
皆さんのタレントに支えられて…… 受入 Exchange Director 菊池 幸子

今年の総会の席で、何人かの方々にお声をかけ、その中で５人の方が、受入委員を引き受けて下さいました。印刷

物一切を佐々木和彦さん、バスの手配とデイトリップは野田節子さん、会計は塩谷好子さん、ウェルカムパーティ担当

は斉藤光雄さん、パーティの司会は高原千佳子さんと分担を決めました。

今回一番大変だったのは、ホスト探しでした。４月に飛び入りで、ＦＦ以外のイギリスの受入があったのも影響してか、

あるいは、オーストラリアは一昨年も来郡したせいでしょうか、特にスモーカーの男性と、犬猫アレルギーのある 72 歳

の女性のホストが、なかなか見つからず苦労しました。それに対し、デイホストの希望はかなり多く寄せられ、ご要望に

添えない程でした。又日光デイトリップにも、14 人もの方が自主参加されました。これは今後に向けて明るい材料です。

郡山クラブには、以前は個人が個人をホストするという傾向があったように思われますが、今回、ウェルカムパーティ

には、ホストしない方でも大勢参加して頂き、クラブ全体でアンバサダーをお迎えするという形に変わりつつあると感じ

ました。たとえ家庭の事情などでホスト出来ないとしても、デイホストをしたり、パーティやデイトリップに参加して、郡山

クラブの会員として、交流を一緒に楽しむことは大変良い傾向と思われます。

受入委員の方々や、会員の皆さんのそれぞれのタレントに支えられて、無事交換を終えることが出来、ご協力に感

謝致しております。

５年前のイプスイッチ訪問の楽しい思い出に加えて、今回の交換もまた、私にとってオーストラリアとの忘れられない

交流となりました。
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初めてお会いしたのに、そうでないような不思

議な Pat。彼女と過ごした 1週間は、笑いと新発
見でいっぱいでした。

これまで、過去 15年程で約 20人位のホームス
ティ受入をして来ましたが、その殆どが若い世代

の学生さんたちでした。

私が FF郡山にに入会させて頂いて、初めての
受入ですが、今までと違って人生経験豊富なアダ

ルト世代の受入は、親しみと感動を与えてくださ

いました。特に、今回のアンバサダーMs.Patは私
と同じ世代、姉のような感じでした。彼女と共に

行った所は、私にとって地元であり、何回も行っ

たはずなのに、新鮮な印象すら覚えました。

Pat・Hirokoの珍道中！他のメンバーの方々に

も、「いつも笑っているね」と言われ、あきれか

えられていたかも知れません。

毎晩のように、私の友人達とも話し、珍しい日

本のおみやげをたくさん貰って、“日本大好き

Pat”の新しい家は、私たちの家に負けないくらい、

“日本風”に仕上がることでしょう。

私に色々な英語を教えてくれたお姉さん。姉妹

のいない私に、本当の姉のように、夜遅くまで語

らいました。私の息子、娘にも良い刺激をいただ

き、最後に一言残して行ってくださいました。「日

本に来て、弘子に会って本当に良かった。私の人

生が変わって、運気が上がって行く気がする。沢

山の笑顔をありがとう」と……。私も、この次に

は、外国の FFクラブを訪問する立場になって、
このような言葉を言える経験をしてみたいと思い

ました。Friendship Forceありがとう！

丁度、自分が忙しい時期にボブさんを引き受け

ることになってしまった。タバコを喫うというこ

とで皆から敬遠された、銀行を退職された 67才の
物静かな独身者だった。ところが、滞在していた

4日間の間に、外食した帰りの夜道に、遠慮がち
にタバコを喫う姿を唯一度だけ見かけただけだっ

た。よほど我慢していたのかな……？また初日は

あまり日本食に興味を示さない様子だったが、二

日目の夜はスキヤキをみんなで食べた。割った生
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ようこそパット: Pat Mills
七泊ホスト 国分弘子

去る5月15日から22日まで、FFメルボルン（オース

トラリア）から9名のアンバサダー受入交流がありま

した。今回は来訪ゲストが9名と少なかったのですが、

EDの菊池さんが書いておりますように、

交流の輪は大きく広がりました。

★ホスト家族とデイホストが連携して、グ

ループ的な受入交流が出来たし、デイホス

トが今まで以上に活躍した。

★ウェルカムパーティも会費を￥2,000と

参加しやすくして、アンバサダー9名に会

員家族45名、非会員4名を合わせて58名の

出席と盛況だった。

★日光デイトリップにもホスト家族5名、

デイホスト9名が参加した。

★市役所訪問後の牡丹園ピクニックにもホ

スト家族5名、デイホスト4名が加わった。

等です。

以下にアンバサダーと受入ホストの組合せ表順に、

デイホストも含めて、皆さんの感想を紹介します。

デイホストに有難う !
三泊ホスト野内隆夫

2002年 5月 FFメルボルン受入・ホスト組合せ表
No. アンバサダー 15.16.17日3泊ホスト 18.19.20.21日 4泊ホスト

1 Pat Mills 国分 弘子

2 Robert Lambert
野内 隆夫 安藤ヨイ子

デイホスト→16・17日=網代純子 21日=網代純子

3 Margaret Blookes 谷口 ヒサ子

4 Heather Francis 佐々木和彦 吉田 静枝

5 Aileen Martin 斎藤 恭子
6 Jeffrey Martin デイホスト→16日=深谷久芳

7 Valerie Ford 佐藤 素子

8 John Ford デイホスト→16日=木村敏夫 21日=佐藤秀彦

9 Mary Wilkins
渡辺 秀也 上西 政幸

デイホスト→ 16日=石橋千佳子
（注）表記されているのは会員名です。

デコ屋敷で…



タマゴ（外国人は殆ど食べない）に牛肉や糸コン

などを入れて食べさせたが、結構おいしそうにし

て食べた。その後は、ご飯や味噌汁は勿論、刺身

も天ぷらも、ヤキトリも食べるようになった。

私は外国の方を受け入れる時はいつも、日本語

でコンニチハとかオハヨウゴザイマスなどと話し

かけ、相手に何回もオウム返しに覚えさせようと

する、変な癖があるのですが、驚いたことに、最

初にボブさんに日本語でコンニチハと話しかけた

ら、ポケットから豆本を出して調べ、How are you
などと同じだと云うと、何度もコンニーチハと口

ずさみ、また私自身ふだんはあまり言ったことも

ないのに、食後にゴチソウサマデシタなどと言わ

せると、すぐに豆本を出して、調べ、口ずさむと

いう大変な努力家のように見受けられた。

最後の日に、安達太良オートキャンプ場につれ

て行き、一緒に温泉に入ろうと誘ったが、拒否さ

れてしまった。理由を聞いたら、裸を見られるの

が恥ずかしいから、とのことだった。やはり 67才
まで独身を通した訳？が判るような気がした。

今回は、特に日中忙しかったので、ボブさんの

お世話を網代さんにお願いした。一日目はお茶会

の体験や三春のデコ屋敷などへ連れて行ってもらっ

た。二日目は郡山市役所表敬訪問から牡丹園、能

舞台などの見学のようだった。また、網代さんは

日光のデイトリップにも同行してくれました。以

前にも戸井田さんなどにデイホストをお願いして、

大変助けられた経験がありましたが、今回は丸二

日間、会社の仕事に専念できたのは、さりげなく

引き受けてくれたデイホストのお陰と、本当に感

謝しなければなりません。今回も受け入れて下さっ

たホストの皆さんは勿論ですが、「私も楽しんで

いるのだから気にしないで……」と云ってくれた

網代さん達デイホストの皆さんに、大きな拍手を

送ります。タバコで嫌われたボブさんにとっても、

郡山クラブの印象は良かったのではないか、と思っ

ています。

私たちがホストしたのは 67才のボブです。引き
受け前にいただいたボブからの手紙で、独身で、

元銀行員であることを知りました。前半に引き受

けられた野内さんから、敬虔なカトリック信者で

あること、日本の食べ物は大体食べられるとの情

報を得ましたが、お人柄については、何だか要領

を得ないままホストが始まりました。

私はボブが 55才で定年退職した後、毎日何をし
ているのか、退屈しないのかと、いろいろ質問し

ましたが、ボブはローンボールを週に 1回やり、
FFメルボルンには四年前に加入して、このところ、
ホストを引き受けたり、アメリカのクラブ訪問に

参加したこと、妹さんがオーストラリアの西方部

の農家に嫁いでいて、そこに行くのに、ドライブ

で 5日間かかること、食事は肉を焼くくらいで大
変簡単なもので、週に 2回は外食をすること等を
話してくれました。しかし、彼の退職後の膨大な

時間を埋め尽くすには、いくらコンピューターを

やっていると言われても、彼の生活ぶりは何だか

良く分からないとの印象を拭えませんでした。

これまで FF郡山に限らず、私はホームスティ
の来訪者と話題が展開して、話が弾んでいく楽し

さや、徐々に感激や感動を共有していける心地良

さを感じて、時にホストのヤミツキになったこと

もありました。しかし、今回、自分からあまり話

を切り出さない、しかも感情表現が少ない方をホ
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しゃべらない人の難しさ!
Mr.Robert Lambert(ボブ）をホストして

四泊ホスト安藤ヨイ子

会津で…

ウェルカムパーティで…



ストして、初めてホームスティの難しさみたいな

ものに触れた感じがしました。

日曜日に、私と夫はボブを鶴が城に案内しまし

た。搦め手門の手前の堀水をゆったりと体を捻り

ながら泳いでいた 3・4メートルもありそうな白い
蛇や、2メートルはないかも知れませんが、私が
これまで見たこともない巨大な鯉を見てびっくり

しましたが、残念ながらボブの印象よりも、怪物

みたいな鶴が城の蛇や鯉の印象の方が鮮烈です。

久しぶりにホストを引き受け、ウェルカムパー

ティーに参加して、役員はじめ係の方々が、会運

営にいろいろ工夫されていることを知りましたし、

親しい方々にもお会いでき、新顔の方とも知り合

えることが出来ました。デイホストを引き受けて

下さった網代純子さんにも感謝しております。

今回デイホスト三日間とデイトリップ、 それ

に最後の見送りと五日間にわたる交流でした。私

は Robert Lambertさんのデイホストをさせていた
だきました。彼はわりにおとなしい方でしたが、

ユーモアがあり、音楽の好みも一緒で、何よりと

ても紳士的な方でしたので、毎日気分良く過ごす

ことができました。それに加えて、今回とても良

かったのは、デイホストのほとんどの時間を、他

の何人かの方と合流させていただけたので、話題

がとぎれることがなく、話しがはずんで楽しかっ

たことです。これはぜひ皆様にお薦めしたいと思

います。

また、初対面の時は、お互いなんとなくぎこち

ない感じですが、二日目、三日目ともなると気心

も知れてきて、友だち同士のように自然に接する

ことができるので、なるべく決まった方がデイホ

ストをするのも良い方法だと感じました。

その他、今回感じた事がありますが、それはホ

スト・デイホスト間の連絡を、よくとる必要があ

るということです。毎日どこへ行き、どんな事を

したのかという報告や、ホストの方、あるいは FF
郡山としての交流予定・内容などを伺っておくと、

重複して同じ体験をするということにならずに済

むと思います。これは、あるアンバサダーから聞

いた話ですが、その方は、お茶席を二日間で三回

も体験したそうです。私はデイホストやホストの

方どうしの連絡が十分でなかったために、お気の

毒なことをしたと思いましたが、その方がおっしゃ

るには「初めはお抹茶の味になじめなかったけれ

ど、だんだん慣れて、おいしく飲めるようになり

ました」ということでした。

一口に日本文化といっても数多くあるわけで、

限られた日程の中で、いろいろな事を体験なさり

たかったのではなかったかと思いましたが、この

ような好意的で前向きな考え方を聞いて、私もま

たひとつ学ばせてもらいました。

次回、ガーナの方との交流を今からとても楽し

みにしています。

過剰接待にならないようにしようと思いながら、

一応の計画を作り、ゲストを迎える我が家は築 50
年以上の家で、田圃、花、野菜畑、アパートに囲

まれています。子供達が巣立ってマンネリ化して

いるところに、ゲストと一週間、共に生活できる

ことは、元気な証拠と考えている私たちにとって、
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のべ 4日のデイホストで感じたこと

網 代 純 子

卓球に汗を流して… Margaret Blookes

七泊ホスト谷口ヒサ子

ボブと 2 ショット…

マーガレットと谷口さん夫の対戦…



非常に楽しい出来事です。

今回のゲスト・マーガレットは、2年前に来郡
した FFマウントバーカーの方のビデオで、郡山
や近隣の風景などを見ていたようです。そして考

えていた、行きたい場所にも行けたし、知ってい

る友人との会話、その上、2日間の合同行動日で
沢山の日本人と話ができたことを喜んでいました。

（日光は毎回好評）

魚の姿焼、刺身類、小豆を使った甘菓子など何

でもという感じで、ドライブには菓子パン、饅頭、

スナック類、ジュースを持参して、車の中で食べ

る一日を過ごしたりしました。私の家では、ふす

まを取り払い、卓球台を並べ、時間があるとプレー

をしました。帰る日の朝も、早く朝食をすませ、

卓球に汗を流し、郡山で買った日本製のビデオカ

メラ 2台をカバンにつめて、次の旅行へと、バス
に乗りました。

あっという間の短い期間でしたが、受入れする

度に幹が太くなるような気がし、FF郡山に入って
良かったと思う瞬間です。

★参考までに、行った所…… 100円ショップ、
幼稚園、小学校、熱海のアヤメ園、磐梯山、猪苗

代湖、大内の宿、温泉など。

「ここがヘザーさんのお部屋よ」はなれのドアを

開けた時、彼女の口をついて出た言葉が「おお、

ホテルみたい」だった。何のことはない私たち夫

婦は自分達の生活しやすい雰囲気を家中に充満さ

せており、片づけが大の苦手なので、FFに入会す
る時、庭の一部に“はなれ”を作った次第なのだ。

外国からの来客は彼女で 5人目、食べ物の好みに
ついて最初の質問に彼女は、何でも食べられる、

食べてみる、と笑顔で答えてくれ、私を喜ばせた。

夕食時に、箸さばきも見事に、和食を「おいしい、

おいしい」と食べてくれた。少々風邪気味だった

私を気づかい、彼女の旺盛なサービス精神からだっ

たのか？ 久しぶりに賑やかな、明るい食事に話

しも弾んだ。食後に、私がピアノで賛美歌を弾き、

歌ったら、ヘザーさんがアルトをつけてくれ、思

いがけず二重唱になった時は、神に感謝！だった。

磐梯山方面へ案内した日は、幸い天候に恵まれ、

まず志田浜では“白鳥丸”に乗って、表磐梯の美

しい姿と猪苗代湖を堪能した。そして、表とはあ

まりにも表情を異にする裏磐梯を見た彼女に、夫

がいろいろと説明をしてくれた。新緑の山道には

言葉はいらない？と思えるほど、小鳥のさえずり、

沼の色彩美に、私は年令も、人種の違いも忘れか

けていた。その時！デイホストの深谷さんと一緒

のアイリーンとジェフさん夫妻達とバッタリ出会っ

た。彼女たちは思いがけないことに嬉しかったら

しく、抱き合っていた。

ヘザーさんは 7年前に夫を亡くし、今は 4人の
子供とお孫さんが 5人。大切そうに写真を見せて
下さった。ご主人が元気な頃に、ヨーロッパ旅行

の中で、自転車を借り六日間も走り、お尻が痛かっ

たけど楽しかった事など、ゼスチュアまじりで明

るく話してくれた。そんな彼女の温かさ、見事な

までの逞しさに私は何故か涙が出てしまった。

去年、イギリス・コーンウォルで一週間お世話

になったサラさんのイメージと重なって、何て豊

かな人間性と包容力に満ちた女性なのだろう。そ

して夫と共に元気で生活できる自分の幸せに新鮮

に感謝！の私だった。ヘザーさん、お元気でね、

ありがとう。

かって個人的に何度か外国人を迎えたことはあ

りましたが、このように本格的に受け入れたのは

始めてでした。たかが４日間でしたが、されど４

日間。短いが充実した日々を過ごすことが出来ま

した。

土、日は別として夜は塾(英語)をやっているの
で、彼女にも参加して頂きました。生徒達には、

本当に簡単な英語でゆっくりと何度も繰り返して

話しかけ、また、英語の歌も教えてくれました。
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ヘザーさんを迎えて…

四泊ホスト吉 田 静 枝FF 女性の温かさ・逞しさ… ！

三泊ホスト佐々木文子

志田浜でのヘザー…



生徒達にとっては生きた英語を経験することがで

き、とても有意義だったと思います。

デイトリップの日の夜、私は塾、彼女は私の友

人に夕飯に誘ってもらい、焼肉を経験してもらい

ました。日曜日は回転寿司に行きましたが、彼女が

好んで食べたのは卵焼きだったように思います。そ

の後、私の友人とヘザーさんとの３人で空港公園に

行き、また空港内のレストランで、アイスを食べな

がら飛行機の離陸するのを見たりで、とてもゆった

りした１日を楽しみました。その夜は、私の友人達

とポトラックパーテイをやりました。英語を話せる

友人達なので、ヘザーさんとの会話もはずみ、彼女

達は勿論、ヘザーさんもとても楽しそうでした。

鶴ケ城へも案内しました。夕方から塾(家庭教師）

があり、忙しい日程でしたが、ヘザーさんも一緒に

生徒の所に行ってもらい、少し英語を話してもらい

ました。幸運なことに子供の祖母がお花の先生なの

で、お花も体験してもらいました。

彼女にはできるだけ日本の文化をと思い、和室で

布団に休んでもらいました。また、夜、風呂を勧め

てみたところ風呂に入ったんですが、翌日は入らな

かったのを見ると、風呂はあまり好みではなかった

のかもしれません。

今回のホストを経験して感じたことですが、彼女

達は決して若くないのですが、あのように長い間、

家を離れ世界を旅(ホームステイ）している行動力は

すごいということ。そして彼女達の行動からは、退

職してからが人生の再スタートであること。そして

自分達の人生を誰にも遠慮せず、十分楽しみ、有意

義に過ごしていることが、感じられました。私も心

の中に自分の夢と希望をあたため、それを大切にし、

自分自身の人生を生きられればと思います。

ほんとに今回ホストを経験し、学ぶことが沢山あ

りました。、お世話して下さった方々に感謝の気持

ちで一杯です。有難うございました。

受入委員の皆様をはじめ会員の皆さま、大変お

世話になりました。我が家に一週間滞在していた

陽気なジェフとアイリーン。毎晩 10時すぎまで、
ワインとビール(アサヒビールが好みでした)で、
談笑し、ジョークに笑い転げていた一週間でした。

19日は、来日前から希望していた、小学校の運
動会にでかけました。和太鼓の応援合戦では、審

判の一員として参加、心やさしいジェフは紅白両

方の玉をあげていました。また、来賓の宝拾いに

も出して頂いた２人は、全力で走り、一位と二位

でゴール。拍手喝采を浴びて“We have long legs!”
と大得意でした。その他の競技にも非常に関心を

示し、身をのりだして喜んでいました。

アイリーンが「着物を着たい」と言っていたの

で、デイホストをした網代さんとボブ(メンバーの
一人 Robert)も我が家を訪れた最後の日は、着付け
の得意な友人の応援で、着物フアッションショー

がはじまりました。私と夫の着物を３人に着せた

ところ、意外によく似合い、さすがに男性群は足

元がつんつるてんでしたが、足袋を足先にひっか

けて、みな大喜び、庭にでて写真をとりまくって

いました。「恭子も着て欲しい」とのアイリーン

の言葉に私もウールの着物をきました。(何年ぶり
でしょう・・・)。ついでに割烹着をかけ、長い柄
の箒をもって日本の主婦の姿を再現した私に、彼

女曰く「オー、魔女！」

その後、東高校のクラブ活動を見学にいく事に

なり「最後の夕食の準備をする時間がとれない」

と悩む私に、網代さんが「まかせて」とばかり、

チラシ寿司をはじめ、すばらしいご馳走をさっと

作ってくださったのです。言葉で言い表せないく
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一 等 賞 !!
七泊ホスト斎 藤 恭 子

吉田さん宅のポトラックパーティ…

“脚が長くて”速いマーチン夫妻…



らい感謝・感謝の気持ちでいっぱいでした。

夜は、歌、ピアノ、バイオリン演奏で、菊池幸

子さん、私の妹も交えての、お別れ音楽パーティ

をしました。私たちが、日本の歌を歌うと、彼ら

も、見事な２重唱を披露。また、ウインナワルツ

をピアノで、弾きだすと、さっとダンスをはじめ

る姿には、とってもウラヤマシカッタです。

お２人が帰られてから、部屋をみると、お迎え

した時よりもきれいに(？)お掃除がされていたの
にも驚き。今回は「一週間で長いかなー」と少し

心配でしたが、デイホストの深谷さんご夫妻をは

じめ、菊池さん、網代さん、友人、娘、妹、夫と

沢山の方々に助けられ、自分の仕事もあまり休ま

ずに、楽しく過ごせました。本当にありがとうご

ざいました。

心残りだったことひとつ。最初の朝、バタバタ

している私を見かねて、夫がサラダを作ってくれ

たので「これはカズオがつくった」と伝えました。

その後は私が朝食を準備していたのですが、別れ

の時「毎日朝食がとてもおいしかった。カズオに

あなたは良い夫だと、伝えてくれ」といわれたの

です。「えーっ あれは私が・・・・・」といえ

ずに別れた私でした。

アイリーンとジェフは見るも微笑ましいほど仲

が良い、63歳と 61歳の姉さん女房夫婦。二人と
も十分に若々しく、好奇心一杯。特にアイリーン

は日本語表現の習得に熱心。beautiful は「キレ

イ」「キライ」ではないですよと何度も念を押し

た。和風レストランで給仕してくれた和服の素敵

な女性に「キライ」「オー、ノー。キレイ」と繰

り返した。

さて、この二人をデイホストし、まずは裏磐梯

へ。五色沼をゆっくり散歩。青や緑に澄んだ湖水

と木々の若芽の色、そして時折訪れる耳がジンと

するほどの静けさ。湖水に流れ入る流水の透明度

に、日本の自然の美しさを堪能しておりました。

道半ば、思いがけずヘザーさんと一緒の佐々木ご

夫妻にばったり……！ やはりこういう場所での

思いがけない出会いはうれしいもの。佐々木さん

が記念写真をパチパチ。

その後スカイラインへ。道端のあちこちにはま

だいくらか残雪もあり、二人は雪をぶつけ合って

ご満悦。やがて浄土平へ。真っ先に吾妻小富士の

登山口へ。裏磐梯では暑いぐらいだった気温も肌

寒く、吾妻小富士は中腹から上はガスがかかって

肌寒い。しかし、アイリーンとジェフの二人は元

気そのもの、すいすい、ぐいぐいと登りやがて頂

上へ。ジェフはビデオ、アイリーンはカメラで撮

影に夢中。連休後のためかほとんど登山客はいな

かった。下山して、レストハウス内をブラブラ。

"バンサイ(盆栽)"はいくら？何年ものか？ など質

問を連発。しかし、何も買わず（彼らはこの後の

旅行のために“Travel light”を徹底している！)。
衝撃は駐車場を出て５,６分後に車内を走り抜け
た！「カメラがない」とアイリーンの悲鳴。車を

路傍に停め、隅々を探すも見つからず、どこかで

落としたものと判断。駐車場に戻り、レストハウ

スやトイレを何度も見て回るが見つからず。ジェ

フが「たぶん、吾妻小富士の上だろう」と中腹あ

たりまで登ったところで、二人の日本人女性と共

に戻って来た。何かどなっている。アイリーンが

手を振って跳び上がっている。あの女性たちが持っ

てきてくれたのだ！ アイリーンがかけより抱き

つかんばかりに礼を言っている。聞けばやはり山

頂で拾ったとのこと。アイリーンが車にかけもど

り、感謝の印にと例の“コアラクリップ”を手渡

した。

車の中で、二人が口々に言うには「We'll never

forget the Mount Camera.」かくて吾妻小富士は

別名を与えられる栄に浴した。数々の記念写真が

詰まっていたあのカメラ。いい日本人女性に拾わ

れて、無事に持ち主に戻ったのは本当に幸せなこ

とでした。
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The Mount Camera エピソード
デイホスト 深 谷 久 芳

ばったり出会ったマーチン夫妻とヘザーさん…



まず驚いたのがティータイム。食後を含む 5，6
回大きなマグカップで薄めの紅茶を 2杯ずつ飲む
のです。また手先が器用で、焼き魚の食べ方を教

えたところ、骨一本残して綺麗に食べましたし、

鶴も見事に折れました。食事について興味深い話

を聞きました。オーストラリアは多種大量の食料

を、外国に輸出しています。そのためか各国の料

理が身近に食べられ、その材料も容易に手に入る

そうです。Ford夫妻は、そこで箸使いを練習した
というお話でした。

一番心に残っているのは、Ford夫妻のお人柄で
す。フレンドリーなことは勿論のこと、細やかな

心遣い、生活感覚に本当に胸打たれました。リサ

イクル出来る紙ですがと持って来たり、こちらの

手を煩わせまいと、洗濯物は最小限量をすべて手

洗い（こちらは洗濯物を出すように申し出たので

すが）また毎朝きちんと布団を畳んでいました。

それに謙虚で声掛けも優しくて…。私の失敗に、

明るく大丈夫と安心させ、良い点はオーバーなほ

どに褒めてくれました。本当に素敵なご夫妻でし

た。夜遅くまで歓談した思い出、2才の息子を「日
本の孫だ」と本当に可愛がってくれたことも、忘

れられない一コマです。息子は Ford夫妻が大好き
で、早朝から玩具や絵本を持って行き、遊びをせ

がむほどでした。お別れは淋しくて涙が出てきま

した。

アンバサダー受入は初めてのことでしたが、「自

然体が一番よ」とのアドバイス、EDの菊池幸子
さん、デイホストの木村敏夫さん、佐藤秀彦さん、

皆さまのお陰で、予想の 2倍も 3倍も楽しく過ご
すことが出来ました。本当にお世話になりました。

有難うございました。

Maryから便りが届いたのはホスト打合せ会の次
の日でした。「私は未亡人で、娘二人と孫……」

といった家族紹介だけが書かれた手紙に、私達も

同様の手紙と写真を送りました。未亡人で犬・猫

アレルギーがある人……と聞いたので、もしかし

たら神経質な人かしら……、と内心思っていまし

たが、明るく気さくな未亡人で、ホットしました。

郡山に着いてから、我が家までの車中、偶然に

喜歌劇“Merry Widows”(陽気な未亡人達）の曲が

流れていました。彼女もそれに合わせてラーラ、

ラーラ、ラーラと歌い出し、Oh, beautiful

melody……。そしてまた、フー、フー、フー(hu-

hu- hu-）彼女も大変音楽が好きで、この Merry

Widowsも観たそうです。ここですっかり気分がリ

ラックス出来ました。初日というのは、いくらか

緊張するものですよネ。言葉の壁を、良い音楽が

助けてくれました。

さて、その夜は、看護婦をしている娘が言葉の

助っ人に来てくれて、大いに意気投合しました。

Maryの二人の娘さんは看護婦で、一人の婿さんは

小児科の医者だからです。

日本とオーストラリアのナースの勤務態勢につ

いて、話し合いが続きました。あちらでは10年つ

とめたナースには 3ヶ月の有給休暇が与えられ、

それを利用して、さらに自分を高めるための短期

留学をする人が、大勢いるそうです。こうして初

日の夜は終わりました。

私達は特別な計画もなしに、自然体で過ごすこ

とにしてましたけれど、須賀川の牡丹園や、めっ

たに観ることの出来ない“能舞台”という日本文

化にも触れることが出来、ラッキーでした。FF郡
山には素晴らしい方々が大勢いらして、参加する

- 8 -

ナースの娘と 3 人で…

Mary Wilkins との僅かな日々
三泊ホスト 渡 辺 清 子

大好きになった Ford 夫妻
七泊ホスト佐 藤 素 子

“日本の孫”とフォード夫妻…



たびに、私達も初体験することが出来、FFに入っ
て良かったなあと、つくづく思うのです。

そして、今回特に感じたことは、デイホストの

助けが得られたことでしょうか。ダンスクラブや

コーラスクラブを通じて、今まで以上に、会員の

方々と親しくなれたこともあると思います。気軽

に会員同士話ができ、そして困った時にも「お願

い！」と言えるようになっているな……と思うの

は私だけじゃないと思います。受入委員の方々ご

苦労さまでした。

犬猫アレルギーの71才の女性を引き受けるとい
うことで、チョット心配はしていましたが、この

方Mary Wilkinsさんは意外と上品なさっぱりとし

た、明るい性格の方と分かり、ほっとしました。

調子に乗ってMaryさんに“公衆浴場”なる「月光

温泉」行きを勧めて見たところ、あっさりと断ら

れてしまいました。どうしてダメなのかと聞いた

ところ「自分の裸姿を、みんなにジロジロ見られ

るのが恥ずかしい」ということでした。すかさず

妻が「そんなことないよ」と言うと、Maryさんは

「パンツをはいてはダメか？」とか、話がはずみ、

だんだんと日本の慣習のカルチャーショックも経

験するのもいいよ、ということになり、とうとう

私たちの誘惑にのせられて、月光温泉に行く羽目

になりました。お湯の中では、妻が「裸と裸のつ

きあい」を「これがフレンドシップフォースだね！」

とジェスチュア混じりで言ったら、Maryは、この
意味を理解してくれたらしく、とても喜んでくれ

ました。この日の温泉は、あまり混んでいなかっ

たのが幸いだったのかも知れません。

このたび入会しました渡辺里佳です。きっかけ

は新会長である蓋さんから、外国人との楽しい交

流のお話をお伺いしたことで、友人の橋本由美恵

さんと、迷わず入会致しました。普段の生活では、

なかなか出会うことの出来ない方々との、国を越

えた出会いや交流、とても素敵なことだと思いま

した。

5月18日、オーストラリア・FFメルボルンのウェ

ルカムパーティでは、初めて参加した私達を、皆

さま暖かく迎えて下さいました。これからも、フ

レンドシップフォースのいろいろな活動を通して、

私自身も人として成長して行けるよう、努力して

いきたいと思います。今後とも宜しくお願い致し

ます。

5/15 (水) 貸切バスで受入委員3名、成

田まで出迎え。午後4時頃、郡山市ダイマ

ツボウル駐車場に到着予定。ホスト家族

出迎え。

5/16 (木) ホストファミリーと全日自由。

5/17 (金) 午前9:45、郡山市役所

1階ロビー集合。郡山市表敬訪問。

その後、須賀川牡丹園へ“おにぎ

り”ピクニック。能舞台見学。

5/18 (土) 午後5:30集合、6時から8:30頃まで“フィッ

トネス金太郎”でウェルカムパーティ。

5/19 (日) ホストファミリーと全日自由。
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Maryさんを「月光温泉」へ！！
四泊ホスト上 西 政 幸

月光温泉で裸のつきあい…

フレンドシップフォースに入会して…

渡 辺 里 佳

右から渡辺さんと橋本さん…

2002年

FF メルボルン・受入日程 Itinerary



5/20 (月) 午前8:30“ビバホーム

大槻店”駐車場集合。日光へバス旅

行。(午後6時前に帰着予定)

5/21 (火) ホストファミリーと全日

自由。

5/22 (水) 午前10時頃貸切バスで

出発。(9時45分市総合体育館前駐

車場に集合)

1 開 会 司会：高原千佳子・深谷 久芳

2 あいさつ
(1) 郡山クラブ会長 蓋 康

(2) メルボルンクラブ ED
Ms．パット・ミルズ

(3) 郡山クラブED 菊池 幸子
3プレゼント交換 ED/ED
4 乾 杯 野内 隆夫

< 会食 & 懇談 >

5 ホスト＆アンバサダー紹介

6 アトラクション

(1)合唱 FF郡山コーラスグループ
・おぼろ月夜
・春の歌
・ウォルシングマチルダ

(2)アンバサダーのアトラクション
(3)手品 野内 隆夫
(4)フォークダンス…ジェンカ等
(5)ひょっとこ踊り

7 閉 会 記念撮影

５月３日、ビッグパレットでのマンモスフリーマーケッ

トに参加しました。今年は、値付け、当日のスタッフ共
に14名。多くの方の協力で、90,044円の売り上げにな
りました。入場者が多いにもかかわらず、デフレの影響

で売り値が下がり、どの店もとても苦戦していたようで

した。

ＦＦ郡山は、深谷さんからのグランドピアノの提供や

村田前会長からの、旅館で使用していた豪華な椅子やお

膳、お椀の提供など話題を集め、満足いく結果になりま

した。今年は２ブースを借りましたので、販売スタッフ

もたくさん入れて、和気あいあいと楽しく活動できまし

た。佐々 木さんのアイデァで、分解できる物干し台をディ

スプレィに使いましたので、たくさんの物をかけられま

した。初めて参加の嶋さんご夫妻は、フリーマーケット

の面白さに、すっかりとりつかれたようです。来年も参

加したいと言っておりました。是非、一度販売スタッフ

を経験することをお勧めします。

最後になりましたが物品の提供をしてくださった方々、

お手伝いして下さった方、有難うございました。

皆さんそれぞれの形でＦＦ活動に参加していただき、

さらに会員の絆が深まったことと思われます。この売上

金は、受入交換の際のパーティ、デイトリップの費用に

使わせていただきますので、併せてご報告しておきます。
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日時 : 2002 年 5 月 18 日(土) 5.30pm ～ 8.30pm

場所 : フィットネス"金太郎"ホール

フリーマーケット出店報告

矢 吹 光 子

2002年 9月

うつくしまの医聖・野口英世ゆかりの地・ガーナから来訪！
■アフリカの情熱を

いっしょに感じましょう !!

受入ED(Exchange Director) 鈴木睦子
受入委員会：蓋 康、佐々木和彦、

佐藤裕子、中根瑞雄、矢吹光子

■FFアクラ、アンバサダーは今のところ12名前後。
FF埼玉クラブに９月12日(木）から７泊したのち、
9月19日(木）FF郡山に来訪予定です。
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■ガーナの歴史：ガーナは、アフリカの中央に近

い西海岸にあるという位置関係から、貿易ネット

ワークの拠点であったので、文化のクロスロード

となり、１００以上の言語と文化をもつ民族がそ

れぞれの芸術、食物、衣など豊かな文化を謳歌し

ている。（FFマガジンより）

■ガーナの最新情報：ガーナはアフリカ53カ国の
一つで、Black African Nationとして独立した最初
の国です。アフリカ大陸の西部、熱帯地方に位置

し、面積は日本本州よりも少し大きい位で、人口

は約1,990万人（2001年推計）。その内、最大都市
である首都アクラに約155万人が住んでいます。
民族はアカン族52.4％、他はモシ、エウェ、ガ
アダングメ、グルマ、ヨルバ族など。宗教はキリ

スト教55.4％(プロテスタント16.6%・土着キリス
ト教14.4%・カトリック9.5%)、伝統信教24.4％、
イスラム教19.7％など。

1957年イギリスの植民地から独立した事もあり、
主要言語は英語。平均家族数は約5人。
主な輸出品の金とカカオが、国際的に安値となっ

たために、2000年に経済が悪化し、通貨セディの
対ドルレートが半分以下に下落してしまった。1
＄＝7,200セディ(2001.10月)。国民総生産の一人当
たり生産高は約400＄(約50,000円)前後/年(1999年)
で、日本の1/60位しかない。

2001年1月には、独立以来44年の歴史上、初め
て民主的に選ばれた大統領：ジョン・クフォーに

よって新しくスタートした。“優しい巨人”とい

うニックネームがある彼は、オックスフォード大

出身の弁護士で、信心深いローマカトリック教信

者です。就任早々、経済改革に取り組み、通貨セ

ディ相場の安定、ガーナ向け投資の増大等、成果

を上げつつあります。

しかし、5月にガーナ国内、アクラとクマシの
ライバルチームのサッカー試合後に騒動が起き、
パニック状態の中で、百数十名の死傷者が出ると
いう、アフリカ史上最悪のスポーツ事故もありま
した

マウント・バーカー訪問
参加者を募集中!!

ED 深 谷 久 芳

本年１２月にオー

ストラリア・マウ

ント・バーカー訪

問があることは、

既にご存知かと思

います。マウント・

バーカーは南オー

ストラリアに位

置し、一昨年度

受け入れをした

アデレード近郊

の美しい地域に

あります。農業

が盛んですが、一方では海岸にも近く、2時間も
行けば、ペンギン・アザラシ・クジラなどを身近

に見たり、いろいろなウォーター・スポーツも楽

しめるところです。

12月25日に日本を出発、26日着、31日まで滞在
の後、１週間程度の自主旅行を考えております。

旅費は、個人経費は別として16万円～17万円、
最高でも20万円以内にしたいと思っています。応
募期間は一応、今月いっぱいとしています。現在

８名程度の参加希望がありますが、20名程度まで
は可能ですので、みなさんの応募をお待ちしてお

ります。

会員はもちろん、ご家族なら学生もＯＫです。

申込・問い合わせ先

〒963ー0111 郡山市安積町荒井字柴宮山27ー12
深谷 久芳

Tel/Fax 024-945-4501
E-mail：QZP05464@nifty.ne.jp






