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F F郡 山 会 報   

今年のFF郡山Exchangeは、６月・カナダ・カルガリーへの渡航、10月・アメリカ・ヴァージニア州からの受入とも
キャンセルになってしまいました。昨年秋からの世界的な経済危機と、新型インフルエンザの影響でした。それに
代わるべき交流活動として“地元の外国出身者を招いての交流会”“FF愛媛クラブを受け入れる国内交流”を実
現しました。今号では、そのレポートを主に報告致します。 

参加した外国出身者はアメリカ、イギリス、インド、オースト

ラリア、カナダ、韓国、台湾、中国、ニュージーランド、フィ
リピン、フィンランド、ベトナム、ペルー、ミャンマーなど３

０数名。それにFF郡山会員、会員外の日本人を含めて８０名を

超える大パーティになりました。 
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  ★ 華 道 
・約20名体験。ネクタイに背広姿で、一生懸命花を生け 
 ている中国人男性、楽しそうに自国のエッセンスをい 
 れて活けているインド人男性。国、男女に 関係な 
 く、受け入れられた体験でした。 
 
・講師の大庭さん談 
 「同じ花材でも、皆さん個性豊かに活けていて、と 
 ても上手でした。」 
 

 

 
 
 ★書 道 

・約30名体験。何度か練習したあと“うちわ”に好きな 
 文字を書いてもらいました。お土産として持ち帰るこ 
 とにしたのが、とても喜ばれました。 
 
・講師の国分さん談 
 「好きな字を聞いたとき、多くの人が『平和』と 
 『愛』を口にだしてきたので、驚きとともに、今の時 
 代は、皆これらの言葉を大切にしているんだなと感動 
 しました。」 

 
 

８月３０日 さんかくプラザ にて…… 

 ★ 茶 道 
・床の間に一幅の掛け軸、お香と秋明菊を飾 
 り、日本文化の一端に触れていただこうと 
 準備しました。日本人も交えて、一回に10 
 数名の方に、お茶を味わって頂き、３回で 
 計４０名ほどが参加しました。 
 
・講師の塩谷さん談 
 「お茶が初めてという方も多かったのです 
 が、日本文化の『わび・さび』を、少しで 
 も感じて頂けたらと思いました。中には熱 
 心に質問される方もいました。」 

 ★ お 琴                                             
・和室に３台のお琴を用意して、それぞれに指 
 導者が付き、一人ずつお琴に触れることがで 
 き、大変喜ばれました。 
 
・講師の網代さん談 
 「普段 邦楽を聞く機会があっても、楽器は遠 
 くから眺めるだけですが、実際に自分の手で 
 爪弾いて綺麗な音が出ると、なんとなく嬉し 
 い気持ちになるようです。皆さんには 『さ 
 くら』を簡単に弾いて頂きましたが、自分な 
 りに自由に音を出して楽しんだ方もいらっし 
 ゃいました。」 
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  ★ 着付け                                            
・お世話係りの縫さん談                                   
 「お琴やお茶の待ち時間を利用して、10 数名の女性     
  が浴衣の着付けを体験。とっても嬉しそうでした。」      
                                                  

 ★ 郷土料理                                      
  郡山地方、特に会津地方に昔から伝わる伝統料理を用意

しました。 
 「五目ご飯おにぎり」「稲荷ずし」そして「おはぎ(餡・

ずんだ)」が主食、「こづゆ」「にしんの山椒漬け」「味噌

田楽」「そばはっとう」「味噌かんぷら」「饅頭の天ぷら」
「高田梅」「三五八漬け(キュウリ、ナス)」と盛りだくさん

のメニューで、郡山在住の私たちにとっても珍しい食べ物があり、果たして、外国の方たちの口に合うだろう

かと少々不安がありしたが、あっという間になくなり、「食べ損ねたぁ」と嘆きの声が上がったほど大好評で

した。 
                   
 
 
 
 
 
 
 
・ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 The international day at Sankaku Plaza was a great success. We were given the opportunity to experience various 
aspects of Japanese culture: wearing a yukata, tea ceremony, playing the koto, calligraphy and eating local Japanese 
foods. We even got to take part in a dance which was great fun.  I particularly enjoyed learning about tea ceremony; 
it involves so much more than just tea.  It was a really enjoyable day and we learnt a lot about the Japanese way of 
life.                                                           Jacqueline McKirdy （オーストラリア） 
 
  この間、FFの皆さんは外国人のために、いろいろな伝統的な体験を準備していただいて、本当にありが
とうございました。茶道、華道、和装、琴から書道と阿波踊りまで、日本の文化にふれあう良い機会でした。
福島の料理もたくさん用意していただいてごちそうさまでした。FF Volunteerのお蔭で、とても面白い楽し
いイベントでした。                                                     Chloe Wooding （イギリス）  

阿波踊り お琴演奏 FF コーラス 
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                     10月10・11・12日                  

                                 

 国内交流の話が持ち上がったのは

確か 2007 年山口での日本大会だっ

たと思います。これが実現したのは、

まさに縫さんのお蔭です。 
10月10日の朝、私たち６名は期待とちょっぴ

り不安とで松山を出発しました。この不安は、郡

山の改札口の向こうに「ようこそ郡山へ、ＦＦ 

愛媛・・・」の横断幕と私たちを歓迎してくださ

っている大勢の郡山会員を見た時に吹っ飛びまし

た。あの時の驚きと感激は忘れません。 

 たった２泊３日でしたけど、五色沼のほとりで

のバーベキュー歓迎会、五色沼散策など、郡山会              

 

員との交流もでき、温かい人柄に触れ、郡山大好

き人間になってしまいました。これは年一回の日

本大会などではできない関係で、まさに国内交流 
のお蔭と思います。 

 私個人としては、ホストの家族といくつか共通

点（子供は男３人、結婚したがらない）を見つけ

２～３時間後にはすっかり親しくなり、息子たち

のことで盛り上がりました。またホストご夫婦の 
生き方に大いに刺激を受けた大変有意義な交流で

した。 
 郡山の皆さん、本当にありがとう！  
 次回は松山でお目にかかりましょう。 

受入ＥＤ 縫  洋子 

ＦＦ愛媛の歌♪合唱 

蓋会長の挨拶 

磐梯山と弥六沼 

いい天気・・笑顔の参加者 

 「国内交流の相手、当たってみて。」という２月のスタッフ会議での会長の一声から始まった

国内交流のＥＤ。実は２年前の山口での日本大会で、この国内交流が話題に上がった。すでに

アメリカでは盛んに行われている。そして、この時、山口と札幌クラブが国内交流を行い、実

に楽しくその成果を語っていた。というわけで、その時親しくなった、愛媛クラブと奈良クラ

ブの会長に当たったところ、愛媛クラブから快い返事をいただいた。 
 短い日程で愛媛から来てくださるので、できるだけ福島の秋を満喫していただこうと「五色

沼散策と高原ホテルでのＢＢＱ」を中心とし、ＦＦ秋の行事と合わせて計画したところ、両ク

ラブのＦＦの皆さん、とても楽しく有意義に交流ができたとのこと。「言葉に不自由しなく、

国内交流もすごく楽しかったよ。」という声が多くの人から聞かれ、私も大変嬉しかった。看

板作りをしていただいた寺澤さん、受入委員の野内さん、大坂さん、その他たくさんの方にご

協力いただいたことに深く感謝申し上げます。 
 

FF愛媛会長(ED)  峯  洋子 
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 秋晴れの好天の下、裏磐梯高原ホテルのバーベ

キューハウスで交流会が行われた。 
 蓋会長の歓迎の挨拶の後、峯洋子ＦＦ愛媛会長

から国内交流に至った経緯と挨拶があり乾杯に移

った。 
 ＢＢＱは、ボリュームいっぱいの肉と野菜、お

にぎりが用意されて 
食欲の秋にふさわし 
く、参加者の胃袋を 
いっぱいにした。 
 食後は大坂さんが 
進行役となってクイ 
ズとゲームが行われ、笑いと拍手の嵐となった。 

  
 
 
 
 

最後に全員で五色沼を散策し、美しく紅葉した福

島の秋を満喫した。短い滞在であったが、十分に

親睦を深めた交流ができた。 

 

初体験の国内交流    大坂 昭夫・シズ子 

縫洋子さんと峯洋子さんとの交流から始まり

2 人のご尽力のお陰で、初めての愛媛クラブとの

国内交流が実現しました。今回は２泊３日の短期

間でしたが、受け入れホストとスタッフの一員と

しての責任から、ぜひとも成功させたいとの思い

で、特別充実した時間を持つことができました。

不思議に感じたのは、外国人を迎える場合と日本

人同士の交流も、全く同じウェルカム精神だった

と思います。人と人の交流には言葉の壁も文化の

違いも関係ないことを体感いたしました。 

今回の交流に協力いただいた方々ありがとう

ございました。 
 

仲良し親子を迎えて    佐藤紀男・京子 
 我が家にお迎えした大谷恵さんと薫平くんは、

「メグ」「ペイ」と呼び合う仲良し親子です。二

日目は“朝ラー”を食べるぞと、高速道で喜多方

に向かい、地元の人に人気の「安部食堂」のラー

メンをいただきました。途中、堺正章さんたちの

クラシックカーとすれ違いながら行った毘沙門沼

では、大きな鯉にびっくりしていました。観光の

最後の野口英世館では、ゆっくりと時間をかけて

熱心に展示物に見入っていました。薫平君は前の

晩に野口英世の伝記を読み切っており、野口英世

のことが強烈な記憶として彼の脳にインプットさ

れたはずです。もちろんお土産は、太郎庵の「き

てくだされ」でした。 
 

あっという間の二日間  鈴木正美・まり子 

 初めてお会いしたにもかかわらず、深いところ 

までお話できたのは、お互いＦＦクラブに所属し

ているという安心感からなのでしょうか。 
 松山に家族で行ったことがあったので、話題に

は事欠かさず、あっという間の２日間でした。 
 裏磐梯高原ホテルでのＢＢＱパーティーも美味

しかったです。また最高のロケーションでしたね。 
こんなにすばらしい出会いをコーディネイトして

くださり、役員の皆様、本当に有難うございます。

感謝の気持ちでいっぱいでございます。 
 
 国内交流も楽しい    寺澤  功 ・加奈子 

 全く知らなかった方を家に招き、寝食を共にす

ることは、国内外を問わず、地球市民という立場

からは同じである、とは双方での

実感でした。 

 峯さん宅と我が家は3人息子と

いう共通点や、趣味や生き方での

豊富な話題で盛り上がり、お互い

十分に理解しあえた濃密な３日間でした。 

 また、観光を通じて、福島の魅力も感じとって

いただいたのでは？ 今後は、峯さんを通じて知

り得た愛媛を実際に訪ねてみたいものです。 

 

食欲の秋で～す 

 

手づくりアルバム 

これ何と読む？ 

裏磐梯と毘沙門沼を背に 

「海」が５個・・・？？？ 

間違いなく妻の手だ！ 

散策しながら情報交換 
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 発行日 2009年10月30日 第53号 
 発 行 フレンドシップフォース郡山 

     www.friendshipforce.jp/koriyama 
 会 長 蓋（きぬがさ）康 
     e-mail : ff-kinu@ht-net21.ne.jp 

〒963-8061 郡山市富久山町福原泉崎 26-105 

                    TEL & FAX 024-938-1340 

事務局 嶋  勇吉 TEL & FAX024-933-0338 

編集責任者 佐々木和彦

編集委員：今回は 菊池幸子/斎藤恭子/佐々木和彦/寺澤功/寺澤加奈子/野内隆夫/矢吹光子/矢部宏子/縫 洋子 
       ・秋も深まり、今年も残り少なくなってきました。DEAR53号の編集は「外国人との文化交流」と「FF愛媛クラブと

の国内交流」の二つの作業部会に分かれ、私は後者を担当しました。国際交流と同じく、国内交流が今後も盛んに
なれば！ という思いが伝わってくれればと思います。作業を通し、先輩会員とお近づきができ、大変勉強になり
有難いことでした。（Ｔ） 

事務局から 

 

 

 
2010年４月又は５月に受け入れする予定です(FF愛知と連携) 
 受入ED(Exchange Director)=交換委員長は先方やFFIと連絡し、 

受入委員やクラブ役員と相談しながら、受入家族募集、ウェルカムパーテイやデイトリップなど 
受入プログラムを実行します。経験あるスタッフがサポートします。 

 

 

 
2010年夏休み頃に予定しています。 

 参加者の中から一人が ED(Exchange Director) となって、先方やFFIと連絡し、 
参加者やクラブ役員と相談しながら、旅行日程プログラム、費用などを 

計画実行します。経験者がアシスタントEDとしてサポートします。 
 

 

 

         2010年度 FF郡山総会は１月24日(日)を予定しています。 
           総会の日から２年間、原則として毎月１回のスタッフ会議に出席し、役員として、 
           FF郡山全ての活動を決定実行することに関わります。 
           経験ある先輩スタッフがサポートします。 

2010年度総会予告！ 
 

１月２４日（日）午前１１時～ 

久留米公民館の予定 

総会後、恒例の懇親会です。 

皆さんのスケジュールに 

入れておいて下さい。 

◆2010年 第２３回 ＦＦ日本大会(奈良) ◆ 
 
2010年２月２月28日（日）午前中 情報交換会・分科会 
                13：00～ 全体会議 
                18：00～ 歓迎パーティ 
３月 １日（月） オプション（昼・奈良観光ツアー  
                 夜・東大寺二月堂「お水取り」） 

↓12月に送る、総会案内とアンケートハガキに、返信でお願い致します。↑ 




