
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F F郡山会報   

今年度のFF交換：Exchangeは受入・渡航ともに後半の秋になってしまいましたので、今号は、４月、3年越しに実

現した“国内交流”で、FF愛媛（四国松山市）を訪問した様子と、6月末に、FF札幌（北海道）主催で開催された

FF日本大会の模様を紹介いたします。 

第６７号 (2014-2)     FF愛媛訪問・北日本ブロック会議・FF日本大会     2014年 7月 20日 
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 ５年ぶりの再会      国内交流 ED 縫  洋子  

 ＦＦと言えば「外国の人との

交流」と思っている人も多い

と思います。私もそうでした。

でも、今回愛媛クラブを訪問

し、国内のホームステイも海

外以上に楽しいこと知りまし

た。言葉や文化の壁もなく、

日本の美しい風景や世界遺産の再発見、素敵な人達との

絆を作る素晴らしい旅行になりました。 

 散らずに待っていた桜と松山城。漱石の「坊ちゃん」の世

界に思いを馳せながら入った道後温泉、会長の峯さん宅で

のホームパーティ。峯さんの素材を生かしたおいしい手料

理の数々。料理に華をそえた松山の人たちとの楽しい会話

と音楽。旅行前日まで12時間以上のハードワークをし、疲

れはピーク。にもかかわらず、ホストの森岡さんとは気も合

い、趣味も合い、夜中まで話し込んでしまいました。松山の

人たちの朗らかさ、人を楽しませる知的な会話、私達への

思いやりなど随所に感じられる楽しい旅でした。 

 

 FF愛媛を訪ねて        嶋  勇吉   

私のホストは石丸さん：元

歯科医師、奥様は裁判所の

調停委員です。大きな自宅

に案内されました。初日、５

家族合同の夕食会から帰っ

た後も、家族の事や趣味な

ど、夜遅くまで話が弾みまし

た。翌日は「しまなみ街道」を通り桜の名所を案内して頂き

ました。丁度満開で、青い海にピンクの島が点在、船が行

き交う絶景でした。 市内ホテルでの歓迎パーティ、ギター

伴奏でフォークソングを皆で歌い、郡山に来た時には子供

だと思っていた大谷薫平さんが、見事なバチ捌きで三味線

を演奏するのに聞き惚れました。郡山からは「花は咲く」の

合唱、野内さんの手品で盛り上りました。愛媛クラブの方々

に感謝申し上げます。 

 

                      奥秋 和夫   

松山城の桜、道後の湯、宇和島

湾の景色、そして美味・ポンカン、

どれをとっても最高の春でした。で

も何より心に残ったのは、松山クラ

ブの方々の温かく、さわやかなホス

トぶりです。見習いたいところがた

くさんありました。松山は正岡子規

の故郷でもあります。街のいたるところに俳句の投句箱が

設置されていました。思い出に私も駄作を一句 

「伊予の春、湯の香とさくらの おもてなし」 

 

 いい人に会えてよかった！  佐藤紀男・京子  

私たちは、５年前、我が家にステイした大谷さんのお宅に

お世話になり、最終日のタ

オル美術館では、今治市で

特別支援学級の先生をして

いる井出さんから種々な説

明を受けました。そのとき戴

いた生徒が作った“鍋敷き”

を時々使っています。寒かったのですが、心温まる3日間を

過ごすことが出来ました。 

 

 浪漫漂う松山で５年振り再会  野内 隆夫  

愛媛クラブ会員とのリターン交流、ホストの佐藤ご夫妻と

桜花爛漫の松山城が歓迎。四国巡礼札所巡り、子規と「坂

の上の雲」の秋山兄弟の生涯など、ガイド顔負けの歴史に

造形の深い佐藤さんご夫妻の説明に聞きほれ、道後温泉

につかり、ゆったりした５年

振りの懐かしい面々との交

流でした。 

 

 課題を学んだ交流  

 大坂 昭夫  

今回の国内交流では、FF

愛媛クラブメンバーの質の

高いホスピタリテイーを教えられました。自分たちの町の歴

史や文化観光の知識を持つ事・訪問する国の言葉を使う

為に、何ヵ月も前から勉強して取り組む事・自分たちのクラ

おおよその日程 
4月4日(金)午後：現地の松山空港に集合、ホームステイ 

4月５日(土)昼間：市内近隣観光  夕方：歓迎会 

4月６日(日)午後：現地解散、 それぞれのコースで帰宅 

◆2009年10月、愛媛クラブから６名のアンバサダーを迎え、郡山クラブとしては初めて、２泊３日の 

国内交流を実施しました。 郡山からも２４名が加わり、裏磐梯高原・五色沼などを散策し親善交流を深めました。 

 その後、郡山よりリターン交流を２０１１年３月に計画しましたが、あの大震災のため延び延びとなっていました。

今回郡山からの訪問がようやく実現した訳です。 参加者の感想を中心に、その様子を報告致します。 



 

 - 3 - 

ブで手造りのプレゼントをつくる事など、大変参考になる工

夫がされていました。 

 

 松山を訪問して           寺澤 功・加奈子  

 五年前、我が家に泊まっ

て戴いた FF愛媛の峯会長

さんと嬉しい再会をしました。

このご主人ありて、超多忙

の峯洋子会長ありを納得し

ました。しまなみ海道と平山

郁夫美術館を案内して戴き、また愛媛会員皆様の温かい

おもてなしに感謝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 充実した交流        鈴木 智子  

ホストの矢野さん夫妻は私達の要望を尊重しつつ、オス

スメやご自慢の場所を案内してくれた。ぼっちゃん列車に

偶然乗れるなど幸運にも恵まれ、とても充実し有意義な交

流を経験することができた。 

 お見事です！ 

 柳沼 祐子  

初めて国内他クラブとの交

流を体験した。相手に負担

をかけずサラリとしていなが

ら細やかな心配りが随所に見られ、まさにお見事！な受入

だった。とても勉強になった素晴らしい体験だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員募集を呼びかける 

委員長の佐々木さん 

今年の三択クイズの出題は佐藤紀男さん 
テーブルごとに得点を競い合った 

鈴
木
ま
り
子 

表紙写真のように、FF 郡山から７名(蓋、嶋、矢吹、野内、村田、佐々木、太田)が出席した

今年の FF 日本大会は、ラベンダー薫る季節の北海道で開催されました。 内容も盛沢山

でしたが、その中から ３点に絞って報告致します。（佐々木和彦） 

 

①2002年から12年間続けてきた FF 日本ホームページ運営を大改革・リニューアルして

引き継ぐこと。しかも運営費を少なくして、各クラブからの負担金を大幅に減らすことが

代表者会議で決定されました。 新しい FF 日本ホームページは http://ffjapan.org/wp/  

各クラブ拠出の改定負担金は、会員数の規模に応じたものとしました。(下記の例) 

  ◆クラブ規模：会員数50名以上のクラブは……年額5,000円 

会員数20～49名のクラブは……年額3,000円 

                会員数20名未満のクラブは……年額2,000円 

         (郡山クラブの例で云うと従来の年額約10,000円→5,000円と約半額になる) 

 

②Joy 会長から、今までになく詳細なデータを示したプレゼンテーションで、約1時間の講

演がありました。 2013年の世界的な傾向は、会員層の高齢化に伴う “会員数の減少傾

向” “渡航アンバサダー数も減少傾向”があり、危機感を感じるものです。そこで、2015年

から “次世代構想”NEXTGEN Initiative を実行に移すことを、FF 日本大会で発表しまし

た。この秋、オークランド, NZ での FFI 世界大会には、詳細な具体策が発表実施されるも

のと思われます。 

 

③全体会議の後に “グループ討議”が設定され、参加者約200名が16の小グループに分

かれて、FF 活動のあれこれについて、１人１回は必ずしゃべる… という司会者の気配り

があった話し合いでした。これらの内容については、後刻、「議事録」にまとめられて、FF

日本ホームページ「会員専用ページ」にアップされる予定です。                                             

FF日本大会 in札幌に参加して             太田 瑞枝 

まだＦＦに入って間もない私が大丈夫だろうかと不安な心持で参加した日本大会

でした。 討論会では少人数のグループで様々な体験談や交流に対する考えを述

べ合い親交を深めました。私には話せることなどありませんでしたが、受け入れた外

国の方が思いがけず病気や怪我をした話、日本人には想定外の行動をするので困

った話、逆にホームステイした先での期待はずれな体験などを聞き、「これから

活動して行くのに心配になったんじゃない？」 などと、隣の席の方に声をかけられる

ほどでした。 

 その後の懇親会で隣り合った方にも大変な思いをした話を伺いましたが、その方の

捉え方は違っていました。とても良い経験になったと……。ＦＦの活動とは楽しいばか

りではなく、外国の方との違いを受け入れることからの交流なのだなと感じました。                                             

代表者会議  

全体会議  

アイヌ音楽 紹介 

http://ffjapan.org/wp/
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今年の渡航は 14名で行ってきます！ 

FFクライストチャーチ(NZ) 
11月6日（木）～16日（日） …のべ11日間 
ホームステイ（5泊） オプション観光（３泊）  

ED : 佐藤紀男さん Tel 024-952-8332 

メール：nori_satow_0301@gaea.ocn.ne.jp 

 
 

        ドイツ FFコトブス受入交換 

今回は太田群馬クラブの後に、９名のアンバサダー

が、10月4日～7日：3泊4日という短い受入です。 

その間の…… 

 ①ホームステイ受入家族、 

  ②歓迎パーティ参加者、 

  ③市役所表敬訪問とPEPキッズ視察同行者、 

  ④芋煮会交流参加者など、 

詳細は同封チラシに書いてありますので、回答ハガ

キを、期限までにお願い致します。 

同封した二つのアンケート葉書～返信 お願いします……！ 

新入会員名紹介 

・片岡崇子さん (再入会) 

     郡山市台新 

・岡部晴子さん (再掲載) 

  （前号でミスプリントしてしまい、すみませんでした） 

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！ 

フリーマーケットご協力 

有難うございました！ 

2014年５月３日 
準備から、当日販売まで、のべ27名
の方が参加しました。 
売上は８万円弱、今度の受入交換
事業資金の一部に活用します。 

アンケート (１ )  
 
 

同好サークル設立希望アンケート 
FF郡山では、合唱クラブが活動しており、受入歓

迎パーティや、総会の時に発表しております。更

に会員同士の親睦を図り、FF活動も楽しくなるよ

うな同好クラブを設立したいと考え、皆さんの希

望アンケートをお願い致します。 

アンケート (２ )  

                                  奥秋 和夫 

２年に１度の「北日本ブロック会議」が５月18日（日）に山形市で開 

                     かれました。 

  会議には、札幌、宮城、新潟、郡山、太田群馬、山形の６クラブから35 

人と、FFIの PC（プログラムコーディネーター）金元勅子氏が参加、 

郡山からは、嶋、奥秋、木村、矢吹、蓋、の５人が出席しました。 

 会議では、FR（フィールドレップ・地域代表）の役割や活動、FFI の最近の動向について報告があった

後、少会員数のクラブの渡航、受入交換のあり方などが話し合われ、各クラブから活発な意見が出され

ました。 

 また、夜の懇親会は、創業139年の山形でも有数の老舗料亭で行われ、山形の舞子さんの優美な舞

もあって、華やかで和やかな山形の「おもてなし文化」に浸ることができました。 

 なお、２年後の「北日本ブロック会議」は太田群馬クラブが、また来年の交流会は郡山クラブが受け持

つことになりました。 

                                           

事務局から 

mailto:nori_satow_0301@gaea.ocn.ne.jp



