
 

 

 

 

 

   

  

個人からクラブ全体での受入へ                      

                       ＥＤ 矢吹 光子 

 今回の受入は Host だけではなく、会員全体が active

に動いてくれたので、大成功に至ったと感じていま

す。 

Host の方々は、小麦アレルギーや直前の台湾でのス

テイで体調を崩した Ambassador がいたりとご苦労の

多い中、見事に対処してくれました。 

Day・Dinner Host も Host に休息を与えてくれ、大き

な力になってくれました。 

文化体験や Party、Day Trip では、多くの会員の方々が関わってくれ、より中身の濃い素晴らしい交換

ができました。 

そして何より 皆それぞれが楽しく交流できた事が一番です。初めて参加した会員からも喜びの声が上

がっており、来年以降も遠慮せずに自分のできる範囲で関わって欲しいと願っています。外国のクラブ

では、一組のアンバサダーに対してチーム（４，５人）で迎え入れるのが当然になってきています。 

郡山クラブもそのように発想を変えて、より多くの人がサポートし、それぞれの負担を軽減していけば、

Host, Day Hostも引き受けやすくなると思います。改めて多くの皆様に感謝致します。 

F F郡山会報   

４月20日〜27日、オーストラリア２クラブの受入をしました。２つのクラブ同時受入は初めての
体験でしたが、皆様のご協力のもと、和気あいあいと楽しい８日間を過ごしました。 
 

第 73号 (2016-2)    FFBundaberg & Albany 受入特集号   2016 年 7 月 10 日 

4 月２５日 Day  Trip 平泉方面 

     

市役所表敬訪問 

４月 25 日 Day Trip 平泉方面 

市役所訪問 
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滞在期間中の日程  

4月 20日～27日 

 

20日 午前 10:53 到着 

21日 各ホストとフリー 

22 日 市長表敬訪問、開成山公

園で昼食、さんかくプラ

ザで日本文化体験 

23日 ウェルカムパーティ 

24日 各ホストとフリー 

25日 平泉へ Day Trip 

26日 各ホストとフリー 

27日 新幹線で東京へ出発 

   (時間はアンバサダーご

とに異なる) 

 

 

Graham & Lyn Duldig 

矢吹和昭・光子 

 

Max & Tina Morrison 

  橋本 晃・真澄 

Yvonne Davison 

Sylvia Bell 

中山忠・美和子 

 

Peter & Laraine Eisenhut 

前半：高野左起子 

後半：鈴木秀明・美枝子 

Linda Lee 

Joan Morrison 

前半：小林葉子 

後半：平野二美子 

Elizabeth Sugars 

Elizabeth Komar 

國分弘子 

Neil & Val McCabe 

野口英恵子 

 

Denise Schneider 

吉田初雄・純子 

John & Viv Nelson 

縫 裕訓・洋子 

Jennifer Taylor 

前半：根本葉子 

後半：奥秋和夫 
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  ５日間の思い出       鈴木 美枝子                               

受入の前は、楽しみよりは不

安が大きい状況でした。Laraine

と Peter は、気さくで思いやり

のある素敵なご夫婦で、お会い

してすぐに不安と緊張が解けま

した。滞在中は天候にも恵まれ、

ドライブや友人宅の訪問、市内

の散策等を通して、多くの日本

人と触れ合う機会をとても喜んで頂けました。 

会津方面へのドライブ、猪苗代湖や裏磐梯の自

然の美しさにとても感動され、観音寺川の満開の

桜には大喜びで、鶴ヶ城では歴史にとても興味を

もたれていました。昼食の満田屋では、囲炉裏で

焼いている田楽を美味しそうにほおばっていまし

た。居酒屋では、様々な日本料理やお酒を堪能し

て、心と心が通じ合い、別れが惜しくなりました。 

短い滞在でしたが、帰国後にメールを頂き、郡

山でのおもてなしをとても感謝され、私もホッと

しました。２０数年ぶりの受入でしたが、この出

会いを大切にして、このような機会を持たせてい

ただけたＦＦにも感謝です。 

 

１週間のゲストを迎えて  野口 英恵子 

 事前に、ご夫妻とのメー

ル交換は 2回。自然散策が

好きな音楽愛好家との印

象を持ちました。少し不安

もありましたが、とにかく、

“私自身が楽しもう！”と

決め、裏磐梯、会津、大内宿など福島県内の観光

名所をめぐりました。そして、毎晩、ワインや夫

の入れたてのコーヒーを飲みながら、共通する音

楽を聴き、会話を楽しんだことも嬉しい思い出と

なりました。滞在最終日には、テーブルの上に置

かれた紫陽花の鉢植えとメッセージカードの粋な

計らいに感動し、我が家でのホームステイを楽し

んでくれたのだと実感しました。楽しい時間をご

夫妻と共有できたことに感謝したい。 また、協力

してくれた夫にも“ありがとう”。 

             

COWRA（カウラ）を知ってる？ 大中 和枝 

 ４月 21 日、オールバニー

クラブの女性お二人と、釈迦

堂川散策、グループホームや

保育所訪問を楽しみました。

とても明るく元気な方達で、

子ども達や高齢者に気さく

に声をかけられ、ささやかな

交流会となりました。 

 ランチ後、我が家で、コー

ヒーと柏餅でティータイム．観光や貿易等に着い

てお話されました。観光で訪れた際、ぜひカウラ

に立ち寄って下さい。 

彼女達のメッセージです。 

[※カウラ (Cowra) は、オーストラリア・ニューサウスウ

ェールズ州にある街。日本人捕虜が脱走したカウラ事

件で有名。カウラ日本人墓地とカウラ日本庭園があ

る。] 

 

 「DIFFERENT」      小林 葉子 

  前半４日間アンバ

サダー、女性２名、

LINDA と JOAN を受け

入れた。 

２人の口癖は、ひねも

す互いに

「DIFFERENT」と言い合う。 

それほど性格、行動が違う２人。活発で無邪気な

少女と、冷静な先生と言った感じ。卵を買いに近

くのコンビニへ行く私の夫を、靴をはくのももど

かしそうに追いかける少女。片や、先生はじっく

りと庭の鑑賞。 

 しかし、そんな２人は共に朝夕の布団の敷く、

畳むを日本の文化を楽しむかのように受け入れた。

また、老人ホームにいる私の義母を訪ね、自身の

母を愛おしむように頬ずりし、ハグし、おしゃべ

りを楽しんだ。 

今回２つの「DIFFERENT」、２人のそれ、そして、

オーストラリアと日本の文化のそれに直面し、そ

の面白さを楽しんだ思いである。 

そして「理解」は「DIFFERENT」を包括するもの

だと思った。 

    今回 「初めてのホスト経験」をされた方々に、感想をお聞きしました。 



市長表敬訪問＆日本文化体験     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ 

 

≪楽しいお習字体験 太田瑞枝 ≫ 
私は日本文化体験の書道のお手伝いをしました。アンバサダーの方の

名前を漢字にして布製のバッグに書いてもらいました。ちょっと難

しい字が当たってしまった方もいて嘆いたり喜んだり。時間をかけ

て丁寧にお手本を真似る方、サラサラと雰囲気だけで絵のように描くか

たなど様々でしたが皆さん上手に仕上げて喜んで下さいました。 

≪何かとご縁の深いオーストラリア 大坂昭夫 ≫ 

クラブとして渡航したり、震災後の高校生を受け入れて下さっ

たりとご縁の深いオーストラリア受入。 

私は、開成山公園での会場設営、昼食準備担当でした。 

ブルーシート、飲み物、弁当を用意し準備万端スタンバイ。 

ところがゲスト全員が近くのベンチに座り、受け入れ側がシートにと、 

分かれてしまいました。 

弁当は、小麦アレルギーのゲストの為、おにぎりメインにしたと

ころ、半分以上残すゲストがでてしまい、サンドイッチとおにぎ

りを選択できる形が良かったと思いました。この反省点を次回に生かせるようにしたいです。 

写真で振り返る  

太鼓囃子を堪能 数年に一度の行事に遭遇 

新緑の開成山公園にて 
境内の手洗い場 

テレビ局のカメラマンです↑ 

「〝ボウム“と書いて〝ボム”と読む 

網代さんの華道講座終了後 作品を愛でる 

お

も

て

な

し

の 

心 

郡山市役所にて 

開成山大神宮にて 

書道 国分弘子さん 茶道 中山さん・内田さん・本田さん 

４ 
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「初めてのパーティ」      田母神章子 

歓迎パーティに初めて、合唱で参加しました。 

英会話が苦手なので、不安な気持ちでいっぱい

でしたが、アトラクションのお琴やひょっとこ

踊りなど、会場の雰囲気が和やかでとても楽し

いひとときでした。 

そして何故か、郡山バッハ研究会員として以

前、チェコやドイツに演奏旅行に行った時のホ

ームスティや、歌と踊りで歓迎されたパーティ

の事などを思い出しました。 

私にとって、楽しい想い出を蘇らせてくれた

素敵な夜でした。 

     パーティプログラム 

          司会：蓋 康・平野二美子 

１，あいさつ 

２，ホスト＆アンバサダー紹介        矢吹光子 

３，乾杯 

４，アトラクション 

1) 箏              網代純子 

2) 合唱 

3) アンバサダーアトラクション 

4) ひょっとこ踊り 

大坂昭夫、箭内美夫、伊東由実 

５，〆の言葉             佐藤紀男 

 

4月 23日 ビューホテルで。お箏の演奏や合唱、 

アンバサダーの方たちの歌など、楽しいひとときでした。 

中山会長 ED Grahamさん ED Yvonneさん 矢吹 EDの挨拶 

お箏の演奏 

恒例のひょっとこ踊り 

乾杯！ 

アンバサダー皆さんの歌♪とっても上手でした! 

プレゼント交換 

♪合唱クラブ♪ 

 

 



Day Trip に参加して 

本田裕子 

４月２５日、快晴の下、私たちは

オーストラリアのアンバサダーたち

と平泉に向け出発しました。最初に

訪問したのは、ちょうど園内の桜

が満開の「えさし藤原の郷」でし

たが、この歴史公園がテレビのロ

ケに使われていると聞き、興味を

もったようで、侍の恰好をしてチ

ャンバラに興じたり、終始、和や

かでリラックスした様子でした。

本命の世界遺産の金色堂では真

剣に説明を聞き、細部の装飾にも

見入っている姿が印象的でした。

高齢の方が大半でしたがそのエネルギシュさに感心した一日でした。 

 

我らはオージー侍 
奥秋和夫 

所は岩手県の「えさし藤原の郷」、鎧兜を身につ

け刀をかざした二人のオージー侍が「いざ、尋常に

勝負を」微笑ましい光景でした。 

この後、中尊寺、毛越寺と巡った平泉の旅は、良く

晴れた青い空に満開の桜が映えて、どこも最高のロ

ケーションに恵まれました。 

18人のアンバサダーの心に、日本文化の神髄を少な

からず残せたのではないかと思っています。 

 

 

≪左記の写真≫  矢吹さんの手作り愛情弁当です。オーストラリア４人のリクエストで、

小麦や乳製品アレルギーの方に用意していただきました。作者曰く、「小麦が入って 

いない特別の醤油を使い、いなり、おはぎ、 煮物、ハンバーグ （乳製品も使用できな

かったので、鳥ミンチにつなぎに寒天を細かく切って工夫）など １ヶ月前から献立を 

考えていました。」と。また、小麦粉不使用のお醤油はいつもの味が出せないんだと

か・・・。様々なご苦労があったようです。大変忙しい中、ありがとうございました！！ 

６ 

お
は
ぎ 



6月 12日、 太田市金山城跡ガイダンスで第 11回北

日本ブロック会議が開催されました。全体会議では、

FFI の金元プログラムマネジャーから FFI の近況につ

いて、蓋フィールドレップ・コーディネーターからFFJ

の近況についての説明がありました。FFIの近況につい

ての中では、本来、本部にフィーを払って Stopover 

Hospitalityとしてホームステイすべきところ、本部を通

さないクラブ間の直接交渉でホームステイを行う

Friendly Visit が行われるケースがあることが議論にな

りました。グループ討議では、ED の役割等について、

気楽な雰囲気で話し合いが行われました。 

 今回、郡山クラブは太田・群馬クラブを除いて最も

多い 9名の参加で存在感を示しました。11月にさいた

ま市で開催される日本大会にも多くの会員が参加され

ることを期待しています。 

 

 

 

 

北日本大会への参加は初めてでしたが、FFの活動に

喜びを感じ楽しんでいる他県のメンバーとの交流は、

改めて FFの良さを教えてくれました。 

  翌日は、富岡製糸場へ行きました。当時のまま残さ

れている木骨れんが造りの外観はもちろん、繰糸所の

内部には、三百釜のフランス式繰糸器が並び、ため息

が出るほどでした。 

  診療所などもあり、ここでの工女たちの労働環境は

充実していて、「女工哀史」のような過酷な環境はなか

ったということを、ガイドの方の説明から知りました。 

  販売されていたシルクのスカーフがとても美しく、

ここでもため息でした。 

  二日間を通し、太田・群馬のメンバーの方々の暖か

い心遣いが感じられ、楽しい経験ができました。 

 
 

 

 

 

太田・群馬 

宮崎 会長 
FFI金元さん 

富岡製糸場で繰糸器の説明を受ける参加者 

隈研吾氏設計による 

金山城跡ガイダンス 

八王子農園で行われた楽しい懇親会 
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マンモスフリーマーケット開催されず 

毎年、ゴールデンウィークの期間中にビッ

グパレットで行われていた「KFB マンモスフ

リーマーケット」が今年は開催されませんで

した。品物をご準備されていた方には申し訳

ありませんでしたが、よろしくお願いします。 

協賛会員 

企画室・コア Core 
協賛会員   ＦＣＲ 
（株）福島クリエーティブ 

発行日 2016 年 7 月 10 日 第 73 号              会  長 中 山 忠 

発 行 フレンドシップフォース郡山              e-mail : chu2232@keb.biglobe.ne.jp   

編集責任者 蓋  康                   〒963-8005 郡山市清水台 1-8-16 

e-mail : ff-kinu@outlook.com               TEL & FAX 024-933-4327                        

                                          事務局 佐藤 紀男 TEL 024-952-8332 

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 

協賛会員 

ＦＣＴ 福島中央テレビ 
協賛会員 

福島縣商工信用組合 

協賛会員 

福島トヨペット（株） 
協賛会員    Plan of Advertisement 

（株）波デザイン 

「ＦＦ日本大会 in 埼玉」のお知らせ 

下記によりＦＦ日本大会が開催され、会議には FFIのジェレミ会長も出席予定です。 

１．会議と懇親会                 

 ・月日 １１月１２日（土） 

・会場 ホテルブリランテ武蔵野（さいたま市）   

２．オプション観光 

・月日 １１月１３日（日） 

・内容 ①盆栽美術館＆鉄道博物館 ②川越ツアー 
 
詳しくは、事務局（佐藤）まで問合せください。 

 

  

 

 

 

 

 

新入会員紹介 

・北畠 香織さん（2月より入会） 

郡山市鶴見坦（矢部さん紹介） 

 

ＦＦ郡山の会員は、ど

なたでも参加できますの

で、希望者は 7 月 25 日

までに事務局にご連絡く

ださい。 

 

 事務局から 

新入会員を募集しています！ 

友人・知人をお誘いください！ 

mailto:chu2232@keb.biglobe.ne.jp

