
Cornwall クラブの活動を見て、、今後の郡山クラブの

参考になると思われること。

１）発足３年未満の小さなクラブでもあり、土地柄でメ

ンバーの平均年齢は、推測ですが、およそ 60 歳以上。

それだけにホストを決定する過程は簡単ではなかったよ

うです。その困難を、ホストをする人の役割と、ホスト

が出来ない人の役割とに分けて分担することで、克服し

ていました。

２）welcome party はメンバーの家で、farewell party

は教会のホールで、両方ともメンバーの持ち寄り手料理

をバイキング形式で。誰が何を作るかまでの打ち合わせ

もなされています。

３）今回の訪問では、私たちメンバーは滞在中、一日に

一度は、行事で会っていました。Cornwallクラブにとっ

て初めての、非英語圏からの受け入れということからく

る、言葉の問題への不安、ホスト側のメンバーの高齢の

問題、足の便などを考えた末の、双方を気遣った工夫と

考えられます。その結果、私たちは全員、Cornwall 州の

見所のほとんどを網羅して、堪能させていただくことが

できました。みんなが楽しめるように、一人一人を大切

にする基本姿勢が、ここでも徹底していたと思います。

４）費用についての考察。この旅では Cornwall クラブ

から私たちに対して、行事に関して発生する費用の請求

は一切ありませんでした。先方に入金した私たちを受け

入れする費用は、私たちが FFI へ送金した＠ 200US ＄

の中から、受け入れクラブへ自動的に配分される host
fee としの＠ 50US ＄だけです。田舎といえども物価は、

郡山あたりと変わりありません。

Eden Project の入場料や、coach trip のバス料金とその

日の昼食や飲み物まで、その他もろもろの出費を host
feeだけで賄えるとは思えません。EDのGavin によれば、

これが自分たちのやり方であり、そのために自分たちは、

資金集めのためのバザーや、クイズショーなどをやって

きたということでした。このこともまた、“おもてなし”

の意味を今一度考えさせられるお話でした。

５）Cornwallは遠い。郡山を発ってから、ホストクラブ
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と顔をあわせるまでに、ホテル一泊を含めると通算で

40時間余り。ホテル一泊なしで直行することも事前に

は考えましたが、やはり現実的には体力的に無理だった

と思います。時間をかけた分、UKの鉄道旅行を堪能で

きた付録もあります。Cornwall ～郡山のこの距離のた

めに、今回のホームステイの内容が過密になったことは

否定できません。一つは、10日がマキシマムという日

程、一つは、イギリスにまで行って、ロンドンもやはり

少しは入れないと……という事情があったからです。通

常の一箇所一週間という枠とは一日違うだけです。もう

少しホストの皆さんとじっくりお話できる時間をとりた

かったという意見も少なくありませんでした。しかし両

方満足させることは難しいことです。

６）最後に、これからの FF の訪問の形態について。

今回は他クラブから計３件の offer がありました。１件

は FF マガジンを見てカナダの個人から。これは FFI の
方針として、２カ国以上の国民が合体した ambassadors

は認可できないということで即キャンセル。１件は、こ

れもマガジンを見ての国内の個人からの申し出。このケー

スはこの方が所属するクラブと本人との対応で齟齬があっ

たことが、後になってわかり、結果的には同行を遠慮し

ていただくような格好で落ち着きました。１件は FF 支

援委員会からの紹介。この方は新しい FF のクラブを立

ち上げる意向を持っており、その事前の準備の一環とし

てという希望でしたので、同行を快諾したという経緯が

あります。

今後はこのような国内の他クラブとの合同の渡航の可

能性が増える事が予測されます。そのことを踏まえ、対

応の系統関係や、形態など、予測できる範囲の決まりを

まとめておく必要があると思います。

一方個人旅行が極めて容易に出来るようになり、その

ことに慣れてきた今日、ホームステイの良さを知らない

とどうしても気楽な旅行を望むことになり、規制の多い

ホームステイ希望者がますます減ることにならなければ

良いがと思うのは杞憂でしょうか。少しでも多くの人が

この貴重な経験を共有できるようにするには次のような

ことが考えられます。一つは、みんなが長期休暇が取れ

る時期、春、夏、冬休みなどにその機会を作ること。二

つは、ホームステイの前後に、個人旅行の自由な形態を

ある程度、許容範囲を持って受け入れることです。

７）郡山 FF は 10 年以上の歴史があるクラブなのに、

会員誰でもが、すぐに過去の歴史や、行動を振り返るよ

すががどこにもないというのは、とても淋しい気がする

というメンバーの意見も出ておりました。そろそろ今ま

での記録をデジタル情報にして残す作業をする時期かと

個人的に思いました。

８）情報伝達の面ではデジタル情報が、国内的にも、国

外的にも活躍しました。主としてメールでの連絡です。

カナダ→郡山→アメリカ→カナダ→郡山→カナダ→郡山

間で約１２時間足らず位で一件落着した時には、IT パ

ワーのすごさに感嘆しました。時間的にも、コスト的に

も強力ですが、何にもまして、それが個人の時間の制約

なしに事が達成される便利さは、この間とてもありがた

いことでした。

昨年のイタリア旅行で、人との交流のない観光旅行

のむなしさを感じておりました。

ホストファミリーは、はたしてどんな方だろうか，私

の英語は通じるだろうか、そんな不安も、すぐはじけて

しまいました．

駅から家へは丘陵地帯に広がる放牧風景を見ながら

幹道を入ると道は細く、狭く、曲がりくねった田舎の道

でした。昔ながらの道をできるだけいじらず、環境を優

先させるためとのことでした。

いろいろな草花が咲き乱れ、まさに英国ガーデニング

そのものの庭と家との調和には感嘆させられてしまいま

した。滞在中の 5 月 22 日はイボンヌさんの誕生日でし

た。ダイソン夫妻や波勢さんらが招かれました。私は草

花で二つの生け花を活け，お祝いとしました。

ウィリアムご夫妻の暖かなおもてなしと，心遣いは決

して忘れることはありません。

そしてコーンウォル支部のメンバーと、ご一緒できた

12 人との素晴らしい数々の想い出も、心に深く刻み込

まれております。

アンバサダーとしては初体験であった。

コーンウォル支部の用意周到な受け入れ準備は目を見

張るものがあった。まさに準備なくして成功なしと云え

るほどのものであった。また、彼のメンバーの協力は、

バザーによる資金づくり、二つのパーティの飾り付け、
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料理やケーキの手作りと、献身的なものであった。バス

をチャーターしての一日観光は、ランチを事前準備をし

たり、日本人のガイドをつけたり、細やかな気遣いは、

日本人に勝るとも劣らぬものであった．

ホストのウィリアムご夫妻宅でのホームステイは、楽

しく快適で、心温まる配慮に満ちた日々であった。

ＥＤを中心とするメンバーの協力も素晴らしかった。

それにつけても、ＥＤや、サブＥＤのご苦労は相当なも

のであった。派遣や受け入れの際に、ＥＤをご担当され

た方々の経験を積み重ねたものを、マニュアルとまでは

いかなくとも、ある種のガイドブックを作成して、個人

の経験から組織の経験へ、変換させていく時に来ている

ことを痛感させられた。

初めての外国旅行のため、いろいろと分からないこと

ばかりで皆さんに大変お世話になりました。

英国市民の暮らしを体験してみて、日本との比較をし

てみたいと思います。

全体的に感じたことは、日本の主婦と比べると家事労

働時間が短く、その分、趣味やガーデニング、親しい人

たちとの交流に、時間をかけているように思いました。

日本では、いろいろな生活様式が混在していて、更に

商業主義に乗せられていて、次々と新しいものを追い求

めているため、毎日が忙しく回っているように感じます。

もっと日本での生活もゆっくり、のんびりしていてもい

いのではないかと思いました。

英国人ののんびりした生活の典型的な姿は、あちこち

で見られた美しい大自然の中での日光浴でした。その表

情は、平和で穏やかそのものでした。

そして日々の生活の中では、歴史ある物を大事にしつ

つ、あるがままの姿を受け入れている英国人の自信と誇

りのような物を感じました。

それはまさしく私のもっていた価値観を変えてしまう

位のショックで、ふと、この国で暮らすことが出来たら、

と思わずにはいられませんでした。

本当に素晴らしいイギリス旅行でした。この国を訪問

するチャンスを与えていただいて有難うございました。

古き良き伝統の残る国イギリス。街並みを見ただけで

も、昔からの建物や緑がとても大切にされていることが

分かります。もちろん、大都会ロンドンも素敵なところ

ですが「イギリスの本当の良さは地方に行かなければ語

れない」と、今回の旅ほど思ったことはありません。

中でもコーンウォルは、とりわけ素晴らしいところだ

と思います。澄みきった空、一面の緑、美しい花々、た

くさんの牧場や家畜たち、それを取り囲む青い海に白い

浜辺。日常の慌ただしさから離れ、私たちはこの大自然

の中で、たくさんの貴重な時間を過ごさせていただきま

した。

私たちのホームスティは５月 19 日に始まりました。

翌 20 日の歓迎パーティーでは、ホストの皆様から、心

のこもった家庭料理のおもてなしを頂きました。お互い

に胸に付けた名札を見ながら、（片言英語で）楽しく会

話をしたり、不慣れな私を一生懸命溶け込ませようと、

いろいろお気遣いいただきました。初めてお会いしたの

に、なんて温かい人たちなのでしょう。

そして、その翌日には市長への表敬訪問。市長の歓迎

の挨拶の際、歴代の市長が公式の場で着用した、伝統の

衣装をお借りし、一緒に記念撮影をさせて頂きました。

私にとっては、すべてが初めてでしたので、うまく表

現出来ませんが、不安と期待の大きかったこの旅でした

が、同時にそれは「人の温もりや思いやり」を味わうこ

とが出来た旅であったように思います。

フレンドシップ・フォースと出会うことがなければ、

決して味わえない貴重な体験ばかりでした。今度は郡山

へお迎えした方々に、この親切や思いやりを、お返しし

たいと思っています。

会長はじめ、今回一緒に行ってくださったアンバサダー

の皆様、本当にありがとうございました。
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コーンウォル・ＵＫ訪問から帰った晩、出来るだけ早

く時差ボケを解消しようと、夜 11 時過ぎまで、無理し

て起きていてから寝たのですが、明朝３時半頃、目が覚

めてしまいました。その時、ハッキリとはしないのです

が、何か、私のホストの SARAさんやコーンウォルの人

たちと、一生懸命話している夢でした。……こんな時、

彼らの英語は、こんな表現の仕方をするのか……なんて

思いながら……。

言葉は生活文化が反映して生まれるもの。その国、そ

の土地独特の言葉は、独特の生活文化が土台になってい

るのですから、ホームスティを通じて、その人々のライ

フスタイルに浸って見れば、何か面白い事が見えてきそ

うです……。私が去年の 10 月、郡山 FF に参加して、

未だ 1 回も受け入れ経験もしていないのに、いきなり今

回の訪問団に加えて頂いたのには、このような興味もあ

りました。

さて、ホームスティ・ホストとの組合せ表が先方から

来た時、私はチョット不満がありました。パソコンが趣

味と書いてやったし、前もって数回、メールの交換も手

伝ったりしているので、例えば、先方のホームページの

Web master であるTony Charman 等の家にスティ出来れ

ば、現地からのメール通信等もうまく行くな……などと

考えていたのでした。しかしTony は今回、ED のGavin
を助けて、Exchange 計画の全体をサポートしていたよ

うです。

実際の Exchange を終えて、今考えてみると、今回の

ホストSARAさんと私達の組み合わせも、なかなか考え

た結果だったと感じられます。1 回だけですが、前もっ

ての手紙で、SARAさんは 3 年前に retire した元看護婦

で、17 年前に医者の夫と死別してから、当時、高校と

中学だった 3 人の男子を、女手一つで育て上げ、今はそ

れぞれ弁護士、銀行員、警察官として独立していること

が分かりました。この様子から、シッカリした人なんだ

ろうな……と予想して行きましたが、実にその通り。今、

犬、猫と暮らしていまして、そのしつけも良く、食事支

度などの家事もてきぱきとこなす人でした。

ホームスティした最初の晩に食事をしながら、すぐに

SARA、Kaz、Fumiko と呼ぶことになり、食べ物の事な

ど遠慮なく希望しました。朝食はトーストにベーコンか

ハム＆エッグ～目玉焼きで～紅茶は好きだが、私はコー

ヒーは飲まないこと等を話したら、その通りにしてくれ

ました。

次の日、カテドラルの日曜礼拝に行こうという事にな

りました。SARAは教会のChoir の一つに所属して、歌っ

ているのです。前に“考えた組み合わせ”と言ったのは、

ここです。勿論私も英国国教会の日曜ミサに興味はあり

ましたが、Fumiko はクリスチャンで、須賀川教会のオ

ルガニストも兼ねています。喜んで、“ぜひ”というこ

とになり、約1時間半の素晴らしいミサを経験しました。

人口 2 万人そこそこの街に、あれだけ立派なカテドラル

があり、あれだけ沢山の人が集まるという事は、彼等の

歴史と生活にキリスト教が深く係わっているのだろう、

と改めて認識しました。

ミサ後の茶話会ものぞかせていただき、オルガニスト

やオルガンビルダーという人とチョット言葉を交わすこ

とも出来ましたので、Fumiko は喜んでおりました。私

は、なーるほどオルガンメーカーじゃなくて“ビルダー”

というのか……と、カテドラルの壮大なオルガンを思っ

て納得しました。あれは確かに楽器というよりも、建造

物という方が相応しいでしょう。だから、それを造る人

はビルダーという言葉を使うんだ！ これも文化を表現

する言葉の一つでしょうか。

その他にも、音楽好きという共通点で、合唱の話、コー

ンウォルで盛んなブラスバンドの話、SARAの愛車・Ｖ

Ｗゴルフ内でいつも流れているクラシック専門 FM 放送

の Goodsound の話、言葉表現の不自由さを越えた音楽

の共通性で、気持ちを通じ合えることもありました。

最後の日の昼間は、私達二人だけで Truro の中心街を

exploreさせてもらいました。今風な新しいスーパーマー

ケットがある一方、昔から続いて来たのだろうと思わせ

る、東京のアメ横風なマーケットもありました。そこで

サンドイッチを買って、昼食にしました。水曜日の昼間

だというのに、この街にはけっこう人出がありました。

郡山のウィークデイの昼間よりも多い位です。わずか人

口２万人の街でですよ。やはり、こちらの人たちのライ

フスタイルは、日本の我々のように、画一的なものと

は異なるのではないでしょうか。

街のガイドパンフに“インターネットショップ”とい

うのがあったので入って見ました。全部WindowsPCで、

使ってみた感触では、response は我が家の ISDN とほぼ

同じ程度、Hotmailアドレスでは、日本語のメールは日

本語で表示されました。しかし、ここからの発信は、さ

すがにアルファベットでないとダメでした。後日、ロン

ドンの“インターネットカフェ”でも試したのですが、

英国のPC、I-net の状況は日本とほぼ同じ位かな？ とい

う印象でした。

コーンウォルの人々は暖かく私達をもてなしてくれま

した。人情はやっぱり同じだなーとも思いました。コー
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ンウォルの風景は、まとまった森は少なく、まるで緑の

野原で、それこそ何処にでも草花が咲いています。我々

の周りではあまり見られなくなった、自然そのままの野

原が続いていました。食べ物もシンプルでした。アイス

クリームも２～３度食べたのですが、特にオイシイーと

は思いませんでした。概して、今回のイングランドの食

事は“グルメ”な感じは無かった、というのが本音でし

た。

そして、何日かたった今、日本語になりましたが、コー

ンウォルの夢をみます。

…………They say " Cornwall Forever ！"

行きの飛行機で、どうやら風邪をぶり返してしまっ

たらしい私は、ホームスティでの三日目、発熱もあり、

ついにダウンしてしまった。ホストファミリー・サラさ

んの家のダブルベッドで、申し訳なさと英会話のおぼつ

かなさも重なって、いささか悲しい気分になって、寝入っ

てしまった。ふと隣りに重さを感じて目をさましたら、

そこにはドティー（サラ家の犬）が横になり、私と一緒

に昼寝をしているではないか……。驚いた……。それか

ら「どうした……？」と言いたげな眼差しで、何度も姿

を現しては、ベッドに横たわってくれる。一日に何度か

ドティーを送り出したが、その都度私の手が必要となる。

日本と違ってドアは全て内側に開く造りなのだから……。

それにしても、思いがけない、やさしい見舞客に、犬語

の分かる（？）私は救われ、気持ちのなごむ一日でもあっ

た。下の部屋からはサラさんの弾くピアノの音が心地よ

く響いて来た。彼女のお母さんが使ったという、かなり

の年代物だが、少々チェンバロ風な音色も味のあるもの

で、さりげなく聴かせてくれた、心配りにも感激した。

旅先で体調を崩すなど、私にとって初めての事だけに、

多くの人々にも、ご心配やご迷惑をおかけしてしまい、

反省しきりだった。そして折に触れ、まさにフレンドシッ

プ、そのものを痛感させられた旅でもあった。

「イギリス南西部の旅」企画に参加のため、妻が FF 郡

山に入会しました。私は外国語が話せないが、ブローク

ン英語を話す妻と同行し、“イギリスの田園風景”の撮

影とホームスティの初体験も良い機会と思い、参加しま

した。

５日間のホームスティは長いかな、と思っていたので

すが、実際には、もう少し２日位延長願いたい程でした。

私達のスティ先はTruro Ladock 地区。ホストファミリー

は、ダンディーなマイケルとひょうきんなかあちゃんの

マーガレット・コック夫妻(70 ～ 65 才) 農業をやめて、

２人暮らし。彼の手づくり住宅に世話になりました。畑、

牧草地のド真中で隣の家など見えない、非常に静かで、

さびしい所でした。生活は質素、合理的で、感心するこ

との連続でした。

毎日、南の海、北の海、西の海と、手づくりコーニッ

シュパイ持参でドライブをしてたような気がします。貴

重な体験をしてきた、エピソードは沢山ありますが、そ

の内の幾つかを紹介します。 自転車で茅葺き屋根の民

家を撮影に行く計画を伝えると、あそこに行くには幹線

道路を走るので、自転車では危険であると、マイケルの

車で一緒に行ってくれ、私の知らないビューポイントを

数カ所、案内してくれた。その帰宅後、私一人でサイク

リングに行こうとすると、マーガレット用で車庫にホコ

リをかぶっていたのを、一生懸命清掃、整備してくれて、

見通しの利く高台まで、マイケルも一緒に行ってくれま

した。そこで周辺道路の様子を説明してくれました。お

陰で、そこから一人で、２時間ほど、いろいろな花の咲

く、美しい農道でサイクリングを楽しみました。

又、マーガレットに、茅葺屋根民家のミニ置物を、み

やげに買いたいと話したら、何回も、ショップを見つけ

ると、マイケルに車を止めさせ、物色してくれました。

しかしコーンウォルでは目的達成できず、結局、帰途の

ヒースロー空港ショップで購入出来たのでした。
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犬ともフレンドシップ……
佐々木文子

Cornwall の旅……

塩谷 定雄



Truro の大聖堂見学の時には、私達が、流れてきたパ

イプオルガンの響きが素敵だと云って、着席して聴くと、

マーガレットも好きだと云って、着席しました。帰る時、

マーガレットは教会ショップでオルガン曲ＣＤを買い、

自宅でＢＧＭに流してくれました。帰国時に、沢山のお

みやげの中には、このＣＤも入っていました。きめ細や

かな気遣いには頭が下がります。

Cock 夫妻はいつでも優しく、笑顔で応対してくれ、お

世話になりっぱなしでした。本当に親身になって、私達

を世話してくれ、感謝感激です。ＦＦの趣旨である“民

間大使として自国の正しい紹介と相手国の理解に努める”

役割を果たしたかは疑問だが、楽しく想い出多い旅では

ありました。

ＦＦ郡山のＥＤ、スタッフ、又Cornwall ＦＦの温厚な

人たち、皆々様に感謝の気持ちでいっぱいです。有難う

ございました。

5月 19日(土) 外国でのホームスティは 2 度目。Truro 駅

から 10 ㎞位北のLadock という田舎。ホストは農業をリ

タイヤした 70 才のご夫妻。背の高い温厚な Michell、陽

気で人の良いMargaret Cock さん。三菱の車で出迎えて

くれ、なだらかな丘の牧場が続く中、野生の美しい花が

咲いている壁が、狭い道の両側を飾っている。その狭い

道をとばして行くと、大きなひばの木が有る一軒家に着

いた。

玄関先には石造りの Cock（雄鳥の石像）と Margaret
の花々、Bramble(いばら)と云う名の毛並みのきれいな猫

が、私達を待っていてくれた。

彼の手紙で、口蹄疫を心配しているようだが、人への

心配は無い。Cornwall地方は海の幸にあふれる所だと言っ

て来たので、私達は seafood 大好きと返事しておいた。

はたして、昼食には美味しい魚料理を出してくれて、嬉

しかった。サーモンの塩焼き、鯖のペパー漬はチョット

醤油風味で、大変おいしく、夫はすっかり気に入ってし

まった。この味で、何の違和感もなく、何年もつきあっ

て来たような雰囲気にひたれた。

娘さん達(2 人)が使っていた二部屋とBathroom を自由

に使うことができ、飲料水も用意され、細やかな心使い

が感じられ、うれしかった。野生の花々の彩り豊かな、

広大な敷地を案内してくれた。泉の湧く三つの池、めず

らしい植物も見られた。可愛い Cottage、ブランコ、

garage もCock 氏の手作り。私はMargaret と二人、少女

のようにブランコにゆられ、楽しんだ。ここから、私達

が乗ってきた鉄道も見えた。大きなトラクターで、牧草

を刈り込んだ道は柔らかく、じゅうたんの上を歩くよう

だった。

その後、車で 50 分位南の St.Mawes へ。この辺りは

Truro まで深く入り込んだ、Carrick Roads と呼ばれる入

江で、対岸の Falmouth には、ヘンリー８世によって建

てられたCastle があり、海洋の重要な基地だった所。今

はフェリーで結ばれた、観光スポットになっている。

７時すぎに、日本から持参したソバでの夕食。野菜の

天ぷら、エシャロットを薬味にして、音をたてて食べる

ことを話したら、笑っていた。Cock 氏は箸の使い方に

挑戦、Margaret は上手。二人とも、美味しいとすっかり

平らげた。食後は、玄関先でのティータイム。９時過ぎ

ても青空。この半日が何日にも感じられた。

５月20 日(日) 朝９時、教会へ。古い建物、日本では

プリント模様で有名なWilliam Morris もここに住み、教

会の建築を手伝っていたと記されていた。野生の花々が

群生する、この地でスケッチに夢中だったであろう

Morris の姿を想像した。祈り、賛美歌など、私達の教会

と同じものがあり、正餐にあづかり、コーヒーブレーク

では暖かな交流ができ、感謝であった。

軽い昼食後に、今日は北の海へドライブ。ここも北大

西洋の入江深いPadstow。海の幸がずらりと並んだ売店、

ＴＶでも人気のシェフの店で、美味しいルール貝を賞味

して満足！！

さらに、ここから 10 ㎞位南にある”日本庭園”へ。

そこには沢山の盆栽があり、石庭、東屋、池など、回遊

式庭園であった。

夜のWelcome Party は会長のDyson 宅だったが、そこ

は 400 年前の家をリフォームしたとのこと。古い物を大

事に長持ちさせる努力が見られた。
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Cock夫妻との６日間……
塩谷 好子



５月 21 日(月) 朝、目覚めに Cock 氏の弾く Happy
Birthday の曲が聞こえた。今日はMargaret の誕生日。４

人で手をつなぎ、輪になって彼女を祝福した。

Picnic Lunch では、昨日 Padstow で買った蟹のフレー

クやペーストが、sconeにとても良く合って、美味しかっ

た。ここでも、皆で Margaret の誕生日を祝った。エデ

ンプロジェクトは大植物園。完成は未だ? という感じで、

日本人との考え違いを感じた。

夜は、高橋とよ子さんのホスト宅 Owls House へ行っ

て夕食会。年輩の Jo さんが、白髪の Elizabeth さんの手

助けを得て、料理をしていた。とよ子さんが大きな家の

中や庭を案内してくれたが、きっと昔は大地主の家？

しゃくなげの大木がピンク一色。見事だった。

料理はと言うと、野菜は boilしただけ、ラムをオーブ

ンで焼いたものも、塩、こしょう、ドレッシングだけ。

Simple is best !! なのか？ とよ子さんの活花が美しく部

屋をかざり、Jo さんは彼女を、大変ほめていた。

５月22 日(火) 貸切バスでの Cornwall州西端方部への

Coach trip から帰っての夕食は、チラシ寿司。Cock 氏の

箸づかいは上達していた。Sushi good!! とのこと。日本

は遠いので、行くチャンスはないと考えている彼等に、

日本の味を体験してもらえて良かった。

５月23日(水) のんびりした朝を迎えた。夫は、Truro

へ行き来する途中に見かけた、茅葺き屋根の家の写真を

撮りたいと自転車を借りて出かけた。私はCornish Pasty

の作り方を習いながら、４人分つくった。

餃子のかわを大きくした感じのものに、じゃがいも、

玉葱、牛肉、ズッキーニ等を荒く刻んで、塩、こしょう、

バターを加えて味付け、半円形に包み、端を折り込む。

フォークの先で所々穴をあけ、オーブンに入れて焼けば、

出来上がり! とても簡単！

出来立てをバスケットに入れて、サァー出かけよう！

と、今度は東の方、St.Austellの南の港Charlestown へド

ライブした。潮風に吹かれながら、大きな pasty をかぶ

りついた時には、おいしかった。帰り道には、有名な

The China Clay Museum に立ち寄ったが、素晴らしい陶

器が並んでいた。

夜はもう Farewell Party となってしまったが、私は、

５月生まれの３人のホストへのプレゼントのつもりで、

“蝶々夫人”から“ある晴れた日に”の一節を歌った。

５月24日(木) 連日、快晴の中、スケジュールは終わり、

Truro の駅でお別れした。何だか初めてではなく、久し

ぶりに会った親戚に満足！ と云った感じだった。Cock
氏が用意してくれた、Cornwall地方の沢山の資料、今、

写真と合わせつつ、読み返している。交流は始まったば

かり……。これから文通によって、FF の役目を果たし

たい。昨年受け入れたオーストラリアのヘザーさんにも

報告しよう。

＜正露丸は効く！＞

ED 同士のメール交換が始まってから約９ヶ月目の

Truro 駅。この間のメールのやり取りの file は１ cm あ

まりの厚さにもなった。そのためか、昨日まで話をして

いた友人に出会ったような感覚がうれしい。本業の雑務

が残り、徹夜で郡山を発ったのがひびいたようで、ロン

ドンのホテルで吐けるだけ吐いてしまった私は、ホテル

滞在を一日延ばし、後から皆に追いつこうかと考えるよ

うな状態でした。しかし、電車に乗って行くだけだから

と思い直し、皆に迷惑をかけないように、移動時の ED

を佐々木さんにお願いして【矢吹さんは肋骨にヒビが入っ

ており、無理が利きませんでしたから】切り抜けること

にしました。

この時の半死状態の私を救ったのが、大庭奥さんの、

ビタミン剤３錠と【にんにくとおっしゃっていましたが】、

らっぱのマークの正露丸でした。塩谷ご主人は 15 粒ぐ

らいのむと効くと言うのですが、それはチョッと怖く、

でも 10 粒は飲みました。藁にもすがる状態でしたから、

効くか効かないかは問題ではなかったのです。しかし、

やっぱり正露丸は劇薬でしたよ。毒をもって毒を制すと

いうのは、こんな感じではないかと思うのです。飲んで

から１時間ぐらいしたあたりから、スーッと気分が良く

なりかけてきたのです。お話もでき、窓外の景色にも、

関心をもてるようになりました。皆に心配をかけてしまっ

たことが申し訳なく、いただいた親切は身にしみ、

Cornwallに入ってからのことを思い、安堵する余裕も出

ました。これからは、にんにく入りビタミン剤と正露丸

は、海外旅行の必須アイテムです。それにしても、正露

丸10粒の荒療治は、お医者様からみてどうなんでしょ

うか？ まして15粒は？ 聞いてみたいような、みたく

ないような・・・

＜Maggie ＆Gavin ＞

寝室 3 つ、書斎、リビング、DK。こざっぱりとして

居心地の良い家。外は妻の Maggie デザインのスロープ

状に芝をはった庭の周りを季節の花木が彩り、その先に

は 160 °パノラマぐらいの視界に広がるメドービュー。

7

My Host, Gavin & Maggie
鈴木 睦子



暮れなずむメドーに野うさぎを一匹発見した時には、は

るけくも、ピーターラビットの国に来た、という感慨を

持ったものでした。夫のGavin の職業は青少年のキャリ

アビルドのアドヴァイザー。もの静かで、思いやりにあ

ふれ、思慮深い方でした。こちら側の立場を気遣い、労

をいとわず、誠実に行動してくださいました。Maggie
は、すぐ近くのTrelissick Garden のショップのパートタ

イマーです。ガーデニングを学ぶ学校にも通っています。

二人の生活スタイルが、私自身の日常とほぼ変わらない

こと、そして年が近い事もあって、特に気遣いをするこ

となく、滞在中ずっと、アットホームに過ごせたことに

感謝です。

＜イギリスへの興味＞

道のいたるところに、溢れんばかりに咲く野草の花々

は美しいばかりではなく、イギリスの物の考え方の一面

を見事に表していると思えます。なぜこの国では【この

田舎と特定しても良いのですが】野生の花々の種が、こ

のように生きのびられたのか？その答えは、ここで日々

暮らしている人たちの生き方にあると思いました。

日本ではエニシダに相当するゴースの黄色い花、ブルー

のベル・フラワー、名前もわからない白やピンクの花々

は筆舌に尽くしがたいものです。これらの野草や潅木が、

車を打ち付けるほど道路が狭くとも、2 台の車両がすれ

違えなくて、もときた道の入り口まで、バックで戻らな

ければならない事が度重なっても、相当の忍耐を必要と

する忍耐を、我がホストも、またコーチの運転手も同じ

ように、声一つ荒げず【心中は見えませんが】、淡々と

努力をするのを、私はひそかに舌を巻いて見ていました。

ここには車に乗ると人格が変わる人はいないのでしょ

うか？ 今度のメールで聞いてみましょう。 避暑のピー

クのシーズンに大渋滞が起きようとも、簡単には道路を

拡幅したりせず、本当にどうしようもなくなったら、そ

れからやっと考えるのが、この国のやり方だと、20 年

あまりここに住んでいる日本人の女性が言っておりまし

た。でも、その選択の仕方のおかげで、野生の花が生き

残ったに違いありません。その意味で、これらの野生の

花々は、イギリスの生き方の象徴とも言えると、私は考

えるのです。

自然を人間に合わせるのではなく、人間が自然にそっ

て生きる選択。「日が沈むことがない国といわれた、過

去の栄光の凋落と、敗戦が、田舎の道路にまで手を回せ

なかっただけの事だよ」などと、皮肉に言うこともあり

ますまい。どの国にも光と影の部分はあるのですから。

夫婦して（おそらく）手をつなぎ、散歩を楽しむなどし

て、昨日も、今日も、多分明日も、こうして余生を穏や

かに、静かに暮らしている人々を見ながら、私のこれか

らと、その先の老後について、思いをめぐらさないわけ

にはいかない旅だったのです。

イギリスの田舎の風景をお話致しましょう。田舎の道

は、車１台ほどの狭い道です。道端の土手にはピンク、

白、黄色のワイルドな花々が風に揺らいで、のびのびと

咲いております。日本では、車道にかかる木や草は刈っ

てあるのが普通ですが、ここでは、自然のまま、伸びる

にまかせてあるのです。四方八方、緑の丘が続き、野菜

畑は見あたりません。所々に羊や牛が放牧されておりま

す。雄大な自然の中に抱かれ、動物も人もゆったりと生

活しているように感じます。

私のホスト、ジョーさんのお宅は、100 年以上前に建

てられた、石造りの三階建の大邸宅です。東側の壁面に

は、藤の花が見事に咲いておりました。今は、この大き

な屋敷と庭は、三人の家主が三等分して、住んでおりま

す。隣のお宅で、この家のセピア色の写真を拝見致しま

した。庭には数え切れないほどのテーブルが配置され、

沢山の人たちが招かれているパーティは、まるで映画の

ワンシーンの様です。この家の歴史が偲ばれます。そし

て今は、様々な種類のツツジや古株のシャクナゲには赤、

ピンクの鮮やかな花。緑色の葉が少しずつ異なる木々と

花たちの織りなすコントラストは見事です。

ジョーさんは一人暮らしで、とても魅力的な女性でし

た。「菊と刀」の本を読んでいて、日本の文化に関心が

あったようです。ジョーさんは車を運転しないので、デ

イホストの方やお友達の車、タクシーなど、私のために

心遣い頂きました。

フリーデイは、教会と海岸通りを２時間位かけて散策

しました。海の見える丘で一休みしたり、魚をとってい

る漁師達を眺めながら、のんびりとランチを戴きました。

私にとって印象深いことは、何と云ってもホームパー

ティです。毎晩パーティで、たっぷり楽しんで来ました。

ジョーさんの家では2度。その時、私はガラスの花瓶に、

庭から斑入りの緑色の小枝を頂いて、菊、白ゆり、すか

しゆり、アルストロメリアを組み合わせ、日本式のアレ

ンジをして、暖炉の前に飾りました。
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10 年分の パーティ・1 回のキス
高橋とよ子



よそのお宅にも招かれて、夕方７時頃になると、出か

けました。食前１時間ほど、ワイングラスを傾け、庭を

眺めたり、会話を楽しみます。その後、チキン、牛肉等

を使った料理、サラダ、ケーキ、紅茶など盛り沢山の手

料理が出てきます。そして、ワインを飲みながら、ゆっ

たりと１日の終わりを惜しむように過ごします、。本当

に生活をエンジョイしている様です。

ホームパーティが５日間連続しましたので、毎晩、ワ

インづけで眠りにつきました。私にとって、10 年分位

まとめてパーティをしたようなものです。沢山の方々と

お友達になり、別れの駅の朝、私の口元へ、ジョーさん

から、やさしくキスのプレゼントを受け、忘れられない

想い出となりました。

さわやかな五月晴れのもと、フレンドシップフォース

の仲間とともに過ごした日々。有意義な体験をさせて頂

きましたこと、本当に感謝いたします。

長い間、憧れ続けていたイギリスは、想像以上に美し

く、すばらしいところでした。

私が、ホームステイをした Sarah & Robin Stephenson

家は、８エーカー（約１万坪）の土地に建つ、古い

Farm House を改築したもので、７年前に家、土地を購

入して移ってきたそうです。表の庭、裏庭、息子さんが

使った footballのグラウンド（ゴールポストが２つ）が

あり、それ以外はるか向こうまで、おそらく彼らの土地

ではないかという広さでした。２匹の黒のレトリーバー

犬がおり、チェーンもつけずに自由に駆け回り、迷子に

なるから戻ってらっしゃいと言うのを聞いて、我が家の

犬がとてもかわいそうになりました。

彼らは４９歳で、現在共働きをしており、40km も離

れたTruro 市まで、毎日通勤していました。まさに忙し

い生活を送っていましたが、week day にもかかわらず、

私のためにRobin 手作りの dinner を用意してくれたり、

同じ世代ということで、若き頃の歌、（ビートルズ、サ

イモン＆ガーファンクル）を聞きながら、夜遅くまで、

ワイングラスを傾けてくれました。仕事のストレスを雄

大に広がる garden で、ゆっくりと癒しているのが分り、

日本人の生活との違いを痛感しました。

また、彼らには、16 歳のHolly という、とても美しい

娘さんと、オーストラリアを一年かけて旅行中の Charls
という 19 歳の息子さんがおりました。彼は、働きなが

ら旅費を作っては、また旅をするということで、親は一

切援助せず、いろいろな体験をするのが目的のようです。

９月からはイギリスに戻って大学に通うそうです。

Holly はテスト中で（２週間かけて、break をはさみな

がら、13 教科やる）熱心に勉強していました。イギリ

スでは、とてもなるのが難しい vet（獣医師）をめざし

ているようです。彼女が次の日、ドイツ語のテストがあ

るというので,どんな内容か尋ねると Speaking, Listening,
Reading, Literature がそれぞれ 25 ％ずつということで、

改めて英国の語学授業が、こんなにオーラルを重要視し

ているからこそ、何ヶ国語も使えるのだと感心しました。

２日目はLanyhdrock というNational Trust にもなって

いる美しい中世のお城と庭園を楽しみました。

４日目には、Sarah の両親が所有する Trebah という（C
ornwallの名園としてパンフレットなどに紹介されてい

る）美しい亞熱帯植物がある庭も楽しみました。プライ

ベートビーチも持つ広大な庭で、たくさんの観光客が来

ていました。当日は、偶然 Sarah の誕生日でしたので、

庭が一望できる素敵なテラスで、ご両親、お兄さんと５

人で、２時間くらいかけてランチをとりました。私とい

う観光客らしきものが食事をしていたので、他の観光客

などはそのテラスにはいれるのかとドアを押してはのぞ

いていました。まさにRich な時間でした。

また、今回もう一つ驚くべきことがありました。３年

前にDevon Club のアンバサダーとして、わたしの家へ

ホームステイした Brenda & Mike Stott さんとの再会で

す。Cornwall Club のプレジデントの Jennie たちが、そっ

と計画していてくれたようで、Day Trip で行った St.
Ives での再会でした。ちょうど Devon Club もカナダか

らのアンバサダーを受け入れており、Mike たちもカナ

ダ人カップルを案内していました。５人で一緒にお茶を

飲み、３ヶ国の exchange となりました。

Cornwall Club が連日、私たちのために、いろいろなプ

ランを立てていることを知っていましたので、Devon の

友人との再会を希望するのは、申し訳ないと黙っていた

のですが、優しい気遣いで、もう一つの夢もかないまし

た。Cornwall, Devon Club それぞれの温かい人柄,
wildflower が咲きみだれる美しい garden。何度も何度も

訪ねたくなるくらい素敵なところでした。

最後になりましたが、今回このようなすばらしい

exchange を支援してくださいました FF 郡山の皆様、ま

た、協力していただいたメンバーの方々に、心より感謝

を申し上げたいと思います。そして、Kaz（佐々木さん

ではありません。私の夫です）、息子と犬の世話をしな

がら留守を守ってくれてありがとう。
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想像以上に美しく……
矢吹 光子



私は定年退職後岡山に居を移したＦＦ愛媛クラブの会

員です。昨秋、愛媛クラブのアメリカ東海岸訪問に参加。

大いに感激。岡山にもこのようなクラブが出来たら素晴

らしいのにと思い、一念発起。目下岡山クラブ創設に挑

戦中……。本年 1 月，ＦＦ東京事務局の石井さんが、新

年挨拶文の中で岡山の動きを紹介、渡航人数に余裕のあ

るクラブにジョインの打診をしてくださった。日を置か

ずして、郡山クラブ・鈴木EDからジョイン案内のＦＡ

Ｘが入り、今回の同行訪問が実現致しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Cornwallは緑豊かな丘陵地。白い砂浜に青い空と碧い

海がひろがるリゾート。この地方特有の石壁で区切られ

た、広々とした牧草地帯。霧のロンドンのイメージとは

かけ離れた、まるで地中海を思わせるような風景に先ず

驚かされた。

ホームステイ先はクラブ会長の Jennie の家。郡山クラ

ブでない私が、何故会長の家に？ 鈴木 ED 曰く。マッ

チングは受け入れクラブが決めること、郡山クラブは一

切関与できずとのこと。となると、思い当たるはご主人

David と私の趣味の一致か？（因みにDavid はチェスと

ゴルフとガーデニング。私は囲碁とゴルフとガーデニン

グ）なにはともあれ、岡山クラブ立ち上げを志す私にとっ

て、Jennie からCornwall立ち上げのいきさつや苦労話、

会の運営方針等々、折に触れ、聞くことが出来たのは甚

だ幸いであった。

歓迎会、Coach Tour のほかに、牧場の散歩や近くの

Beach へのドライブ、囲碁やゴルフ、最近読んだ本の話、

料理の話、旅行の話等々、日を追うごとに Jennie や

David と親密なCommunications が醸成されることを実感

した。これまさに Friendship Force なりや？

特に囲碁では、持参した囲碁のゲームソフトが取り成

す縁で、一挙に Cornwall囲碁クラブが誕生した。メン

バーはDavid、Tony、Gabin の 3 人。日本語版ゲームソ

フトゆえ、文字化けするものの、盤面と石の動きは正常

に動作したので、クリック箇所を教えるだけで対局でき

たのです。また、Tonyは囲碁経験者。囲碁セットを持っ

て来て、David にルールを説明してくれた。3 人ともこ

の囲碁ソフトを各々のコンピューターにインストールし

たので、次に会う時にはきっと腕を上げている事でしょ

う。私はクリック箇所の英訳版を作成して、送ってあげ

ようと思っている。

あっという間の 5 日間。非常に密度の濃い交換。すべ

て Jennie とDavid のHospitality のおかげ。彼らに対する

感謝の念で一杯である。そして偶然とは云え、私の 61
歳の誕生日をCornwallで迎えられたことも・・・。

最後に、私の同行を快く受け入れて下さった、郡山ク

ラブの皆様のFF 精神に、心からお礼申し上げます。

現地の新聞に下記の様に報道されました。

【要旨は次のようです。】

★郡山からの民間使節団が、州内に５泊６日のホームスティ

で、歓待されていること。

★5/21にはTruro 市長を表敬訪問したこと。

★コーンウォルFFの Jennie 会長は、FFの目的は世界各国

の360のクラブとホームスティ交換でFriendship を深め、

世界平和に貢献すると……。今回の日本のゲストは、英

語もうまいので、コミュニケーションも問題ないと……。

★郡山FFの鈴木EDは、コーンウォルは住むのにも、働く

のにも、大変良い所だと思う。素晴らしい山野草がいっ

ぱい咲いているし、人々も温かい心でもてなしてくれま

す、と……。

★矢吹副EDは、NationalTrust という組織が運営している

各Garden も大変興味深く、私たち、それぞれに幾つかの

Garden を訪ねて、堪能しています、と……。
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Cornwall 愛媛クラブから同行参加して……
波勢 進



★コーンウォルFFでは、私たちのためにWelcomeパンフ

を作ってくれました。その中から幾つかを抜粋し、日本

語訳にして、紹介いたします。

This is Cornwall …コーンウォルはこんなところ……

コーンウォルはイングランドの最南西端で、大西洋に

半島のように突き出しているところです。3 方が海です

から、海岸線は 697 ㎞以上あり、面積もイングランドで

最大の州です。州の長さは最大 132 ㎞ありますが、州内

のどこからでも、32 ㎞以内で海に行けます。ロンドン

からは 450 ㎞離れています。最西端の Landsend から更

に約 45 ㎞沖にシリー諸島があります。

州の人口は 485,000 人（1997 年）人口 10,000 人以上

の町は九つだけです。Truro は州都で、州行政の中心地

区です。州人口の 20 ％はひなびた田舎や人口 1,000 人

以下の村に住んでいます。

これらの小さな町や村の経済は農業、漁業、鉱山で成

り立って来ましたが、近年は衰退して来ております。コー

ンウォルは現在ではイングランド随一の美しい海岸線、

ビーチ、きれいな港、素晴らしいガーデン、それに歴史

的な建造物で有名な観光地になっていますが、他の州に

比べて、低所得、高失業率という問題点もかかえており

ます。コーンウォル州で楽しめるレクリェーションはサー

フィン、セイリング、海岸遊歩道のウォーキング、バー

ドウォッチング、絵描き、ダイビング、絶壁登りなどが

あります。

ラグビーフットボールも大変ポピュラーです。音楽の

伝統も強いものがあります。州内の各町や村には、それ

ぞれのブラスバンドがあり、激しい競争のコンクールが

あります。

コーンウォルの天候は海の天気の影響をもろに受けま

す。強風や海霧はごく普通です。雨降りも多く、しかも

強雨です。特に高地では強く降ります。気温は夏も温暖

で、冬には、いわゆるメキシコ湾流といわれる暖流に乗っ

た風が南西の海から吹くために、比較的おだやかです。

日射しもけっこう有ります。

コーンウォルには沢山の魅惑的な史跡があります。ス

トーンサークルや有史以前の集落跡、ケルトの十字塔な

ど様々で、神話と伝説、昔から慣習や迷信などでも知ら

れております。ティンタジェル城のアーサー王と人魚と

巨人のお話にまつわる Helston の Flora Dance, Padstow
の"Obby Oss" パレード等も、わずかですが、残ってお

ります。錫鉱山等の産業遺産は風景の中に廃屋のエンジ

ンハウスとか、鉱石のボタ山として見られます。かつて

は、何千人もの従業員が働いていた鉱山も、1990 年代

末に South Crofty 錫鉱山が廃鉱となって終わりました。

錫のほか、銅と陶土もコーンウォルの産物でした。St.
Austell近くにある、世界的に有名なEden Project は陶土

の採掘場跡に創り出した大植物園です。

コーニシュパイ"Cornish Pastie" ～肉と野菜を包んで焼

いた一種のパイ～も名物として世界的に知られておりま

す。これは元々鉱山労働者のために栄養補給の食物とし

て始まりました。暖かくしても、冷たくても食べられま

す。このパスティは大きなパイの皮でさっと包んである

ので、労働者がそれを持って坑道を下り、手を洗わなく

ても、つかんで食べられるものでした。コーンウォルは

又、clotted cream(凝固クリーム)ティーと scone パンとジャ

ム、サフランケーキ、hevva ケーキ等でも良く知られて

おります。

今日の日常では、すでに使われておりませんが、コー

ンウォル独自の言葉があります。州のいたる所でコーニッ

シュ語に由来する地名があります。コーンウォルは古い

コーニッシュ語では " Kernow " です。

現在、コーンウォル州は別荘や退職後の居住地として

人気スポットになりつつあります。小さな州ですが、様々

な景観や催し物を楽しめます。

ようこそコーンウォルへ！

私たちのスペシャルプレースへ！

CORNWALL FOREVER

KERNOW BYS VYKEN
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Welcome to the Friendship Force of Cornwall

＜コーンウォルへようこそ＞

1998年 10月に、夫David と私はデボン FF

の訪問団に加わって、大分と郡山を訪れました。それは

私にとって、フレンドシップ・フォース活動の初めての

経験でした。私たちが滞在したホストのご親切と、両ク

ラブから受けたフレンドシップのおかげで、私たちは交

歓訪問の"マジック"を体験し、帰国してから、この地

CornwallにFFクラブを発足させたのです。ですから、私

たちの今日あるのは、皆さんのクラブのおかげと感謝し

ております。そして、今回、私たちの家庭においで頂い

て、ともに寝起きし、想い出多い数日間を過ごせること

を大変ハッピーに思っております。

皆さんが、この地でたくさんの新しい友達が出来、

コーンウォルの風景や人々のことを、いくらかでも心に

留めて日本に帰っていただけたら、幸いだと思っており

ます。

友情をこめて……

Jennie Dyson(会長)



5/18（金） 4:40am頃、郡山駅前を貸切りバスで出発。磐越・

常磐高速道経由で成田空港へ。車中でコーラスの練習。

現地時間夕方、ロンドンのホテルで、岡山からの波勢氏

と落ちあい、夜 8:00頃からミーティング。“磐梯山”の踊

り、最後の練習。その後、波勢氏の歌、個人練習。

5/19（土） 7:00amホテル出発。7:45amPaddington 駅から急

行列車で出発。車内に軽食の売店あり。

0:50 pm頃 Truro 駅到着。ホームに各ホストが出迎え、

車で各家庭に向かった。その日はホストと過ごした。

5/20（日）午前、午後、それぞれのホスト又はデイホスト

と自由に過ごした。

6.00pm Welcome Party・Jennie Dyson会長宅。

私たちは、日本古謡「さくらさくら」、

イングランド民謡「グリーンスリーブス」、

盆踊り「会津磐梯山」を披露した。手づ

くりマーク入りのハッピを各ホストに着

てもらって、一緒に踊った。

5/21（月）10.00 am Truro市長 ジョン・フレッチャー・

ピータース氏を表敬訪問 & カテドラル見学等。

12.30pm ピクニックランチ：Tony & Judy宅庭

2.00pm エデン プロジェクト植物園。夜、２～３のホス

ト合同でホームパーティで過ごす

5/22（火）9.15amコーンウォル西部方面1日バス旅行。快

晴に恵まれて、昼食には“コーニシュパイ”をいただく。

5.30pm過ぎ帰着。 夜は各ホストと過ごす。

5/23（水）昼間、ホスト又はデイホストと自由に過ごした。

6.00pm Farewell Party : Feock Church Hall FF会員持ち

寄りのパーティで、地元の民族舞踊グループ“モリスメン”

のモリスダンス披露。この中で、木村ユミさんが誘い込ま

れて、一緒に踊った。宴の最後頃には

彼等のフォークダンス“Oki Koki”に

私たちも一緒に加わった。私たちのお

別れの歌は「さよなら皆さま」 そして

日英合同で「ほたるの光＝Auld Lang

Syne」を歌って、別れを惜しんだ。

5/24（木）9.01am Truro駅ホームで見えなくなるまで手

を振って、サヨナラ。

e-mailを個人的に利用されている皆様、FF郡山ＭＬに加入

しませんか？

ＭＬとはメーリングリストの略で<ff-koriyama@freeml.com>

に送信すると、加入している全員に、一斉同報でメールが

配信される仕組みです。現在、FF郡山ＭＬに 27人が登録

されています。まだ活発な意見が飛交うまでには至ってお

りませんが、登録をしておけば、ＭＬ上での発言が配信さ

れ、e-mailのスキルが向上する事は間違いありません。

登録の連絡はe-mailで会長・村田murata@naf.co.jp又は、佐々

木sasakik@jasmine.ocn.ne.jpへ連絡下さい。

今号制作スタッフ：佐々木和彦、鈴木睦子、矢吹光子
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郡山 FF アンバサダーズ行動記録 何と素晴らしい日々でした。楽しさに満

ち、笑いの渦、想い出多いイベントも終わ

りに近づきました。

今回は、非英語圏のＦＦクラブから、初

めて受け入れた交流行事で、コーンウォルＦ

Ｆにとって重要なものでした。マギーと私はＥＤとし

て、この交流が成功する見通しもつきませんでした。

又、受け入れ期間中は、恐らく、私たちも一緒に楽しむ

なんてところまでは、不可能だろうと思っていました。

しかし、郡山ＦＦのアンバサダー達は、そんな心配は間

違いだったことを、証明してくれました。皆さんは素晴

らしいアンバサダーです。皆さんのお陰で、私たちに

とっても、特別な受入れの想い出を共有することが出来

ました。コーンウォルＦＦを代表して、皆さんに感謝い

たします。郡山ＦＦアンバサダーに乾杯！

個人的なことを申しますと、私とマギーは、受入れホ

ストをするのは、初めてでしたが、キャシーとユミコ

は、とっても素晴らしいゲストでした。感謝します。

皆さん、ウェルカムパーティのことを憶えています

か？もうずーっと前のようにも思えますが、一緒に歌っ

たり、踊ったり、ハッピを着たり、写真を撮りあったり

……、あの時、コーンウォル訪問の記念に、ホストファ

ミリーと一緒の写真を撮りました。この写真は、コーン

ウォル旗のピンバッジと一緒にさしあげます。

Cornwall FF E/D Gavin & Maggie Adams

Maggie &Gavin、私はお二人を，“赤毛のアン”から引

用して、“our bosomfriends"（親友）と呼ばせていただけ

れば大変うれしく存じます。

さて現実にもどりましょう。私たちは、郡山に帰りま

したら、友人や知人に是非Cornwallを訪問するように薦

めます。そして、この地の経済に貢献することをお約束

しましょう。私たちは今や、Cornwall通産省の海外駐在

員ですから……。今日午前、私はマギーの Trelis s ick

Garden を訪ね、そこのショップで、早速私の仕事のス

タートを切りました。Maggie は大変感動してくれまし

た。

最後に、このexchange をお手伝い下さり、大変素晴ら

しいものにして下さった、全ての皆様に、重ねて感謝申

し上げます。有難うございました。

郡山FF E/D Kathy 鈴木 睦子

（Farewell Party でのスピーチから抜粋）


