
 

 

 

 

 

F F郡 山 会 報   

今年の受入は5月7～13日、 ブラジル・FFテレ－リオから、女性ばかり15名でした。そして、６月にはFF東京

から1泊の国内交流とFF北日本ブロック交流会がありました。その様子を報告致します。 

第70号 (2015-2) FFTere-Rio受入 /  FF東京国内交流＋北日本ブロック交流会  2015年 7月 5日 

主な記録 
 

5月7日(木)夜遅く到着 
     女性ばかり15名 
 
5月8日(金)市長表敬
訪問と開成館・大神宮 
 
5月9日(土) 会津 

“歴史と文化の旅” 
 

5月10日(日)夜 
ウェルカムパーティ 
 

5月11日(月) 
日光へバス旅行 
 

5月12日(火) フリー 
 
5月13日(水)朝 
新幹線で京都へ出発 

主な記録 ６月６日(土)午後 FF 東京から17名の方が郡山駅に到着。FF 郡山会員宅に１泊ホームステイし、家庭交流。 
６月７日(日)昼頃 FF 新潟10名、FF 宮城4名、FF 山形4名、FF 太田群馬3名、ＦＦ郡山20名が加わり、 

        総勢58名、リステル猪苗代でＢＢＱランチを囲み、各クラブ状況等も話し、交流しました。 
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５月８日10時にアンバサダー15名と郡山クラブ

10名は、品川萬里郡山市長を表敬訪問した。歓迎

セレモニー会場入口では、市長や渡辺文化スポー

ツ部長等が丁重に出迎えてくれた。セレモニーで

は嶋会長の挨拶に続き、中山EDが両クラブ出席

者を紹介した。またテレリオクラブA.M. Endler ED

がお礼とブラジル招聘の挨拶を行った。市長から

は、郡山市が安全で住みやすい音楽都市なので、

５年後の東京オリンピック・パラリンピックには、

ブラジルの皆さんに是非訪問戴きたいとの挨拶が

あった。懇談後、市役所ホールの階段で市長と一

緒に記念撮影をし、表敬訪問を終了した。 

一行はその後、開成館、開成山大神宮などを訪問

し、日本文化を堪能した。 

 

 

 

 

 

FFテレ-リオ一行は、天
あま

照
てらす

大御神
おおみかみ

を祭る開成山

大神宮を訪ねた。宮本宮司の案内で、英語の出来

る神官（鈴木さん）の通訳により、先ずは手水舎
ち ょ う ずや

で身の清め方を学ぶ。次いで鳥居をくぐり、拝殿

の前に並んで二礼二拍手一礼を仕草で習う。或る

人は賽銭箱にコインを入れて手を合わせていた。

FF郡山が初めてブラジルの人達を受け入れたのは2001年10月、サンパウロクラブでした。それ以来14年振りです。 
（FF郡山HP参照：http://www.ne.jp/asahi/ffk/ssk/exchange.html） 
今回は、来年オリンピックが開かれるリオデジャネイロから。名前はTere-Rioクラブ ：リオデジャネイロとその郊外テレゾポリス
に住んでいる人たちで構成するクラブです。2006年に創立した比較的新しいクラブで、会員名簿は女性ばかり20名前後との
ことでした。そこから新入会員も含めて15名が来訪しました。 

 

初めてのＥＤ、そして十数年ぶりの受入も皆さん

のお蔭でスムースに実施することが出来、有難うご

ざいました。去年の12月に引き受けて、数多くのテ

レリオＥＤとのメ－ル交換は苦戦しながらも良い経

験となり、全行程にも参加し、やりがいのあるＥＤ

でした。 
 受入委員各位の企画、実施で、会津・裏磐梯、日

光観光、また市長訪問、その後の開成館、大神宮も

大いに楽しんでくれたと思いますし、ウエルカムパ

－ティには日本酒も入り、ひょっとこ踊りでは盛り

上がりをみせました。 
 ホストファミリ－としては、郡山市立美術館見

学、お茶席を用意し、お茶を点ててあげたり、ま

た、うすいでは自由にショッピングを楽しんだよう

です。最後の日は、初めてホ－ムステイをされたア

ンバサ２人との会話が弾み、気が付くとワインボト

ルが２本空いていました。過ぎてしまえば、あっと

いう間でしたが、楽しい日々でした。 
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更に八咫
や た

鏡
かがみ

や榊が飾られている本殿に入り、宮

司の説明を聞く。英語での説明や回答が難しく余

りよく伝わらなかったようだ。宮司や神官との記

念写真は人気だった。最後の宝物殿の槍や太刀も

興味深く覗いていた。鳥居を出ると、心なしか目

の青い人達にも神妙さが伺われ、神道にも神への

敬虔な祈りを垣間見たような参拝だった。拝観後

のサンドイッチも美味しかった。 

鶴ヶ城近くの土産物店を訪れた時のこと。「ブ

ラジルの人たちがワイワイ騒いでいるよ！」「えっ！

何でワイワイ言ってるの？」「違うよ！ ワイフ

ァイだよ…」“WiFi 使えます”の看板の前で、

嬉々として、今撮った写真をブラジルに送るアン

バサダー達。以降「今度の休憩所では、WiFi が

使えるか？」の質問がバスの中で飛び交った。 

猪苗代湖では、磐梯山よりも、ピンクの花をつ

けた八重桜の下で写真を撮りたがり、会津の酒蔵

では、日本酒の試飲に大喜びするアンバサダー。

聞けば、ブラジルでも日本酒を飲むことが多いと

か。“桜に、日本酒に、WiFi ”日本文化の楽し

み方も、いろいろでした。 

会津デイトリップでは、志田浜で、遅咲きの八重桜を

見つけて大きな歓声が上がった。日本の花を喜んでも

らえる幸せを感じた。また、当日の世話係・吉田さん、

通訳・平野さん佐藤さん根本さんのおもてなしの心意気

に触れ、FF郡山なら、何処にも負けない受入ができると

確信した。５月10日はブラジルでも“母の日”だとか。

朝、挨拶を交わした後、三人で抱き合い祝った（？） 

最後の日はフリーデイ。いわき市立美術館で肉筆・

浮世絵を鑑賞した。版画では何度か目にしていた浮世

絵だが、肉筆の作品は初めて。江戸時代の女性のしぐ

さや着物の美しさに心奪われた。外国の方を案内する

ことで、日本の良さを再確認できた。13日、郡山を発つ

朝、新幹線乗り場でお二人に笑顔の再会。最後の別れ

を抱き合って交わした。地球反対側のブラジルが近い

国に感じられた。 

５月10日(日)夜、歓迎パーティは開催されました。先ず

FFテレリオとFF郡山参加者の記念写真撮影があり、その

後パーティが始まりました。食事を楽しみながら、リオのメ

ンバーとお料理の話をしたり、アトラクションを楽しみまし

た。竹林さん父娘による尺八と琴の演奏はとても素晴らし

く、とても良い “おもてなし” になったと思います。アンバ

サダーによるボサノバと踊りは、とても陽気で微笑ましい

ものでした。 最後は、数人が舞台でひょっとこ踊りを披

露していましたが、次第に、おかめの面をつけたリオメン

バー全員と多くの郡山メンバーが踊りの輪に加わり、とて

も楽しい思い出深いものとなりました。 

たった一本咲いていた八重桜 

皆で WiFi
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  満足な一週間      橋本真澄   

5月7日夜、遅れて到着した二人のビッグなスーツケ

ースに、小さな車で出迎えた私はやっとの思いで車に

押し込みホッと一息！ アンナマリアは83歳、高齢とは

言えども大変お元気で、アンジェラは穏やかな良い

お嫁さんと言う印象。嫁姑の関係ではありますが、仲

の良い実の親子に見えまし

た。 朝食は毎回グッド！ と

全部きれいに食べて頂き、

私もハッピーな気分でした。

物理学者と生物学者、出会

うまでの緊張感は何処へや

ら？ 私の友人の那須のショップで手作りの指輪を買

って、ベリーナイス！と指に付けている様子は嬉しそう

Jeanette Rodrigues 
Maria Teresa Melloni 
佐藤紀男 / 太田瑞枝 

ED-Anna Maria Endler 
Angela Jasmin Endler / 橋本真澄 

Kátia Maria Menezes 
Margarette Barsani /  ED 中山 忠 

Ivanilda Ferreira  
Solange Barros  / 国分弘子 
 

Barbara Castro Ferreira 
Sonia Maria Thomé 
鈴木まり子 / 高野左起子 

Acacia Maria Wieland 
Lilian Maria Miller  
佐々木和彦 / 平野二美子 

Maria Lucia Mosso  
Valeria Ribeiro Gomes / 根本葉子 
 

ウェルカムパーティから 

ブラジルから来たおかめさん？ 

日光デイトリップに参加しました。今年の２月に入会した私にとって

初めての FF イベントとなりました。ブラジル Tere-Rio クラブの 15 名

と、貸切バスで日光東照宮などを訪れるもので、ブラジルの人達と親

睦を深めたり、日本の伝統文化に触れたりと非常に充実した一日とな

りました。 

  往路車内では、矢吹さんから英語での日光紹介があり、知識を深

めました。私も役割分担で“泣き声クイズ”を行いました。久しぶりに

英語で話をするので、かなり緊張しました。午前中に東照宮を参拝、

富士屋観光センターで昼食、午後、いろは坂、明智平、華厳の滝を

周遊しました。 

日本の伝統的な建造物や展示物は、彼女たちには非常に珍しく、

独特な趣を感じる様で、盛んに写真を撮っていました。今回は、私自

身も殆ど一観光客のようになってしまいましたが、次の機会には、周

到な準備で、ゲストが有意義に過ごせるよう尽力したいと思います。 

Sonia Maria Freitas / 吉田純子 
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で、とても可愛かったです。ハードスケジュールの中、

疲れも見せず一週間楽しく交流を深める事が出来て、

満足な一週間でした。夕食を共にして頂いたFFの皆

様有難うございました。 

 

 平泉の跡も夢のまた夢   高野左起子   

情熱的な国、ブラジルか

らいらした女性ソニアさんと

バーバラさんは好奇心が強

く、家事好きで、積極的に私

の家事を手伝ってくれました。

短い間でしたが、まるで家

族のようでした。もう何年か前、チェコから受入れた夫婦

は「京都へ行きたい」 と云っていたので、今回も “京都

風”の平泉を案内しました。郡山の後、京都に行く予定

なので、予行演習の思いで行きましたが、以前には し

っかり歩いた坂道も、今の私にはキツくなり、ソニアさん

に手を引いてもらって 「平泉の跡も夢のまた夢」 の心

境でした。 

 

 ハッピー・バースデー 佐藤紀男・京子  

我が家のゲストは、おっ

とりタイプのジャネティと若

かりし頃リオのカーニバル

で踊った経験のあるマリ

ア・テレザの二人でした。 

会津の旅の朝、ジャネ

ティから 「今日はマリア・

テレザの誕生日」 という話がありました。そこで、会津

から帰った日の夜に、娘夫婦と 2 歳 9 ヶ月の孫の稜も

呼んで、ささやかな誕生祝いをしました。稜が「ハッピ

ーバスデー・ツーユー・・・」と歌うと、歌い終わる頃に

はマリア・テレザが涙ぐんでいました。話を聞くと、一

番小さな孫が稜と同じ年頃の男の子で、孫のことを思

い出して感激したようです。稜も最初は少し緊張して

いましたが、マリア・テレザに遊んでもらって大喜びで

した。 大したおもてなしもできませんでしたが、これが

我が家のメインイベントでした。 

 

 旅はアドベンチャー     太田瑞枝  

写真は出発の日の朝のも

のです。その直前に、ケータ

イの警報が鳴り地震がありまし

た。 彼女たちにとって、日本

で地震にあうなんて恐ろしい

ことだろうと思ったら、「旅はアドベンチャーだから」と

ケロッとしていました。“冒険”はまだ続きました。新幹

線の時刻が乱れ、やっと京都駅に着いたものの、予

定通りにはFF福知山の迎えの方たちに会えなかった

のです。 

我が家に泊まったお二人は、日本は初めてとのこと

でした。福島と福知山 「音が似ていて紛らわしい」 と

言われ改めて気づきました。日本を満喫して頂けたで

しょうか。初めてのホスト、あれもこれも見てもらいたい、

知ってもらいたいと考えましたが、出来たことはほんの

僅か。結局、心を通わせて友達になることが一番なの

かなぁ…。 

 

 笑いの絶えない１週間     国分弘子   

朝御飯の「いただきま

す」から、箸の使い方、蕎

麦を食べる時には、スパッ

ゲッティのような箸使いを

してしまった等、 やること

全て大笑い…  楽しい毎

日でした。 私の仕事の都合で、2日間、お相手出来

なかった思いも吹き飛ばす笑いでした。今回はディナ

ーで 矢吹さん、橋本さんに助けてもらいました。感謝

致します。 

 今までで 一番、私のプアイングリッシュさを感じまし

た。この郡山へ来て頂き、何を感動して貰えるか、い

つも考えておりますが、いつも反省が残ります。でも、

今回も楽しい毎日有難うございました ‼ 

 

 “ブラジル時間”？      平野二美子  

５月９日、曇天の中、一

行は会津ツアーに向かっ

た。猪苗代湖が見えてくる

と歓声をあげ、八重桜を

見た時には大喜びでした。

さすがあの迫力満点のカ

ーニバルの国から来た人たちと確信できたバスの中

でした。10日の夜からAcaciaとLilian二人の後半ホス

トをし、楽しい非日常を過ごすことが出来ました。 

初め、あまり興味を示さなかった露天風呂も 「日本

と言えば温泉」 と半ば押しつけがましく連れていきま

した。結果は、とても気に入ってくれたようでした。「お

風呂、お風呂」とポルトガル語のように言っていた日本

語は、当時ブラジルに渡った日本人が「お風呂」という

言葉をブラジルに根付かせてくれたのだと思い、感動
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した。それと、彼女達には“ブラジル時間”が流れてい

るのも分かった。そういえば、「何事も定刻に始まるこ

とはない」というのを何処かで聞いたことを思い出した。 

 

 受入ホストデビュー！    根本葉子  

我が家の第一号アンバサダー

は、ＦＦ経験豊富なマリア・ルチ

アさんと、エクスチェンジ初参加

のバレリアさんの従妹ペア。初め

ての日本で素敵な想い出を作っ

てもらいたいと張り切ったものの、

毎日のスケジュール確認や同行、

朝食準備で私が目一杯になって

しまい、お二人にリラックスしてもらえたかどうか… 

少々心配です。それでもサムライシティ会津のお城や

豪華な日光の寺社が印象深かったと聞いて嬉しかっ

たし、温泉初体験には大興奮！ マリアさんは思い出

すたびに笑っておられました。最後の日には地震初

体験のサプライズ！ 無事に京都へお見送りした後は、

私も夫も疲労＆充足感でぐったりして、マリアさんの住

むコパカバーナのビーチの幻影を見ていました。 

 

 手振り 筆談 実物？  吉田純子・初雄  

Sonia Mariaさんは、１

人での我が家滞在に加え、

英語に慣れていないことも

あり、初めは心細い様子で

した。そこで、ポルトガル語

での簡単な挨拶を教えて

頂くことにしました。それを、私が会津トリップで披露し、

皆から拍手を頂いた時には、自分のことのように喜ん

でくれました。その後は身振り手振り、筆談、実物をと

り出しての会話等で、どんどん仲良しになっていきまし

た。彼女が１人だったからかえって、深い交流ができ

たと感じます。 

 10日は３人で吾妻スカイライン、大桑原つつじ園にド

ライブ。つつじは満開でSoniaさんはワンダフルを連発

していました。彼女はたくさん写真を撮っていましたが、

私達は彼女自身を多く撮り、USB に入れてお土産と

しました。 とても喜んで頂けました。 

今回の、FF北日本ブロック交流会は、札幌ク

ラブ欠席でしたが、東京クラブが国内交流の形

で参加して下さり、大いに盛り上がった交流会と

なりました。郡山クラブの底力が発揮されたと思

いますし、又、各クラブのご協力により成功でき 

たと思います。東京クラブの参加は、北日本ブロック交流会

に大きな花となりました。今後も、この様な参加が有れば主催

者としては、歓迎したいと思いました。 

一昨年の新潟クラブ主催の、北日本ブロック交流会では、

新潟クラブ10名参加、郡山クラブ4名・山形クラブ3名と、少人

数でした。これらを比べれば多い人数となりました。 

北日本ブロックではブロック会議と交流会を1年おきに開催

しており、来年は太田群馬でブロック会議が開催されます

が、郡山クラブは多くの参加者を募集したいと思います。郡

山クラブは太田群馬クラブに一番近い位置にあるクラブです

ので、20人位の参加人数を、今から考えておきたいと思いま

す。各クラブからの参加者数も、郡山クラブが協力して募集を

促すバックアップをして行きたいと思います。 

FF東京クラブの島田会長から、郡山クラ 

ブを訪問したいという連絡があった時に、北 

日本ブロック交流会に一緒に参加する方向 

で準備を進め、6月6～7日に、17名をお迎 

えしました。国内のホームステイ受入は、20 

09年に愛媛クラブから６名をお迎えしたのに続き2回目です。

2011年に東日本大震災の影響で全ての交換が無くなった時

には、日帰りで新潟クラブを訪問、北方文化博物館で交流会

を実施。「震災後、家に閉じこもっていることが多かったが、

今回思い切って参加したお蔭で元気が出た。」と感想を述べ

る会員もいて、国内交流の素晴らしさを再認識しました。今回

の東京クラブとの交流は1泊2日と短いものでしたが、言葉や

文化の壁もなく、同じ志を持った人たちとの交流は、改めて

FFの原点が「友達を作ること」だと思い起こされました。 

このような機会を作ってくれた東京クラブの皆さんに感謝

すると共に、受入ホストの皆さんや準備に携わってくれた

方々に厚くお礼申し上げます。 
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 楽しかった & 疲れた！    矢部宏子       

今回、神吉さんという旅行

好きな女性一人を、引き受け

たのですが、直前になって、

菅谷さん夫妻の受入ホストが

不都合となり、急遽、我家に

３人泊まる事となりました。 

食事・布団の用意は日中、娘が手伝ってくれ準備万端終

了。 夜は、楽しく旅行の話に花を咲かせました。お互い、

お気に入りの場所について（神吉さんはモンゴル・菅谷さん

はトルコ・私はカナダ）話が盛り上がりました。もちろん、私

自慢のアルバムも見て頂いて・・・・ 

 ところが、突然１人が「下の部屋で寝る。」(事前連絡は二

階で了承済み)と言い出し、頑として譲らないため、布団の

上げ下ろしで大騒ぎになりました。腰痛がある私は辛かっ

たです。自分自身、健康で、体力がないとホストは難しいこ

とを痛感しました。その他 会話内容にも？ と感じる点があ

り、ゲスト情報は、心身の健康状態等をきちんと伝えて頂き

たいと思いました。 

 

 ゆっくり過ごした2日間    縫 洋子       

「FFの交流なのだから、ど

こかに行くのではなく、家で

ゆっくりしましょう」という島田

さんの提案で、ビッグアイか

ら郡山の市街地を眺めた後

は、わが家の狭い庭を眺め

ながらお茶を飲んで過ごしました。島田さんとは、仙台での

日本大会で初めてお会いしてから、日本大会で会うたびに

二言三言話をする仲でしたが、今回ゆったりとFFのことや

その他のことでお話ができ、とても楽しかったです。 

また、アートフラワーや生け花を教えてらっしゃる谷口さ

んとも、ガーデニングが趣味な私と共感できることが沢山あ

りました。人生を明るく前向きに歩んでいらっしゃるお二人

から沢山の元気をいただいた素敵な交流となりました。 

 

 FF長老を迎えて       伊東由実       

今回の国内交流で、我が家

に来られた方は、フレンドシッ

プフォースが日本に初めて誕

生した頃からのメンバーで、Ｆ

Ｆの長老と呼ばれておられる方、

白石さんです。滞在中に語ら

れた話は、郡山空襲のことや、東京ローズの事など、戦争

中の貴重なお話を伺いました。もう一人は田中さんで、昨

年の世界大会の時に、最もフレンドリーな会員に贈られる

賞を受賞された方です。世界大会に奥様と一緒して、FFラ

イフを満喫されているステキな方々でした。 

今回初めて国内交流のホストをし、交流会に参加して、

日本各地にあるFFクラブの活動を垣間見ることが出来まし

た。近頃、FF活動と疎遠になりがちな私には、フレンドシッ

プフォースの活動を再発見した思いがしました。 

 

 料理ideaで盛りあがる    矢吹光子       

国内交流の受入は初めて

でしたが、さすが同じ日本人

どおし、旧知の友を招いたよ

うにすぐに楽しい夕食が始ま

りました。実は、６日当日、午

前から３時頃まで法事で外出

していたため、満足なおもてなしができるか不安でした。新

鮮な野菜に助けられ、久利さんと依田さんは美味しいと何

度もサラダ、漬物、煮込み料理をお代わりしてくれました。

そしてお互いに簡単な(手抜きの？)料理のideaを話し、大

いに盛り上がりました。 

翌日は 五色沼、桧原湖をドライブし、交流会では、北日

本ブロックの他クラブメンバーと共に和気藹々と楽しいひと

ときを過ごしました。澄み切った青空の下で見たハーブ園も

十分に花は咲いていませんでしたが、小さな苗にも喜んで

くださり、本当に優しいお二人に会えて良かったと思えた一

日でした。 

 

 弾んだ音楽談義       斎藤恭子    

我が家では、唐澤まや子さん

をお迎えしました。６日(土)は、

事前に希望をお聞きしていた

「デコ屋敷」を案内しました。彦

治民芸で、コーヒーをご馳走に

なりながらデコ屋敷についての

詳しい説明を受け、その後、新

緑の滝桜を見に行きました。手入れをしていた地元の老人

クラブの方々に話を聞き、滝桜のすぐそばまで近づく事が

でき、私たちにとっても大変珍しい経験が出来ました。 

 唐澤さんは、代々プロの音楽家を輩出している音楽一族

のご出身で、ご主人は音響関係の建築家と言う事がわかり、

音楽について、音楽家について、音楽界の話、音楽ホー

ルの音響について等々、話題の尽きる事がありませんでし

た。（後で考えたら、FFのイベントだったのに、旅行の話を

殆どしないでしまった・・・。）素敵な出会いに感謝！ 
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 これがＦＦ精神…    笠間タイ子    

私達のゲストはFF東京メンバ

ー歴22年と云う超ベテランの佐野

敦子さんでした。立ち居振る舞い

や、その他すべてがFFゲストとし

てのMODELのような方でした。学

ぶべきことが沢山ありました。 

趣味のお話、訪れた国々の楽しいお話に時のたつのも

忘れ、たった１泊の時間の短さを感じました。翌日のBBQ交

流会では、FF宮城がドイツ訪問時にご一緒させて頂いた

人々や、2014年ドイツ・コトブスから同じゲストを受け入れた

FF太田群馬の宮崎さん達と初めてお会い出来たし、なか

なか楽しいものでした。FF会員であるお蔭で、さっきまで知

らなかった人とも急に身近になれる…… このようなことが

世界中で起きて、みんな仲良しになれる…… これがFF精

神ですね。 

 

 初めてのマジック…    大坂昭夫    

北日本ブロック交流会が、FF

郡山マジッククラブの発表の場と

なりました。マジッククラブが始ま

って3ケ月、 その間、 ２回だけの

リハーサルで本番を迎え、薄氷を

踏む思いでのデビューでしたが、

終わって見ると全員大成功で、野内隆天師匠の偉大さを実

感いたしました。趣味の世界として非常に奥が深いと感じま

した。 

 見ている人を引き込む話術と、奇想天外の結末で多くの

人を楽しませるマジックに、益々興味をそそられ、技術を高

めたいと思っております。 

 初めて参加しました…    平元 知    

６月７日、リステル猪苗代で

「東京クラブ国内交流＋北日

本ブロック交流会」に参加しま

した。先ずは、この交流会を

準備して頂いた皆様に、お礼

申し上げます。 楽しい会を有

難うございました。私にとって初めて参加した交流会でした。 

 最初に感じたのは、皆さん本当に元気で楽しそうだなとい

う事です。私も元気のお裾分けを頂きました。次に思った事

は、私はFFの様な全世界組織に所属したことがないので、

初めて感じたものです… 皆さんの顔が誇りと自信に満ち

溢れ、なお且つ楽しそうで充実しているなということです。

FFの理念や精神のなせる技でしょうか。そして、自分もその

中で何か出来ることを、今は喜びに感じております。今後と

もよろしくお願い致します。 

 

 

 

事務局から 

新入会員名紹介 

・小林 葉子さん (４月より入会) 
     郡山市並木二丁目（蓋 康さん紹介） 

・湯浅理恵子さん (４月より入会) 
     本宮市本宮 （斎藤恭子さん紹介） 

・佐久間修一さん (６月より入会) 
     田村市大越町 （箭内美夫さん紹介） 
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今年の渡航交流はメキシコです ！ 

FFムンドマヤ＋オプション観光 

日程 10月16日（金）～26日（月） 
申込まだ間に合うかな……？ 
＊問合せは… 

ED : 奥秋和夫さん Tel 024-952-1856 
          メール ： okuaki-k@beige.plala.or.jp 

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

 来年の“受入”大勢来ます！ 
 オーストラリアのFFバンダバーグと 

  FFオールバニー合同で22名です！ 

2016年 

 4月20日(水)～27日(水)、FF高雄(台湾)経由で

来訪します。日本の桜も見たいと永年リクエストしてい

て、ようやく実現し、とても喜んでいるそうです。 

 

受入初めての人も 

馴染みやすいAussie 

の人々…… 

今から準備して下さい 


