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FFサラソタ受入交換 報告号
第 40 号 (2005-2） 2005 年 5 月 30 日

4月
6日

午後４時頃太田群馬からバスで到着
（郡山ビッグパレットで迎え）

7日 ホストファミリーと全日自由

8日
午前9:40〜 郡山市役所表敬訪問。その後、
開成館、赤木小学校、市立美術館、等訪問

9日 午後5:30から8:30エミナールあさひで歓迎パーティ
（パーティ後に後半ホストへ引継ぎ）

10日 ホストファミリーと全日自由

11日 午前8:30出発で「日光」へバス旅行。

12日 ホストファミリーと全日自由

13日 午前７:00 貸切バスにて出発

FFサラソタ受入行事日程表 05年



・- 2 - ・

皆さんの協力で
良い交流でした！

ＥＤ 網代純子

昨年の７月に、私は初めて

FF渡航Exchangeに参加し、そ

の時のEDであった佐々木さん

から、次の受入EDをやってみ

ないか？ と話がありました。

今まで、Day Hostessしかしたことのない私には、

とても無理だと思いましたが、みんなで協力す

るから大丈夫と言われ、無謀にも引き受けてし

まいました。そして、その言葉通り、準備の段

階から、殆どのことについて、交換委員の方々

が協力、指導して下さったので、本当に楽なED
だったと思います。

このFF郡山の協力態勢については、サラソタ

EDからも“良いクラブですね”と誉められ羨ま

しがられました。

いよいよ４月６日、大型バスで、太田市に迎

えに行くと、そこには懐かしい顔が……。昨年

夏の楽しい思い出が甦り、親しい友人に再会出

来たような嬉しい気持ちになりました。郡山に

ついてビッグパレット駐車場で、出迎えのホス

ト家族とアンバサダーの表情も嬉しそうでした。

一方で、今回受け入れたホストの中には、新

人会員の方々も多くいらっしゃいました。とい

うのは、当初、サラソタから26名のアンバサダー

で訪問したいと申し出があった時、充分なホス

ト家族が確保出来るか、不安があったために、

スタッフ会議で無理のない人数（20名程度）に

減らしてもらうかどうかの話し合いがありまし

た。この時、会長の英断で、受け入れてみましょ

うということになり、それで、フリー広報誌“ウ

ィークリー”と“リビング新聞”を通じて、ホ

スト家族の募集をした結果、８名の入会申込み

があり、そのうち６名の方が受入をして下さっ

たのです。

FFサラソタは活動も活発で、会員それぞれが

海外旅行、あるいは在住の経験も豊富で、異な

る文化に対し、積極的に理解を深めようとする

姿勢が見られ、市長表敬訪問の際も、一通りの

挨拶が終わった後の質疑応答で、「仏教と神道

の違いは何か？」など、多彩な質問が飛び出し、

市側の方が答えに窮する場面もありました。ED
として、細かな反省点は多々ありますが、全体

としては、特に問題もなく、良いExchangeだった

と云えると思います。

最後に、受入委員の皆様とホスト家族の方々

の大きな協力と励ましに、心からの感謝を申し

上げます。

１ Chris Stark(ED)
佐々木和彦・文子

２ Al Stark

３ Don Nicholson
嶋 勇吉 橋本 真澄

４ Kay Nicholson

５ Jack Vendeland
谷口ヒサ子

６ Linda Vendeland

７ Dan Rinas
矢部宏子 石森君枝

８ Peggy Rinas

９ Rose Adelstein

国分弘子 柳沼文雄10 John Hurst

11 Ann Hurst

12 Betty Kuhns
塩谷好子 鵜沼良子

13 Reeta Dean

14 Peter Huber
組本登茂子 笠間タイ子

15 Jean Huber

16 Bonnie Frey
菊池幸子 増子晴子

17 Romana McGee

18 Babe Baptist
杉浦義人・愛子

19 Barb Baptist

20 Grace Rowland
増子晴子 平野二美子

21 Grechen Castner

22 Margaret Mills 鵜沼良子 田巻つや子

23 Vivian McNamara 縫 洋子 伊藤順子

24 Colleen Stoller 川中 誠・多代子

25 Gary Kuhns 安藤 勝 江口 徹

26 Chuck Reist
野内隆夫 大坂昭夫

FFサラソタ アンバサダーとホストの組合せ



今回で3回目の受け入れです。初めての時は無我

夢中で、アット思う間も無く終了してしまいまし

た。2回目は、やっとゆとりをもって受入れが出

来たと思っていました。今回（3回目）のゲスト

を迎えるため部屋を確認していたら、設備面で鏡

が小さく、もっと大きな物でないとだめかな？

とか、机も応接テーブルだけでは不便でなかった

か？ 冷蔵庫が有ったら？ ハンガー掛けがもっと

有ったら？ とか、前回のゲストは不便でなかっ

たかしら？ など反省ばかりでした。

今回のゲスト、ニコルソン夫妻はご主人が、ドン

さんで背の高い大柄な方で、奥様がケイ（キク）

さんは150㎝位のとてもかわいい方でした。キク

さんは、お父さんが東京から18歳のとき渡米して、

アメリカで知り合った日本人のお母さんとの間に

生まれた純粋な日本人です。しかし、第二次世界

大戦終了の時代に産まれたので、日本語は一切使

えず、英語だけで教育されたため、日本語を話せ

ない方です。彼らはミズーリ州に住んでいたが、

8年前、寒さを避けて、フロリダに移り住んだそ

うです。

日本には、過去2回来ています。全てFFで、ゲス

トとして来日、1回目は大分、2回目は松山でした。

今回で3回目の日本です。受入ホストのFF群馬太

田とFF郡山へ来ました。

ドンさんは日本語のあいさつや少しの単語を理解

していました。キクさんは日本語を話せませんが、

日本語の内容は理解していたと思います。なぜな

ら、私達が英語で話せなくなり日本語を使った時、

ドンさんに英語で話の内容を伝え、理解をしてく

れました。それで、二人は日本語の言葉を理解し

てくれていました。私たち夫婦は、多分キクさん

のご両親が日本語を使っていた時覚えたのか？

と理解して納得しました。

ニコルソン夫婦は、ブルーベリーマフィンを我家

の狭いキッチンで、オーブンを使い、作ってくれ

ました。ドンさんはキクさんに言われた通り、キッ

チンの中を動き回っていました。とても甘く美味

しかったです。とても静かなご夫婦です。特にキ

クさんは、おとなしい方です。食事の時は、必ず

水をたくさん取っていました。飲み物は、水以外

なにも要らないと話していました。コーヒーも紅

茶も牛乳もお酒も飲みませんでした。食事は好き

嫌い無く、何でも食べてくれました。彼らは健康

に十分配慮して、食事を取っていることが伺えま

した。

私たち夫婦も、彼らのように年老いてからも、元

気に世界中を飛び回り、旅をしたいと思い、これ

からの健康管理に配慮し、食生活の管理を考えよ

うと誓いました。３泊４日の滞在は短く感じまし

たが、年に１度の国際交流で、英語が十分話せな

くとも、心と心が通じ合えば理解出来ると、今回

もまた感じました。

今回初めてホストファミリーをさせていただき

ました。ほんの軽い気持ちで受入れのＯＫをしま

したところ、このような大規模の会とは思っても

なく、ウェルカムパーティーの時には、実のとこ

ろ驚きました。始めはそういう感じだったのです

が、言葉は違っても心はひとつ、といった和やか
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各受入ホストの感想

私達も彼らのように…

嶋 勇吉・美知子

今度は私も出かけてみたい…

橋本 真澄



な良い雰囲気の中で、とても心温まるものを感じ

ました。

我が家でのステイ一日目、私事ではありますが、

毎年春に予定している、友人でコンゴ出身のミュー

ジシャン・B.B.モフラン氏とのミニコンサートが

ありましたので、朝から夕方まで会場に一緒に出

かけ、楽しく一日を過ごしました。後半はお友達

宅におじゃまして、お菓子を作ったりしながら、

フロリダの話を聞かせていただいたり、また一緒

にアウトドア・テニスをして、お互い満足な時を

過ごしました。

今回のホームステイを通し、限られた時間の中

でしたが、日本の文化や習慣等、少しでも伝われ

ば嬉しく思います。FFの、このような活動は、私

達にとって本当に素晴らしい経験の場であり、世

界がひとつに、仲良くなれる出会いの場だと思い

ます。

外国旅行はそれほど関心はありませんでしたが、

機会があれば、今度は私も出かけてみたいと思い

ます。小さな思い出にと、私の手作り抹茶碗を、

後日プレゼントとして送りました。無事届いたと

の返事をいただき、またとても喜んでいただけた

様子で、私も嬉しく、そして一緒に過ごせたステ

イ期間中を懐かしく思い出しています。良い経験

をさせていただきまして、本当にありがとうござ

いました。

私は、今年からＦＦに入会させていただきまし

た。早速アンバサダーの受け入れを決めましたが、

初めてだったので、ずっと不安に思っていました。

でも、我が家を訪れた、ペグとダンの夫婦(71

才の新婚夫婦でした）は、明るく楽しい人たちで、

特にペグの方はとても陽気で、いつも話をしてい

るか鼻歌を歌っているという人でした。好奇心も

旺盛で「あぶくま洞」に行った時、最初に、お社

を見つけては騒いで、上までのぼり、銅像を見つ

けては可愛いと言って写真を撮り、ソフトクリー

ム売り場を見つけては「あとで食べよう」と騒ぎ

……というように、何回も行ったことのある私に

とっても、新鮮な気持ちになれました。

そして、食べ物は何を出しても「トライ、トラ

イ」といっては全部きれいに食べてくれ、本当に

気持ち良かったです。

私は、英語があまり得意ではなく、初めはなか

なかコミュニケーションが取れなくて困る場面も

ありましたが、２～３日すると慣れてきて、少し

ずつ言いたいことが理解出来るようになり、大切

なのは、英語を覚えることではなく、相手と気持

ちが通じることなんだなーと、つくづく思いまし

た。

後半、石森さんの家に移ってからも、昼間は毎

日一緒に行動しました。一緒にダンスをしたこと

もあります。（ちなみに、ペグとダンは、ダンス

を通じて知り合ったそうです）とても楽しい一週

間でした。

ペグとダンから学んだことがたくさんあります。

一番は「生活を楽しむこと」です。時々、暗い気

持ちで落ち込むことの多かった自分を振り返って

「同じ一生なら出来る限り楽しんで生活しよう」

と思わされました。来年、ペグの家に遊びに行く

約束もしました。ＦＦに入って本当に良かったと

思いました。これからも前向きに活動していきた

いと思っていますので、どうぞよろしくお願いし

ます。最後にＥＤの網代さんをはじめ、委員の方々

には、すっかりお世話になりましたことを、心か

ら感謝しています。

何しろ、私はFF郡山のことを良く知らないで入

会したので、若い人がステイするのだと思い込ん

でいました。それが、71歳のご夫婦ということに

なり、その日が近づくにつれて不安になってきま

した。

一番は英語が苦手だということ。でも“案ずる
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ペグとダンから学んだこと…

矢部 宏子

案ずるより生むは易し…

石森 君枝



より生むは易し”本当に No Problem だったので

す。アンバサダーのPegとDan夫婦、特にPegが優

しい人で、私のハチャメチャ英語を何度も聞き返

し、又、易しい言葉に言い換えて話してくれたこ

とで、会話はほとんど成立していました。

伝えようとする気持ちと、理解しようとする気

持ちがあればOKなのだと、今更ながら納得した

ものでした。とても楽しい日々だったと思います。

受け入れのために、ご苦労なさった役員の方々、

有難うございました。

私達は、以前から国際交流に興味があり、娘（夢

果・２歳）のためによい経験だと思い、会に入会

致しました。

今回アメリカ、フロリダからのアンバサダーと

のことで、とても楽しみにしていました。気持ち

良くお迎えするために、家族総出で、いろいろ準

備と計画を立てました。我が家に滞在したのは、

ハーストさん夫妻と孫娘のローズの三人。私たち

は、今回後半の４日間と短い間でしたが、前半受

入の国分さんが親身になってサポートして下さい

ました。

郡山の前の、群馬太田滞在の疲れがある様だっ

たので、観光とか考えていたのですが、我が家で

はのんびりしていただきました。特に良かった事

は、娘がローズと仲良しになって、滞在中はずっ

と姉のように慕っていました。ローズも夢果とま

まごとやおもちゃで遊んだり、おやつを食べたり、

よく面倒を見てくれました。一緒に花見山や会津、

日光に行った時も、いつも手をつないでいました。

ハーストさん夫妻も、とってもパワフルで、優

しくて、私たちのアメリカのおじいちゃん、おば

あちゃんです。お部屋にティーセットやお菓子、

軽食、小さい冷蔵庫内に飲み物を用意しておいた

のが、大変喜ばれました。

ビッグパレットで見送りの朝、娘が「みんなア

メリカに帰っちゃダメ!!」と涙をこぼした事を、

ハーストさん夫妻もローズも、英訳しなくても感

じ取り、みな涙しました。短い間でしたが、気持

ちが通じ合い、同じ経験をして、友好関係を深め

合うことが、真の国際交流だと思いました。見送っ

てから家に帰ると、にぎやかだった４日間を思い

出し、三人のいた部屋を見回して、また寂しい気

持ちになりました。

これからも、私たちのアメリカのおじいちゃん、

おばあちゃん、夢果のお姉ちゃんとして、連絡を

取っていきたいと思います。

私のゲスト・BettyさんとReetaさんは、サラソ

タで、お住まいも近く、大の親友、二人とも初め

ての来日でした。日本に対しては興味津々、下調

べもして、日本語も少々、目を通してこられまし

た。我が家では、雛人形、端午の飾りで迎えまし

たら、目を見張っていました。休む間もなく、こ

れらを通して日本の歴史や風俗など、話し合うこ

とになりました。

日本の芸能について、前もって、メールで質問

が来ていたので、手持ちの資料（歌舞伎、文楽、

能）など、多くの資料、版画全集などを用意して

おきました。一つ一つ目を輝かせて、熱心に見入っ

ていましたが「半年ぐらい滞在しないと読みきれ

な～い！」と歓声を上げていました。

能は動きが遅いから、よく分からないと言って
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アメリカのおじいちゃん、おばあちゃん!!

柳沼文雄・智美

日本旅行のハイライトだった！

塩谷 好子



いたので、12日、須賀川の友人宅の能舞台を見学

することにしました。普通の家の中に舞台がある

のに、まずは、ビックリ……。建築の様式、能舞

台裏も見て、ステージに上がって、動きの決まり、

囃子方、地謡、演技者との関係、また面（おもて）、

扇も手にとって見てもらいました。そして友人が

仕舞を、一指し舞ってくれたことで、能における

心理描写を最少の動きで、表現することなど、と

てもよく理解してくれたようです。「今日は、私

の日本旅行のハイライトだった！」と早速お礼の

カードを書いてくれ、感激のひと時でした。

毎日の食事は、変化にとんだ日本食メニューで

……。サラソタでお世話になった方々もお招きし

ての夕食は、一つ一つ珍しがって、すっかり平ら

げてくれました。箸使いも慣れたものでした。独

特の文化を持つ日本は、それらの外観の中に凝縮

された内面性を持つものであり、それを異国の方

に伝えることは、大変に難しいが、人間としての

喜怒哀楽の心情は共通のものであると思います。

その接点を共有できたとき、相互に大きな喜びと

なることを実感しました。会員の皆様のご協力あ

りがとうございました。

まるで夢を見ている様な１週間……昨年サラソ

タに行った時もそうでした。受け入れリストが決

まり、昨年ホームステイしたMargaretとBettyが来

ることを知り、わずか８ヶ月で、また本当に逢え

るんだと思うと、もう嬉しくて、ワクワクしてお

りました、まるで恋人に逢う時みたいに……。こ

れはちょっとオーバーかな？ 使い始めてまだ８ヶ

月のパソコンで、Eメールの交換。きっとミスの

多い文でしたでしょうけど、どうにか通じ合った

時の喜び、１人で舞い上がっていた様に思います。

最初に私が思ったことは、そうだ我が家は沢山

の花で迎えよう。そして、例年にも増してチュー

リップ、水仙を植え、開花を待ちました。気にな

るのは、桜。しかし、群馬滞在の時に、東京の桜

を見、今回、日光の途中でも、満開桜を見ること

ができ安堵しました。

塩谷さん宅でのdinner party のためのお料理作

り、塩谷さんは、さすがベテラン。沢山の料理の

レシピを教えていただき、ゲストを迎えての

dinner party。本当に楽しいひとときでした。

心配事といえばBetty さんが、足が痛くなり二

日間、何処にも行かず、ふとんの中にいた時は心

配しました。しかし、二日目の昼食の後に、娘さ

ん宛のメールを打ってましたので安心しました。

残念ながら、娘さんからのメールが届いたのは、

彼女が東京に発った後でした。「元気に今朝、東

京に行かれた」とメールしましたら「知らせてく

れて有難う」と娘さんからが返メールが届きまし

た。

Betty さんは、うめぼし、羊羹 お茶が、とて

も好きでした。その後の会話で、東京１泊して京

都に２泊と聞いたときには、旅慣れしている事と、

スタミナの違いに驚きました。今回、前半後半で、

３人の方を受け入れして、感じたことは、私達が

沢山日本について知っていても、質問された時に、

本を見せて英語で説明する事が、上手く出来なかっ

たことです。もっと勉強しなければと思いました。

失敗談は、皆さんで温泉に行く事に決まり、３

台の車で、私の後について来る時に、温泉の名前

は言っておいたのですが、私はハンドルを握った

とたん、後ろの車のことを完全に忘れてしまって、

気がついたときには、もはや遅し……で、デイホ

ストの方に大変迷惑をかけてしまいました。

最後の夜のスキヤキparty は、とても寒い日で
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ドキドキ、ワクワク……

鵜沼 良子



したので、いっそう美味しく、楽しい晩餐だった

かなと自負しております。

今、我が家の庭は色とりどりの花で、春爛漫で

す。近頃とみにワクワク・ドキドキすることが無

くなっている私にとって、今回の受入は、すごい

カンフル剤になった感じでした。受入委員会の方々、

本当に有難うございました。

2004年に行われたサラソタ訪問Exchangeに参加

していなかった私にとって、お互いの顔も背景も

全く知らない人々でしたので、受入には多少の不

安がありました。以前、FF以外で、４度ほど外国

の人々をホームステイさせた経験はあるので、何

かあったとしたら、そのたびに考えればよいと、

気楽に考えました。

受入側の主婦として、一番、気をつかうことは

食事です。何が嫌いで、何が食べられないのか？

等、たくさんの疑問を残しながら、食事プラン

を作り、買い物を済ませ、これで来客万全と思っ

ておりました。

実際、スムーズに事が運んでいたのですが、あ

る朝早い出発日程だった、その前夜、Jeanに訊ね

られました。「朝のメニューは何？」「朝が早い

ので、容易に出来るホットドッグと３～４種の飲

み物です」と答えると、「私はウィンナーは食べ

ない！コレステロールが高いから」といわれ「じゃ、

卵は？」「卵は１週間に１個しか食べないように

しているのでダメ！」「ではポテトサラダをはさ

んだのはどう？」と、やっと了解してOKとなり

ました。

又、お寿司屋さんで、充分食事しての帰りのク

ルマの中で、サラダの用意が出来るか？ と訊ね

られ、耳を疑ったのですが、レタスとキュウリの

みで作ってやると、大きなサラダボール一杯をか

かえて食べていました。

歴史に興味のあるPeterのリクエストで、会津

若松観光の折は、事前に予約しておいた日本料理

店の席について、次々と出てくる（冷たいものは

冷たく、温かいものは温かく）料理には「オイシ

イ、オイシイ」の連発でした。これが日本料理だ

と言いながら、箸を器用に使っていました。すで

にハワイに８回も旅行して、寿司、日本料理は経

験している人達だったし、パソコンで、日本料理

が健康に良いというのを調べてきている様子に、

改めて私達も、日本の食事について考えようと思っ

たことでした。

私は今回、生の英語に触れることができる絶好

の機会と思い、ホストの申し出をしました。一週

間というわずかな期間でしたが、本当に貴重な体

験をさせて頂くことができ、心より感謝していま

す。

そして、この素晴らしいフレンドシップフォー

ス活動の意義を、広く伝えていく役割を、切に感

じております。お互いの、伝えたい、そして理解

したいという気持ちが言葉のバリアを無くしてく

れたことが、とても嬉しかったとともに、驚きで

もありました。

また、家族の協力があってこそのホストファミ

リーでもあり、あらためて家族の絆を深めること

となりました。そして何よりも日本語の美しさに

改めて気づきました。伝統ある日本文化。お箸の
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素晴らしい FF活動の意義…

増子 晴子

Huber夫妻の食事事情

笠間タイ子



国、日本人としての誇りを持つことができました。

それと同時に、同じ地球に住むもの同士、戦争

や争いの無意味さ、愚かさを痛感しました。この

F.F.の活動を拡大することが、決して戦争をする

ということのない地球になって行くであろうと確

信しております。そのためにも、是非、今度はア

ンバサダーになって、更に、この活動を推進して

行きたいと思います。

４月６日、到着バスの中からお互いが笑みをう

かべて手を振った。「こんにちわ！」「いらっしゃ

い！」の言葉……。昨年７月にホストをしてくれ

たBabe・Barb夫妻との９ヶ月ぶりの再会です。

彼らが新施設に引越して、電子メールでのやりと

りができなくなり、手紙の交換で、郡山のスケジュー

ルは知らせてありました。

９ヶ月の間に起こった生活の様子など、おしゃ

べりに花が咲いたひととき。言葉の壁こそ不安に

思うこととはいえ、いつも単語１つの言葉に、手

とジェスチャーとで、心の表現は通ずるものと考

え、今だ英会話の勉強もしない私です。しかし、

不思議な気持が沸くものです。見知らぬ国の人々

と出会い、生活を共にしているということが以前

からの知り合いの様な安心と信頼の気持になるの

です。異文化を通して、そこに生まれることはや

はり人間の真心と、思いやる態度ではないだろう

か。

彼らの体調・希望などを聴きながらポイントを

しぼり、スケジュールはゆったりとし、友人たち

を交えておしゃべりの時間を作ったりして、郡山

の風を感じてもらったのです。

今回はお互いが再会であったため、ジョークの

上手なＢａｂｅ夫妻に負けずと盛り上がり、楽し

いふれあいが出来たと思います。自分たちの出来

る暖かいもてなしこそ、異文化を知り人間の心を

知る伝達ではないでしょうか。

「とてもよい時間を共有できたよ。おいしかった

料理ともてなしに有難う。」の手紙が残されてあ

りました。「またあいましょう」の言葉でなく、

「アイラブユー」の言葉を残して車中の人となっ

たのです。自分たちの年齢をわきまえて、決して

「またあいましょう」のことばは云わないところ

にスマートな心遣いを感じました。いい出会いが

出来たと思います。

ＦＦの精神、そして本筋を初心に返って、受け

入れ・渡航をしていきたいと思います。

今回初めてホームスティを受け入れて、最初は

言葉の不安が大きく、本当に最後まで出来るのか

とても心配でした。でも、FFスタッフの方たちの

協力を受けて、どうにか予定通り、過ごすことが

出来ました。

我が家に来たマーガレットさんは、私達が英語

あまり得意でないのを、すぐにわかったと思いま

す。でも、娘も辞書を片手に一生懸命話をし、私

も、スタッフの方のアドバイス「自分の手足を使っ

て表現して！」との事で実践。所々の単語で少し

づつ意思が通じた様に思います。

マーガレットさんは、食事はどんなものでも、

まずトライしてみてくれて、食事担当の私はとて

も感動しました。又、茶道でも、マーガレットさ

んが自分で茶せんでお茶をたてて、上手く泡がた

たなかったので、茶せんの使い方を習い、とても
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再会８日間の日々…

杉浦 愛子

実感したこと…

田巻つや子



楽しそうなのを見て、つくづく言葉だけではない

ことも実感しました。が、やはり言葉が出来れば

もっと楽しかったと思いました。

今回、この会に初めて入会し、初めてホームス

ティを受け入れた事をとても良かったと思います。

私の突然の思いつきに、家族もとても協力的だっ

た事にも感謝しました。

我家は、後半、ヴィヴィアンさんをお迎えしま

した。“日本のエキゾチックな家屋を楽しみにし

ています”とのメールが入り、我家の、決して純

日本家屋とは言えない様式に“はて、さて、どう

しましょう”と思いましたが、せめて和室にと思

い、お布団と桜の絵のサイドライト（たまたま家

にあった物）を用意しました。

日曜日は穏やかな晴天で、高柴のデコ屋敷を案

内しました。伝統玩具の製造工程と古民家見学に

加え、橋本氏の“ひょっとこ踊り”を拝見するこ

とができ、ヴィヴィアンのみならず、私たちも、

大いに楽しみました。歴史民俗資料館、郷土人形

館では、三春の歴史、文化財、蔵の様式に非常に

興味を示しました。帰りに、郡山市と三春町の境、

西田町にある“雪村庵”を訪ねました。画家であ

り僧である雪村が、創作を続けながら静かに暮ら

した小さな庵、みごとな竹林に囲まれ、風情のあ

る枝垂桜があり、しかし、それでも、一人では寂

しかったであろう、その時代に思いをはせ、ヴィ

ヴィアンも私たちも、暫く、庵の周りを散策しま

した。

ヴィヴィアンは情熱を秘めた静かな人で、その

様な光景に深く感動したようでした。彼女に“三

春”の意味を説明しました。“梅と桜と桃”の三

つの花が一度に咲くということから・・・・だと！

三つの花の名前を、何度聞いてきたでしょう。

“Junko，梅と桜と・・なんだっけ？”思いやり

のある彼女の姿勢に、私たちは感動し、リラック

スでき、楽しい時を共有することが出来ました。

言葉は違っても感じることは同じだということ、

彼女は私にこう云いました。“私は日本の人と交

流するために来たのよ。桜の花を見ることはボー

ナスなの。” そして最後に“ボーナスまで貰っ

ちゃったわ。ラッキー!!”

外国人であろうと、日本人であろうと、見ず知

らずの人をいきなり泊めるという、考えてみれば

きわめて奇妙な仕組みであるが、この奇妙さが妙

な意味合いをもって出会いを作り上げていく。

私の娘がアメリカやイギリスでホームステイを

したこともあり、話には聞いていたが、今回は逆

にこちらが受入れてお返ししてみたい、国や言葉

が違っても人間だから気脈は通じる、そんな好奇

心と人恋しさで受入れることになった、というの

が、受入れの動機といってよかろう。

何よりも感じたことは、アメリカ人たちのこと

ではなくて、このFFクラブを進めていくスタッフ

の皆さんの意気揚々たる行動と、私を含めて、ホ

ストの皆さんのほんの少しの不安と、新鮮な期待

感があふれていたことだ。パーティーのアトラク

ションのあの見事さ、塩谷さん、あの声はどこか

ら出てくるの？ こちらの体が震えた。結果とし

て、今回の受入事業は大成功だったと思う。皆様

に感謝を申しあげたい。

私が受入れたゲーリーさんは49歳。消防士。ス

ポーツマンでもあり、折り目正しい、いい男だっ

た。「ゲーリー・クーパーのゲーリーだね」といっ

たら笑ってくれた。初日、まず裸の付き合いから

と、近くの温泉に行く。しかも自転車で（家に2

台あったのが幸い）。本当は時間をたっぷりとっ

て安積の野山をサイクリングしたかったが。露天

風呂は気に入ったらしい。月が出ていたり、雪が

降ったりしていたら、舞台は最高だが、それでも

ちょっと風流？ な気分。

彼は腕立て伏せを軽く40回、私は5回でダウン。
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そしてラッキーなボーナス！

伊藤 順子

まずは裸のつき合いから……!!

安藤 勝



剣玉競争では彼は3回、私は5回で、こちらは私の

勝ち。日米対抗試合は引き分けとなった。童心に

返っての大笑いが、彼も私も気分を和らげた。

日本を知ろうという彼の熱意が伝わってくる。

「ゴメンクダサイ、オジャマシマス、イッテキマ

ス」かなり日本語が上達した。漢字、ひらがな、

カタカナの区別もなんとかクリアした。私の方も

単に物見遊山だけではいかがかな？…… と思い、

神社や寺院、日本人の物の考え方など、たどたど

しい英語で説明したが、このことは私自身、日本

人のアイデンティティを考えることになった。メ

ンタルなことを説明するのは難しい。

出会いがあれば別れがある。「日本を離れたく

ない。またいつか日本に来たい」とその後のメー

ルに記されてあった。いつでもいらっしゃい。思

い出が残った。ありがとう。

何事もやってみなければわかりませんが、今回

の経験は一言で言えば大変でした。

英会話は多少できると思っていましたが、朝か

ら英語、運転中も英語、酔っ払っていても英語の

生活はストレスでした。しかし、海外へ行けば、

そんな生活が当たり前ですから、日本に居ながら

このような経験ができたことは、やはり貴重であっ

たといえます。

それから、初めての受入ということもあり、張

り切っていろいろ準備したのですが、食べ物が意

外と簡素であったり、ゲスト側の都合や約束があっ

たりと、なかなか計画通りには行きませんでした。

とは言うものの全て、こちらの型にはめてしまっ

たのでは、先方もさぞ苦しかろうと考えることが

でき、一つ勉強になりました。

また、反省点としては受入のため、かなり仕事

を休んでしまったことが挙げられます。初めはお

もてなしのためと思っておりましたが、これから

長く続けていくためには、こちら側も無理をして

はいけないのではないかと思いました。

そんなこんなですが、最後にバスを見送った時

には、久々に達成感のようなものが感じられ、め

でたしめでたしでした。
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久々に達成感……!!？

江口 徹

FF日本大会に参加して 縫 洋子

3月26日に大阪クラブ主催で第18回日本大会が

開催されました。郡山クラブからは蓋会長、佐々

木、村田、平、佐藤、縫の６名が出席し、代表

者会議、３分科会に分かれての会議、全体会、夜

には懇親会がありました。

私は「受入」の分科会に参加しました。昨年の

ロシア・ウズベキスタンとのExchangeの大変さ、

ED矢吹さんやホスト家族の方々の苦労を少しで

も理解していただきたいと思い、お話したところ、

東京クラブの会長より次のような話がありました。

FF東京では、一昨年ウズベキスタンを訪問した

そうです。その時、ウズベキスタンで、FFのメン

バーがVIP並みの歓待を受けたことに驚いたそう

FF日本大会から……



です。まず、空港では税関を通らずVIP並みにパ

ス、メンバーが乗った車はパトカーに先導され、

邸宅に行けば、子供を親戚に預けてメンバーのた

めにのみ、尽くしてくれたそうです。だから「彼

らが郡山クラブに要求したもろもろのことは、あ

る程度理解出来る。だから、こちらからもウズベ

キスタンに行かなきゃ損よ……。」と話していま

した。しかしながら、だからと言ってそれを、相

手のクラブに要求するのは幼稚であり、FFの理念

に反するものであることは満場一致で同意されま

した。

なお、このことは代表者会議の席上でも話題になり、

FFIからウズベキスタンに、厳重な指導勧告があったこ

とが、Debbieさんより報告されました。

夜の懇親会の席上で、2006年に、FFシドニー（オー

ストラリア）を受入予定になったFF長崎とFF郡山が話し

合い、FF郡山の受入EDは、平 伸子さんが引き受け

ることに内定しました。

FF日本大会の様子は、FF郡山のホームページから見ら

れます。

★写真アルバムは

www.friendshipforce.jp/05ffjconf/05photoAlbum.html

★代表者会議・各分科会等の議事録は

www.friendshipforce.jp/members/05/05docu.html

にアクセスすると、見ることが出来ます。
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４月24日(日)午後、桜満開の五百渕傍の“野鳥の森学習館”

で反省会が開かれました。いくつかの反省事項を紹介しま

す。

1、交換委員会の役割,指示系統で不明確なところがあった。

例：デイトリップ担当者の責任範囲が不明確だったため

担当者が責任を果たせなかった。（スケジュール変更、切

符購入、昼食予約など）

2、事前準備の細部チェックが不十分なところがあった。

出迎え：待ち合わせ場所を間違え20分ほど待たせた。

市長表敬訪問：美術館で企画展がなかったため、少し貧弱な印象を与えた。

ウエルカムパーテイ：食事の出方が遅かったため、だいぶ残してしまった。

アトラクションの時間、音楽テープ操作担当者、写真撮影場所が明確でなかったため無駄な時間を費やした。

子供さんの参加の仕方についていろいろ意見が出た。

サラソタクラブのパフォーマンスのような心に響く紹介方法も良いのではないか。

デイトリップ：花見と日光見物の予定をバス会社に事前に連絡せず入れ替えた。

昼食、拝観券を事前に予約していなかったため、日光見物の時間が1時間ほどしか取れなかった。

華厳の滝はやはり追加して欲しいという意見が出た。

見送り：東京駅近辺では、警察の警戒が厳しく停車が非常に難しい。

3、日本の事をもっと良く説明したい。

フリーマーケット出店

ビッグパレットふくしま (郡山市内)にて

2005年５月３日 午前10時～午後４時

今年のKFBマンモスフリーマーケット出店準備

は、嶋さん夫妻を中心に進められました。４月29

日の値付け作業、５月３日の出店販売だったので

すが、最終売上額は73,320円でした。今年もこれ

を、Exchange活動資金の一部として使わせて頂き

ます。品物提供者35名、値付け作業協力者17名、

販売協力者のべ15名の方々で行いました。ご協力

有難うございました。

来年は、もっと多くの方が、マーケット当日に

ひやかしでも結構ですから、FF郡山の販売ブース

に立ち寄って下さるよう、期待してます。
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４月６日～13日・FFサラソタ(フロリダ) から来ました !!

５月14日(土)に、太田群馬FFクラブ担当で、

今年の北日本ブロック会議が開催されました。

札幌、山形、宮城、新潟、郡山、太田の６クラ

ブから、40数名の方々が集まり、“上州のお国

柄”とでも云いますか、きわめて“ざっくばら

ん”な雰囲気で、いくつかの問題を話し合い、

各クラブの交流を深めました。

郡山からは、村田、菊池、斎藤、矢吹、縫、

佐々木の６名が参加しました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＜新入会の方を紹介致します＞

★小林佳奈子 963-8846 郡山市久留米２-163-26

Tel 024-946-6099 （国分さん紹介）

05年11月には 台北(台湾)へ!! １1月14日～５泊ホームステイ 募集中!!
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に
な
い
盛
況
で
し
た
。

故
宮
博
物
院

所
蔵
数
の
豊
か
さ
は
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ

ラ
ン
ス
の
美
術
館
と
並
ん
で
世
界
４
大
博
物

館
に
数
え
ら
れ
、
中
国
芸
術
文
化
の
研
究
保

存
の
要
所
と
な
っ
て
い
る
。

台湾 観光局のホームページは……↓
http://202.39.225.132/jsp/Jap/html/search/index.jsp

1998年５月末に、FF台北から16名の方が郡山を訪れて

います。その時の受入EDは、現会長の蓋さんでした。当

時の様子は会報DEAR 20号に載っています。

(会報20号は http://ffkoriyama.hp.infoseek.co.jp/

で見ることが出来ます）その返礼とも云える訪問が今回

やっと実現します。

毎年10月、11月の爽やかな秋は心地よい季節であり、

台湾旅行に適した時期です。

費用は約70,000円＋オプション旅行代くらいになりそ

うです。申込みはED村田さん又は事務局へ……
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