パーテイ（別項参照）

４月13日(日) 14：30～４月のスタッフ会議。

４月19日(土) FF日本大会（別項参照）

４月29日(祝)フリーマーケット用の値付け作業。

５月３日(祝)マンモスフリーマーケットに出店。

５月18日(日)13：30～５月のスタッフ会議。

５月25日～28日 FFアジア・太平洋地域大会(ニュー

ジーランド)FF郡山からは欠席。

６月１日(日) FFコーラス・ダンス練習日。

６月15日(日) FF北日本ブロック会議（別項参照）
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事 務 局 便 り

イラク戦争やSARSの影響で、今年の交換活動が数多く

中止・延期になっています。今年始めからスージー・スミ

ス新会長になり、FF活動自体が“再生”することを目指

す今年の大会は、10月30日～１１月２日・ハンガリー

の首都ブダペストで開かれます。この地区はドナウ川

の傍、ユネスコの世界遺産に指定されている美しい街並み

です。又、大会の前後には、オプションで、プラハやウィー

ンへのツァー、クロアチアやボスニアでのホームステイ、

或いはドイツまでの７泊ドナウ川クルーズなどがあります。

関心のある会員は誰でも参加出来ます。７/25迄に申し

込むと早期割引もあるようです。希望・問合わせは、この

ページ末のアドレスへTel・Fax・Emailをどうぞ！！

FFI主催のサンクト・ペテルブルグ(ロシア)300年記念フェ

スティバルが開催されます。９月17～24日で、ホテル２泊、

ホームステイ５泊。期間中の観光・食事付、ビザ取得用招

請状付で現地集合695＄(約83,400円)。

その他にも、カリフォルニア祭9/30～10/7、ガーナへの

旅9/29～10/13もあります。会員なら誰でも参加出来ます。

興味ある方は→下記のWeb-siteか事務局へ。
http://www.friendshipforce.jp/members/bunsho.html

来年の訪先はFFサラソタ(フロリダ州・USA)になりそう
です。サラソタからは1997年９月に25名のアンバサダー
が来郡しております(市川美和子さんED)。 その様子は
DEAR18号に紹介されていますが、受入ホストだった方々、
今度はみんなで訪問しましょう！！

来年の受入は、10月頃に、FFモスクワ(ロシア)です。

今年ロシアには行き損ねましたが、今度は、受入をしっか

り引受ましょう。そして、その次にはモスクワへ行こうで

はないですか？

→ 同封アンケートハガキに記入して下さい！




