
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F F郡山会報   

2016年度FF郡山総会が1月24日、郡山市久留米公民館で開催されました。今年の出席者は54名、昨年度事業
報告・決算報告、今年度事業計画・予算が承認されました。また、新役員・スタッフが承認されました。 

第 72号 (2016-1)      2016年度 総 会 報 告          2016 年 3 月 6 日 

                             

 

  FF郡山会長 中山 忠 

１月２４日の総会において会長に選出されました中山です。 

入会歴は古いものの１０年くらいはスタッフから外れており、経験不足だと思いますので、皆様のご協力を頂き

ながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

今回入会間もないころからの「ＤＥＡＲ」に改めて目を通してみて、自分のことも振り返りながらいろいろなかた

の活躍を思い出したりし感慨深いものがありました。 

私がＦＦに入会したのは１９９０年で、当時高校生だった息子の英語の先生（ＦＦ郡山のメンバ－）からの勧め

で、アメリカからのご夫妻を引き受けることから始まりました。開成山の花火大会の日がウェルカムパ－ティの日

で強い印象が残っています。 

その後、何度かＦＦメンバ－の受入をし、また高校生、大学生も受入をするなど、私には勿論、両親、子供へ

の刺激になりました。その影響で息子が海外で生活、仕事をするようになり、もう１７年になります。 

メンバ－にお世話になったお蔭で、パリでの生活が実現し、人とのつながりはありがたいものと感謝しており

ます。おかげで内なる国際交流もこの間続けており、海外から見た日本、文化の違い等いろいろと情報交換を

して、刺激をうけております。 

 昨年初めてブラジル受入のＥＤを務めましたが、受入委員の方のスム－ズなバックアップのお蔭で大変という

より楽しく全行程を終了することができ、感謝しております。 あまり一人の人に負担がかからないように、みんな

で分担し、そして多くのメンバ－に受入、ＥＤも経験していただきたいと思います。  

受入は何度か経験しましたが、渡航の経験がなかったので、今年は、７月のドイツ・コトブス訪問へ参加する

予定です。 ぜひ皆様も早めに受入、渡航のエントリ－をしていただきたいです。 

 また、国際交流のみならず国内交流、会員同士の交流も大切にしていきたいと思いますし、会員増強と合わ

せて、少しでも協賛会員も集めたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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1月 24日、総会後の新年会(懇親会)では、恒例の合唱クラブの演奏、クイズに加え、今年は 

クラブ員によるマジック披露も行われ、楽しいひとときを過ごしました。 

 

  楽しんでます           池田由紀江   

毎年、総会と懇親会を楽しみ

にしています。今年はお手伝い

として 〝受付”を担当しました。 

そこで、総会の資料作りや席順

のくじ作り、会場の手配や食事

の準備など影の支えがあっての

行事であることを改めて知りました。受付では、

顔と名前が一致しない方もいましたが、自分から

声をかけることで受付をきっかけに、今まで話し

たことがなかった方とも交流できたのかなと思い

ます。 

席に着いてからは DEAR 編集のための写真を

撮ったりして忙しくしていましたが、クイズの時

には真剣になりすぎて、写真も撮り忘れるほど楽

しく充実した１日となり、良いスタートが切れた

と思いました。 

 

 

   ～総会に思う〜         星  逸朗    

 今年も型通りの総会と楽し

い新年会（懇親会）がありま

した。 

 ご存知のように、総会も新

年会もスタッフを中心とした

会員の手作りです。 

総会資料を見ても、担当者がワードで作成した

原稿をスタッフ会議で校正して、レイアウトも自

分たちで決めて、印刷業者には印刷製本して貰う

だけです。新年会は会員が会員を指導した成果を

披露している合唱と手品、回答する際に使う番号

札も手作りのクイズです。そして、クイズの結果

で順番に選ぶ景品は、スタッフによるボランティ

ア（提供）です。 

エコライフの一面もあります。努めてゴミを作

りません。余興でもゴミを出すような事をしてい

ませんし、昼食の空弁当もペットボトルも各自が

持ち帰りです。 

 ただし、毎年残念に思う事があります。 

名前も知らないままの方が何人もいるのです。 

自己紹介タイムがあれば良いと思うのですが、新

役員の方でご検討をお願いいたします。 

 

  総会・新年会に寄せて      武藤 弘美   

私がFFに入会してから16，7年

経ちますが総会・懇親会に参加す

るようになったのは、ここ4，5年

です。スタッフの皆さんの周到な

準備のおかげで毎回楽しく参加し

ています。 総会で同好会の紹介

がありましたが、ここに参加するとFFのメンバー

との交流が生まれ他の活動にも繋がっていくので

ぜひ皆さんにお薦めします。 

 第2部の会食・懇親会。昼食は例年、中華料理

でしたが、今回は目にも鮮やかな和食の折詰です。

初春らしさ、そして、準備の手間いらず後片付け

も簡単でとても良かったと思いました。来年もぜ

ひこの方式が良いですね。 

 合唱クラブの荘厳な演奏に酔いしれ、マジック

の不思議さに引き込まれ、クイズは目から鱗。何

十歳になっても知らないことは山ほどあるのだと

再確認した1日でもありました。スタッフの皆様

お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

  新スタッフになって       平元  知   

今年から新スタッフとしてお

手伝いすることになりました平

元です。よろしくお願いいたし

ます。 

簡単に自己紹介を致します。

私は会社の転勤で、2009年に東

京から郡山に転勤になりました。 

その後、斎藤和夫先生の合唱団に所属したのを

きっかけに同じ合唱団仲間である蓋さんのご紹介

でFF郡山の会員になり今年で３年目になります。

私の趣味、特技は合唱、英語、パソコンです。合

唱は高校時代以後、海外赴任で中断を余儀なくさ

れた期間を除きほぼ歌い続けています。英語は８

年間の海外赴任（マレーシア、米国それぞれ４年

づつ）を通して身に付けました。パソコン歴は20

年です。 

これらの力をFF郡山の活動に生かせていければ、

というのが今年の抱負です。 
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          2016 年度 

◇３月６日 ワールドフレンドシップデイ昼食会  ◇９月１６～１９日 FF 世界大会 

◇４月２０～２７日 オーストラリア２クラブ受入 ◇１１月１２日 FF 日本大会（埼玉クラブ） 

◇６月１２・１３日 北日本ブロック会議（群馬） ◇１1 月 国内受入交流・芋煮会（奈良クラブ） 

◇７月２６日～８月５日 ドイツコトブスクラブ渡航 ◇その他 県・郡山市国際交流協会事業参加 

◎１月２４日 総会・懇親会 

    

    

        

  

  
◎役員紹介 
会  長： 中山 忠  副会長兼事務局：佐藤紀男   副会長：矢吹光子   会計：大坂昭夫 
監  査：奥秋和夫 ・ 矢部宏子    アドバイザー：嶋 勇吉 
スタッフ：蓋 康（FF 日本フィールドレップコーディネーター）・ 今川瑠美・太田瑞枝 ・ 組本登茂子・ 
小林葉子・ 斎藤恭子・佐々木和彦 ・ 鈴木まり子 ・ 縫 洋子・ 野内隆夫 ・橋本真澄 ・ 平野二美子 ・ 
平元 知 ・箭内美夫 

 

日本伝統文化クラブ 

５人のマジック SHOW！！ 

司会は総会が奥秋和夫さん 

懇親会が星逸朗さんでした 

新入会員紹介 

渡航は 

ドイツのコトブス   

受入は 

オーストラリア    合唱クラブ 



4 

 

 

 
 

受入が近づいてきました！ 

今回は、日本が初めての方が多いので、日

本文化体験を計画しています。この文化体験

は交流を楽しむ事も目的にしていますので、

多くの会員の皆様の参加をお待ちしており

ます。 

特技が無いという方も講師の方々の準備

のお手伝いをしてくれるだけで十分です。 

男性も移動の送迎や机、椅子の設営など是

非お手伝いお願い致します。 

他にも Welcome Party,  Day Trip もあ

りますので、交換をお楽しみ下さい。 

4/20(水) 昼頃 郡山駅着 

4/21(木) フリー 

4/22(金)  市長表敬訪問、昼食(開成山公園) 

日本文化体験（さんかくプラザ） 

4/23(土) Welcome Party (郡山ビューホテル) 

4/24(日) フリー 

4/25(月)  平泉 Day Trip  

4/26(火) フリー 

4/27(水) 午前中 郡山駅出発 

*市長の日程や天候によっては変更があります

ので、ご了承下さい。（ED 矢吹） 

 

 

日程  ７月２６日（火）～８月５日（金）  

ホームスティ（７泊）ベルリン訪問予定  

(オプション観光) 

ローデンブルク市内観光、泊   ロマンチック街道  

ノイシュバンシュタイン城観光   ミュンヘン泊  

ホテルフィアヤーレスツァイテンケンピンスキー泊  

今年の渡航は 

ＦＦコトブス（ドイツ） 

参加費用（予定） 

約３５万円＋サーチャージ＋２４０ドル  

（プログラムフィー＋アンバサダーフィー）  

 

問い合わせ、申し込み先は  

ＥＤ：鈴木まり子  ☎024-972-2757 

メール mariko-suzuki@kkd.biglobe.ne.jp 

 
新入会員紹介 

・上田 哲さん（１月より入会） 

郡山市片平町（笠間さん紹介） 

・本田裕子さん（１月より入会） 

郡山市八山田（平野さん紹介） 

・鈴木美枝子さん（１月より入会） 

郡山市愛宕町（平野さん紹介） 

 

 事務局から  

発行日 2016 年 3 月 6 日 第 72 号              〒963-8005 郡山市清水台 1-8-16 

発 行 フレンドシップフォース郡山                      TEL & FAX 024-933-4327 

http://www.ne.jp/asahi/ffk/ssk/         事務局 佐藤 紀男 TEL 024-952-8332 

会  長 中 山 忠                            編集責任者 蓋  康 

e-mail : chu2232@keb.biglobe.ne.jp          e-mail : ff-kinu@outlook.com 

今年の受入はオーストラリア  

協賛会員 

（株）ヨークベニマル 

協賛会員 

薄皮まんじゅう（株）柏 屋 

http://www.ne.jp/asahi/ffk/ssk/
mailto:chu2232@keb.biglobe.ne.jp

