
オブリガーダ！皆様！ 受入ＥＤ 石橋千佳子

初めて、南アメリカ、 Brazil・サンパウロFFクラブとのExchange 。そして、 FF郡山クラブ20回目の受入ED。 この大役をお引き受
けした時は、昨年度の交換委員としての経験と、アンバサダーの人数も少ないだろうという事から 「まあ、何とかなるかな？」と軽い

気持ちでした。 -
ところが、頼りにしていた夫が、春から突然、単身赴任となり、家を離れてしまいました。サンパウロFFのED、Soniaはとてもアクティ
ブ、多忙な方で、連絡を取り合うのも大変という始まりでした。その後も、当初の予定からスケジュールが一週間遅れ、アンバサダー

の人数も変更になったりと、 ドタバタ、ハラハラが続きました。

しかし、迎えに行ったホテルで、にこやかな笑顔のアンバサダー達とお会いした時には、世界情勢が大変不安定な中を、日本と

ちょうど裏側の遠い国、ブラジルから、良くいらして下さったという気持ちでいっぱいでした。

さて、市長表敬訪問、ウエルカムパーティ、デイトリップと、 FF郡山としての交流は前回同様でしたが、今回、去る5月のコーンウォ
ル渡航メンバーのアイデアと手助けにより、 ウエルカムパーティを、公民館を借りて、久しぶりの手作りとしました。 そして、開会の前

に、飲み物をいただきながらのFreetalking Timeを設けるという、新しい試みを致しました。
多勢の会員の方々のアイデアと協力を得、皆で意見を出し合って開いたパーティは、終始、和やかな雰囲気を醸し出しました。合

唱クラブの歌（“とても感激した"と言っていた方がいらっしゃったとか･･･）、サンパウロFFクラブのアトラクション、ダンスクラブのサンバ+
ひょっとこ踊り？と、参加者全員で、大いに盛り上がり、 これこそ国際交流の醍醐味と、興奮しました。

何かと力不足の私が、 EDという大役をこなす事が出来たのも、それぞれのお立場で、 しっかりと支えて下さった優秀な交換委員
の皆さん（蓋、深谷、斎藤、矢吹、平）と、多数の会員の方々のお陰と、心から感謝致しております。

また一つ、新しい国･ブラジル、サンパウロの地に、魅力溢れる友が出来ました。 交換委員長という、 経験をさせていただいた事

は、これからの私の人生の財産となり得ると、深く心の奥で感じております。 オブリガーダ！(有難う) 皆様！
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私どもにとって、ＦＦでのアンバサダーの受け
入れは今回で二回目となります。前回の受け入れ
でも感じたことですが、この素晴らしい組織を提
唱してくださいまた、米国元大統領ジミー・カー
ターさんに感謝します。そして、私のような者が
その一員となれたことを嬉しく思います。
我が家に来られたアンバサダーは、女性お二人
でしたが、ペアで旅行するのは 2回目と言うこと
でした。お名前は MaDelourdes (ルーちゃん)、
Marilordas(マリちゃん)。本名があまりにも良く似
ているため、ずっとニックネームで呼んでいまし
たので、最後の宅急便の記名まで、名前をついに
正式に発音出来ませんでした。
本当は彼女らに会うまで､不安でなりませんでし
た。一番の不安は言葉です。彼女達の languages欄
には Englishの記載はありませんでしたし、ポルト
ガル語は全くなじみの無い言葉でした。来日の日
が近づくと、思うように捗らない我が家の掃除と、
協力的とは思えないわが家族の対応に、おおいに
落ち込んでいったのです。それに、私にとって初
めての公式茶会でのお手前披露もあり、まさにナー
バスの極致（こう見えても内気なものですから）
でした。
幸いにも、この週は私の周りに様々なイベント
～川俣町のコスキン祭(川俣町で毎年開かれている
中南米音楽祭)や白河南湖公園での茶会、息子の中
学校での音楽鑑賞会、矢吹公民館での交流会、ち
ぎり絵クラス、書道の展覧会～がありましたので、
私の日常生活の中にゲストを招き入れた形になり
ました。
私達は中南米のリズムに合わせて踊り・歌い、
沢山の方に出会いました。矢吹公民館での交流会

は、ブラジルについての多くの事を彼女達から学
びました。矢吹町在住のエクアドルの方とも出会
い、スペイン語も飛び交い、矢吹にもFFの輪が出
来そうです。
この体験の中で、準備したブラジルの国歌を流
すと彼女達は立ち上がり、胸に手を当てて国歌を
斉唱していました。私達はハッとして、ともに立
ち上がりました。私達日本人が忘れている、国歌
に対する敬愛の念を思い起こさせられる一場面で
もありました。そして、私は自分が日本人である
事に、どれだけ自信を持てるのか問い直していま
した。
このような出会いを大切にして行きたいと思い
ます。そして、また機会がありましたら、もう一
度彼女達に会いたいですね。今回の事をきっかけ
に、私の友人が FFへ入会したいとの、嬉しい申
し込みを受けています。

"ブラゼ－ルエンコニェセーロ" (どうぞよろし
く) この一言を覚えて、アンバサダーを迎えた、
私たちの度胸の良さは、見事なものだと感心して
います。
ホストファミリーになるのに何も知らず、ポル
トガル語はもちろん、英語もろくに話せず、フレ
ンドシップフォースの事もあまり分からず、事務
局の、野内さんに頼まれるままに引き受けました。
野内さん曰く「普段のままの生活をして迎えれば
良いんだよ」とのアドバイスでしたので、不安は
ありましたが迎え入れました。
アンバサダーはブラジルの方２名で、サンパウ
ロの隣のジュディアイというところで人口３万人
の町です。セルジオさんとセレナ・セイコさんの
ご夫婦です。セルジオさんは州の税務関係の仕事
をしている公務員です。セレナ・セイコさんは牧
場の事務関係をしているそうです。日系２世で、
すこし日本語が話せるとの事で、このご夫婦を選
びました。初日の夜は食事をして、自己紹介写真
をたくさん持って来て、見せてくれました。12日
からのスケジュールを話して休みました。
翌日はデイトリップで、星さんが２人を迎えに
来てくれました。私は緊張から開放されて、ホッ
トしました。夕方帰られ、私の妹夫婦が遊びに来
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て、６人での楽しい夕食となりました。
セイコさんが、明日行く会津若松市は、遠いの
かと聞いてきましたので、約１時間位だと話しま
したら、自分の両親は、会津若松出身だと話を始
めました。そして古いエアメールを部屋から持っ
て来ました。昭和 31年８月の日付で、彼女は良く
読めないらしいのですが、内容は、彼女の父親が
亡くなった事に対してのおくやみの手紙でした。
差出人は、実家を継いでいる大堀満さんという従
兄弟からのものでした。その時、実家にはセイコ
さんのおばあちゃんに当たる人が健在でいて、ブ
ラジルから帰ってくれば、家を建ててやるから帰っ
て来いと催促をしている手紙でした。米や野菜を
作り、十分に食べさせてやれるとも書いてありま
した。良く相談をして決めなさいと、彼女の母親
へ宛てた手紙でした。その時、彼女は生後１ 0ヶ
月だったそうです。
この手紙を読んでからが大変でした。古い手紙
に書いてある住所が、もうよく読めません。ブラ
ジルのお姉さんへ国際電話をしたりしましたが判
りません。最後の手段として、電話番号案内で聞
いたら、会津若松市内で、手紙の主と同姓同名、
住所が似たような方がいました。すぐ電話を入れ
ましたが出ません。時計を見ると午後 11時過ぎで
したので、遅いから、もう休まれたのだと彼女に
話し、納得させたのですが、彼女は眠れずに、一
晩過ごしたようです。
翌朝 8時、大堀満さん宅へ電話を入れました。
ちょうど本人が居られ、話ができました。ブラジ
ルへ移住した大堀実さんの娘さん(セイコさんのこ
と)が、今、ちょうど郡山に来ており、是非伺いた
いと言っているので、訪ねて良いか ? ・・・と聞
きましたところ、是非来てほしいとの事・・・
彼女セイコさんは、目に涙を一杯ためて喜んでい
ました。
私の友人の娘さんを通訳に頼み、出発しました。
途中、猪苗代湖まで行って、彼女は、お土産を持っ
てこなかった事を嘆きましたが、元気な姿を見せ
るのが一番、と励まして、行きました。旧滝沢峠
の一番大きなカーブの所で、電話を入れたら、大
堀さんが迎えにきてくれました。
昔の若松での話を聞き、セイコさんの父親がブ
ラジルに移住した動機なども聞き、納得していた
様子でした。
父親の大堀実さんは、妹さんと兄妹で行かれ、
母親村岡貞子さんは、弟さんと姉弟で行かれたそ

うです。ブラジルで実さんの妹さんと貞子さんの
弟さんも結婚されたとのことです。
母親の住んでいた家が、そのまま残っていると
言われ、案内して下さる事になり、会津若松市神
指町堀川へと行きました。カヤブキ屋根をトタン
で覆った、古い家へたどり着きました。これが村
岡貞子さんの育った家でした。一番上の姉さんが、
母親から、家の外に出ると磐梯山が良く見えたこ
とを聞いていたようです。彼女はすぐ庭に出て、
東の方に見える磐梯山の姿を見て、目にいっぱい、
涙を浮かべていました。
庭には柿の実が真っ赤に色づいていました。私
たちの目も真っ赤になってしまいました。
大堀満さんが、近くにこの家を管理している、
本家の村岡さんが住んでいるので案内すると言っ
てくれました。本家の村岡さん宅へ伺うと、彼女
の両親がブラジルに渡る時、横浜で写した写真が
１枚、そしてブラジルの農園で写した写真、セイ
コさんは、この２枚を、どうしても持って帰りた
いので、セルジオさんにカメラで写すよう頼んで
ましたが、ちょっと無理でした。そこで私たちが、
近所のコンビニ・ストアで、カラーコピーしてく
ることを提案し、村岡さんに写真をお借りして、
拡大コピーし、彼女へ渡しました。それはもう非
常に喜び、村岡さんにお礼を云い、大切に持ち帰
りました。
帰りに、村岡さんの表札の前で写真を撮り、家
の回りを歩いたりしている姿には、両親の望郷の
念が、彼女にも乗り移っているのかもしれないと
思わせられました。人が生きていく上で、大切な
ものは何か、教えられたような気もしました。

折角、会津若松市に来てどこも見ないで帰るの
は・・・と思い、鶴ヶ城を見学することとにしま
したが、もう午後４時になっていました。鶴ヶ城
をバックに記念撮影。セレナ・セイコさんは、は
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しゃいでいましたが、夫セルジオさんは日本語と
英語だけの 1日、その英語も、臨時通訳役の英語
では、半分位しか解からなかったらしく、ご機嫌
ななめでした。
帰りの車中は言葉少なく、セイコさんは感激に浸っ
ていました。
帰りが遅くなり、家には途中から電話で、兄弟
友人たちに料理を持ち寄り、パーティを開くこと
にして誘い、セルジオさんとセレナ・セイコさん
の歓迎パーティをやりました。辞書を片手に、ワ
イワイ、ガヤガヤ、うなずいたり、笑ったり、楽
しい時を過ごしました。言葉が通じなくとも、分
かり合おうとする気持ちがあれば、何とかなるも
のだと思いました。
次の日は、彼らのリクエストでホームセンター
へ出かけました。セイコさんは猫の毛を取る、毛
玉取りのような物がほしいらしく、探し回ってい
ました。セルジオさんは、我が家の便所のウォシュ
レットが、特に気に入り、買いたいと探していた
が、電気のボルト数が合わず断念しました。その
後スーパーでは、電卓をたたいて、肉は高い、魚
は安いとブラジルと比較したり、主婦同士気持ち
も通じ合い、これからが日本の家庭の普通の生活
体験だと思ったら、前期の日程終了となってしま
いました。次のホストファミリー奥秋さん宅へお
引越し。短い期間でしたが、私たちには初めての
経験でした。地球の裏側に友人がいる、昔からずっ
と友人だった様な気がします。駅での別れは、つ
らかったけれど、きっと又、会える気がします。
アテーローゴ。(さようなら)

1、どんな人がステイした?
◎ソーニヤ夫人、58才。事業家。ポルトガル系。
肥満体。今回の EDを務めた方。
◎スエリー女史、55才。心理学者。イタリア系。

EDの補佐役?気配り抜群の方。
2、食べ物、飲み物は?
普段の私たちの食べ物は全て OK。朝はみそ汁、
納豆、昼はラーメン、夜は寿司や芋煮という具合。
その中で気づいたことは･･･
①出された物は、残すと失礼と思っていたような

ので、好きな物を食べたいだけどうぞ･･･と言うと、
安心して“箸"を進めていました。
②ソーニヤはコーヒー嫌い。ミルでコーヒー豆を
挽いていたら ｢それ何?｣ と珍しがられたのは意外
でした。
③甘いもの、特に｢大福｣は喜んでいました。
④菊の花の酢の物、ピクルス類も大好物。
3,どんな所に行った?
①漆器店。日本的な手工芸品は大いに関心があり、
小物をたくさん買い込んでいました。
②米沢。上杉神社で交通安全のお守りを買い込ん
でいました。堀端の桜並木には感激した様子。物
産館でもソーニヤは、箸やシャモジ等を大量に買
いました。来年、日本からの客が来る由。
③西吾妻スカイバレー。ちょうど紅葉真っ盛り。

写真を撮りまくっていました。日光、京都はどん
なに感じて行ったのでしょうか?
4、エピソードなど･･･
①最初の夜、歓迎の意味で、幕の内弁当を作り、
テーブルに載せ、どうぞ･･･と勧めたら、けげんな
顔。蓋を取らせたら｢ワオー！｣ 意外性を演出した
のが、大受けしたようでした。
②博物館に興味のあった二人。上杉博物館特別展
示の｢洛中洛外屏風図｣には、私達よりも興味深げ
に見入っていました。
③当方に、少しでも経済的な負担をかけまいと、
外食の時には支払おうとする気遣いに感心しまし
た。
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10月 12日、久方ぶりのブラジルの方との対面
に、多少緊張しながらも、デイホストというショー
トステイに何とかなるさと開き直り気味で、ホー
ムスティをされいた嶋さんのお宅で、セルジオと
セイコ夫妻と対面しました。
セイコは日本語が話せるので、お引き受けした
とう事でもあったのです。何せブラジルはポルト
ガル語。英語も満足に出来ない小生にとっては、
昔行った事があるという唯それだけでは、手も足
も口も出ません。幸いに、セルジオは英語の方も
上手なので、多分話の半分位（？）は通じていた
のでしょう。お二人はとてもフレンドリーで、年
が割合近いということもあり、すぐに緊張から解
放されました。市役所に向かう車中も、和やかな
雰囲気で、終始会話も弾みました。
市役所の表敬訪問という格式張った場は久し振
りで、場違いな自分に少しとまどいました。「こ
の中で、星さんはブラジルに行かれた事がありま
す」とアナウンスされ、多少うれしくも恥ずかし
い複雑な思いでした。その後、記念撮影で無事終
了。さあ、これから半日どうするか？ 前日から
悩んでいました。予定としては、息子の通ってい
る富田西小学校へお連れして、授業風景児童との
交流をしたいと考えていましたが、あいにく当日
は、午前中は授業があるけれど、午後は下校して
しまうとの事。当てがはずれて、考え直し。猪苗
代の野口記念館等の観光に行くか？と、とりあえ
ず嶋さんに確認すると、13日に会津若松から大内
宿へ、お連れするということで、これも却下。も
う少し早く計画するんだったと、反省しきりです。
そこで、伊東由実さんと合同で、距離的に程良
い高柴デコ屋敷に行きました。マリルさんとシル
ヴィラと仲良く張り子の土産物を見学し、山菜そ
ばとみそ餅(おいちもちだったかな？)に舌鼓をう
ち、おみやげを選びました。セルジオは、ちょっ
とエッチなキーホルダーに喜んで、買いました。
その後、時間に余裕があったので、三春の里とさ
くら湖のレイクビレッジ(？)で、記念撮影をしま
した。
ここで伊東さん達と別れ、私の妻の実家に案内
しました。畳ばかりの部屋(純和風)にすっかり感
心されてました。それじゃー、もっと日本人になっ

てもらおうと、お二人に着物を着させてあげて、
茶道の心得を体験して頂きました。クリーミーな
味わいだと感想がありました。だめ押しに、妻に
突然の要望を出して、琴の音色をお聞かせしまし
た。初めて接する日本の楽器だったようです。
バイオリンも演奏するセルジオには、ぜひ奏でて
貰いたかったのですが、爪が指に入らず断念しま
した。じゃ、小生も何か一つやってみようと「君
が代」と「ふるさと」を歌い、一応(？)満足され
たようです。
本当に駆け足の一日でしたが、とても有意義な
一日だったと思います。

ＥＤの石橋さんから
のお誘いで、交換委員
を初めて体験しました。
この体験で、初めてＦ
Ｆ活動の一端が、やっ
と見えてきたという感
じを抱いています。
以下、その委員会で

感じたことや、活動し
たことの一部を報告し
ます。ＦＦの活動は、この委員会が担っていると
いうことは、あまり知られていないことかも知れ
ません。委員は、ＥＤと協力して情報を把握し、
受入態勢を整え、具体的な計画を練ります。従っ
て、委員会の会議はかなりの回数行われました。
アンバサダ－の人数や到着予定日時、出迎え、受
入家庭の選定、行事日程と内容、会場やバスの手
配など、実に多くの項目が議題に上りました。委
員になって驚いたことの一つは、これまでの交流
や運営の記録がないことでした。これがないため
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に、新しくＥＤになった人は、たいへんな不便を
強いられて来たようです。今後は是非とも記録を
残し、引き継いでいくという体制を作らねばなら
ないと、委員みんなで話し合ったことでした。
さて、今回の委員会は「手作り・みんなで参加
楽しい活動」を基本に据えました。その成果が歓
迎パ－テイに表れたと考えています。野外での芋
煮会形式から、公民館を借りてのポットラックパ
－テイへの変更、そして、会員誰もが気軽に参加
できる「フリ－ト－ク」時間の設定、コ－ラスや
ダンス、ゲ－ムによる余興から、会場の飾りつけ
や、お茶お花などの接待まで、会員の皆さんの協
力を頂きながら、かなり好評を頂いた陰には、徹
底した話し合いと、委員一人一人の創意工夫があ
りました。
ご協力いただいた皆さんに、心からお礼を申し
上げ、また、ぜひ会員の皆さんが主体的に、委員
会などの活動にも参加されるよう、お願い申し上
げます。

1）ホストファミリー・マッチング（敬称略）
Sonia M.Luporini…………棚橋千秋～縫 洋子
Suely Ongaro……………棚橋千秋～村田英男
Sergio Sereno……………嶋 勇吉～奥秋和夫
Herena S.Sergio………… 同上
Jose R.Arantes…………佐々木和彦
Terzinha S.Franca………谷口ヒサ子
Marilurdes Fonseca…… 伊東由実
MaDelordes S.Leite………同上
その他、デイホスト、出迎え、市長表敬訪問、
デイトリップ、ウエルカムパーテイなどで、お
手伝い頂いた方多数。

2） スケジュール（7泊 8日）
10月11日(木)夕方：バスにて郡山カルチャーパー

ク駐車場到着
10月 12日(金)午前：市長表敬訪問
10 月 14 日(日)夕：ウエルカム

パーテイ
10 月 15 日(月)：デイトリップ

（日光方面）

10月 18日(木)午前：新幹線にて、郡山駅出発

3）ウエルカムパーテイ式次第(16:30～ 19:30)
開 会 蓋 康（司会）
会長挨拶 村田英男
交換委員長挨拶 ソニア・ルプリニ（サン

パウロクラブ）
石橋千佳子〈郡山クラブ〉

プレゼント交換
乾 杯 菊池幸子
会食懇談
ホスト＆アンバサダー紹介
合 唱 FF郡山合唱クラブ
歌 サンパウロクラブ
じゃんけんゲーム
サンバ サンパウロクラブ
サンバ
FF郡山ダンスクラブ
ひょっとこ踊り
深谷久芳 棚橋千秋
閉 会
記念写真撮影

7月末に、村田会長から“未来博のフレンドシッ
プハウスの一小間に空きがあり、出展の再要請が
きた。どうだろうか? " と提案があり、私がコー
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ブラジル・サンパウロ FFクラブ
受 入 概 要

未来博、何をアピールしたか・できたか ?
佐々木和彦



ディネーター(まとめ役)として、FF 委員会で承認
されました。急遽、準備に入りましたが、最終的
に出展した概要を記します。
◎うつくしま未来博、国際交流ゾーン･フレンドシッ
プ・ハウス№6
◎ 9月 10日(月)～ 16(日)の 7日間
◎パネル展示～フレンドシップフォース活動の解
説、受入・渡航交換先の世界地図上での紹介、
交換活動の写真紹介等。
◎フレンドシップ活動の紹介パンフ、印刷物の配
布。
◎共通語の英語を使ったゲーム(言葉の意味の三択
ゲーム･英語でビンゴ)、スタックカップゲーム
をやって、賞品を出して、来場人数を増やす。
等を実施しました。
◎展示アイテム制作は佐々木。ゲームアレンジ･装
置提供は鈴木睦子さん。賞品アレンジ･提供は矢
吹光子さん。
そして、結果はどうだったかと云うと
◎展示の運営説明員に、7日間でのべ39人。
“記録ノート"から集計すると、展示来場者総数
は約1,500名以上。
◎FF紹介パンフ配布800部以上。
◎FF入会意志ありで、住所･氏名記入者のべ 10名。
◎展示運営の諸経費は、支給された助成金の範囲
内で、賄うことが出来ました。
どんなアピールが出来たかと云えば、のべ39 人
の方の奉仕によって、少なくとも 1,500名以上の
人に、Friendship Force 活動という耳慣れない事
柄を、チラッとでも頭の隅に知らせることが出来
たと思います。展示運営奉仕の皆さま有難うござ
いました。
展示 2日目、9月 11日には台風が来襲。そして、
その夜には世界史上未曾有のニューヨークWTC
ビル･テロリスト襲撃事件が発生し、忘れがたい週
となったのでした。
最終日には、FF日本支援委員会の石井さんが、

北日本ブロック会議の帰途に立ち寄って下さいま
した。
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Friendship Force の
果たすべき役割

会長 村田 英男

９月11日の同時多発テロ事件、本当にアメリ
カの国民、特に、身近に被害者がいる人たちに
は、なんと慰めの言葉を言ってよいか、思いつ
かない。心からお悔やみ申し上げたい。
事件から一ヵ月半が過ぎ、アメリカのアフガ
ニスタン空爆は何ら実りが無いまま、泥沼に
入って行くような気がしてならない。確かにテ
ロは悪い。しかしブッシュはアフガン空爆を続
けるだけでは無く、何故アメリカはテロを受け
たのか、相手への理解の努力をしつつ、その原
因を少しでも見つめなおして欲しいと考える。
自らの命を断ってまでの行動をする、今回の
テロの原因を考える時、イスラムとは何なのか
を、私自身、もっと掘り下げて勉強しなければ
ならないと考えた。それと同時に、過去におい
て明治以来の、西欧に追い付けの日本の教育そ
のままに、ヨーロッパ圏、キリスト教の勉強、
知識は学ぼうとも、他のアジア圏、中東圏の外
国文化を、まるっきり学ぼうとしていなかった
自分に気付かされた。
同じ事を Friendship Force に当てはめて考

える時、過去の郡山クラブの交流状況は、世界
中のＦＦの分布そのままに、受入も訪問も英語
圏が多い。これでは、いかに私が「家庭滞在を
通して世界平和を追求する団体に加入していま
す」と言ったところで、かたよりもはなはだし
い。しかし、ＦＦＩは決してイスラム圏の参加
を拒んでいる訳では無いし、チップ会長も「イ
スラム圏からの参加が一番少ないので、増やし
て行きたい」ということだった。
ともあれ、出来るだけ様々な国の人たちと

ホームステイを通して交流し、彼らの多様な考
えを、文化を決して拒むこと無く、素直に吸収
したい。このことが、世界の平和に近づく為
に、世界の一市民として私たちが出来る、私た
ちがしなければならない、一番の仕事であると
考える。
その意味において、私は Friendship Force

の一員である事に誇りを感じるし、更に平和へ
の貢献のため 、Friendship Force活動に邁進
したいと考える。 （11月 5日記）



1) 在住ブラジル人と交流
ブラジル・サンパウロFFクラブ受け入れに先立
ち、7 月 1 日に郡山
中央公民館で、福島
県在住のブラジル人
の方々との交流会を
開催いたしました。
ブラジルの紹介、楽
しい会食の後、全員でヘトヘトになるまでサン
バを踊り、有意義な交歓を致しました。
2) 未来博出展
9月 10日(月）～ 16 日(日)までの 7日間、フレ
ンドシップフォース
郡山として「うつく
しま未来博」に出展
いたしました。パネ
ル展示、ゲームなど
を行い、大勢の方々
が来場され、国際交流活動に、ご理解を頂まし
た。説明員として参加いただいた方、ご苦労様
でした。
3）10月 11日(木)～ 18日(木)まで、ブラジル・
サンパウロFFクラブより、8名のアンバサダー
が来郡されました。その中で、嶋さんがホスト
をされたセレノさんご夫妻は、テレビのご対面
番組を見るような、貴重な体験をされました。
詳しくは、受入れ体験談をお読みください。
4）10 月 14 日のウエルカムパーテイでは、同好
サークルとして発足した合唱クラブ、ダンスク
ラブが日頃の成果を披露し、拍手喝采を浴びて
いました。

5）ウエルカムパーテイの会場で集まった、ニュー
ヨークテロ犠牲者への義援金を、10 月 24 日に
福島民報社に寄付いたしました。ご協力感謝し
ます。
6）10月 28日に、サンパウロ FF クラブ受入れの
反省会が、郡山中央公民館で行われました。

各家庭の持ち寄り料理を食べながら、受入れの
体験、運営上の反省など、活発な意見が出され、
有意義な反省会となりました。
7）2002年の交流予定が決まりました。すばらし
い交流になるよう、ともども頑張りましょう。
5 月：FF オーストラリア・メルボルン受入れ
10 月：FF ガーナ受入れ
12 月：FFオーストラリア・マウントバーカー訪問
8）会員の佐々木和彦さんが、FF郡山の名前が入っ
た 4 枚組のカラープリント絵ハガキセット(逆
さ磐梯・滝桜・ビッグアイ・紅葉の裏磐梯）を
作りました。今後、受入れや渡航の際のお土産
に、利用させていただく予定ですが、個人的に
欲しい方には、実費 200円で分けて下さるそう
ですので、ご利用ください。

9）歴史春秋社より、英語の福島ガイドブック
「FUKUSHIMA TODAY＆ TOMORROW」が発売されまし
た。受入れ､渡航の際のお土産にしても良いもの
です。一般書店でも売っていますので、一度ご
らんになって下さい。（1冊 1,000円）

10）新しく下記の方が会員となりました。
今後の活躍を期待します。

963-8071郡山市富久山町久保田字久保田大原185
嶋 勇吉 TEL 024-933-0338

今号の編集制作スタッフは……
蓋 康、佐々木和彦、村田英男です。
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