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 ６月 20 日、18 名は成田空港を飛び立ちました。ト

ロント経由オタワまでの長いフライトを終えて空港に

着いた時、Andrew、Eileen、Ian（オタワクラブ）と

FFI Brown会長が出迎えてくれました。 
 ７日間のホームステイは、彼らの緻密な準備と行動

力で進められ、とても充実して素晴らしいもので、私

たちも学ぶべきことが多々ありました。 

 私たちは各家庭に２人ずつ１組で１週間ステイしま

したが、彼らはNight Host、Day Host、Dinner Host が
チームとなって受け入れてくれたのです。ですから

Night Host は、昼間は仕事に行くことも可能で、私は

自宅のカギを預かり、迎えに来てくれた Day Host と

共に出かけるという毎日でした。また外出先で、４時

位に解散というときは、Dinner Host の家に行くまで

の時間を、自宅を提供して休ませてくれた Day Host

もいました。オタワクラブがこのようなシステムをと

るのは、できるだけ多くの会員がこの Exchange に関

わって、私たちと出会えるようにとの計らいでした。

ですから私たちは数えきれないくらい多くの会員の方

たちと話せました。さらに彼らの柔軟な考え方で、会

員以外の方にもDinner Host をお願いしていました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オタワクラブは年間８回の Exchange をしているの

で、同じく訪問中だったトルコの FF クラブの方とも

パーティーで出会え、互いに良い思い出になりました。 

 ６月で退任する FFI の Brown 会長が、最後の仕事

として、Welcome Lunchに出席してくれました。昨年

の Global Exchange の実現に尽力して下さったので、

嶋会長からの感謝の message を持参し、代読させてい

ただきました。感慨深く聞いておられ、郡山の活動を

喜んでおりました。 

 私が FF の渡航に参加して、今回初めて経験したこ

とがありました。それは、オタワ日本協会へ協力を求

めて、通訳ボランティアを用意してくれたことです。

オタワに住んでいる日本人や、日本に滞在経験のある

方で、延べ 35 人のお手伝いがあったようです。観光

案内やパーティーでの通訳等で活躍してくれました。 
 原発事故から２年経ったフクシマのことを気遣って

くれる方も多くいて、市役所から戴いて持参したパン

フレットも大変役に立ちました。 
 参加者同士も協力し合い、一人ひとり楽しみながら、

このExchangeを盛り上げてくれました。 
 最後になりましたが、この渡航を支えてくださった

多くの皆様に感謝申し上げます。                        

F F郡山会報   

ED 矢矢矢矢 吹吹吹吹 光光光光 子子子子    

＜リドー総督邸にて＞ 

多くの出会いに恵まれて、オタワを満喫！ 
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＜空港で大勢の出迎えを受けた＞ 

＜オタワ川から見る国会議事堂＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２０日（木） 旅の始まりと交流のスタート 

                寺澤加奈子 

 成田を出発して日付変更線を通過し、トロントで乗

り換え、14時間後に元気にオタワ空港に降り立った。 

 オタワクラブの多くのメンバーの温かい歓迎を受け

迎えにきてくれたホスト

と握手やハグで笑顔で 

の交流がスタートした。 

夜８時といってもまだ

日が沈まず明るい。 

我がホストのLindaは

「市内をドライブしてから帰りましょう」と約１時間にわ

たり、街の概要を説明し案内してくれた。 

 首都オタワは、川と運河を中心に緑多い落ち着いた

街で、オタワ川の対岸に沈む美しい夕日を見て、こ 

れから始まるオタワの一週間にワクワクした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２１日（金） オタワ川クルーズ 

                          寺澤 功 

 空は真っ青なビューティフルデイ。午前中は時差

による体調管理のため各自がホスト宅で自由に過ご

した。 

 午後はオタワ川クルーズである。乗船場に集まった

メンバーは互いに How are you? の連発。一夜にし

て英会話に馴染み、笑顔笑顔での情報交換が行わ

れた。 

オタ ワ川の船上             

から見るオタワの街 

は、各国の大使館

や国会議事堂が緑

に映えて美しく、の 

んびりクルーズを楽しんだ。 

６月２２日（土） 教会でウエルカムランチ 

                          塩谷好子 

 ６月で退任する FFI のブラウン会長も参加してのウ

エルカムランチに、私自身初試みの和服姿で参加し、

日本文化紹介の一助にした。 

 ランチの前に、多くの人との出会いと会話によって、

より深い理解を！との発想から、アンバサダ－二人と

ホスト、日本語が話せるボランティア一人が入って一

グループとなりミーティング。十分過ぎたらホストだけ

が別のグループに移動してミーティングという形で６０

分ほどの時間が組まれた。 

 

 

 

 

 

 ウエルカムランチでは矢吹さんが嶋会長のメッセー

ジを代読、ブラウン会長、オタワクラブのピエレッタ会

長のあいさつがあった。会員手づくりのランチで互い

に歓談し、最後に「花は咲く」の合唱で幕となったが、

FF Koriyama & FF Ottawa Exchange の日程 

6/20（木）郡山～成田～トロント～オタワ 

6/21（金）オタワ川クルーズ 

6/22（土）10 分間ずつの英会話ミーティング 

ウェルカムランチ 

（FFI 会長ジョージ・ブラウン氏出席） 

6/23（日）オメガ公園（モンテベロ）へバスツアー 

     日本語・英語学びあい 

6/24（月）国会議事堂、リドー総督邸見学 

6/25（火）メンバーの別荘で昼食 

6/26（水）文明博物館見学 

フェアウェルパーティー 

6/27（木）オタワ～トロント～ナイアガラ 

     ライトアップされたナイアガラの滝見学 

6/28（金）滝の裏側観光、霧の乙女号乗船 

     Whirlpool 見学、Skylon Tower で昼食 

     イニスキリンワイナリー～トロントへ 

6/29（土）トロント発～6/30(日）～成田～郡山 

 

 今年度のFF郡山の渡航はFFオタワとの交換交流。参加者１８名は３回の事前打ち合わせを行い、班編成

や各人の役割も決め、EDの矢吹光子さんを団長に団結よろしく、１１日間のカナダ滞在を楽しんだ。 

 昨年、グローバルエクスチェンジで来郡したFFオタワのAndrew氏、Eileenさん、Ian氏を始め、多くのFF

オタワのメンバー及び関係者との交流ができ、中身の濃い、充実した渡航となった。 

 また、FFオタワクラブの受入について、組織的で細やかな役割分担をして多くの会員が関わる対応につい

ては、郡山クラブとしても学ぶことが多く、今後の活動に役立てる必要性を感じた。 

＜グループごとのミーティング＞

＞ 

＜ウエルカムランチの様子＞ 
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＜国会議事堂内の図書館で＞ 

楽しい交流ができた。 

 夜、Andrew宅で FF トルコ（同時受入）の６名のメン

バーも参加して総勢 21 名のディナーパーティーが催

され、矢吹 ED の英語力は抜群、彼らとの会話にも遜

色なしユーモアあふれる表現と行動力は素晴らしか

った。 

ホストと過ごした時間  ワンダフルな日 

                      車田美枝子 

ウエルカムランチの後、着物を着替えてから Byward 

Marketへ。いろいろなお店が軒を並べていた。 

お茶専門のお店で、メー

プルのいい香りのするお

茶を試飲。味も良かったの

で、いくつか購入した。 

19 時にデービットが予約

してくれたレストランへ。名前は２６８、最近できた人気

のお店だという。素敵なお皿に盛られた美味しい料

理に舌鼓を打ちながらワインを飲んだ。鼻にピアスを

した店員が美人で笑顔、とても感じがよかった。 

どちらかというと消極的な私は、積極的で何事にも

躊躇しない H さんに助けてもらいながら、この夜も楽

しい時間を過ごした。 

カナダへの旅行は素敵な、癒しの時間だった。  

６月２３日（日） モンテベロ・オメガ公園 

                        橋本真澄 

 午前９時スクールバスに乗って遠足気分で出発。 

パーク内をバスでゆっくり走りながら眺める景色はまさ

にサファリー！大自然の動物王国、鹿、バッファロー 

 

 

 

 

 

 

イノシシ、狼、クマ、七面鳥、リス・・・・大きいものは車

の前を悠々歩き、好物のニンジン欲しさにバスの窓ま

で口を突出し、我先と言わんばかりにパクッと口を開

けムシャムシャ。思わずカメラシャッターを切った時の

写真は最高だった。 

昼食として配られた大きな箱には、飲み物とフルー

ツ付サンドイッチセット、楽しく皆でいただいた。 

 帰ってから、集合場所のスーパーマーケット２階で、

カナダ在住で日本語を学ぶ若い学生達と時間の過

ぎるのも忘れるほどミーティングをした。とても良い交

流の場を持てたと思う。全世界の FF クラブの仲間が

ますます増えることを期待したい。 

６月２４日（月） 国会議事堂、リドー総督邸を見学 

柳沼祐子 

 この日は、朝早い時間に集合してカナダの国会議

事堂を見学。中に入るとエリザベス女王や歴代首相

の肖像画、カナダの歴史や各地域を表すレリーフや

紋章等がたくさん飾られ、議場内は重厚なつくりだっ

た。当日は祝日だったため普段は禁止されている国

会図書館内にも入ること

ができたことはラッキー

だった。更に広場で行

われていた衛兵交代式

も見ることができた。 

 その後マーケットエリ

アを散策。 そこで、ホストのお父さんに、オタワで

つくられた手染めのシルクスカーフをプレゼントして 

いただいた。 とっても嬉しくて、その日のディナーに

着用し出かけた。 

 午後はリドー総督邸の見学。厳しいセキュリティ・チ

ェックを受け、バッグの中まで探られた。歴史的な建

物や展示品を見学したが、迎賓館の役割も果たして

いるようで、美智子さまがご滞在なさった折、眠れなく

てピアノを演奏されたというエピソードも聞いた。 

 国会議事堂もリドー総督邸も通訳ボランティアがつ

いてもらったので、大変理解できて良かった。 

   ディナーホスト宅での楽しいひと時 

                         有馬美代 

 フレンドシップフォースに入会して初めての海外渡

航参加で、不安と興味が混在していた。成田空港出

発時は、他の方々の迷惑になるのではないか、どん

なことになるだろうと不安でいっぱいだった。 しかし 

オタワ空港でホストの出迎えを受け、ホスト宅に着い

たころには、ご夫婦の優しさにほっとしていました。 

 ２４日の夕方、ホストの車で柳沼祐子さんとディナー

ホストの Miyo さん宅を訪問した。 

 両親は日本人で福島県出身との事、お母さんから

教わったお寿司、いんげんのゴマ和え、キュウリの酢

の物、焼き鳥、大根おろしなど、日本の家庭料理を作

ってごちそうになった。また福島の相馬焼のような急

須でお茶をだしてもらいながら、福島を来訪したとき

ご主人が温泉好きで入りたいが、一人では入れない

ので混浴できる大沢温泉をネットで探して入ったこと

など、日本語で上手に話してくれたので、英語に弱い

＜バスの中に平然と頭を 
突っ込みエサをねだるヘラジカ＞ 

＜お世話になったホストと＞ 
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＜踊りの輪が広がる＞ 

＜外観は曲線的で美しい＞ ＜一階のグランドホール＞ 

＜大坂さんの阿波踊り＞ 

私にとって楽しいひと時だった。 

私たちのこの日のホームステイ 

                      国分次男・弘子 

 国会議事堂などを感動して帰宅。ほっとする間もな

く、着物のファッションショーをしてしまった。 

ホストの Joanne もゆかたを持っていて、私の着物２枚

とゆかたを着せてあげた。お土産

に桐の下駄を持って行ったので

ちょうど良かった。それに私と背丈

格好も似ていて、あつらえたかの

ようにピッタリ。本当に喜んでもら

えたと思う。 

 サンクスディナーは、私が料理を得意としないことを

伝えていたので、ビジタリアン４人の合意で、ベジタブ

ルレストランへ。スペシャルレストランらしい。５０種類

はあろうと思われる料理を、少しずつとってもまだまだ

食べきれない。結局デザートまでいかなかった。 

 一つ残念なことは、生け花を教えてほしいと頼まれ

て花器まで選んで買ってきたのに、時間がなかった。

今度はこちらに来たらトライしましょう。 

６月２５日（火） 楽しい趣味に接して(会員の別荘を訪問) 

              佐藤紀男・京子 

 私たちと木村さんご夫妻は、イブさんの別荘でラン

チをごちそうになった。イブさんはハンガリー生まれで

すが、革命鎮圧のために侵攻してきたソビエト軍によ

る戦禍を逃れ、カナダに移住してきたとのこと。 

 イブさんの趣味はモーターバイクで、今はスズキの

750CC に乗っているが、次はハーレーの 1000CC に乗

りたいとのことだった。 

 

 

 

 

 

 一方イブさんのご主人の趣味は鉄道模型で、地下

室をすべて鉄道模型が占領していた。 

 私たちのホスト、ジャネットとジョージの共通の

趣味はウクレレ。二度のディナーで演奏を披露して

いただき、皆なで“you are my sunshine”を合唱

したことが思い出に残ります。 

６月２６日（水）カナダ文明博物館の見学         

              大坂昭夫・シズ子 

 今日はカナダ文明博物館の見学。集合時間前に着

いたので、展望台から目の前に広がるオタワ川のゆっ

たりした流れや、対岸の小高い崖にそびえる国会議 

事堂の絵のような美しさに見とれていた。ふと展望台

の下を見ると、何と日本庭園を発見！案内板によると、

京都の庭師一団によって、日本とカナダの文化が一

体となり、理解と尊敬を生み出すデザインに造られ

『見る人々に心の安らぎを提供する』 “禅庭”とのこと。

開園当時の高円宮殿下のお元気な姿に、日本皇室

の方々もカナダとの交流に尽くされたのだと、今回の

旅で思ったことの一つであった。 

 文明博物館は、曲線的なラインでやさしい形の建物。

１階は先住民の文化遺産が展示されていて、いろい

ろな催しが行われるグランドホール。２階と３階はカナ

ダの歴史を順序良く知ることができるようになっており

川を利用した木材産業や、毛皮商人の活躍などを学

んだ。 

フェアウエルパーティー 

                       吉田純子 

私は今回のステイ中に 

「ここであなたのすること

はただ一つ、リラックスし

て楽しむこと」という言葉

をよくかけられた。 

フェアウエルパーティ

ーでもそんな気持ちが底に流れているのを感じた。 

ステイトメント発表、各ホスト紹介、記念品交換等は

形式張らずに進み、アトラクションを楽しむこと、近く

の人との会話を楽しむこと、そのための時間をしっか

りとってもらったと思う。 

皆さんも、この一週間を惜しむようにそれぞれが会話

を弾ませていた。 

 アトラクションといえば、大坂さんの踊りが素晴らし

かった。寺澤さんと佐藤さんの二人羽織には、皆さん

お腹を抱えて笑い楽しんでいたし、日本人とカナダ人が

入り混じって踊った阿波踊りも最高だった。 

愛
用
の
バ
イ
ク
と
イ
ブ 

ラ
ン
チ
に
招
か
れ
て 
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＜１３階の部屋から見る滝＞ 
＜１３階の部屋からナイヤガラフォールズ＞ 

６月２７日（木）・２８日（金） シェラトン１３階の部屋から    

八塚住子 

２７日、トロント空港から大型バスに乗り２時間ほど

でナイヤガラに到着。シェラトンホテル１３階の窓から

雄大なナイヤガラフォールズが一望！ここはカナダ滝

とアメリカ滝の合流点。なだれ落ちる滝のしぶきが霧

となって舞い上がり、空と一体になって見える。  

 ナイヤガラフォールズは、毎年１ｍずつ浸食後退す

るそうだが、今は水量を調節して、年３ｃｍの後退に抑

えているそうだ。この日は思い思いに滝周辺を散策し

たり、食事や買い物に出かけたりして過ごした。 

 翌２８日はあいにくの曇天。バスで移動し、滝を上か

ら下から、正面から裏側から、見て回った。渦巻く霧

や水しぶき、天井からの水滴をよけるために大きなビ

ニールコート着用。そして次なる極めつけは４０数メー

トルをエレベータで下がって、「霧の乙女号」に乗船。

波は思いのほか静かだが、時々砕け散るしぶきや、

下から吹き上げる風と霧で、青いビニールコートが巻

き上げられる。およそ２０分の遊覧で、思う存分滝を堪

能した気分。 

 さらに地上１８０ｍの天空スカイロンタワーからナイヤ

ガラフォールズの大パノラマを見下ろす！はずだった

が、この頃には滝上空周辺から次第に灰色の雲が押

し寄せた。中央上空に残った白い部分に差し込む光

が、映画の１シーンのように、神秘的に感じられた。 

 その後は、3.11 の際５千万円を赤十字に送ったとい

う土産物店斎藤カナダ、紅葉の見どころのワールプ

ール、イニスキリンワイナリーに寄って、一路トロントへ。 

オタワ渡航の最後の夜となった。   

６月２９日（土）・３０日（日） 旅の終わり 

                      木村敏夫・温子 

 朝食はトロントのシェラトンホテル内で各自。私たち

は７時過ぎに朝食を済ませ、集合時間の１１時まで時

間があったので、トロントの街中に出てみた。 

１６年前、娘が語学留学に来た街なので、歩きなが

ら、ふと思いを巡らせた。他のメンバーたちも、出発ま

での時間を、それぞれ有意義に過ごされたようだ。 

空港で荷物を預けた後、私たちは昼食にお寿司を

食べた。サーモンがメインで、カナディアンロールも入

っている。日本とカナダが絶妙にマッチしている味わ 

いだった。 

機内ではオタワで過ごした素晴らしい体験とナイヤ

ガラの絶景が頭の中をグルグルして、感動や興奮が

さめやらず暫く寝ることができなかった。 

トロント発午後２時過ぎ、飛行時間約１３時間、無事

全員で成田に着いた時、安堵感と旅の充実感で心が

満たされた。ED の矢吹さん始め、今回の渡航に関わ

った全ての人に心から感謝してペンを置きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“現地でたくさんの通訳さんがボランティアでついてく

れることになった”と、最終打合わせの時に矢吹さん

から知らされた。 

 実際通訳をしてくれたのは、オタワ在住の日系人

協会の方々だった。私たちが滞在中お世話になった

通訳ボランティアは延べ３５人にもなったらしい。 

 アンバサダーとホストがグループを作ってミーティン

グする時に、グループ１組に１人の通訳さんが入りホ

ストとの会話をつないでくれたし、デイトリップや国会

議事堂、博物館やリドー総督邸の見学、Welcome 

Party の時など、多くの方々が交代で通訳してくれた

ので、とてもしっかり理解できた。 

 また、通訳ボランティアの中に福島県に深い関わり

のある方も数名含まれていて、私たちに会うことを楽

しみにしてくれていたことも知り、人と人の絆の 

深さをしみじみ感じた旅だった。（A.K） 

受入ホストとの組合せ 

矢吹光子・塩谷好子  / Eileen Howell, Andrew Stirling 

Bob Nichols 

寺澤加奈子・寺澤功 /  Linda Steingarten 

木村温子・木村敏夫 /  Petra Friedrichson 

佐藤京子・佐藤紀男 /  Janet Striha & George Steeves 

国分弘子・国分次男 / Joanne & Michael Curran 

大坂シズ子・大坂昭夫 /  Rosemary Beseau 

橋本真澄・車田美恵子 /  Kath & David Williams 

吉田純子・八塚住子  /  Susan & George Neilson 

柳沼裕子・有馬美代 / Eleanor & Raymond Coté 



 

８８８８月月月月４４４４日日日日(日日日日)、１５時～小原田公民館で、組合せマッチング会議を開きます 
何らかの役割で加わりたい会員の方 お集まり下さい……！ 
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３月・春休みに福島と宮城の被災中高生２２名をホームステイ招待

してくれたFFサンシャインコーストから１７名の方々が来訪します。 
 感謝の気持ちで、おもてなししましょう……！ 
 
  FF活動の基本は、ホームステイで行ったり来たりすることです。活動の基本は、ホームステイで行ったり来たりすることです。活動の基本は、ホームステイで行ったり来たりすることです。活動の基本は、ホームステイで行ったり来たりすることです。海外FFクラ
ブを訪問してホームステイに感激したら、今度はお返しにホームステイを受入れ

て、もてなそうとするのは自然な流れです。又、受け入れた人のところへ、後

日、プライベートで訪問しようというのも有りです。 
 
 今回、折悪しく、ホームステイを受け入れられない事情の人も、いろいろな役
割で、このExchangeに参加できます。 
 例えば、デイホスト・ディナーホスト・ウェルカムパーティー・日光デイトリ
ップに加わることで、予想以上に交流出来ます。 

主な日程 １０月９日（水）午後、名古屋から新幹線で到着 

１０月１０日（木）午前、市長表敬訪問 

１０月１２日（土）夜 ウェルカムパーティ（前/後半受入ホスト引継） 

１０月１５日（火）日光デイトリップ 
１０月１６日（水）午前、新幹線で東京へ 

 

１０月９９９９日、あの人達がやってきます！ 

２０１４年のExchangeが内定！ 
 
⦿受入は…… 
FF Charlotte 
(North Carolina, USA) 
札幌が９月下旬で、 
郡山は１０月上旬予定 
 
 
⦿渡航は…… 
FF Christchurch 
  (NewZealand) 
10月13-18日ころ、 
FFI世界大会が 
Aucklandで開催されるので、 
その前後になる……？ 

フリマ売上で日光デイトリップ！ 
５月３日(祝) ビッグパレットふくしま、で開催された 

“マンモスフリーマーケット” に出店し、 

約８万円弱の売上金となりました。これを１０月の受入交

換、日光デイトリップのバス 

代の一部に充当します。 

 物品提供・値付け・搬入 

設置・当日売り子等、のべ 

３０数名の方々に御礼申し 

上げます。 

 

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！ 

Sunshine Coast クラブロゴ 




