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FFモスクワ受入交換 報告号
第 38 号 (2004-3） 2004 年 12 月 15 日

別項に、今回の受入交換が実現するまでの準備、

通信連絡の記録がありますが、郡山クラブで計画して

いた受入期間中の活動は、多くの会員の協力で無事

に実行され、その点は良かったと思っています。また、

10月22日の市長表敬訪問、赤木小学校での交流、

ビックアイ、郡山市立美術館見学で、郡山の概要を知っ

てもらえたようです。小学校での交流時には、テレビ

の取材も入り、実際に放送されたニュース番組を録画

して、そのテープをお土産に上げましたら、両クラブ

共に、とても喜んでいました。ウエルカムパーティは、

３カ国でしたので、さまざまな言語（英語、ロシア語、ウ

ズベク語、日本語）が飛び交い、両クラブのダンスとと

もに、とても盛り上がり

ました。

24日、日光へのデイ

トリップは世界遺産と

いうことで、関心が高く、

学芸員を仕事にしてい

る方（モスクワクラブ）

は特に感動していまし

た。郡山クラブがフリー

マーケットで得た収益

で、この旅行をプレゼ

ントしたことを話しましたら、帰り際には、ホストにお土

産を買って帰るアンバサダーもおり、彼らにとって、忘

れられない思い出になったことと思います。今回の

Exchangeでは、FFクラブとして、しっかり確立していた

モスクワクラブのメンバーは、ホストとも楽しい、充実し

た日を過ごせたようです。

しかし、残念ながら、タシケントクラブは、昨年設立さ

れたばかりで、今回が初めての渡航でしたので、まだ

ＦＦの精神を理解していなくて、買い物、観光旅行だ

と思っているような言動が多々ありました。そのため、

ベテランのホストの方でさえ、苦労し、期待が外れたと

ころがあったようです。このことは、ＦＦＩに全て報告し、

改善してもらうようお願い

するつもりです。

設立の浅いクラブの

問題点

１）ＦＦの目的（文化、習

慣の相違点を認識し、

相好理解しあうこと）をまだ、全アンバサダーがきちん

と理解していない。

２）ホストとの交流が目的であるから、最低限の会話能

力を必要とするが、団体旅行を募るような感覚で、来

日したらしいので、ホストとの交流をしようとしない。（今

回、タシケントクラブ

は２人だけが、片言

の英語を話す程度で

した。また ＥＤ自身も

細かい打合わせをす

るほどの会話能力が

無く、すべてロシア語

で通訳してもらう状態

でした。おそらく私が

たくさん送ったメール

も別の人が読んで、

代筆していたようです。 ＥＤ自身が、ホスト一覧表を

他のメンバーに伝えていませんでした。そのため、出

迎え時に、この人と姉妹だから、一緒にしてほしいと

マッチングを変更するような混乱がありました。）

３）ビザ取得必要国であった場合、さらに問題が増幅

する。厳しい日本大使館へ申請をするためには、早

めの周到な準備が必要であるにもかかわらず、のん

びりした国民性のクラブなどは、なかなか行動に移さ

ない傾向がある。（ビザ取得とフライトの確認のタイム

リミットを、以前から何度もメールで知らせておいても、

行動に移さなかった点が、福知山クラブのホームステ

イがキャンセルになった原因でした。(2ページに続く)

ED 矢吹 光子
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モスクワ・タシケントExchange

昨年秋の内にED に決まり、京都福知山クラブED

の山田さんと共に、モスクワクラブ、ナタリア会長にメー

ルを送ったのが、今年の3

月でした。

当初、モスクワクラブ側

の20名近い来日希望に

対し、会員数の少ない福

知山クラブは10名の受入

しか出来ないということで、

しばらく、アンバサダーの数で検討していました。しか

し、多忙なナタリアさんからのメールはその後、全く届

かず、気をもんでいました。ところが8月になって、突

然、思わぬメールが入りました。

8月11日 アンバサダーリスト届く（モスクワクラブ13

名、タシケントクラブ8名）その夜、FFモスクワのナタリ

ア会長より国際電話がはいる。“FFタシケント(ウズベ

キスタン)から懇願されたので、是非受け入れてほし

い”とのこと。

8月15日 事務局緊急会議、福知山クラブも会議、

この受入を承諾する。

8月22日 マッチング会議、ビザ取得関係書類作成

（２クラブ用）

8月26日 FF福知山ED 山田さんに、ビザ関係の書

類を全てモスクワクラブに送ってもらう。

8月31日 タシケントクラブより、アンバサダーの変

更願い。（家族の事故のため） ４名入れ替えとのこと。

（承諾する）

9月3日 タシケントクラブ新たなメンバー報告（一人

増えて５名）。合計９名になる。

9月10日 モスクワ、ナタリア会長よりビザ関係書類

は、モスクワクラブのみしか入っていないとの連絡。

山田さんは、同じ封筒に両クラブの書類を間違いなく

しかし、郡山クラブは２年前のアクラクラブとの準備で

得た経験を生かせ、福知山クラブにも助言をできまし

たし、郡山においてのホームステイは実現しました。）

ここに ロシア語通訳をしてくれ

た小川久美子さんの感想も記し

たいと思います。

＊以前、ウズベキスタンのスポー

ツ選手の通訳をしたが、礼儀正し

く控えめで、とても好印象だった。

また、ウズベキスタンの主婦は、人

を迎える時、テーブルに置ききれ

ないほどのご馳走を用意してもて

なすので、今回は、自分達が沢

山もてなされるのが当然と考えた

のではないか。又、ロシアやウズ

ベキスタンは市内通話が無料な

ので、長電話をしても、迷惑をか

けていないと勘違いしていたので

はないか。ということです。

私達、FF郡山にとって、モスクワ、タシケントというクラ

ブが一つの歴史を作ってくれことは事実です。

Differenceを認め合うことは、なかなか口で言うほど簡

単ではありません。しかし、私が９月に目黒のウズベ

キスタン大使館を訪れた時、アポなしにもかかわらず、

大使自らが私を公邸に招き入れ、歓談してくれたので、

素朴で優しい、とても良い印象を持ちました。ウズベキ

スタンという国は1991年に独立したばかりで、今懸命

に国の礎を築こうと努力してい

る段階です。そのため、国内

はまだまだアンバランスな発

展をしているそうです。10年後

にタシケントクラブがどのよう

に変わっているか（成熟した

大人のクラブになってほしい

という願いを込めて）見守って

いきたいと思います。

一方、モスクワクラブからは、

感謝と招待のメールをいただ

きました。数年後に再会し、友

情をあたためられれば、すばら

しいと思います。

今回、始めてのＥＤで、しか

も、3カ国のExchangeでしたが、

皆様に支えられ、無事終える

ことができました。私自身も多

くのことを学ばせていただき、今は充実した気持ちで

一杯です。改めて郡山市役所、赤木小学校、ビッグア

イの関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。また、

事務局、交換委員、スタッフの方々に心より感謝致し

ます。

FFモスクワの11人

FFタシケントの７人
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10/20
（水）

郡山駅午後３時頃新幹線にて京都から来郡
（２階改札口出迎え）

10/21
（木）

ホストファミリーと全日自由

10/22
（金）

午前9:30〜 郡山市役所表敬訪問。その後、赤木小学校、

ふれあい科学館、市立美術館、等訪問

10/23
（土）

午後5:30から8:30 ホテルラフィーネ郡山で歓迎パーティ
（パーティ後に後半ホストへ引継ぎ）

10/24
(日) ホストファミリーと全日自由

10/25
（月） 午前8:30出発着。「日光」へバス旅行。

10/26
（火）

ホストファミリーと全日自由

10/27
（水）

午前６:30 貸切バスにて出発

入れたので、困惑。しかし、時間がないので、タシケ

ント用に新たに作り直す。（郡山クラブ、福知山クラブ

とも……）

9月20日 タシケン

トクラブに直接書類を

送付。特急便（4,000

円くらい）を使ったの

で、５日以内で届く予

定。タシケントED よ

りその後連絡なし。日本大使館に電話をしたが、

まだ申請に来ていないとのこと。

10月4日 タシケントED より書類が届いてい

ないというメール。ED は１週間以上、留守をし

ていたらしい。運送会社に確認し、向こうの受け

取りを確認する。

10月6日 在ウズベキスタン日本大使館にビザ

申請。（タシケントED）←福知山ED・山田さん、

大使館へ確認、依頼の電話をかけ、10月12日にビ

ザ発給の約束を得る。

大使館申請の書類から、２名のキャンセルがある

らしいが、タシケントEDに確認のメールを出して

も返事なし。

10月11日（13日のフライトをひかえて）山田

さん、アドラトさん（タシケントED）と５，６回

メールを交換。フライト確認の電話が、11日の午

後５時までだが、どうしたらよいかとのこと。…

…山田さん“翌日、まちがいなくビザが取得でき

るから、確認の電話を入れるよう”に説得。しか

し、電話せず。キャンセルされる。

10月13日 タシケントED より連絡なし。（計画

は、この日の夜、関空着の筈）山田さん、ウズベ

キスタン航空に電話をし、予約の乗客名簿を調べ

てもらい、18日のフライトに変更になっているこ

とが分かる。

10月14日 モスクワクラブ来日、福知山クラブ

でのホームステイExchange始まる。

10月19日 タシケントクラブ来日。残り１日し

かないので、京都のホテルに宿泊。（タシケント

クラブ、福知山でのホームステイは無しとなる。）

10月20日 両クラブ郡山着（21号台風の影響で

少々遅れる）Exchange始まる。

FF

モ
ス
ク
ワ

５
Zalyaeva Leylya

Z.レィリャ
吉田静枝

９

Sametskaia Elvira

S.エルヴィラ

２
Nechaeva Marina

N.マリーナ 木村敏夫 杉浦義人

３
Asanbaev Igor

A.イーゴリ
坂本洋子 伊東由実

４
Fedorova Irina

F.イリーナ

１
Nikolaeva Alla

N.アーラ
斎藤恭子

８
ChuvarayanAlexandra
C.アレクサンドラ

６
ED

Daragan Irina

D.イリーナ
矢吹光子 組本登茂子

7 Kuzunetsova Natalia

K.ナタリア

10
Galoyan Artur

G.アルトゥール
大庭次子 高野左起子

11
Galoyan Marianna

G.マリアンナ



……菊池 幸子
今回は恒例の市役所表敬訪問に引き続き、市側

の配慮で、市のバスを借りて、赤木小学校・ふれ

あい科学館・市立美術館等の見学を行うことがで

きました。

市役所表敬訪問（９時30分〜10時）

市役所で、FFモスクワ・FFタシケ

ントの両代表が市側にそれぞれプ

レゼントを贈り、また市からはア

ンバサダー一人一人に、市の花で

ある花かつみの絵柄が入った、漆

塗りのボールペンを頂き、なごや

かに歓談しました。

赤木小学校見学（10時30分〜13時）

校長室で、教

頭先生から学校

の概要を説明し

て頂いた後、保

健室、児童クラ

ブ、パソコン室、

給食室などを見

学しました。11時10分から１時間、３年と４年の

『総合の時間』に、アンバサダーも２つのグルー

プに分かれて、参加しました。

３年生のグループでは、子供達がアンバサダー

に折り紙を教えたり、ロシアやウズベキスタンに

ついての質疑応答があり、その後、お互いの国の

歌を歌って交歓しました。

４年生のクラスでは、子供達がロシア語とウズ

ベク語で挨拶をし、『トロイカ』を歌って歓迎し、

アンバサダーを喜ばせました。FFモスクワのＥＤ

が、ロシアの小学生からの手紙と手作りの作品を

披露し、日本の子供達との楽しい交流となりまし

た。

その後、教室で子供達と一緒に、日本の学校給

食をトライしました。メニューは、ウズベキスタ

ンのメンバーがイスラム教であることを配慮して

（彼らは豚肉を食べない！）チキンカレーでした。

ふれあい科学館（13時30分〜15時）

ビッグアイの22階に上

がって、郡山市内を一

望、眼下に広がる街な

みや遠くの山々を眺め

ました。職員から「ふ

れあい科学館」につい

て英語で説明があり、14時からはプラネタリウム

で『衝突する銀河』を見ました。

郡山市立美術館（３時３０分〜４時３０分）

幸いにも企画展『京

都・雅び』が開催

中で、桃山・江戸

時代の屏風絵や壺

など、出光美術館

からの名品を鑑賞

することができま
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市役所に贈られたウズベク
の民族衣装

FF

タ
シ
ケ
ン
ト

12
ED

Nasirova Adolat

N.アドラト
谷口ヒサ子

11
Karimova Diloram

K.ディロラム

14
Sharipova Dinara

S.ディナーラ
菊池幸子 桜川真奈美

15
Kaydarova Shakhnoza

K.シャフノツァ

16
Khamidova Oydinisa

K.オィディニサ
国分弘子

17
Khamidova Sharofat

K.シャロファト

18
Shakhbazova Gulnara

S.グルナラ 石橋千佳子 川中 誠

矢吹EDの記事にもあるように、今回の受入交
換は、突如としてFFIの斡旋案に無かったロシア
とウズベキスタンという二つの国の人達が集まっ

て同時にFF郡山にホームステイをすることになっ
てしまいました。しかも、この二つのグループの
人達は、郡山に来る新幹線の中で初めて顔を合わ

せたのです。ですから、当初は無理があったかも
知れません。

しかし、FF郡山にとっては、二つの異なる文化
の国の人達を、一度に体験することが出来たと考
えるならば、これは画期的な事業だったといえる
かも知れません。

これから、その受入活動の様子をいくつかの面
から報告・紹介して、皆さんにも理解して頂けれ
ば、有難いと思います・・・

市役所訪問と市内巡り



した。アンバサダーの中には、二階の常設展にま

で足を運び、熱心に見て回る方あり、外に出てちょ

うど紅葉が赤く染まった、美しい景色を楽しむ人

あり、それぞれ自由にひとときを過ごしました。

……木村 ユミ

2004年10月23日(土) 18:00 ウェルカムパーティー

開幕

高橋奈津曵さんの琴

演奏から厳かにスター

トしました。今回は２

カ国受入という異例の

形となり、意思の疎通

がうまくいくかどうか

が、大変大きな不安要素となっていました。なに

せ当日まで、司会だった私達でさえ何がおこるか

分からない、スリルあふれる（！? ） “ハラハ

ラ・ドキドキ”のPartyだったのですから……。

とはいえ、FFモスクワ、FFタシケント双方と

もサービス精神にあふれ、お互いの文化を伝えた

いという気持ちが伝わり、心温かい交流会となっ

たように思います。言葉に不自由がありながらも、

みんなそれぞれに会話や食事を楽しみ、我がクラ

ブが自慢の（?）コーラスを披露すると、お返し

にアンバサダーが民族音楽や、伝統のダンスを披

露。最後には全員でジェンカを踊り、あっという

間に時が過ぎました。

始まる前はあんなに

心配していたのに、気

付けば、会場には美し

い花、おいしい食べ物、

そして素敵な笑顔があ

ふれていました。初の

２カ国からのお客様、

言葉や習慣の問題、FF入会４年目にして初の司会

という大役、おまけに３度の地震。(丁度、新潟

中越地震が起きた時刻でした）

Partyに対する私の不安要素は充分すぎるほど

でした。しかし、今回ほど「言葉や文化は違って

も、心が通じれば笑顔がうまれる」そんなことを

実感したことはなかったと思います。これこそ、

FFでしか味わうことのできない経験ですよね……。

おしまいに、大変な準備とお世話を下さった矢

吹ED、司会を一緒に務めてくださった吉田さん、

私の拙い司会にお付き合いくださった皆様に心か

ら感謝です……。

……伊東 由実
10/25、本日の日光は秋晴れの快晴に恵まれ、

素晴らしい天候のうちに実行することができまし

た。モスクワの皆様もタシケントの皆様も、それ

ぞれに楽しまれたようです。

２グループに分かれて行動する事にしたのです

が、折角来たのだから……と、奥の院まで行く方

がいたり、寺院に上がるときの靴を脱ぐのがイヤ

なので、外で待っている方がいたりなど、5人の

スタッフでは対応しかねる事もあり、言葉の不自

由さもあり、一概にモスクワとタシケントと言う

分け方は混乱を招いた気がします。ＥＤの矢吹さ

んの苦労はよくわかりました。

中には、質問が専門的なものもあり知識のなさ

に申し訳なく思いました。今回、通訳を務めて下

さいました小川さんがいなけれはどうなったこと

か……と思いました。彼女のおかげで、何とか丸

く収まった気がいたします。折から台風や新潟中

越地震もあり、皆さん無事と言う事を、母国に電

話で伝えたかったようで、彼女が随分苦労をして

下さいました。この次は、目印を付けるとか、ト

ラブル時の対応を考えて行動したいと思います。

まぁ！タシケントの方達のパワーには、圧倒さ

せられること、しばしば！ 元気なオバチャマ達

でした。言葉が通じないことが、これほど大変だっ

た事を痛感した事はありませんでした。色々と波

風を立てたウズベキスタンの人達でしたが、私は
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日光デイトリップ

ウェルカムパーティ



出来ることなら、もう一度お会いしたいと思いま

した。もちろん、ロシアの人達にもステキな思い

出を沢山いただきました。

今回は今までと違って、いろいろと興味深い面

が多々ありました。まずは一言で、日本人気質と

は大分違うということ。それに、FF交換活動をよ

く理解してないんじゃないかと感じさせられたこ

とです。

というのは “やってもらってたり前”という

態度がありありと感じさせられました。まずびっ

くりしたのは、最初に我が家のリビングに通した

ら、お菓子がありましたが、どうぞ…なんて言う

前に、２人で食べ始めたことです。実は、それは

彼女達が来る前のお客様に出したもので、しまう

暇がなく、そのまま迎えに出かけてしまったので

す。従って、そのお菓子は彼女等のためのもので

はなかったのです。それにしても、どうぞと言う

前に食べたのは、我が家に来たゲストの中で、今

だ嘗て彼女等が始めてです。

それから、私がぼんやりしていたこともあって

か、食事や飲み物のことでも、度々“お替り”を

要求されました。

一番困ったのは、二人のうち、一人は別行動で、

１日遅れで、新潟空港から帰ったのですが、新潟

空港まで行くのを、我が家ですべて手配しなけれ

ばならなかったことです。彼女は、前もって何も

準備して来ないのです。折から、新潟中越地震の

こともあり、とても不安でした。数日の間、バス

会社に、予約の電話をかけたりしていたのですが、

なかなか電話が通じず、それを彼女に分かって貰

おうと努力しましたが、全く英語が通じなくて、

ドイツ語を話せる斎藤さんに頼んで(レイリャは

ドイツ語が少し出来た)、電話とファックスでやっ

と理解してもらいました。

彼女は１００円ショップが大好きで、何度も買

い物に行き、行く度にどんどん品物が増え、結局

は、我家にあった大きなダンボールに入れたり、

それでも入り切れなくて、結局は大きなバッグを

提供する羽目になってしまいました。買い物はど

んどんしても、入れる物は買わないということは

どういうつもりかな……？ と不思議でした。

ホストとしての私達の計画もあるのに、菊人形

に行くことを強くせがまれたことも、あきれてし

まいました。私達の計画を納得して貰うのにも一

苦労でした。まるで聞き分けのない子供のようで

した。

それにしても、一人が一日遅れで帰るというこ

とが、前もって何の連絡も無く、我家に来て始め

て知らされ、当惑したのも事実です。

今回のFFモスクワ受入では、めったに経験でき

ないようなことを経験をさせて貰いましたが、い

ろんな方にデイホストや夕食などで助けて頂き、

とても助かりました。有難うございました。尚、

ＥＤの矢吹さん、ほんとにお疲れ様でした。

私は、去年、伊東由実さんからデイホストを頼

まれて、楽しかったし、また、去年ニュージーラ

ンドへ行って、友人宅でのホームステイが楽しかっ

たので、今年は、入会して、ホストなるものをやっ

てみようと思いました。初めてだったので、夫婦
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各受入ホストの感想

ロシア人気質…？

吉田静江

初めてなのにガッカリ・・・

坂本洋子



を３日間の受入にしていただきました。

アンバサダー名簿が届き、40歳でスポーツが趣

味とあったので、「プールに連れて行ってあげよ

う」などと考え「日本に来てやってみたいことな

どは、何ですか？こんなにいいプールや、トレー

ニングジムもありますよ。食事は、これとこれは、

用意できます。」などと、わくわくして手紙を書

きました。しかし、待てど暮らせど返事は来ませ

んでした。受入当日、郡山駅に現れたのは、私が

想像していた、オリンピック選手のようなロシア

人ではなく、奥さんより小柄の、ロシア訛りの英

語らしきものをよくしゃべる無精ひげの男性と、

赤毛のアンのような女性でした。

２日目に、ロシア料理のボルシチをつくってく

れるというので、30,00円も買い物に行きました

が、１円もあちらは出しませんでした。３日目朝、

谷口さん宅にステイ中のウズベキスタンの２人も

乗せて、併せて４人を、郡山市役所に送っていく

時の、車の中で、ロシア語で「今日の朝ご飯は、

昨日のボルシチの余りのキャベツのサラダと（イ

ヒヒ）卵焼きと、すっぱいヨーグルトだった（イ

ヒヒ）」などと、我が家のことを、面白おかしく、

ロシア語だとわからないと思って、言ってるのが

何となく分かってしまいました。チョットがっか

りしました。その日の夕方、市役所などの後、ロ

シアの２人を、焼き鳥に連れて行こうと思って、

職場の人と、５時頃に矢吹に帰ると思って、待っ

ていたら、６時40分過ぎにもなっていました。ウ

ズベキスタンの２人も一緒に帰ってきたので、４

人一緒に、焼き鳥に連れて行ったのですが、お金

はお前が払えという感じだったのには、少し腹が

立ちました。

彼らが帰った後の部屋を掃除したら、福知山と

郡山のいただきものやらを、ゴミ箱に捨てていま

した。クッキーとか、リッツ、ガム、コーヒー・

紅茶をお部屋に用意しておきましたら、山ほどあっ

たクッキーなどは皆たいらげ、日本的なお菓子は

封を切ったあと、食べ残してありました。飲みか

けのミネラルウオーターも、放置されていました。

なんか、「ウイ キャン オール」（自分達は、何

でも食べれる。という意味でしょう。）と言って、

天ぷらパーティでは食べ残して、お菓子を部屋で

食べていたなんて、がっかりです。なんか、友達

になれると思っていたのに、「タダで、観光しに

きた」って感じで、がっかりでした。この話を、

長年ホストをされている方にお話したところ「今

回は例外だから、続けたほうがいいよ」と、教え

られました。来年春、サラソタ(フロリダ)からの

受入にもチャレンジしてみようかなと、思ったり

しています。

10月20日、郡山駅へ出迎えようとしていた私の

ところへ､福知山クラブのホストから一通のファッ

クスがはいりました。「あなたのところへいく若

いアンバサダー(アレクサンドラ）はわがままな

ので、頑張ってください」……えっ！なに、これ。

そして駅では「なんか斎藤さんのところへ来る

人はわがままで大変らしいわよ」と他の人のとこ

ろへまで届いていた噂を聞かされ、不安に青ざめ

てしまった私でした。そこへ現れたのは若くて溌

剌としたアレクサンドラとスリムな美人アーラの

二人、どぎまぎと挨拶する私にアーラが「Kyoko」

と話しかけると、すかさず「Kyokosan」と「さん」

をつけるよう注意するアレクサンドラ。

我が家に着くと「グランドピアノがある！ 弾

いていい？」と早速弾いたり歌ったりと、音楽を

通してすぐに話がはずみ、本当にホッとしました。

また、アレクサンドラはドイツ語を話したので、

それも大助かりでした。

些細なことにも「ありがとう！」を連発し、食

後はさっと台所へ立って食器を洗う等、細やかな

気配りをする二人に、最初の心配はどこへやら、

とても楽しい一週間を過ごすことができました。

我が家との相性がよかったということでしょうか。

最後の夜は、「ロシア料理をご馳走したい」と、

二人でベニマルから材料を買い込んできて、3時

間も台所にこもってダイナミックな３品をつくっ

てくれました。菊池さんご夫妻と私の妹も加わり、
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若いアンバサダーを迎えて…

斎藤恭子



美味しい食事に愉快な会話、そして、ピアノを弾

いて、皆で歌ってミニパーティをしめくくりまし

た。

その後ハプニング。突然アーラが「足をくじい

たようで痛い」と言いだし、病院に行くかどうか

で一騒ぎがありました。結局「とりあえず痛み止

めを飲んで様子をみたい」と言うので、私が我が

家にあった「ケロリン」を渡しましたが、アレル

ギーをもっているというアーラになにかあっては

困ると、菊池先生が「ロシアから持ってきた頭痛

薬は、成分が殆ど同じだし、安心なのでそれを飲

んだ方がいい」とアドバイスしてくださいました。

ところが、「Kyokoのくれたケロリンを飲む、ケ

ロリン、ケロリン」と言い張り、結局「ケロリン」

を飲んだのはなぜでしょう・・・・？？

今回の受け入れを通じ、今まで以上に異なる文

化の違いを感じさせられた興味深い出来事がいく

つかありました。

● 8月に客間の畳替えをしたのですが、彼女達は

「畳の匂いが苦しい」とのことで急遽、夜中の部

屋替えとなり、最初の夜は大騒ぎでした。私達に

は、もう殆ど感じられないくらい匂いは薄れてい

たのでしたが。

●アーラは、冷たいビールが苦手で、外で食事を

しても「ビールを温めて下さい」と頼んでいまし

た。日本人はビールを冷やしすぎる・・・とは聞

いていましたが、わざわざお湯で温めてもらって

るの……!!。

●地震・台風にはすっかりおびえてしまい、ロシ

アの両親からもなんどか電話がはいりました。「今

度はいつ地震が来る？」と聞かれ、「そんなに度々

はないの。安心して」と答えたその夜も大きな余

震があり、「日本は怖い」と青くなっていました。

●最後の夜、「お世話になったから、Kyokoに」

と渡された真っ赤な薔薇の花は4本。

●台所で、「日本の包丁はは大きすぎて使いにく

い、ナイフを貸して」と小さなナイフで器用にジャ

ガイモの皮をむいたり調理していました。

自分の意志・希望をはっきり言うけれど、納得

するとそれ以上のわがままは言わなかった二人、

100円ショップには見向きもせず、宝石、着物、

骨董品等を買っていった二人・・・・

モスクワはもう本格的な冬でしょうか。

今回の受入交換ホストは、FF会員として初めて

の経験でした。

ロシアというのは、私にとっては全く未知の国

でもあり、不安がとても大きかったのです。でも、

初めて二人に会った日（二人は、経験豊富で、す

でにいろいろな国に行っていました。）、私たち

家族がホストをするのは、今回初めてだというこ

とを話すと、「オー、初めて！それでは、私たち

で練習するといいよ。」と言ってくれました。そ

して、初めての記念にと、ブローチをプレゼント

してくれたのです。おかげで、ぐっと、気持ちが

楽になったことを覚えています。

自由行動の日、彼女たちの希望で、裏磐梯、二

本松の菊人形などを見てきました。裏磐梯では紅

葉がとても美しく、二人とも、とても気に入って

くれたようで、特に松の木を見つけると、日本的

だと言って、たくさん写真をとっていました。

また、国分さんの教室で、書道も体験でき、我

が家に着くと、うれしそうに自分達が書いた作品

を見せてくれたこと（それが、とても上手なので、

私も驚きました。）、他の晩には、ボルシチを作っ

てご馳走してくれたことなども良い思い出になり

ました。

彼女たちはとてもタフなので、私たちは少々

ばて気味でしたが……、行動を共にするうちに、

一日目より二日目、二日目より三日目と、親し

さが増していくことが感じられ、うれしく思い

ました。

今振り返ってみると、あっという間の四日間

で、何か不思議な感じの残る、よい経験となり

ました。
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初めてのホストでしたが……

組本登茂子



今回の受入では、身内の事情で、いろいろ助け

ていただきました。塩谷さんのお家では、他のホ

スト、アンバサダーの方々と大勢でお邪魔して、

食べきれないほどの美味しいランチを御馳走にな

りました。その後で、着物の着付けを教えていた

だいたり、本当にお世話になりました。網代さん

には、デイホストをお願いして、三春に案内して

いただいたり、ショッピングのお手伝いをしてい

ただいたりと大助かりでした。

私の家では、FFモスクワのガロヤン夫妻を前半

の３泊、ホストさせていただきました。初めはお

互いに気心が知れず、夕食の準備をしている時に、

これからショッピングに連れて行ってくれと言わ

れたり、食後の後片付けのお手伝いを頼んでも、

なかなか腰を上げようとしなかったりというよう

なこともありました。

それでも「家族の一員として、アンバサダーを

迎え入れるので、決してお客様扱いはしない」と

の、これまでの考えを通しているうちに、お手伝

いもしてくれるようになったり、次第に心も打ち

解けてくるようになりました。夫人のマリアンナ

さんは、ウェルカムパーティで、後半の高野さん

宅へお願いする時、またお世話になった皆さんを

レストランに招待したいとお会いした最後の日の

夜、そしてバスを見送りにに行った時、と三回も

私の顔を見て、何度も涙を流してくれました。「モ

スコーに是非来てくれ。来てくれれば貴方のため

に全力を尽くす。Do my best.」と何度も言ってく

れました。そのたびに、お引き受けして良かった

としみじみ思ったものでした。

いつものExchangeなら、事前に手紙やメールの

やり取りをして、自己紹介や写真の交換などで、

お互いを知るようにしていましたが、今回はウェ

ルカムパーティまで、その知らせもなく、まるで

くじ引きを引くような思いでした。ところが 私

が思っていたロシアのイメージよりずっと明るい

方達で安心しました。日本の文化に大変興味を持

ち、その度にいろいろな質問をし、また自分の国

の自慢をしていました。

そして、いつか私達の国に是非来てください。

と何回も言って下さり感激しました。ご主人のア

ルトールさんは、小さい頃から、日本へ来るのが

夢で、ようやく実現したと大喜びでした。特に忍

者に興味があるらしく、忍者の学校はどこにある

のですか？ と質問され、笑ってしまいました。

また、日本の電化製品はすばらしいと、ヨドバシ

カメラで血圧計やデジカメを買い、挙句の果てに、

ウォシュレットの便座が欲しいと、いろいろ物色

していました。

アンバサダーの受入により、一足早く、暮れの

大掃除も済み、また、とても楽しく受入ができた

ので、まさしく一石二鳥でした。

私はウズベキスタンからの母娘を１週間受入れ

たのですが、今まで殆ど毎年受入れてきた中で、

今回ほど異文化を持った人達だったなぁ～と感じ

たことがありません。
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初めは気心が知れなかったのですが…

大庭次子

忍者の学校はどこ?……で大笑い！

高野左起子

今までに無い異文化……!!

国分弘子



彼女たちのメールアドレスなど、事前の情報が

殆ど来ていなかったので、何のやりとりも出来な

いまま、私は、友達と一緒に、インターネットで、

ウズベキスタン事情の情報をいろいろと取り込ん

で、予備知識を蓄え、楽しみにしておりました。

しかし、彼女たちが郡山駅に着いて、顔を会わせ

た時には、『ん……!!』と、挨拶もない、無表情

の彼女たちでした。でも、何日か一緒に過ごして

いる内に、それも英語がほとんど話せないための

表情……、それで不安なための表情らしい……、

と分かってきました。彼女たちはイスラム教なの

で、故国での日常生活では、頭にはスカーフを巻

いており、顔の表情など表さないのが普通らしい

のです。それが日本に来てから、ずーっとスカー

フ無しなので、それだけでも不安だったのだと思

いました。

それでも、大学生である娘・シャロファトとは、

お互い少しの英語で、イスラム教とか、仏教とか、

国での生活について、夜遅くまで、話すことも出

来るようになりました。言葉の障害のために、コ

ミュニケーションに時間がかかったとは思います

が、今にして思うと、１週間はアッという間でし

た。

もうひとつ、今回感じたことは、ウズベキスタ

ンの女性全部かどうかは分かりませんが、彼女た

ちは、日本人のように、相手に気づかいして遠慮

するとか、我慢するという習慣は無いようです。

彼女たちにロシアのことを聞いたら、“実は、ロ

シアは嫌いだ”と言いました。旧ソビエト連邦が

崩壊して、1991年に今のウズベキスタンが独立す

るまでは、長い歴史の中で、ロシア・ソビエトの

属国にされていた…… という感情があるようで

す。

こんなことから、今回のFFモスクワとFFタシ

ケントが一緒に来たのは、あまり良くなかったよ

うだと思えるのです。今後の課題としても、二つ

の国にまたがるアンバサダーを一緒に受入れるべ

きではないと思いました。

我家では、後半の４日間、FFタシケントの女性

一人(グルナラ）を受け入れました。

事前の情報では、彼女は英語を少しだけ、殆ど

ロシア語という連絡を受け、急遽、図書館で本を

借り、ロシア語を調べたりしましたが、不安のう

ちにその時を迎えました。

ウェルカムパーティの席上で初対面。彫りの深

い綺麗な49歳の方でした。パーティの最中に、あ

の“新潟中越地震”が起きました。彼女たちの国

には地震がないらしく、皆、ビックリしていまし

た。家に着いてからも、“この家は大丈夫か？”

と、とても不安がっていました。お互いに拙い英

語とロシア語の本とボディランゲージで、何とか

気持ちを伝えあいました。

彼女はイスラム教で、豚肉がダメとは聞いてい

ましたが、それ以外にも食べないものがあまりに

も多くて、本当に大変でした。

彼女は、最初の予定では、他の家庭に二人でス

テイすることになっていましたが、着いてから急

に、グループ内での変更で、ウズベク人の中では

唯一、一人で、最初の予定と違う家庭に、しかも

前半、後半とホストも変わったせいか、とても寂

しがっていました。

我が家では、滞在中のプランをそれなりに立て

ていましたが、“他のメンバーと一緒に行動した

い”という彼女の強い要望があり、私たちも、一

人だけでは可哀想という気持ちがありましたので、

出来るだけ彼女の意に添うようにしようと、他の
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違いが分かる……？

川中多代子



ホスト達と連絡を取り、一緒に行動しました。結

果的に毎日、観光、買い物と夜まで出てまわり、

我が家では寝ただけみたいになってしまいました。

彼女からは、“毎日歩いてばかりで疲れた”と言

う意味の言葉が出、私達も本当にぐったり！でし

た。

初めての受入で、要領がよく分らなかったこと

もありますが、“相手の意に添う事が必ずしも最

良ではない”と言うことを学んだ気がします。充

分な意思の疎通、交流ができた、とは思えません

が、今回の事を通して、国の数だけ文化の違い、

考え方に大きな違いがあることを……、また、日

本人ほど順応性のある人種はいないかも……、と

いうことを実感しました。

10月31日、紅葉が始まりかけた初秋の京都で、

Cornwallクラブのメンバーとの懐かしい出会いが

実現した。思えばJennie との出会いはこれで３度

目になる。いつ出会っても変わらぬ笑顔と相手を

気遣うJennieの優しさは、私の心にしみいるもの

がある。彼らがCornwall Clubを立ち上げるために

Devon Clubに混じって来日したのは、６年前の秋。

その２年半後の春、わがクラブの10名がCornwall

Clubを訪れた。その時の詳細はDEAR 28号に掲載

されているが、とにかくイギリスのcountry lifeを

満喫してきた様子であった。残念ながら私は仕事

の都合で春には行けず、その年の夏、個人的な訪

問となった。

ロンドンからコーンオルへ行くのに、３本予約

していた電車のうち２本は突然のキャンセルとい

うアクシデントにあったが、それもイギリスの旅

の醍醐味かも知れなかった・・・。その電車の中

で逢ったイギリス女性の話では「イギリスの良さ

はロンドンではなくカントリーにある。」という

ことだったが、正にその通りだった。自然を愛し、

古いものを大切にしている彼らの生活は、私の好

きなイギリス作家・ロザムンド・ピルチャーの世

界そのものであった。色とりどりの花に囲まれ、

時間がゆったりと流れ、夢のような５日間であっ

た。そして今回、2004年の10月末に、彼らが14名

のメンバーで、三重と鳥取クラブに来ることとなっ

た。そんなわけで、クラブ訪問終了後の観光地、
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11月14日（日）午前11時から、小原田地域

公民館で、今回のFFモスクワ・タシケント受

入の反省会がありました。ポトラック形式で、

昼食を食べながらの話し合いでしたが、受入ホ

ストの感想でも感じられたと思うのですが、今

までに無い、いろいろな反省事項がありました。

12月のスタッフ会議で、機関としてもまとめ

ると思いますが、意見の幾つかをを次に記して

おきます。

★受入交換委員会の役割が不明確だった。

★前半、後半と分けている理由・広範囲で受入

れしている理由を事前に説明しておくべき。

★タシケントのメンバーはＦＦの精神を理解し

ていなかった

★モスクワとタシケントクラブは事前に打ち合

わせや交流がなかった。あまり仲が良くなかっ

たようだ。

★デジカメの失敗があったので、カメラは一台

ではなく、複数の記録係が必要。

★この指とまれ方式も、余り行事が多いと、各

家庭のふれあいが少なくなるので要注意。

★施設利用は再考の余地あり。小学校・美術館

は良かったが、プラネタリウムは、興味のない

人もおり、言葉も分からなかったため、つまら

なかったようだ。

★名札がない人、忘れた人用の予備名札を準備

しておくこと。

★パーティの座席表は出席者全員に渡すと良い。

こんな交流もありました

３年ぶりの再会でした!!
---イギリス・コーンウォルの人達と京都で---

縫 洋子



京都で再会しようと、矢吹さん・大庭さんご夫妻

と共に馳せ参じたわけです。

夜の舞妓ツァー、翌日は、清水寺、京都クラフ

トセンター、金閣寺をバスでゆっくりと周り、古

都の秋を味わっていただいた。彼らがどうしても

買いたいといって探したものは、風呂上りに着る

ガーゼ地でできた浴衣であった。日本で着て、と

ても気に入った様子だった。彼らの姿を見て、私

も日本人が忘れているもの、自らの風土と気候に

よって作り上げられてきたもの良さを再認識した

次第です。

たった１日半の日程でしたが、矢吹さん、大庭

さんご夫妻も、私同様心から再会を楽しまれたよ

うでした。
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★2005年４/６(水)～13(水）までの7泊。

又は４/６(水)～９(土）昼までの３泊

４/９(土)～13(水）朝までの４泊

★夫婦又は同性同士の二人、又は一人に

ホームステイの部屋と食事を提供して

下さる方。

同封のハガキで返信をお願い致します。

４月６日～13日・FFサラソタ(フロリダ)から来郡 !!
昨2004年７月にFF郡山から15名で訪問して大歓迎されたサラソタから

今回は26名で来郡することになりました……!!
ちょうど桜の咲く季節です。ホームステイホストを募集します。

１）FFI がレポートに対応……!!

今回の受入交換では、感想文にも見られるよ

うに、ホスト会員も困惑することがありました。

このことを矢吹EDがレポートに書き、送ったと

ころ、マナーの悪さについて、FFIのG・ブラウ

ン会長がキチンと対処するとの返メールが来ま

したので、お知らせしておきます。

２）2005年次・FF郡山総会開催

上記のようにFF郡山の総会が開催されます。

別添いのハガキで出欠の返事をお願い致します。

３）2005年４月、FFサラソタから来訪

同じく上記のように、サラソタから、いつも

より多くの人が来訪するので、新しい会員の方

を募集するべく“ザウィークリー”と“リビン

グ新聞”にも載せてもらいました。

４）新入会の方を紹介致します

★石森君枝 969-0401岩瀬郡鏡石町鏡沼３２６

Tel 0248-62-2272 （斎藤さん紹介）

★岩間幸子 963-8001郡山市大町１-14-14 ラフィ

ネス郡山702 Tel 024-925-3866 （斎藤さん紹介）

★矢部宏子 963-8041郡山市富田町逆池北47-56

Tel 024-922-5879 （斎藤さん紹介）

★添田 操 963-0104郡山市安積町南長久保1-

295 Tel 024-946-3588 （斎藤さん紹介）

FF郡山2005年次総会 １月16日11時～ラフィーネ郡山

事 務 局 便 り
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