
 

 

 

 

 

 

 

 

F F郡山会報   

今年度のFF交換：Exchangeは秋に集中してしまいました。 受入は10月4～7日、 渡航は11月6日～16日でした。 

今号では、 その両方を報告致します。 紙面スペースの都合で、 いつもより やや簡潔な編集となっています。 

第６８号 (2014-3)   FFCottbus受入 /  FF Christchurch渡航 報告特集   2014年 12月 7日 
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およその日程 
 
10月4日(土) 

午後：新幹線で到着 
夕方：Welcome Party 

 （郡山ビューホテルアネックス） 

 

10月５日(日) 
受入ホストとFree Day 

 
10月6日(月) 

午前：ニコニコ子供館 
      市長表敬訪問 
  午後：芋煮会（緑水苑) 
 
10月7日(火) 

午前：新幹線で出発 

およその日程 
 
11月6日(木)夕方：成田空港発 

11月7日(金)午後：Christchurch着 

夕方：ウェルカムBBQ 

11月8日(土)午前：南極センター見学 

      午後：酪農牧場見学 

11月9日(日)アカロア港クルーズ  

   夕方“Fish and Chips”meal 招待 

11月10日(月) 午前：市役所訪問 

      午後：大震災被災地見学 

       夜：Thanks meal 

11月11日(火) : Free Day 

              夕方： Farewell Dinner 

11月12日(水)午前 出発 

 → Queenstown 

11月13日(木)Option旅行 

→Milford Sound 

11月14日(金) Milford Sound 

→Queenstown 

11月15日(土) Queenstown→Auckland 
11月16日(日)朝 Auckland発 

→夕方成田着 
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≪アンバサダーと受入ホスト≫ 

 

 

  楽しかった お二人           縫  洋子    

 コトブスク

ラブの会長で

ED: Eberhard

とパートナー

のCordula、

一緒に暮らし

て6年の素敵

なカップル。

“My First Lady”

と呼んで熱々ムード。思わず「どうやって知りあ

ったの？」と尋ねた。「インターネット」なるほ

ど・・。彼らからの面白い質問は「病院(南東北） 

 

があんなに大きくなっているのは、原発事故で患

者が多いのか？」と「なぜ日本人はみんな指輪を

左手にするのだ？」という今まで考えたこともな

かった事柄だった。 

せっかく日本に来たので「お寿司を食べたい」

とのことで、近くの寿司屋へ。カウンターにすわ

り、食べられる魚を握ってもらった。帰りに、ア

ワビとツブ貝の貝殻をもらってきた。ドイツでは

なかなか手に入らないと言って喜んでいた。今頃、

バスルームに飾って、日本を想い出してくれてる

かしら？ 

 

 

Cordula Lortz 

Eberhard Wauer  / 縫 洋子 

FFコトブス受入を終えて   Exchange Director 木村 敏夫 

元気な笑顔のアンバサダー９名を郡山駅で迎えた時の喜びは一

際大きく感じられました。彼らはやっぱりフクシマへの理解者で

した。改札口から出ると真先にコンベンションビューロー歓迎ボ

ード前で手を握った時の温かさ、ED・エバーハート氏の長身より

さっと広げられたクラブ旗は恰も皆さんを包み込むように映りま

した。大震災の年の12月、原発事故のため、戸外で遊べない子供

たちの施設、当時、県唯一の室内遊戯広場“PEP Kids郡山”誕生記

念に、クリスマスツリーを贈ってもらった事が懸け橋でした。 

今回は“Stop Over Hospitality”と呼ばれる３泊４日の短期間でしたが、普通に過ごしている私たち

と、ゆっくりホームステイされる日を、望んで止みませんでした。“苦難を乗り越えて来郡して下

さった”という声も聞かれました。今でもクラブや関係機関ともに課題になっているとも思えてな

りません。このことを感じながらFF郡山の素晴らしいチーム力に恵まれて、台風にも負けじ魂で、

交換行事が出来ました。会員皆様協力のお蔭と本当に感謝致します。 

Sylvia and Göran Havenstein 

              / 国分 弘子 

Frank Rothe / 鈴木まり子 

Tamara Swensson 

Reiner Warmschmidt 

         / 笠間タイ子 

Inge Lendl 

Eleonore Oppitz 

     / 高野左起子 
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  友禅染が水彩画に！        国分 弘子    

朝の庭や畑の散

歩で、黄色のジョ

ロウグモを見つけ

て、キャッキャと

楽しそうに騒ぎ、

柿の木の上になっ

ているカボチャも

見つけては写真に

収めて、まあなん

と楽しそうにして下さる方と嬉しかったです。 

 フリーデイは午前中、友禅染と書のコラボ。日

本人でも10時間位かかるところを、２時間で仕上

げ、油絵か、水彩画みたいになっていました。先

生も苦笑い……。午後は、日本の石垣の技術を見

てもらおうかと、二本松の天守台まで登りました

が、あいにくの台風で、霧と雨にふさがれ、名前

のごとく“霞ヶ城”になってしまいました。夜は

居酒屋で落ち合い、FF郡山友人・根本葉子さんの

英語と彼らのドイツ語、私たちの日本語で、すっ

ごく楽しい飲み会になりました。勿論、二本松の

提灯祭りで、ワッショイワッショイと、地元の人

たちと騒ぎましたよ。ＦＦって良いですね～。 

 

 

  “フランク”なドイツ人    鈴木まり子    

ドイツ人は汚

れた窓ガラスを

見ると通行人で

も注意して来る

とか……。受入

が決まって、掃

除に力が入った。

受入の前は、期

待と不安で一杯

であったが、Frankさんは名前の通りフランクな

方で、出会った瞬間、緊張が解けました。 

日曜日、縫さんご夫妻と２台で裏磐梯へ。毘沙

門沼から檜原湖まで散策。楽しい会話をしながら、

美しい沼と紅葉を１時間半ほど楽しんだ。午後は

若松市内の酒造蔵見学。予想以上に大変興味を持

ってもらえた。松平容保や徳川慶喜の書があり、

また、訪ねたい場所になった。最終日の夜は二本

松の提灯祭りへ。竹田坂の急な坂を「わっしょい」

の掛け声と囃子、太鼓の音が鳴り響き、秋の夜空

に無数の提灯が浮かび上がった。私もフランクも

感動で胸が震えた。家族が心配する中でのフクシ

マ渡航だったらしいが、良き思い出でありますよ

うに……。 

 

 

 我が家のゲストの迎え方    笠間タイ子   

夫の手助けによ

り掃除で始まる我

が家のFF受入は、

普段生活怠惰の証

のよう……？  お

蔭で今年の大掃除

は軽くてよさそう

……！  なるべく

全て「有のままで～」とは思いますが、何度お迎

えしても不安と楽しみが入り混じます。だけど駅

に出迎えたとき、既に旧知のごとく感ぜられたら

受入は大成功。今回は正にそうでした。とにかく

短い滞在日数なので、一番考えたのはFree dayの

過ごし方で、国分さんの所でやる「染めと書のコ

ラボ」に参加させてもらうことにし、彼等も仕上

がると達成感があったようです。その後、二本松

で智恵子の実家、雨に会いながらも二本松提灯祭

など見学し、有意義な忙しい一日でした。私達の

ゲストは沖縄へは行かず、次の日、帰国の途につ

きました。 

 

 

  ザルツブルグからの友   高野左起子   

私の憧れの映

画 “ サ ウ ン ド 

オブ  ミュージ

ック”の舞台か

らやって来た二

人（インゲとエレ

オノーレ）のオ

ーストリア人は、

とても穏やかな

70代の女性でした。 

いつもの事ながら、直前までの家の掃除や片付

け等、てんてこ舞いでしたが、夫に障子張りを手

伝わせて、ようやく間に合いました。 

フリータイムは二人を裏磐梯に案内し、五色沼、

そして檜原湖では、ボートで一周しました。とて
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も喜んで、インゲは夫にハグしていました。台風

も来て、御嶽山の噴火もあって、二人は心配そう

でしたが、福島の自然を喜んでくれたようです。 

自分の国を誇りに思っているのでしょう、何度

も繰り返して「ザルツブルグに来てね」と言われ

ました。（注・今回のドイツ・コトブスの人たちに、

隣国・オーストリア ザルツブルグから加わって来た

お二人でした。） 

 

 

  ドイツ語での司会…          網代 純子   

今回、ウェルカ

ムパーティの司

会を初めて仰せ

付かり、しかも

ドイツ語の通訳

をしながら、と

いうので、とて

も緊張してしまいました。普段、ドイツ語では、

気軽なおしゃべりや意見交換をする位ですので、

大勢の前で話すのは、慣れていませんでした。そ

れでドイツ語を話すのに気をとられて、肝心の日

本語での進行がうまく出来ず、申し訳なかったと

思っています。ただ、私にとっては、とても良い

経験になりましたので、このような機会を与えて

下さった交換委員会の皆様に、感謝したいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 台風にも負けなかった“芋煮会”   今川 瑠美    

 10月６日は、大型

で強い台風18号の接

近で、朝から大荒れ

の天気でした。市内

の学校は、休校措置

が取られる中、緑水

苑にて予定通り「芋

煮会」が行われまし

た。「本当にやるんですねー」と、呆れ顔で出迎

えてくれた賄さんを尻目に、台風も何のその、大

いに盛り上がりました。⒌円玉をジャンケンで獲

得していくゲームが始まりましたら、お金が絡む

と目の色が変わるのは、皆一緒ですね。「運良く

勝ち進んでしまったら？ さすがにマズイでしょ

う。一応 お・も・て・な・し、をする側なんで

すもの」でも、そんな心配無用でした。幸運の女

神は然るべき人に微笑むものなのです。目隠しゲ

ームでは、レヒツ〔右〕だ、いやリンクス〔左〕

だ、と大騒ぎでした。さあそろそろ、お開きとい

う頃には、外の雨も止み、穏やかな景色が戻って

きました。余談ですが、日本語の「あっそう」が、

ドイツ語の「アッソウ」と同じ意味、発音なんで

すって。「なぬー」ちなみに、この言葉も驚いた

時に叫ぶ言葉なんだとか……。 
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郡山クラブから11名、他クラブから３名が加わって、FF Christchurch, NZ への渡航交換は、オプション観

光も含めて、11月6日～16日まで行われました。Nice ProgramとFine Weatherで素晴らしい交流でした。紙面

の都合で、印象に残ったことを出来るだけ短く書いて報告致します。(文章を短くするために、New Zealand

＝NZ、Christchurch＝CC、ホームステイ受入家族＝ホスト、と表記している場合があることをご諒承の程、

お願い致します。) 

なお、紙面スペースの都合もあり、他クラブから参加して頂いたFF宮城・FF新潟の３人の方について

は、７ページの下段に、お名前のみの紹介で御諒承をお願い致します。 

 

初めての Exchange Directorとして                       

佐藤紀男・京子 / David & Jan Harrison 

私たち14名は、５泊６日の日程で、FFクライストチャーチと交流しまし

た。プログラムは充実していて、南極ブリザードの疑似体験やイルカやアザ

ラシのウォッチングなど、日本では容易に体験できないものばかりでした。

中でも、地震の被害を受けた市中心部の散策は衝撃的で、大聖堂など、市内

の象徴的な建造物やオフィスビルが取り壊しされているところでした。 

パーティーは、着いてすぐのBBQとフェアウェルの２回でしたが、料理はメ

ンバーの持ち寄り、プレゼントは台紙に張った写真で、手作り感満載でし

た。また、パーティーの中では、佐々木さんの受賞が紹介されたユーモアあ

ふれるスコット会長のスピーチ、場を和ませた野内さんの手品、大坂さんに

続いてみんなで踊った阿波踊りが印象に残りました。 

私たちを受け入れてくれたのは、受入EDでもある気さくなデイヴィド

と、しっかり者・ジャンのハリソン夫妻で、デイヴィドの冗談に乗せられ

て、楽しくホームステイすることができました。 

ヒヤリ・ハットは何度かありましたが、終わってみれば、それも良い想い出

です。いいメンバーといい天候に恵まれ、EXCHANGEと観光を含めて充実

したニュージーランドの10日間を過ごすことができました。 

大坂さんの先導で“Awa Dance” 野内さんの手品にビックリ 皆で“蛍の光”/“Auld Lang Syne” 

Re-Start Mall と呼ばれるコンテナハウスの商店街 震災犠牲者を偲ぶ 185 の白い椅子 壊れたままの“大聖堂” 
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ミルフォード・サウンド

の幅２km程の入り江にク

ルーズ船は停泊した。

一番高い山が2014mと

云われる岩山が四方に

海面からそそり立ち、頂

きの残雪に陽が当たり、

荘厳さすら感じる。波はなく穏やかで、私たち全員が

ボートに乗り移り、目を凝らしてペンギンの巣を探した

りして、湾内の周遊を楽しんだ。又、クルーズ船のデッ

キに上がって、一休みしているアザラシの姿を発見し

たのはラッキーなことでし

た。船でのんびりくつろげ

て、船中泊など貴重な体

験ができ、良かったです。 

 クライストチャーチの地震

被害は新聞報道等で想像

していたより大きく、まだ壊

れたままの教会やビル、またホストのお宅で、地震直

後の記録を見せて頂いたが、郡山の我が家の被害と

同じ散乱状態でした。復旧中にもかかわらず、温かく

受け入れて下さったデス＆ジョアンさんに感謝します。

そしてEDの佐藤さん、皆さんお世話になりました。 

 

クイーンズタウンの

美しさ、荘厳なミルフ

ォード・サウンド、滝の

ミストと太陽の光が作

り出した虹の美しさ

(虹をつかんだ人もい

ました）など、クライス

トチャーチ後の観光

旅行はとても印象に残るものでした。 

クライストチャーチについては、中心部の地震によ

る被害には心を痛めましたが、広い道路、芝生の広い

公園、桜の街路樹、各家の手入れの行き届いた庭の

芝生・きれいな花、等が今も目に焼き付いています．

それにもまして印象に残ったのは、私たちのホストで

あったBarry & Cicely Turnerさん及びその他のF.F.メ

ンバーの方々の温かい言葉とフレンドリーな対応です。 

このような民間の交流は、微力ながらも多国間の相

互理解に役立つのではないかと強く感じました。今回

の旅行のEDを務められた佐藤ご夫妻に深く感謝いた

します。 

私たちがお世話になったホストのお二人は、すでに

現役を退き、趣味や旅行を

楽しむ、とても元気なご夫

婦でした。失敗を指摘した

り、からかったりしながらも、

常に笑い声が絶えず、信

頼しているのが窺える方々

でした。彼らが以前、FFで

受け入れたアメリカの男性は、全く笑わない人だった

のですが、、ついに、奥様のジャニスが笑わせたという

ことがあったそうです。「あの人、アメリカに帰って、ま

た笑わなくなってしまったのかしら……？」とジャニス

は言っていました。私たちは彼らの娘にしてもらった

かのように、Girlsと呼ばれ、若返った気分でした。再

婚同士のカップルだそうですが、あの二人のように生

活できたら、老後は楽しいだろうなと思います。 

NZの知識が殆どないまま渡航しましたが、明るくて、

町に誇りをもって暮らしているFFクライストチャーチの

皆さまのおかげで、充実した滞在となりました。NZ英

語が聞き取れなくて困りましたが、同じく初参加の太

田さんが心強い存在でした！  笑いの絶えない

Canning夫妻宅に一緒に

ステイして、震災後の町の

ことやご夫妻の歴史、趣味

…面白いお話をたくさん伺

いました。復興関連需要で

失業率が低いことは日本も

似ていますが、観光名所

ですら修復のめどがたっていないものが多く、残念に
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思いました。マオリ語や手話も公用語なこと、移民して

間もない方も議員になっているなどリベラルで、最終

日のガイドさんの「NZではやりたいことは何でもできる」

という言葉が象徴的な素敵な国でした。 

先ず、何処へ

行っても見事な

街路樹と公園、

桜並木の多さに

驚く。郊外は人

一人いない、羊

と牛だけの広大な牧場風景が続く。一方、クライストチ

ャーチ市内では、185人(内日本人28人）の死者を出

した二度の地震の惨状未だ生々しい光景。我々は

Welcome BBQから、南極センター、アカロア港クルー

ズ、市役所訪問、Botanical GardenとPeace Bellや大

聖堂Cathedralの見学、最終Farewell Dinnerでは、大

坂さんを先頭にみんなで踊った阿波踊りで大盛上が

り。５日間殆ど毎日入り替わり我々をお相手してくれ楽

しい交流でした。 

交流後の観光を味わいな

がら、佐々木さんと二人でお

世話になった、陽気で穏やか

なゴルフ三昧のIanと刺繍の

好きなJoyce Thomas夫妻の

ことなどを語り合い、楽しい思い出、心に残る交流とな

りました。 

ホームステイの初日が明けた早朝、ジョギングに出

ました。ところがホスト宅周辺の地

図が、頭に入っておらず、道に迷

ってしまいました。住所、電話番

号も持ってなくて、通行人や、店

にMark Cooperさんの家を尋ねま

したが、知らないという返事ばか

りで途方に暮れました。その朝は９時半集合で、南極

センター見学でしたから、タクシーを拾って、直接行く

ことにしました。お金も持っていませんが、タクシー運

転手は、ジョギング姿の私を見て可哀想に思った

のか、OKしてくれまし

た。着いたらすぐ、先方ED

さんに事情を話し、タクシ

ー代を立て替えてもらい、

事なきを得ました。 

Cooper夫妻や両EDさん

にはご心配をおかけし、申し訳なかったのですが、皆

さんの親切に助けられました。見知らぬ土地でのジョ

ギングはNGと、反省しました。しかしその後、Cooper夫

妻はじめ、皆さんの歓待に感銘し、想い出多い、ニュ

ージーランド渡航となり、感謝する次第です。 

 

Exchange Program三日

目の夜“Fish & Chips meal”

というのがありました。我々

が云う“ディナーホスト”のこ

とのようです。我が受入ホストIan Thomasに、それは

どんなものか？ 尋ねると「NZでは、金曜日の夜に、

気楽な、この食事で、友人知人と交流する」とのことで

した。たまたま、今週の金曜日は“Welcome BBQ”だっ

たので、ずらして組み込ん

だらしいのです。元々英国

の伝統的なFast Foodで“白

身の魚フライに棒状のポ

テトフライ添え”です。今回

もテイクアウトで買って来

たもので、トマトソースをつけて食べました。英国本

国では、マクド等に押され気味だと云われますが、NZ

では、これを提供する小さな店をよく見かけました。 

ホストの家から車で行き来する時には、クリケット場

やラグビー場はよく見かけましたが、野球場やサッカ

ー場は見られませんでした。これらも、NZは英国風伝

統を良く守っていると云われる証しなのでしょうか？ 

 

 

 

 

郡山から参加した10人のメンバーは11月23日午後に集まっ

て、反省会を持ちました。その要旨はスタッフ会議に報告さ

れ、今後の活動に生かされます。 

                                      

Thomas family と… 

F郡山の７名 
Joy 会長と F 代表者会議  

南極センター 
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    2015年 FF郡山総会案内 概略 

  

           2015年２月１日(日) 

      総 会    午前11時～ 

懇親会   12時20分頃～ 

     場  所   久留米公民館 

懇親会参加費  @1500円  

(年会費4000円も同時納入 お願い致します。) 

詳細は同封案内状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。 

同封した総会アンケート葉書～返信 お願いします……！ 

新入会員を募集！ 
 友人を誘って下さい！ 

郡山バッハ研究会 

第14回定期演奏会 
 
2014年12月14日(日) 14時開演 

郡山市民文化センター中ホール 

￥3,000 

指揮者はじめ FF郡山のメンバーも

多数出演します。 

 

新年度から新たな同好クラブも発足！ 
去る８月に実施した会員アンケートは、回答総数

４９名でした。その希望内容に基いてスタッフ会議

で議論した結果、すでに活動している“合唱”に加

えて、英会話・パソコン・ゴルフ・マジックと華

道、書道、茶道、着付を包含した“日本文化”：五

つの同好クラブを発足させることに決定しました。 

既に、世話人も内定して、FF郡山会則改定案も用

意し、新年度総会で発表致します。 

会員同士の親睦と、FF活動も活発化する同好クラ

ブ、皆さんの積極的参加をお願い致します。 

2015年渡航はFF Mundo-Maya  

                   （ムンドマヤ・メキシコ） 
 

１０月下旬ころの予定 

渡航 ED：奥秋 和夫さん 
               Tel: 024-952-4327 

Mail: okuaki-k@beige.plala.or.jp 

  

Mundo Maya とは“マヤの世界”とう意味のよ

うです。古代マヤ文明の遺跡を訪ねる旅となる

かもしれません。 

新年総会時に解説スライド・プレゼンテーシ

ョンがあると思います。是非、ご出席下さい。     

事務局から 

       2015年受入はFF Tere-Rio                        

          （テレリオ・ブラジル） 
 

５月７日(木)～13日(水)の予定 

受入 ED：中山  忠さん 
               Tel: 024-933-4327 

               Mail: chu2232@keb.biglobe.ne.jp  

  
クラブ名からも分かるように、リオデジャネ

イロの郊外にあるクラブのようです。 

 受入ホストになって、友達となれば、2016年

の“オリンピック見物”に行けるかもしれませ

ん……？ 

新年総会後に受入ホスト募集を開始します。

ご協力をお願い致します。 
                                           

佐々木さんが「功労賞」受賞 
2014年10月14～16日にニュージーランド・オークラ

ンドで開催されたFFI世界大会で、佐々木さんが「永

年功労賞(Lifetime Achievement Award)」を受賞され

ました。12年以上にわたるFF日本のウェブサイトの運

営管理や FFI 情報文書の和訳掲載、 Facebook ・

YouTube等、ICT新技術の紹介啓発などの功績が認

められたものです。大変おめでとうございました。 

（尚、昨年の蓋さんに続き、2年連続で日本の同じクラ

ブから表彰されたのは初めてのことです。） 


