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FFサラソタ渡航交換 報告号
第 37 号 (2004-2） 2004 年 ９ 月 25 日

サラソタは美しく、広く、大きかった・・・
FFサラソタ渡航交換ED(Exchange Director) 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。

（左上）Manatee Historical Park 熱帯樹の下で （右上）夜目にも白い Siesta Keyの砂浜で

（左下）Takao / Harold の共演 （右下）Tampa空港上空から見た Sarasota 方面一帯



私達は、今回Kaz.がEDだったので、FFサラソタ

のED宅へ１週間通してお世話になった。（サラソ

タの隣ブラデントン市にあるローズデルカントリー

クラブ近くのゲート付き高級分譲地）とっても声

が大きく、快活に良く笑う妻のクリス。そして物

静かでいつもやさしい微笑みを絶やさない、しか

もユーモラスな夫のアル、他に家族として大型猟

犬のマギー、真白いきれいな猫のパプー、の四人

（？）。家は天井が高く部屋が広々としているせ

いか、彼等への躾が行き届いているからか、それ

ぞれが、自分の居場所を心得てゆったりと、おお

らかに生活している感じがした。高い飾り棚には、

彼女のコレクションと聞いたが、主にアジア系の、

いかにも高級そうな素敵な品物が所狭しと並んで

いた。
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今年、2004年の渡航交換 は、右記

の日程で、FFサラソタ（アメリカ・フロリダ州）

を訪問しました。サラソタの人たちは1997年

に一度、FF郡山に来ております。その時に受け

入れした人も数名加わりまして、今回の郡山グ

ループは総勢15名になりました。全員の氏名を

紹介します。（名簿順）

佐々木和彦・佐々木文子・網代純子・平野二美

子・鵜沼良子・塩谷好子・菊池幸子・縫 洋子・

木村敏夫・川中 誠・川中多代子・杉浦義人・

杉浦愛子・大坂昭夫・野内隆夫。

FFの渡航交換に初めて参加した人も、海外旅行

自体初めての人もおりましたが、FF交換独特のフ

レンドシップで、すぐに打ち解けることができ、

それぞれに心が通じる交流を楽しめたようです。

これを糸口として友達となり、Emailのやりと

りや、再訪問など、長く続いていくと良いですね。

以下に、皆さんの感想をご紹介いたします。

7/22

(木)
貸切バスで成田空港へ、18:25発AA便でシカゴへ（1泊）

７/23 シカゴからタンパ空港13:05着、各受入ホストが出迎え

（金）.
６:00pm～ Siesta Keyの海岸で歓迎 BBQ Party

７/24 9:45am～Selby 植物園

（土）. ２:00pm～Mote 海洋水族館

７/25

(日)
全日フリーデイ

７/26 9:30am～Ca D’Zan 邸宅見学

（月） 午後はRingling美術館やサーカスMuseum

７/27 10am～Manatee Village Histor ical Park見学

（火）
Linger Longer Lodgeで全員ランチ

夜はDinner host宅で２組ずつ集まってDinner Party

７/28 9:15am～Myakka 州立公園：プロペラ船でワニ見物

（水）
5:30pm～ Rosedale Country Clubで Farewell Dinner

Party.

７/29
（木）

１:41pm～ タンパ空港からマイアミへ向け出発。

8/3
成田着

この後、オプションとして、マイアミ～キーウエス
トを経て、サンフランシスコに立ち寄り、帰国した。

修復された花瓶!!

佐々木文子

15名でサラソタを訪問!!

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。

今 回 の 旅 行 日 程

玄関先で……（右下が修復された花瓶）



私の失敗・ハプニングはホームステイ四日目の、

バーベキューパーテイの時だった。料理の手伝い

はさほど会話を気にせずともOKなので、私は積

極的に体を動かしていた。テラスにあるバーベキュー

マシンの方へお肉を運ぼうとした時、私の長袖ブ

ラウスが、戸口の近くにあった花瓶のドライフラ

ワーに触れ、ものの見事にパカッと壊れてしまっ

たのだ！（とっさに、きれいにわれたな、とは思っ

たものの）ひたすら申し訳なくて、お詫びの言葉

も無いくらいだった。

クリス夫妻は勿論、来客の友達までもが気にす

るな、と言って、すぐに片付けてくれた。とても

美味しく、楽しいパーテイが終わって、自分の部

屋に戻った私はやはりどうすべきか困っていた。

（普通ならKaz.が上手に直してくれるのだが……）

結局、お詫びを言っただけでさようならしてき

てしまった。その数日後、日本に帰り、我が家の

パソコンを開いたら、何と、クリスとアルからの

メールが届いていたのだ。しかも、私が壊した花

瓶が、何事も無かったかのように修復された写真

を添えてのメールだった。”文子、気にしていた

ようだったが、大丈夫だよ”。彼等のやさしさで

長旅の疲れも、ぶっ飛びそうにうれしかった私…

…・クリス・アル、どうもありがとう！

FFに入会10年目にして初めてのツアー参加となっ

た今回、渡航前は、どんな10日間になるのだろう

と胸躍らせていました。最初のホームステイ先は

グレース・ローランド、後半はバーバラ＆ウェイ

ン・ピーターソン。双方に共通して言えるのは、

私達が居心地良く過ごせるように、とても心を配っ

てくださったこと、そして、一人の人間として、

ありのままを受けいれ心を開いて接してくださっ

たことです。これらの経験は、私自身これから生

きていく上で、とても良い勉強になりました。

グレースの家の前には大きな沼があり、そこに

は三匹のワニが住んでいるのだそうですが、彼女

は自分の家近くを縄張りにしているワニを「マイ

アリゲーター」とまるでペットのように呼ぶので、

‘ところ変われば・・・’を実感しました。

バーバラとウェインは再婚どうしながら、新婚

で、お互い心から信頼し合っている様子が感じら

れて、うらやましい限りでした。ただ、その出会

い(ラブストーリー)が、それぞれ、アタックして

きたのは、相手の方だと言い張り、、食い違って

いるところが、なんとも可笑しくもあり、微笑ま

しいご夫婦でした。

草の根の国際交流の楽しさと大切さを、大いに

感じて、有意義に過ごせた、この感動を、これか

らの受入交換活動に生かして行きたいと思ってい

ます。

フロリダ州タンパ空港から約１時間南下したと

ころに、サラソタ市はあります。

メキシコ湾に面した温暖な気候のため、寒さを

避けて、全米のあちこちから移住してきた人たち

が優雅に暮らしている地域です。今回ホームステ

イさせていただいたお宅の豪華さに驚いたが、上

には上があるようで、他のアンバサダーのステイ

した家には、プールや馬を飼っているお宅もあり

ました。広大な地域のあちこちにコミュニティ（日
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ありのままを受入れてもらえた・・・

網 代 純 子

GraceやBarbaraと手をつないで……

個人旅行では知り得ない貴重な体験

平野二美子



本でいえば団地）があり、高級なコミュニティの

入り口にはセキュリテーガードが24時間配置され

ています。

この写真はディナーパーティを催してくれたお

宅です。この家のご主人は、日本にある米空軍基

地に３年間駐留したことがあり、また、学生時代

には慶応大学の交換留学生として、在日した経験

をお持ちで、とても日本びいきの方です。日本の

絵画や版画を数多く収集し、さながら美術館のよ

うでもありました。

敷地にはプールがあり、アボガド・バナナ・パ

イナップルが庭で収穫できる広さの家でした。家

の前にはプライベート・ドックがあり、ボートで

メキシコ湾へクルーズもできます。

自分ひとりの旅行では体験できない、素晴らし

いアメリカの生活スタイルに触れることのできた

貴重なOutbound Exchangeでした。

日頃、友達に‘英会話スクールに行って勉強し

ていたって、やはり生の体験をしないとね・・・’

と言われていました。今回、思いもかけず、FFの

渡航交換～サラソタ行きに参加することが出来、

フロリダの人達の生の生活を体験し、心と心のふ

れあいを実感して感激・・・もうまるで毎日が夢

を見ているような気分でした。

あの広い大地、そして目の前にひろがる海を眺

めて暮らす開放感。よく海外旅行に行く友達の気

持ちが分かるような気がしました。

何が一番良かった……？と言われても、初めて

の私には・・・すべて、ウーーン、そうですね。

最初のホームステイ先・ベティさん宅で、日本

の手料理ディナーを作ろうと、近くのスーパーに

食材買い出しに行ったのですが、Bigでした。‘肉

じゃが’にしようと肉のスライスを頼んだのです

が、これもステーキのような切り方でした。もう

一品は‘天ぷら’これが予想以上に受けました。

「天ぷらは揚げたてが一番」というと、ベテイさ

んがフウフウ言いながら、食べてくれたのは、と

ても嬉しかったです。

ある晩のディナーでは、塩谷さんが着付けをし

て、ベテイさんに浴衣を着てもらいましたが、と

ても良く似合ってチャーミングでした。そしてま

た塩谷さんが‘お茶’のセレモニー。沖縄にいた

事があるという、近所のご夫妻も来られて、それ

はそれは楽しいディナーでした。

最後に、同行した皆様に迷惑をかけたかも知れ

ないと反省しておりますが、どうも有難うござい

ました。

タンパ空港から南国らしい木々の並木道を１時

間あまりのドライブ、広く真っ青な空と海、さわ

やかな空気の中、サラソタのホスト宅へ。何年来

の友人のように暖かく迎えられた。

よく計画されたプログラムは無駄なく行われた。

会員の協力がうれしい。身近にさまざまの観光の

施設があることもすばらしい。

美しい自然の保全には市民の意識の高さと協力、

そしてそれを維持する経済力がある。アメリカン
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初めてのホームステイ体験…

鵜 沼 良 子

Bettyさんと息子と……

彼ら自身でつかんだライフスタイル

塩 谷 好 子

Bettyさんに浴衣を着せる……



ドリームに挑戦し、何かをつかんだ人々が支え、

この地でゆったりと人生の終盤を楽しむ。友人と

食事をし、ゆったりと会話を楽しむ、全てに落ち

着いた上品さに本当の大人を感じさせる。

土地の広さはすべての生活に反映し、ゆったりと

した行動に結びついている。くるくると動き、走

り回る日本人とはリズムが違うようだ。美しい環

境の中、美しい人生を設計し、ゆったりと楽しむ、

勿論その陰に自分の目標に挑戦と厳しい努力の熾

烈な戦いがあることも忘れてはならない。彼らは

そうするように訓練され続けている。日本のあま

さを痛感させられた。

私の前半のホストは７年前、石橋千佳子さんの

所にステイされたEdnaでvery young 73, tall,

slim and in good shapeと自己紹介のメールにあっ

た通りのArtistでした。郡山に来た折の彼女の印

象は強く、石橋さんからもいろいろ聞いていたの

で、すぐにうち解けることが出来ました。Jewish

だった夫と２３年前にNew Yorkからフロリダに移

り住み、９年前夫を亡くし、今はプール付きの大

きな家に一人暮らしです。家中に彼女の制作した

絵や彫刻が飾られ、まるでArt Gallery のようで

す。 アメリカ人には珍しいあのスリムな体型を

維持するには、朝晩自宅のプールで泳ぐほか、

walkingや contra danceをしたりさすがに健康に

気をつかっています。朝食は泳いだ後、水着のま

まプールサイドで頂きました。回りは緑に囲まれ、

鳥のさえずりが聞こえ、まっ青な空を眺めながら

時間がゆったりと流れて、何と優雅なこと・・

夕方、彼女が何も身につけずゆうゆうと泳いでい

るのを見てしまい、ドッキリ！

後半のホストは、今年のサラソタクラブの会長

のBonnieです。67歳のしっかりとした方で41歳の

娘さんと生活しています。今は選挙の時だけパー

トで選挙管理委員会の仕事を手伝っているとのこ

と。大変日本に関心を持っておられ、是非郡山へ

来たいとおっしゃっていました。来春の再会が楽

しみです。Bonnieと一緒に暮らしている娘さんが、

週末友達とFt. Myersから船でKey Westに行く予

定とのこと、私達もホームステイ終了後観光で訪

ねることになっていましたが、まさかまた再会で

きるとは・・・ 数日後、メキシコ湾に沈む美し

い夕日を眺めながら感傷に浸っていると突然 "

Koko!" と声をかけられビックリ！

今回最も印象に残っているのは、Welcome

Picnicが行われたSiesta Beachの粉砂糖をまいた

ような真っ白でゴミひとつ落ちていない美しい浜

辺です。市でも定期的に清掃しているそうですが、

ボランティアの協力も大きいとのことでした。

Exchangeの後で行った有名なMiami Beachよりも

はるかに美しく、素晴らしい白砂の浜辺でした。

旅の最終日には、我が家に12年前にスティされ

たご夫婦にSan Franciscoでお会いし、ちょうど

その日は９月に結婚を控えた娘さんのBridal

Shower Partyがありそれにも参加できました。彼

らは私がFFに入会して初めて受け入れたゲストで

したので、とても印象深く私にとってFF活動の原

点のような方で本当に嬉しい再会でした。

素晴らしい交換を終え、よく準備し、お世話下

さった佐々木EDに、また嫌々ながらも送り出して

くれた夫に、そして留守中夫の面倒をみてくれた

娘に心から感謝！

「アメリカって見るところあるの？」「おいし

い食べ物あるの？」と思っている人はいませんか？

実は私がそうでした。しかもこの暑いのにフロ

リダ・・・!! 旅立つ前日まで、参加したことを

悔やみ、悶々としていました。（笑い）

でも、今回ほど、フレンドシップフォース交換

活動の楽しさを満喫した旅行はなかったように思

います。その理由に、フロリダはアメリカの人た

・- 5 - ・

うれしい再会 あれこれ……

菊 池 幸 子

左は Ednaと、右は Bonnieと……

FFの良さを見直したフロリダ渡航

縫 洋 子



ちにとって、人生の余生を楽しむ極楽の地であり、

彼らが何らかの形で、この活動に参加し、人との

交流を楽しもうとしていることにあったと思いま

す。

私のホストのビビアンは、４年前にシカゴより

移り住んだ68才の素敵な女性でした。２匹のヨー

クシャテリアをこよなく愛し、愛馬マｼﾞｯクを牧

場に持ち、思いやり深い女性です。私のアメリカ

人に対する偏見を、ものの見事に打ち砕いてくれ

ました。彼女とは、友達とのディナーを楽しんだ

り、彼女のプールでのんびり泳いだり、乗馬をし

たりと、あっという間に時間が過ぎていきました。

後半３泊のホストは、退職まではニューヨーク

で働いていた84才のペギー。84才のおばあちゃん

が、一人でホストをして下さるなんて、日本では

考えられないことです。これも、FFクラブによる

毎日の行事、ディナーホスト宅や友達の家での夕

食、というようにサラソタクラブ全員による協力

があるからだと思いました。特にディナーホスト

は、アンバサダーの私たちにとっても、違う友達

と知り合える、良い機会となり、大変良い企画だ

と思いました。

最後に、７年前、我が家にステイしたダグラス

が、パーティーに駆けつけてくれ、今は亡き奥さ

んの、ベッキーについてのお話を聞かせてくれた

ことは、彼の違った面を知ることができ、印象深

いものとなりました。

フレンドシップフォースの楽しさとは何か？

やはり、それは人との交流にあると思います。皆

さんも、ぜひ渡航や受入れに積極的に参加し、交

流を広め、楽しんでいただきたいと思います。

サラソタの海は特別に美しいところです。盛ん

にHelga(私のホスト)が言っておりました。７年

前彼女が土産に下さったマグネット・プレートを

眺めながら、機会があれば訪ねてみたいなー !

と時々思っていました。今回、ＦＦ郡山クラブの

御蔭で念願がかないました。

早速私はSwimming trunksを詰め込んで胸をわ

くわくさせ、趣味で彫った木彫りの面のプレゼン

ト等を抱えて旅発ちました。７月23日タンパ空港

に迎えてくださった彼女と再会！ 少し太った感

じだが、いたって健康的な様子でした。途中、車

から見る海の景色は抜群！ 目に焼きつく様に素

晴らしい！ 午後4時ころに着いた彼女自宅の７

階のテラス(７階建てのコンドミニウムに住んで

いる)よりのSiesta Keyの海岸線は更に美しい…

…！ なんとココは一等地だあ……と、ー瞬に思

いました。毎日海を見ての暮らしです、Helgaの

弁。Toshio、下の海に行こうか？ 私はハイ・・。

真っ白な砂浜，これまた凄い！ 専用のプライベー

ト海岸でした。

この延長線の海水浴場公園浜で、その日の夕方、

BBQ-partyで我々のホームスティ行事がスタート

したのでした。

連日盛り沢山のスケジュールと、その中で味わっ

た有意義さは計り知れないメモリーとなりました。

ＦＦサラソタ・クラブの皆様の、情熱且つ寛大

な心を忘れることはできません。ＦＦサラソタ・

クラブの皆様、有難うございました。
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７年振りの再会……

木 村 敏 夫

Helgaさんのプライベート海岸で泳ぐ……

ホスト V ivianの愛馬に乗せてもらって……



初めてのアメリカ.ホームステイ。不安と期待

を胸に参加した。

成田からシカゴ経由、タンパ空港。ステイ先の

人達の出迎えを受け、ドキドキの初対面。各ステ

イ先の車でサラソタ着。綺麗に刈り込まれた緑鮮

やかな芝生、大きな木々、大きな家々の閑静な住

宅地に入った。星条旗を掲げている家もちらほら、

その一つが、夫と私のステイ先だった。日本でも

昔は祝日には、一般家庭でも日の丸を掲げていた

な…… 今では殆ど見られなくなったが……。し

かもアメリカでは常時掲げているようだ。国旗へ

の思い入れのちがいだろうか。

ホストは、空調、セキュリティ完備、プール付

の快適な大きい家で一人暮らし。幅広い趣味や旅

行と、生活を楽しんでおられるようだ。

早朝散歩に出ると、各家々のポスト脇の地面に

新聞が置かれていた。ポストには入れないのだ！

そういえば自転車から降りずに新聞を投げ込んで

いくシーン、映画で見たことがある。ほんとだっ

たのだ！

サラソタはどこを向いても山がない。フラット

だ。海面と地面の差もあまりない。地震やハリケー

ンに襲われたら、被害がさぞ大きいだろう、と思っ

た。もっとも、地震はなくハリケーンもめったに

来ないそうだが……。

今回の参加で、アメリカのシニア世代の人たち

の生活（一部分だが）を経験し、交流を通して、

あるいは実際に、自分の目で見ることで、私が認

識していた事の修正、或いは確認をする事ができ

ました。また一緒に参加された方たちと親しくな

れたこと、これも喜びです。どうもありがとうご

ざいました。

今回のサラソタ行きは、私にとって、アンバサ

ダーとして、初めての渡航であると同時に、もう

１つ、ホストとのメール交換がスムーズにゆかず、

一抹の不安を胸にしての出発でした。

私達のホストは76才と74才の夫婦で、リタイア

した後、旅をしたり、趣味を楽しみながら、静か

な暮らしをしてきたようでした。そして、終の暮

らしを老人ホーム施設へと、４回目の生活パター

ンに変えるという最中でした。日本の高齢化社会

に生きる、老後の姿を見せてくれたようで、学ぶ

ことがありました。ありのままの日常生活を体験

することによって、一層意味深いものになったこ

とを感じました。

生活の役割分担が決まっている様で、特に食事

作りから後かたづけは、いつも一緒に行う姿に“う

らやましいなあ”と云ったら、笑っていました。

レディファーストの国ならではの行動に“日本で

は、どうして女性ばかり家事労働が多いの”と叫

びたい気持ちでした。リタイアしたら“絶対に、

役割分担にしてやるぞ”と誓ったことでした。

今回のような旅が、国際交流の場として、日本

文化を海外へ紹介して、互いの異文化を伝えたい

という気持は、十分に可能なのだと知りましたし、

各ホスト宅での食事会に招かれ、また、そこに広

がるふれ合いで、心暖かい交流を感じることが出
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初めてのアメリカ……

川中多代子

ホスト Stoller宅の前で……

サラソタへの旅

杉 浦 愛 子

ホストの Baptist夫妻と……



来たことは、ＦＦならではの体験ではなかったか

と感謝します。

言葉や習慣の違いという障害はあっても、人と

人との出会いであり、言葉(英語)が話せなくとも、

身振り手振りで表現し、相手と通じることを願っ

た旅でした。一緒に旅をしてくださった仲間の皆

さんありがとうございました。

7/22夕方6:40頃、シカゴ空港へ向けて、約12時

間のジェット機の旅に成田空港を出発した。１週

間のホームステイと5日間の観光旅行が始まった。

フロリダ・タンパ空港に着くと、33度を超える、

暑いむっとする熱帯特有のサラソタの風を、全身

に受け、南国に来た実感を味わう。

私のホームステイ先は、７年前に野内さん宅に

ステイされたベル夫妻なので、少しの不安も緊張

感もなく、自然に交流の輪に打ち解けていけたと

思います。芝生と庭木に囲まれたプールつきの新

しい家で、私と野内さんの二人おのおのに、自由

に使ってくださいと、写真で飾られた綺麗な部屋

を与えてくれた。ベッドの上にはTシャツと、フ

ロリダマーク入りの帽子のプレゼントが用意され

ていた。

75才で、バイタリティーに溢れたハロルドの運

転で、名所観光地を次々と案内されて、3日4日で、

今日が何日で、何曜日か、日にちの感覚が完全に

麻痺してしまって、浦島太郎のような状態だ。ア

メリカ№１の美しい白い砂浜・SiestaKey海岸のキャ

ンプ場でのウエルカムBBQや、南国特有の物凄い

スコールを体験し、水族館や美術館、サーカスの

博物館、リンガーロッジレストランでは、ワニの

肉のフライを試食した。ディナーホストの招待を

受け、グロリヤさんの手料理で、二つのグループ

10人のディナーパーティー。野内さんの手品や佐々

木さん夫妻の歌で盛り上がり、エキサイティング

な夜を過ごした。

7/28夕方、5:30、ローズデールカントリークラ

ブで、フェアウェルデナーパーティ。我々ビジター

は全員、着物姿のユカタで日本をアピールした。

晴れやかな女性たちの浴衣で、会場も華やぎ、ホ

ストの人達はもちろん、私たちも着物の良さを再

認識させられた。宴もたけなわ、15人全員の合唱

や“二人羽織”“ひょっとこダンス”で大いに盛

り上げ、地元の人達も一緒になって、ダンスを楽

しんだ。プレゼントの交換と挨拶の最後に、思い

かけず我々全員に、サラソタ市長より“名誉市民”

のサーティフィケートをいただいた。受入EDク

リスさんの配慮と努力に脱帽と感謝。全員握手を

したり、抱き合って別れを惜しみながら帰宅した。

郡山FFとサラソタFFの交換は大成功だったと

思う。長いようで、終わってみると短く感じられ

るホームステイだった。FFでの初めてのアメリカ

旅行で、貴重な体験と充実した感動を味わうこと

ができた。EDで責任者として、大役を果たして

くれた佐々木さん夫妻に感謝いたします。

“ハロルドこんにちわ”……すると“タキオー、

カンイチーワ”などと返ってくる。７年前、受け

入れたハロルド & シドニー夫妻の邸宅に、大坂
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大成功だったサラソタ交換

大 坂 昭 夫

あいさつは “こんにちわ”

野 内 隆 夫

ホストの Bell夫妻とくつろぐ……

Selby植物園で……



さんと厄介になった。もう最初から旧知の気分で、

朝起きると“オハヨウ”、食事は“イタダキマス”。

シドニー奥さんの料理には“オイシイ、おいしい”

などと、努めて日本語のあいさつで楽しく接した。

相手もおうむ返しに“オイシイ、オイシイ”と真

似てくる。又、よそでも、会う人ごとに“こんい

ちわ”や“おいしい、オイシイ”を連発すると、

隣りの人達が通訳してくれ、そこで雰囲気がまた

和む。

ウェルカムパーティでは“どうもありがとう”

と言ったら“ドウイタシマシテ”と返ってきたの

には、正直ビックリした。聞いてみると、軍隊で

“ホッカイドウイマシタ”とか、朝鮮戦争時に“マ

イヅルイタ”、７年前“コオリヤマ、Ms.ユリコ

オオタカ、イキマシタ”など、片言の日本語のや

り取りで、益々親しみが増した。

今回３度目の訪問交流の中で、日本人に比較し

て、外国人は総じて、誰とでも気軽にあいさつす

るように思えるので、自分も空港やレストランな

どで、会う人々に努めて“こんにちわ”などと、

気軽にあいさつをしてみると、けげんそうな顔を

する人もいたが、けっこう、片言の日本語を知っ

ている人や、日本に興味を持つ人々などに会えた

り、笑顔であいさつを返してくれた人々に出会う

ことが出来た。これは大変な収穫であった。皆さ

んも、大いに使ってみてはどうですか。

今回、75才のホスト、ハロルドが、FF活動やゴ

ルフ、テニスなどの合間に、ボランティア活動と

して、学校などに出向き、ピエロの扮装をして、

子供達にゴミの分別収集について、面白おかしく

教えている姿をビデオで観るにつけ‘やっぱりサ

ラソタまで来て良かったな・・・’と思ったので

した。
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日本大会に参加して!!

会 長 蓋 康

５月22・23日の両日、東京芝パークホテルで第

18回フレンドシップフォース日本大会が開催され

ました。郡山クラブからの９名を含め、全クラブ

で165名、FFIからはジョージブラウン会長、デビー

パウエルプログラムコーデイネイター、FF日本支

援委員会から愛知和男氏と石井嗣代さんが参加さ

れました。

大会に先立って始まった代表者会議では、支援

委員会の解散及び援助金について、FFIからの要請

を受け、日本としてのフィールドレップについて、

TFFホームページの正式運用について、TFF全日本

の今後のあり方などを議論しました。結論を出す

代表者会議にしようという出席者の熱い思いで、

翌23日の午前中も熱心な討議が行われました。

分科会では、受入、渡航、会員交流、TFFホーム

ページ、記念誌編纂，周年行事の5つに分かれ活発

な議論が行われました。郡山クラブのメンバーも、

それぞれの分科会に分かれて参加しましたが、佐々

木和彦さんがTFFホームページのチェアマンとして

分科会の進行を担当しました。

その後、全体会議を行い、愛知和男氏の申し出

による支援委員会の解散を承認した後、今までの

支援に対し感謝状が贈られました。

ジョージブラウン新会長はフレンドシップフォー

スが27歳になり、発足当初の理念が失われかねな

いことに触れ、今後フレンドシップフォースの理

念《A World of Friend is a World of Peace》の

再生、強固な組織の再構築、未来をつかむことが

重要で、受身ではなく自分で何かを起そうと訴え

られました。

会議終了後、おいしい料理をいただきながら、

他クラブのメンバーとの１年ぶりの再会を楽しみ

ました。来年は３月26・27日に、大阪で第19回日

本大会が開催されることが決まりました。皆さん

是非参加しましょう。



第４回「北日本ブロック会議」に参加して

渡 辺 清 子

８月４日、会場は山形市蔵王温泉「ホテル樹林」

で行われました。標高1000m、蔵王スキー場のど

真ん中にある急斜面に建つ、このホテルは爽やか

で眺望がよかったです。我がクラブからはＦＲの

村田英男氏、事務局から矢吹光子さん、それに渡

辺清子、秀也の４名の参加でした。

参加クラブは札幌（２）、群馬．太田（４）、

新潟（３）、宮城（７）、地元の山形は（11）、

それに東京から参加のFF日本事務局・石井嗣代氏

の総勢32名でした。

会議は型通り進みました。各クラブの紹介では、

活動状況や問題点など活発な発表がありました。

内容は各クラブのイベント、クラブ内の会員の交

流、他クラブ間における会員同士の交流、ＦＲ（フ

ィールド．レップ）の活用について等でした。我

がクラブの発表では、フリーマーケットに出店し

ていること。ダンスクラブやコーラスの活動状況

などを紹介しました。

山形クラブの発表で、スエーデンからのアンバ

サダーが体調をくずし、１週間も寝込んで何処に

も行けなかった。保険に加入して来なかったので、

医者にも行けなかった。とのこと。私は旅先での

病気や怪我、その他の事故に付いての詳しい知識

を持つことが必要だな！ と痛感いたしました。

さて、会議の後に楽しい交流会が企画されてい

ました。美味しい料理と冷たいビールで気分が良

くなってきた時、郡山のコーラス部の歌を是非と

云われ、それまでのほろ酔い気分が一遍に遠のい

てしまいました。断るわけにもいかず、チョット

考えた末に、出席者全員に歌って頂く事にしまし

た。右半分の会員は「でんでん、ムシムシかたつ

むり」左半分の会員には「しょっしょっ、証浄寺」

と分けて一緒に歌ってもらいました。とても上手

に歌えました。皆さん大喜びで、もう一回と云う

ので左右の歌を交換して又歌いました。前よりも

盛り上がり、「私のクラブでも歌ってみたい！

アイデア貰ったわよ！」などと交流が一気に進み

ました。

部屋割は他県の人達との交流をと配慮されてい

て、私の部屋には宮城クラブ、新潟クラブの３人

でした。夜中迄、おしゃべりしたり、温泉に入っ

たりしました。これぞ本当の“裸の付き合い”と

なりました。

フリーマーケットのおもしろさ！
2004年出店報告

担当 嶋 勇吉、吉田静江

今年は、５月４日に、ＫＦＢフリーマーケット

に参加しました。毎年初日５月３日でしたが、応

募がたいへん多く２日目となりました、今回は私

と吉田さんが、担当責任者に指名されました。２

度ほどお手伝いをしておりましたが、責任者とし

て役不足ではと自問しておりましたが、スタッフ

に、たくさんの諸先輩が居るので引き受けました。

５月２日は、郡山ＬＰガス会館での値付け、た

くさんの商品をご寄付(31名から）戴き、誠に有

難うございました。当日は、中根さん矢吹さんを

中心に(13名）値切られる事を考慮して、少し高

めに値付けをしました。一番苦労したのが装飾品

(ブローチ・ネックレスなど）でした。菊池さん
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と私の娘が担当で値付けをしました。

販売当日は、男性を中心に搬入部隊は、午前７

時45分、郡山ＬＰガス会館集合でしたが、私たち

夫婦が午前７時35分現地に到着しましたら、佐々

木さんを初め多くのスタッフがワゴン車に荷物を

積んでおられました、朝早くご苦労様です。搬入

口では、数名のスタッフが来ておりました。荷物

を降ろし、決められたブースに、空きダンボール

を台に工夫をされて素晴らしい展示をしました。

開場前に、九州の鹿児島からフリーマーケット

に出店された、ご夫婦が皮のコートを見ておられ、

男物(5,000円）と女物(3,000円)２着お買い求め

戴き、500円値引きをして7,500円、開場前に売上

をしました。これを弾みに大いに売りましょうと、

強い意気込みで開場を待ちました。

この連休は肌寒かったのですが、５月４日当日

は曇り空ながら、気温が上昇して来て、オープン

と同時に大勢のお客様がおいで下さいました。吉

田さんと私の家内が店の中に入り、若手の遠藤さ

ん、鈴木さんが大いに活躍をしてくれました。又、

販売担当スタッフ（14名）の方々ご自身がたくさ

ん御購入して頂き、合わせて御礼申し上げます。

お客さまの値引き交渉が激しく、こちらが折れ

て交渉成立、また何回も足を運んで下さったお客

さまなど様々でした。残念だったのは、野内さん

の卓球台セットが最後まで売れなかったことです。

当店での最高の価格（20,000円）でしたが、次回

再チャレンジして下さるそうです。たのしく販売

しておりましたら、午後３時くらいで商品がほと

んど完売となってしまいました。

フリーマーケットの当日売上は、10万円を越え

ることが出来ました。出店料や諸経費を差引き96,

845円で、昨年より多くの売上を達成出来ました。

これも商品を寄付していただいた会員の皆様、当

日販売に参加していただきましたスタッフの皆様、

搬入、搬出、そして５月２日の値付けにお手伝い

して頂きました方々、皆様のお蔭をもちまして無

事終了することが出来ましたこと、心より厚く御

礼申し上げます。

この収益金は、FF郡山がアンバサダー受入時の、

ウェルカムパーティやデイトリップの費用に充当

する予定です。ご協力ありがとうございました。

担当者の吉田さん、勝手に報告書を書きまして申

し訳ありません。有難うございました。
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１）10/15(金)～17(日) 9:00～16:00 郡山市総合体育館(小体育館会場)
「生涯学習フェスティバルこおりやま」展示会場の中で……

２）10/25(月)～29(金) 8:30～17:00 郡山市役所 １F
「第３回 みらいふれあい文化祭」展示の中で……

３）10/30(土)～31(日) 9:00～17:00 コラッセ福島 １F
「第３回 みらいふれあい文化祭」展示の中で……

フレンドシップフォース郡山のPR展示!!

FF郡山のPRポスターパネル展示が次のように各会場で公開されます。
会員の皆様もためしに見に来てください……!!

なお、この展示会は広報「こおりやま」でもお知らせしております。

フレンドシップフォース郡山って… 何？



１）FFモスクワ受入活動の特徴

今回の受入活動の中で、市役所訪問に続いて赤木

小学校を訪問して、学校給食を体験したり、ビッ

グアイ内の“ふれあい科学館”や市立美術館見学

などのバスツアーが、市の国際交流事業の一環と

して実現しました。市役所国際交流係長さん、赤

木小学校長先生ほかの皆様に感謝申し上げます。

２）今年のFFI世界大会

今年、第28回フレンドシップフォース世界大会

はロスアンジェルス(アメリカ)で開催されます。

11月4日(木)～7日(日)にわたって「星を目指して

～Reach For The Star～」の合言葉で、世界中から

数百名の会員が集まります。FFI新会長のもとに

新たな未来へ向けて、友情を交換する大会になり

そうです。日本からも数十名の人が参加します。

３）来年の交換事業予定

2005年度のExchange計画はFFIの斡旋により、

次のように決まりました。

受入 4月頃、FFサラソタ(フロリダ)から

渡航 時期検討中、FF台北(台湾)へ

４）来年の会議予定

FF日本大会 2005年3月26日(土)27日(日)、尼崎市

FF北日本会議 2005年5月14日(土)15日(日) 太田市

５）新入会の方を紹介致します

★遠藤説子 962-1204安達郡白沢村糠沢字光が丘

２－２ Tel 0243-44-4480 （組本さん紹介）
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今年2004年の受入交換はFFモスクワの予定

で進めておりましたが、それにFFタシケントが

加わって、ロシアとウズベキスタン2カ国の混合

チームとして22名のアンバサダーが来訪します。

FFタシケントはウズベキスタン最初のFFクラ

ブとして、昨年誕生したばかりのクラブです。

まだ独自の渡航交換をする力がなくて、今回、

モスクワが日本に行くのを聞いて、ぜひ連れて

行ってほしいと頼まれたそうです。親日的なウ

ズベキスタンの人達にとって、日本は夢の国の

ようなそうです。ロシアの人たちも殆んどが、

日本に来るのは初めてのようです。彼らの期待

に応えて素晴らしい交換になるよう、会員みん

なで協力しましょう!! 別途ハガキでお知らせし

たように、デイホストや日光バスツアー、歓迎

パーティ等、いろいろな機会があります。郡山

に初めて迎えるロシア・ウズベキスタンの人達

と交流してください……。

FFモスクワ＋FFタシケントが来訪

10/20(水)～27(水) の７泊
FFモスクワから１１名（男 ２名・女９名）

FFタシケントから９名（女 ９名）

ウズベキスタンの国旗 ロシアの国旗


