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 ４月24日から29日までの６日間、FF郡山はカナダ、アメリカ、オーストラリア、イギリス、台湾の５カ国か

ら16名のアンバサダーを迎えました。 

大震災と津波、原発の事故により外国人が福島県への渡航を控える中、昨年のFF日本大会での蓋前会長からFFI

会長ジョージ・ブラウン氏への働きかけや、今回エクスチェンジディレクター（ED）を務めたアンドリュー・

スターリング氏の尽力により実現したものです。 

一行が郡山に滞在した時期は折しも桜満開。天気にも恵まれ、日本の春を満喫したことは勿論であったが、関

わった私たちFF郡山の会員も、昨年受入ができなかったウップンを晴らすように、大いに笑い、大いに語らい、

肩を組み合って交流を深め、固い友情で結ばれ、民間親善大使としての役目を十分に果たしたと思います。 

 

                                

市長 並びに 

郡山クラブの皆様へ                 

                                        ED Andrew Stirling   
（前略） 

 3.11大震災の直後、皆さんが被災者救援に必死に取り組んでいた様子を知り、FFI本部では、日本への渡航交換を取り

やめました。 
 しかし、郡山クラブが震災の後に一度も受入交換ができず、しかも、受入を強く希望していることが分かり、G.ブラウン

FFI会長は、私に世界各地の代表として、16名のメンバーを集められるか依頼してきました。私が世界中に呼びかけると、

100名以上の人が応募してくれました。如何に多くの人が郡山クラブの仲間を支援したいと思っているか、お分かりになる

でしょう。 
 フクシマ原発事故の過剰な情報に恐れて、日本への旅行を取りやめる人が多くいることも承知しております。その不安

を解消することが、FFIから私に、このGlobal Exchangeを率いるよう要請した一つの理由です。というのは、私は生涯ずっ

と原子力工学に関わってきまして、放射能について確かな見識を持っております。自然環境の放射線量レベルが、郡山

地域よりも高い所は、世界にいくつもあります。このグループメンバーが帰国したら、それぞれの友人達に、日本旅行は

何の心配も無いと伝えることを、お約束します。  
 今回のグループメンバーは、これまでに郡山を訪れたFFグループとは少し異なって、世界の様々な国を代表していま

す。世界中に友人を作ることを共通の目標として、ここ郡山クラブの皆様とも固い絆で結ばれました。 
 改めて温かい歓迎に感謝し、多くの友達を作り、郡山市や福島県について学んでいきたいと願います。 
                                                                （訳 矢吹光子） 

 

 

   アンバサダーの受入日程アンバサダーの受入日程アンバサダーの受入日程アンバサダーの受入日程    

24 日(火) 17:30 山梨からチャーター 

バスで郡山着 

 25 日(水) 午前：郡山市長表敬訪問 

昼食は開成山公園の桜の木の下で 

午後：日本文化体験（さんかくプラザ） 

      生け花・着付け・茶道・書道 

  26 日(木) フリーデー 

 27 日(金) 日光へ一日旅行 

 28 日(土) フェアウエルパーティー 

       (郡山ビューホテルアネックス) 

  29 日(日) 一行は朝、新幹線で東京へ 

＜満開の桜の木の下でランチを楽しむ一行＞ 
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 ３日目のフリーデーには、オプションとして新舞子

薄磯、豊間など被害の大きかった津波被災地の見学や

震災に対し多くのFFクラブからFF郡山に寄せられた

見舞金を寄付した郡山ペップキッズの見学を用意した。

何名かのアンバサダーはホストと共にそこを訪れ、目

で見て、説明を聞き、感銘を受けたようである。 

 一行を受け入れるにあたっては蓋康を ED として、佐々木和彦、寺澤功、星逸朗、斎藤恭子、矢吹光子、片岡崇子の

７名で受入委員会を編成、何度かの委員会を開いて全体計画を確認し、それぞれの具体的役割を分担して対処しました。 

更にFF郡山のスタッフおよびホストファミリー向けに「Global Exchange行程詳細」を作成して配布、アンバサダ

ーの滞在中の行動内容の詳細、そしていつ・どこで・誰が何をするか、を皆が共通に理解し対応できる 

ようにしました。ホストファミリーはもちろん、日本文化体験や日光への一日旅行、フェアウエル 

パーティー等に多くの会員からご協力をいただき、充実の日程を消化することができました。 

＜25日午前：郡山市長表敬訪問    午後：日本文化体験＞ 

生け花のデモンストレーションでは大庭次子さんの見事な手さばきに感動 

茶道の体験。わびの世界を理解するのはなかなか難しい 

着付け体験         着物を着ることは外国人のあこがれ？  

書道体験。慣れない筆を持ちながらも見事な出来栄えでした 

小雨に濡れた日光でしたが、素晴らしい世界遺産に 

「オ～ ワンダフル ワンダフル」を連発。たっぷり時間をかけて見学 

日光ワンデートリップ 

伊東由実さんのガイドも堂に入ったもの 甚五郎煎餅工場を見学 

皆さん、ご満悦の笑顔です 
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非常に喜ばれた「日本文化体験」 

                     斎藤 恭子 

華道：一般家庭的な「生け花」は事前に活けて展示、

伝統的な生け花のパフォーマンスを大庭さんにお願い

しました。季節の桜の枝花に、池には３羽の鳥を浮か

べたことなど、皆さん大変興味を示し、熱心な質問な

ども出ました。 

着付け：網代さんを中心に全員に着物を着せかけまし

た。予想以上に大はしゃぎをされ、記念撮影に夢中に

なっていました。着物姿で、姿勢はドレスポーズなの

が微笑ましかったです。 

書道：国分さんの指導のもと、団扇に「平和」「自分

の名前を漢字」で書きました。墨の色の濃淡に興味を

持ち、また金や銀の色を取り入れたことにも喜び、熱

心に書き上げていました。（茶道は中山さんの記） 

 

さんかくプラザ和室で  中山 美和子 

          満開の桜の中、ささやかながら

茶席を設けることができました。 

          片岡さんを中心として通訳をお

願いした根本さん、茶席の準備な

どを野口さん、今川さん、そして

私とそれぞれ流派が違っておりま

したが、茶会当日は和服を着て 

おもてなしをさせていただきました。 

外国のお客様に少しでも茶会のしつらえ、お抹茶、

お菓子を楽しんでいただくために、メンバーと話し合 

いました。お菓子は桜の季節に似合った生菓子「花め

ぐり」を選びました。 薄茶の濃さを迷いましたが、 

いつも私たちが飲んでいる濃さにたてました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お抹茶とお菓子と相性がよく、おいしく召し上がって

いただいたことと思っております。 

 また、茶席の掛け軸は松原泰道師の「日々好日」を

かけさせていただきました。一日一日がかけがえのな

い素晴らしい日と解釈するそうです。 

 お陰さまで、私は緊張もしましたが充実した一日を

過ごさせていただき感謝申し上げます。 

 

デイトリップに同行して   根本 葉子 

 ４月27日、日光へ行ってきました。FF新参者の私に

とって、同行の先輩会員の皆さんや旅慣れたアンバサ

ダー達とたっぷり交流できる良い機会となりました。

実は日光についてあまり知識がなく、何事にも興味津

津なアンバサダー達の質問にろくに答えられず、アタ

フタしてしまいました。次回があればもっとマシな応

答をしたいと思います。 

東照宮をたっぷりと見学した後の昼食は、日光の名

物が盛り込まれた          豪華な和食膳

でした。皆さん見          事な箸使いで

残さず召し上がっ          て感心してし

まいました。小雨          の一日でした

が「雨だから混んでいなくて良かったね」と前向きな

考え方はさすがだと思いました。昼食後は、おせんべ

い工場を見学、美味しいおせんべいをたくさん試食し

て満足して帰路につきました。 

 

和の音色を共にして   竹 林  章 

 アトラクションで尺八と筝の演奏をお聴きいただき

ました。曲は古典曲「五段砧(抜粋）」「冬の夜に」「さ 

くら」でした。 

 昨年FF郡山に入会。そのきっかけは趣味とする尺八 

 

          FF 郡山は元気です          交換委員長 蓋    康 

昨年、今年と予定していた受入が中止となり、少し元気を失いつつあった時に届いた朗報が今回のグローバルエ

クスチェンジでした。新たに発足した MT 富士・山梨クラブと、地震・津波被害を受けた地域に近い郡山クラブの

支援を目的に、100名以上の応募者の中から選ばれた５カ国16名の国を超えての受入交換でした。この受入を成功

させるために交換委員会では二つのことに気を配りました。一つは出来るだけ多くの会員が参加できるように配慮

すること。そしてアンバサダーに郡山市民が普段通りの生活をしている姿を見ていただくことでした。結果、全て

の行事に大勢の会員が積極的に参加してくださいました。パーティーには16名のアンバサダーと63名の日本人が

参加し、有意義な交流会を開催することができました。市の国際交流協会をはじめ、お世話になった関係者に厚く

御礼申し上げます。 

ただ「さんかくプラザ」の女性職員の対応が悪く、いやな思いをしたことだけが残念でした。 
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とは関係がなかったのですが、以前、国際交流の場で 

               演奏したことがあり 

               雰囲気を知っており 

               ましたので、アトラ 

クションのお話をお 

受けしました。 

 自国の楽器を知るこ

とは、他国の文化を理解することにつながると、日頃

信じています。演奏後、「Beautiful」のお声をいただ

き、和の音色を共有できたことに感激。日本文化の紹

介のために少しはお役にたったかなと、うれしく思い

ました。 

 

I can make a difference  今川 留美 

 原発事故以来「フクシマ」という地名が世界的に有

名になってしまいました。次々と明らかになる事実に

失望と無力感を味わいました。 

 ＦＦの活動を知ったのはそんな時でした。偶然目に

した新聞記事に「海外市民の受入、今年は16名」とあ

り、興味を持ったのが始まりです。 

 参加したパーティーの当日、終始和やかな雰囲気に

包まれて、どこか前向きになれないでいた私も、心の

曇りを意識せずに、とても楽しい時間を過ごすことが

できました。 

「小さな新しい行動が、新たな変化をつくり出す」～

ＦＦの活動を通してmake a differenceということを自

分なりに模索していきたいと思います。 

 

初めての受入        吉田 純子  

            我が家にいらっしゃった 

イアンは、日本訪問が 

初めてということでし 

た。お箸の使い方を始 

め、いろいろ勉強され 

てきた様子ですが、日 

本語はほとんど話されません。 たどたどしい私達の 

英語を頼りの５日間でした。しかし、不思議と私達の 

気持ちは伝わり、イアンの心も伝わってきました。 

時にユーモアあり、突っ込みによる苦笑い（その後は 

大笑い）などもあったくらいです。これは何よりイア 

ンが前向きで礼儀正しく、少年のように純真な心の持 

ち主だったからだと思います。 

 無事帰国されたというメールが届いた今、“人ってみ 

な同じ”という気持ちを新たにしています。 

皆さんの応援に感謝します。 

 

深めた国境を越えての友情  橋本 真澄             

 我が家にはドナさんとビッキーさんを受け入れまし 

た。ドナさんは物静かな落ち着いた方、ビッキーさん

は活動的でパワー溢れる方、とても対照的な二人でし

た。毎日の朝食を残さず食べていただき、毎回写真に

収めて下さり、とても嬉しく思いました。 

               フリーデーはドナさ 

んは津波跡見学へ。・ 

ビッキーさんと私と 

主人は大七酒造見学 

へ。利き酒を全て飲 

み干して、ほろ酔い

気分で二本松の町を散策しました。 

 またドナさんはテニスがお好きということで一緒に

プレーして楽しみました。「今度シカゴに来たら全米オ

ープンのチケットを用意しておくから、ぜひ来るよう

に・・・」と言われました。 

 その他、カラオケをしたり、煙草のキセルも初体験、

そして着物を着て再びお茶室に招待される茶道体験等

多くの日本文化に触れることができ、とても喜ばれま

した。お二人からとてもパワーをいただき、国境を越

えて友情を深め合えたと思います。あっという間の６

日間でした。 

 

スマホおばあちゃん      長谷川 光恵 

 我が家にステイしたのは、オーストラリアから参加

のアネット＆ピーター夫妻でした。スマホを自在に使

いこなす今時のおばあちゃん・アネットは、震災でひ

び割れた我が家の壁、娘達のピアノ練習、ふたが自動

開閉するトイレ、日々の食事、赤瓦になった鶴ヶ城、 

雨にぬれる東照宮、そして奥松島～石巻辺りの今尚残

る巨大津波の痕跡等々・・・・ありとあらゆるものを

動画に残して行きました。（山梨で撮ったという清水国

明さんの動画もありました。）自分の目で確かめたかっ

た「日本の今」をお孫さん達に見せるのだそうです。

そして、いつか私たち家族がオーストラリアの彼女等

を訪れた際に鑑賞会をするのだそうです。そんな日が

近い将来本当に来るかも……。楽しみです。 

 

太 鼓 判         高野 左起子 

 震災で我が家は損傷も少なかったのですが、高級食

器が壊れ安物食器ばかりが残りました。想定外の事が 

起き、平穏無事がどんなに幸せで大切な事か、身にし

みて分かりました。 
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 我が家にいらっしゃったアンドリューさん（原子力科

学者）とアイリーンさんは穏やかなご夫妻でほっとしま

した。フリーデイの時、ツナミの跡を見たいとおっし

ゃったので、いわき・豊間に行き、津波の跡を見て愕

然としました。 

お別れの前の日、 

アイリーンさんに 

「あなたはなぜ姿勢 

が悪いの？」と聞か 

れ、私は「持病と地 

震と放射能が恐しくて悪くなった」と言ったら、彼は

「郡山は大丈夫ですよ。長崎、広島で被爆した人達は

今でも長生きしているのだから。」と太鼓判を押して下

さいました。それから胸を張って歩いています。 

 

ディナーホストを体験して  大槻 修子 

我が家にお招きした方は、今回のEDであるカナダの

アンドリュ－とアイリーンご夫妻、それに国分さんと

その客人のオーストラリアのターニャにも合流して頂

き、私の夫を含む６人でのディナーとなりました。 

初対面ながら、彼等の親しみある雰囲気に包まれ、

リラックスして食事をお出しすることができました。

私の英語は充分には届かなかったでしょうが、夫や国

分さんのお陰で、アンドリューの会話も途切れずに、

アイリーンは中々の理論家で、ターニャは温和でやさ

しい人柄等が感じられ、楽しい時間を過ごすことが出

来ました。三人のアンバサダーの方々にも、程よく楽

しんで頂けたようで、ホッとした思いでした。合流し

てくださった国分先生に感謝です！ 

 

ディナーホストをして   田巻 つや子 

ディナーホストは二度目です。今回はアメリカ、台

湾、イギリスの方でした。皆さんにどんな食べ物が良

いだろうと思い、七種きんちゃくの煮物や青葉としめ

じの和風ドレッシング和えなど、メインは変わり巻き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿司、それに私の姉 

による巻き寿司のパ 

フォーマンスでした。 

中には、巻き寿司は 

自分でも作った事が 

あるけれど、こんな 

のは初めてとの事で、とても喜んでいただいたように

思います。 また、会員の笠間さんにもお手伝いいただ

き、英語の出来ない私でも、矢吹さんや笠間さん、娘

の通訳で楽しく過ごせました。そして今回も又、姪の

息子に羽織・袴で詩吟を吟じてもらい、これも喜んで

いただいたように思います。 

 

仮設住宅とグランデコ   佐藤 紀男 

 ４月28日に、網代さん受入のアンバサダー蔡月花さ

んのデイ・ホストをする機会に恵まれました。 

 台湾に無いものを見せようと、まず向かったのは旧

農業試験場跡地にできた富岡町の仮設住宅です。おば

あさんが編み物をしているところが見えたので、女性

は時間の使い方が上手ですが、男性はパチンコや飲み

屋で暇つぶしをすると説明したら、暇なときの行動パ

ターンは万国共通なのか、下手な英語にもかかわらず

納得していただけたようでした。   

                次の目的地グラン 

デ              デコでは、雪の上を

歩くことやスキー場

のゴンドラに乗る体

験をしてもらいまし

た。 

彼女は終始上機嫌で、よその子供にもカメラを向け 

写真を撮りまくっていました。 聡明な彼女と前日の 

ディナーからフェアウエルパーティーまでご一緒でき、 

私にとっても良い体験になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンバサダー : ホストファミリー マッチングリスト 

Eileen Howell & Andrew Stirling   (カナダ) 高 野 左起子 Tatiana Spence         (オーストラリア) 国 分 弘 子 

Virginia Boehme              (アメリカ) 矢 吹 光 子 Ian Wilson           (カナダ) 吉 田 純 子 

Christine Castledine              (イギリス) 寺 澤   功 Donald Reback         (アメリカ) 平   伸 子 

Lisa Chin-Feng                 (台湾) 

Huei Ping(Kathy)Hsu             (台湾)  

佐々木 和 彦 
Annette Watson & Peter Watson 
                        (オーストラリア) 

長谷川 光 恵 

Vicki Parker                    (アメリカ) 

Donna Salvatore                (アメリカ) 

橋 本 真 澄 
Connie Williams & Myron Williams 
                            (アメリカ) 

縫   洋 子 

Juana Tsai                        (台湾) 網 代 純 子  
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5月7日（月） 早朝出発 
             奥秋 和夫 

早朝午前４時、郡山をバスで出発、成田空港へ。バ

スの中で眠る人が多いかと思いきや、テンション上が

りっ放しの女性もチラホラ・・・ 男性３人女性６人の旅

は、予想通り？ 女性優位で始まりました。 

成田からオランダ・アムステルダムまでおよそ11時

間半のフライト。さらに飛行機を乗り換えベルギーの

ブリュッセルまで40分、現地時間夕方６時にベルギー

到着。空港ではブリュッセルクラブのＥＤ・リセッテ・コ

バートさんらホストファミリーの人たちが温かい笑顔で

出迎えてくれました。「さぁ、ホストファミリー宅で長旅

の疲れをゆっくりと・・・」と我々９人が頭に描き始めた

途端、「これから列車に乗って、遠い人で２時間ほど

かかります」の声、思わず「えぇ～！」 

結局、奥秋・箭内・矢部・大西の４人がブリュッセル

から一番遠い、北海に面した港町・オステンドまで連

れて行かれることになりました。 

 しかしこのオステン

ドがとても美しく、清

潔で、雰囲気のある

街、ひと目で気に入

って、疲れもどこへや

ら、ホワイトアスパラを

新米新米新米新米EDのののの つ ぶ や きつ ぶ や きつ ぶ や きつ ぶ や き  
なぜ私がＥＤになったのか、いま思い返してもその経緯が定かではない。昨年秋「来年の渡航はベルギーで

す」スタッフ会議の席上でそんな発表があった。その瞬間、甘党の私の脳裏にチョコレートとワッフルが浮か
んだ。それが運の尽き。何を口走ったか分からないが、次の瞬間、会長から「はい、では奥秋奥秋奥秋奥秋さんさんさんさん、ベルギー
渡航のＥＤをお願いします」・・・ 

それから８ヶ月、相手のブリュッセルクラブとの交渉、勤務先の大学から休みをもらうための学長との交渉
（いたずらっぽい目で、「帰ってこなくてもいいぞ」と脅された）、参加者を１人でも多く集めるためのＰＲ
活動等など・・・その心理的プレッシャーは想像以上のものだった。それでもベテランスタッフの献身的サポ
ートをいただき、新米ＥＤも何とかベルギー渡航の実現にこぎつけた。渡航１週間前、相手のブリュッセルク
ラブから送られてきたベルギー滞在中のスケジュール表を見てビックリ、毎日びっしりとベルギー各地の観光
が入っている上、聞いたことのない名前の都市を公式訪問し、市長との会見と書かれている。これはまたして
もプレッシャー。しかし、ここまでくると「あとは野となれ山となれ」、開き直りの精神で行くのみ。 
「いざ、ベルギーへ！」 

受入ホストとの組合せ 

矢部宏子・大西富士子 /  Lisette & Walter  

奥秋和夫・箭内美夫   /  Martin & Agnes 

車田美枝子          /  Frida Willecomme 

野田節子・橋本真澄   /  Pierre & Maltine  

網代 純子          /  Marleen De Mil 

大坂昭夫            /  Etienne & Jeannine 

広範囲にわたったホスト家族広範囲にわたったホスト家族広範囲にわたったホスト家族広範囲にわたったホスト家族    FF Brussels-Pajot Exchange日程    

5/ 7（月）郡山～成田～アムステルダム～ブリュッセル 
～ホームステイ先 

5/ 8（火）デンデルモンデ市長との会見､工場見学観光､

ウェルカムパーティ 

5/ 9（水）ゲント市訪問・観光 

5/10（木）ブルージュ市訪問・観光 

5/11（金）アントワープ市訪問・観光 

5/12（土）ブリュッセル市訪問・観光～お別れパーティ 

5/13(日)フリー デイ 

***************** 

5/14（月）9時頃、専用バスで、オランダ・フェンローへ  
国際園芸博覧会｢フロリアード２０１２｣観光 

5/15（火）アムステルダム・キューケンホフ公園～ 
ハーグ市立美術館、ゴッホ美術館 

5/16（水）午後、アムステルダム発～帰国へ 

5/17（金）朝8時半頃成田着、専用車で～郡山に 
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使ったベルギーの家庭料理とビールのもてなしを受

け、初日から、すっかりベルギーのとりこになりました。 

 

 

  5 月 8 日（火） デンデルモンデ市 

この日はブリュッセルに隣接した都市、デンデルモ

ンデ市を公式訪問しました。デンデルモンデ市は世

界文化遺産に登録されている市庁舎と鐘楼修道院な

どがある中世の面影を色濃く残す落ち着いた街です。

市内見学の後、市庁舎を訪問、Piet Buysse市長に

会見し、歓迎の言葉と共に、10年に一度行われる教

会行列が描かれた、額入りの絵が我々に贈られまし

た。 

 我々からは記念に

三春駒を贈りましたが、

デンデルモンデは、

昔から馬にまつわる

言い伝えが多くあると

いうことから、大変喜

ばれました。 

 昼食にはウサギの肉を賞味、淡白でおいしかった。

食べ物の話が続きますが、ベルギーといえばチョコレ

ート、そのチョコレート工場も見学しました。ここではリ

キュールと卵黄、フルーツなどを混ぜ合わせペースト

状にしたものも製造しており、チョコレートとともに試食

させてもらって、またひとつベルギーの味に親しみま

した。 

 夜は近くの町で、手作りのウェルカムパーティのも

てなしを受けまし

た。ここで出たの

は、ビーフシチュ

ーとフリッツ（フラ

イドポテト）。因み

にフライドポテト

はベルギーが発祥の地とのこと。

「マクドナルド」ではないんですよ。 

ともあれ、朝から晩までベルギー

の味を堪能、さすが美食の国、

「ブラボー！」 

 

 

５月９日（水） ゲント市内観光  

大西富士子 

ゲント市は、ブリュッセルの西方に位置し、16世紀

に黄金時代を迎え、現在では近代産業都市として栄

えている街です。路面電車で市中央部に降り立つと、

高さ91mのギルド繁栄のシンボル「鐘楼」、祭壇画『神

秘の仔牛』が掲げられている「聖バーフ大聖堂」、ゴシ

ック建築の最高傑作ともいわれる「聖ニコラス教会」な

ど、どれもゲントの繁栄を象徴する代表的な建築物が

並んいました。その他、ホテルや市庁舎などの荘厳な

建物群に圧倒され、まるで中世の世にタイムスリップ

したかのような錯覚さえ覚えました。 

 ランチ後、観光目玉の一つ、運河クルーズへと出航

しました。水際のゲ

ントは、石造りの倉

や工場が立ち並び、

中世以来の労働の

辛苦を物語ってい

るように感じられま

した。 

 約35分のクルーズを楽しんだ後は、ゲント駅に戻り、

夫々のホスト宅へと解散しました。 

「中世と現代が美しく調和した都」の観光を満喫し

た一日となりました。 

 

 

５月１０日(木) 水の都 ブルージュ 

箭内 美夫 

 ブルージュの町を流れる運河には50以上の橋がか

かり｢水の都｣といわれて

います。運河を利用した

貿易で12～13世紀ごろ

最も栄えましたが、その

繁栄期に作られた美し

い中世の街並は｢歴史

地区｣として世界遺産に登録されています。 

 午前11時近く、ブルージュの駅に集合。そこから愛

の湖公園～ペギン会院(世界遺産)～聖母教会～市

庁舎～マルクト広場

(世界遺産)と徒歩で

巡りましたが、中世

の景観と自然の美

が新緑と相まってと

てもきれいでした。 



- 9 - 

 昼食後、これも世界遺産である｢鐘楼｣に366段の急

な階段を登り一望しました。赤屋根の街並がとても幻

想的で美しく見えました。 

今夜の食事はホ

ストの姉（今回の受

入EDで、矢部・大

西さんがステイして

いる）の家で摂るこ

とになりました。そ

こには娘夫婦も来

ており、合計９名の賑やかなディナーとなりました。娘

婿はとても料理が上手でトマトスープ、ビーフステーキ、

デザートと、どれも旨かったです。 

 最終日に、ホストにお願いして北海岸を往復60Km

ほどサイクリングしました、

完備されたサイクリングロ

ードと何処までも続くロング

ビーチを走るのは、とても

気持ち良いものでした。私

のブログにもレポートして

ありますので、良かったら見て下さい。↓  

http://yosh871.blog37.fc2.com/blog-entry-202.html#end 

 

 

５月１１日(金) アントワープ市内観光 

矢部 宏子 

アントワープは、今回の

渡航で訪れるのを楽しみ

にしていた場所でした。

「フランダースの犬」の舞

台にもなったところだから

です。ルーベンスの絵を

見るのも目的の一つでし

た。ルーベンスの家の見

学後、いよいよ「ノートルダ

ム大聖堂」へ。ここには、

あの有名な「フランダース

の犬」のネロ少年を魅了し

たというルーベンスの絵が

ありました。さすがに本物

は迫力があり心惹かれま

した。その後、ダイヤモン

ド館や、歴史ある沢山の

建物も見ました。行きたか

ったアントワープに行くことが出来て満足しました。 

 私たちのホストは、リセ

ッテと言って、オステンド

の町のビーチのすぐ傍に

あるマンションに住んで

いました。娘さんが３人い

て、お孫さんも３人います。

母の日のイベントには家族がみんな集まり、盛大にお

祝いしていました。と

ても幸せなお母さん

でした。今回はＥＤだ

ったので、ちょっと忙

しかったようですが、

歓待してもらって本当

に良かったです。美しいビーチも散歩出来たし、素敵

な思い出になりました。 

 

 

5月12日(土) ブリュッセル観光 

橋本 真澄 

6日目、首都ブリュッセルの街を観光しました。風は

冷たかったものの青空も見え爽やかな一日でした。印

象的な美しいフランスゴシック様式が建ち並び、中で

も11～12世紀に市場が開かれた中心広場・世界遺産

「グランプラス」には、市庁舎や様々なギルドハウスが

建ち並んでいました。

市庁舎で結婚式を挙

げられるという日本で

は有りえない光景で

すが、挙げたばかりの

幸せなカップル達に

出会うことが出来まし

た。広場一隅のレストランで、みんなで昼食、野菜と

ベーコン等が盛られた大皿を美味しく頂きました。 

ランチタイムに、ベルギーの

友人二人と会うこともでき、話の

花が咲きました。なんと！FFメン

バーの奥秋さん・矢部さんとも

面識がおありという事で、ちょっ

と驚きでした。グルメ横丁には

甘くて美味しいワッフルも並び、その先には小便小僧

が観光客のカメラを浴び、

嬉しそうに見えました。 

夜は楽しいフェアウェル

デイナー、ウェルカムの時と
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は打って変わってバイキング形式の御馳走です。ワイ

ンも豊富にあって、疲れを癒しました。 

私たちFF郡山のグループは、成田行きバスの中で

練習した「花」と「見上げてごらん夜の星を」を披露し

ました。思ったより上手にできたと思います。大坂さん

の阿波踊りも拍手喝采でした。楽しくも、名残惜しい

夜でした。 

 

 

5月13日(日) ビールの国に乾杯          
車田美枝子 

 今日はフリーデイ。朝はゆっくり９時に起きて、パン、

ハム、チーズなどの朝食。毎朝同じメニューだが、75

歳という高齢で、食事を用意してくれたのは大変だっ

たろうと思う、疲れていたに違いない。その後、車で公

園へ…、バラ園があったが、まだ開園していなくて、

彼女は「また来週来ようか？」などと言っていました。

公園の中を少し歩いて行くとレストランがあり、お客達

がビールを飲んでいた！午前中なのに……！ 私達

も座って、彼女はビール、私はレモンスカッシュを飲

みました。朝からビールを飲む人もいるようですし、昼

は普通にビールを飲んでいます。そういえば、こちら

のFFメンバーも昼食時、ワインやビールを飲んでいた

…… 私もお相伴して飲みました。 

 午後、息子さんの

家へ。この日は丁度 

“マザーズディ” だ

った。彼女はプレゼ

ントをもらったり、シ

ャンパンもご馳走に

なったりしていました。

帰り際、夕食の準備をしていた様だったが、彼女にご

馳走する様子はないようでした。テーブルに並んでい

たのは家族分のお皿だけでした。  

 ・・・Oh My Goodness!!!  少し彼女が可哀そうに感

じられました。楽しかったけれど、疲れた一日でもあり

ました。 

 

 

5月13日(日) フリーデイ             

大坂 昭夫 

昨夜のフェアウエルパー

ティで、団体行事が終了し、

今日は私とホストファミリ-だ

けのフリーデイです。今日

の予定は、花の店と教会の

見学。午後は息子さんの新

築なった大きい家の訪問と、

ベルギー国王が年に１週間

ほど泊まる、オオイドンク城の庭を見学。夜は、サンク

スギビング・ディナーで奥様の母の日のお祝いと、ご

主人の誕生日が重なるハプニング……  レストランで

乾杯しました。 

普段はアルコールを一切飲まない私が、赤ワイン、

白ワイン、ビールと、ほぼ毎日嗜んでいる美味しいア

ルコール。 

私のホスト、エリーネン

(夫)は、出迎えから見送りま

で、ずっと行動を共にし、奥

様のジェイーネンは、家事

をしながら、デンデルモン

デの市長表敬訪問や、アン

トワープの観光に同行して

いただき、最高の歓迎を受けたグッドマッチングでし

た。 

 うかつにも、携帯電話の充電端子を忘れてしまった

ので、７日間一切、家との連絡が取れず、仕事を忘れ、

ホストとの交流が夢のような１週間でした。帰り際に、

ホスト夫妻が二、三年後には、我が家にステイ戴ける

事を約束できました。今回も又、FF交流の醍醐味を

体感することが出来、個人旅行では有り得ない貴重

な経験と、感動を思い起こしながら、もう少し、リーズ

ナブルな旅行費用に出来ると有難いと思います。 

 

 

5月14日（月）オプショナルツァーオランダへ 

網代 純子 

 朝９時半、いよいよステイ先に別れを告げ、ブリュッ

セル駅からオランダへ向けバスで出発。ちょうど昼頃

に、フェンローの国際園芸博覧会「フロリアード2012」
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会場に到着。ここでは、皆それぞれ自由に会場内を

見て過ごしました。

残念ながら、チュ

ーリップは殆ど花

期が終わり、あま

りきれいではあり

ませんでした。 

その後、再び

バスでアムステル

ダムに向かいました。夜はホテルでのんびり。久々に

バスタブにつかり、一週間の疲れを癒しました。 

私のホスト・マルリーンは美しい50代のキャリアウー

マン、息子の

マルティンは

ハンサムな高

校生。明るく、

優 し い ２ 人 と

共 に 、 と て も

楽しい一週間

を 過 ご し ま し

た。家は古い貴族の館のように素敵で、彼女の手料

理も薄味で美味しかったのですが、日に日に疲れて

いくのが分かったので、一生懸命もてなして頂くのが

申し訳ないような気持になりました。ベルギーを発つ

前日はちょうど母の日で、彼女の３人の子供達と、そ

のボーイフレンド、ガールフレンドが集まり、夕方から

シャンパンやワインを飲んで楽しい一夜を過ごしまし

た。いつか日本で再会できたらと思いながらハグをし

て別れたのでした。 

 

 

５月１５（火） 歩いて 飲んで 触れ合って 

                         野田 節子 

いよいよ最後の日です。昨日のフロリアード２０１２

は、期待はずれで、オランダらしいチューリップや美し

い花々は、キーケンホフ公園で楽しむことができまし

た。その後、ハ

ーグに向かい

市立博物館で

フェルメール、

デルフト等、多

数の名画を、

車田さんの解

説もあって２倍

楽しみ、アムステルダムに戻ってゴッホ、国立美術館

と美術館巡りの充実した一日でした。 

1999年ハノーハー渡航以来の参加でしたが、ＦＦ

ならでの人との触れ合い、震災や原発を心配してくれ

るメンバーの心に触れ元気になれたように思います。 

ホスト・PierreととととMartineは、私たちを三才児と思っ

て預かってい

る と 言 わ れ 、

窮屈な思いも

しましたが、駅

までの毎日送

迎に感謝しま

した。母の日

に は 、 ア フ リ

カ・トーゴの子供達に学校建設の寄付を目的としたブ

ランチを準備してくれ、娘さんも一緒に母の日を祝う

サプライズをしてくれる優しさも感じました。 

毎日一万歩以上歩いての観光でしたが、世界遺産

と運河と新緑の中、疲れはベルギービールで回復す

る毎日でした。 

 

 

終わってからのつぶやきつぶやきつぶやきつぶやき  

「いざ、ベルギーへ！」とまあ勇んで出かけたヨー

ロッパ渡航でしたが、成田空港に降り立ったとたん、

よろよろよろ~「疲れたぁ～」が本音だったんです。 

でも皆さんの日誌にもある通り、少々きついスケジ

ュールも、終わってみれば楽しい思い出ばかり。これ

もすべて、ブリュッセルクラブホストの皆さんの「愛

する故国ベルギーを少しでも多く見せたい」という熱

意の表れだったのでしょう。それにしても旧いものを

大切にする心、省エネや環境保護に対する意識の高さ

など学ぶことも多いベルギーでの交流でした。ブリュ

ッセルクラブの皆さん本当にありがとう。皆さんの心

のこもったホスピタリティは決して忘れません。 

 それからアンバサダーの皆さんありがとうございま

した。皆さんの支えで無事にEDを勤め終えることが

できました。心から感謝いたします。 

 いつか皆さんと再び渡航することがあったら「また 

私がEDを・・・」 おっと口は災いのもと、お聞き

流しを。                奥秋 
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事務局から 

新入会会員を募集しています！ 
 友人・知人を誘ってみて下さい！友人・知人を誘ってみて下さい！友人・知人を誘ってみて下さい！友人・知人を誘ってみて下さい！ 

新入会員名紹介新入会員名紹介新入会員名紹介新入会員名紹介 (4-5月) 

・岡部 一宏さん 
     郡山市菜根（斎藤さん紹介） 

・野口英恵子さん 
     郡山市大槻町（片岡さん紹介） 

・吉田 純子さん 
     郡山市安積町（縫さん紹介） 

ＦＦ Ｓｕｎｓｈｉｎｅ Ｃｏａｓｔクラブ招待… 
東日本大震災被災高校生 
ホームステイ支援プログラム 
      参加者募集！ 
 

派遣期間：2013年3月24日(日)～4月2日(火) 
派遣場所：オーストラリア・ブリスベン 
 
募集対象：東日本大震災の地震、津波、原発 
       被害で郡山市及び周辺地域に避難 
          (転居）している高校 1、2 年生 
募集人数：10名（宮城クラブも10名募集予定） 

支援内容：往復航空券、宿泊（ホームステイ）、 
食事、観光など滞在中の経費 

本人負担：パスポート取得費用、 
自宅から成田空港迄の移動費用、 
海外旅行保険(任意) 

付添い： ３名（フレンドシップフォース会員）予定 

 
 締切り ： ２012年８月31日 
  市内高校へも案内が行きます。 
 FF会員知己の方もご推薦下さい。 

問合せ： 蓋(きぬがさ) 康 さんへ 
Tel : 090-9747-9264  
Email : ff-kinu@ht-net21.ne.jp 

山形・馬見ヶ原崎川-河川敷で…  

FF山形・FF郡山・FF宮城・FF新潟・・・４クラブ合同 

＊9月中旬～10月中旬の平日予定 

＊参加費用…2,500〜3,000円予定 

＊詳細が確定次第、改めて事務局から、皆さんにお知らせ致します。 

芋煮会に参加しませんか？ 

…帰途中に 上山・葡萄狩りと高畠ワイナリー・ワイン試飲… 

秋の交流 
日帰りバス旅行 

 

 

 

 

 

FFI世界大会：広島から平和と友情を！ 

参加者募集中 

最終〆切７月末の予定 

参加費：27,000円（旅費・宿泊は別途自前で)  
       日本語通訳のヘッドセットあり 

詳細問合せは下記 会長・事務局へ 
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別刷 差し込み版 

２４年間……  

              平 伸子（郡山市逢瀬町） 

FFとの出会いは、1988年６月 

のFFダビュークでした。ひょんな 

事から急遽の代理Host Familyを 

引き受ける事になったのです。その10日後には、我が家の一員

としてアンバサダーが訪れました。 その時、長女６歳、次女２

歳、息子１歳、よくステイしてくれたと思います。 この記事を書く

に当たって、会報DEARを読み返しました。手書きの「えふえふ」

に始まり、白黒刷の「DEAR」。 そして、今のカラー刷「DEAR」と

ホームページです。 その中には、子供達の成長がうかがえる写

真入りの記事も沢山あります。 初めて受入EDをやった時は、

Faxの意味と使い方も分らなかったのに、今ではE-mailでの情報

交換……。 あまりの時代の変遷、機器の進歩に目を見張るばか

りです。結婚生活３０年中、FFとは２４年間で、Host Family１１回、

ＥＤ二人合わせて７回。 私達の生活の大きい部分を占めている

と思います。 

今回のグローバルエクスチェンジの経験は、改めてFFの素晴

らしさを感じた次第です。 そして、私達の家族は世界中にいると

いう事を認識しました。 

 

FF郡山クラブにお世話になって 

              高垣 孝（東京都町田市） 

西東京クラブのメンバーだった私 

は、1997年から半導体関係の仕事 

で、会津若松に単身赴任するように 

なり、偶々仙台で開かれた日本大会 

で、村田元会長にお会いする機会

がありました。そこでお勧めを受けたこともあり、会津に近い郡山

クラブにも入会することにしました。 

受入ホスト、渡航以外の合唱部、デイホスト、歓迎パーティ及

び、ＦＦ以外の国際交流活動を通じて、西東京クラブとは違った

ＦＦ活動を体験することが出来ましたので、郡山クラブの皆様に

は大変感謝しています。２００６年からは東京に戻りましたが、合

唱部の活動には引き続き参加させていただき、斎藤先生のユー

モアに富んだご指導を受けて、楽しく歌っています。今後も時間

の許す限り、郡山クラブの活動に参加したいと思っていますの

で、よろしくお願いします。 

FFの会員になって 

寺澤 功（郡山市大槻町） 

FFの存在を全く知らなかった 

2000年にホストを依頼され、アデ 

レードからのBobbie.&.Robinご夫 

妻を受け入れたのがＦＦを知るキ 

ッカケでした。しかしＦＦ郡山に入

会したのは職場を退職してからの2006年からになり、今年で７

年目になります。 

 受入は、シドニー、エジプト、イングランド、それに国内交流で

は、FF愛媛です。 訪問は今のところシドニーだけです。 

 正直、なかなかＦＦに馴染めずにいましたが、DEARの編集委

員に加えてもらったこと、そして昨年からスタッフの一員になっ

たことで、ようやく会員としての居場所を見つけ始めています。 

趣味の一つであるキャンピングカーライフとFF活動の広がり

を中心に、今後は国内外共に、人と交わることの楽しさ、喜びを

体感して行きたいものです。 

 

一石三鳥  

                高野左起子（郡山市桃見台） 

月日の経つのは早いもので、 

私がFF郡山に入会して24年に 

なりました。学生の頃より私には 

夢がありました。それは外国の 

人と自由に話しをし、色々な 

国々を見て回りたいと云うことで 

した。 ただ結婚をし、四人の子

供が授かり、子育てに忙しく、思うようには参りませんでした。 

上の子が 15 才になった時、私はある病気にかかりました。そ

の時、この会に入り外国人と交際したいと決心しました。当時、

外国人が見えると柱に隠れていた子供達も、今は、海外旅行は

もとより、仕事で、中国・米国へと出張するようになりました。 

又、私の家にいらした外国の方々とは、今でも交際が続いてお

り、こちらから、私が訪ねたりしています。私の望み、子供の教

育、そして、国際交流という、正に一石三鳥が叶えられたので

す。支えてくれた家族、色々とお世話になった FF クラブの方々

に感謝します。 

新たなコーナーです。～  自分のことや家族のこと・趣味や特技・FF郡山のことなど自由に 

書いて頂いて自己紹介とします。会員間の理解を深めるのに役立てばうれしいです。 

2010年、エジプトにLailaさんを訪ねて 


