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FF台北 訪問交換 報告号
第 41 号 (2005-3） 2005 年 12 月 20 日

今回の交換は待ちに待ったプログラムであった。

なぜなら、リターン交換は1998年の台北クラブ受

け入れ以来の約束ごとであり、やっと７年目に、

その約束が果たせたからである。その間、待ちき

れぬ郡山会員の中には、個人的に訪問した人もい

たし、個人的に、結婚式に招待された人もいた。

私も、何夫妻の家に宿泊したこともあり、呂理輝

夫妻、李金鳳さんなど、アジア会議、世界会議等

で顔も合わせ、旧知の仲だったので、気が楽で、

初めての交換とは思えなかった。

訪問中のスケジュールは、来てからとの事だっ

たが、到着直後の歓迎パーティで「台北倶楽部

2005 友誼交換行程」なる資料をいただいて、毎

日のスケジュールが組込まれており、驚いたが、

スケジュールがあっても、連絡を寄越さない、こ

のおおらかさが国民性の違いと悟った。

毎日案内される先は、到底日本からの一般旅行

者が立入れない場所で、彼らの社会的地位（故宮

博物院でも参観料無し）を感じた。訪問先の案内

者も、皆親しく熱心に説明下さる。これらは、世

界的に（国と認められず）孤立状況にある台湾の

現況を如実に示すもので、デモなどで、反日をあ

私は ますます台湾贔屓になった!!
ＥＤ 村田 英男

中正紀念堂・蒋介石総統像の前で全員記念撮影 (前左端は何夫人、後右端 謝さんの父)
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５泊６日びっしりの日程でした！
最大級の歓迎を受けたFF台北訪問

今年の渡航交換・FF台北とのExchangeは、

現地の国会議事堂レストランで昼食を接待され

るなど最大級の歓迎を受けたようです。以下に、

概略日程と参加者の感想を特集致します。(順不同)

多くのことを学んだ台湾訪問

蓋 康

久しぶりにFFの渡航に参加させて戴きました。

私がお世話になったのはTu Kimさん御一家でした。

家族の仲が良く、息子のFrankや娘のFennyとオー

プンに会話をしている姿は、見ていて大変ほほえ

ましく感じました。

滞在中は、自宅のカラオケに興じたり、散歩や

バドミントンクラブの見学を経験させて戴きまし

た。奥さんのAnnは墨絵を描かれますが、これら

を見て、台湾の方々の余裕のある生き方に触れた

ように思いました。墨絵をお土産に戴いたので、

早速、額に入れ、家に飾ってあります。

台北クラブには、一般の人ではあまり行けない

「救国団」「中正紀念堂」「立法院」などの中を

案内して戴きましたが、案内して下さった皆さん

から、台湾を理解してもらおうとの、前向きな姿

勢がひしひしと伝わって参りました。

ただその一方で、Kimさんと話した中国との関

係や国際連合など、国際的に大きな問題があるこ

とも理解しました。

又、結婚をしたくない若者が増えていることや、

大学を卒業してもレベルにあった仕事につけない

為、中国や東南アジアからの出稼ぎ者が増えてい

ることなど、日本が抱えている問題と共通の、多

くの問題があることも知りました。

今回で8回目の台湾訪問ですが、いかに台湾の

ことを知らなかったかを、再認識させられると共

に、団体行動の中で、たくさんのことを学ばせて

戴きました。EDの村田さんはじめ同行の皆さん、

大変お世話になりました。 謝謝！

11月
15日

午後４ :45 台北・中正国際空港着

16日 孔子廟・保安宮・救国団・故宮博物院など見学

17日 中正紀念堂・立法院・台北市議会など見学

18日 三峡民族文物館・李梅樹記念館・傑作陶芸館
など見学

19日 昼間・ホストファミリーと、夜：フェアウェルパー
ティ

20日
７名、 中正空港発 帰国

21日に１名帰国。22日に３名帰国。23日に１名帰国

と分かれました。

郡山：台北クラブ友誼交換行程

らわにする中国とは対照的であり、私は、ます

ます台湾贔屓になるのであった。

さて、私が宿泊した、謝さんの家は、台北市

の東、汐止市の「迎旭山荘」と言う高台にある。

戸数 817戸に、約3,000人が暮らす、守衛ゲート

付きの専用道路から入る、防犯万全の高級住宅

団地である。

家族は、台北でも珍しく、父母、謝夫妻、息

子と嫁と娘の７人家族。来年には四世代になる。

謝氏の妻・薜梅香さんは料理上手で、家族の賄

いを一手に引き受けていた。そのため、私は殆

ど外食する事なく、珍しい台湾家庭料理を楽し

んだ。これこそ、ＦＦのホームステイの醍醐味

であった。

運営がおおまかな交換委員長に、ご協力を頂

いたアンバサダーの皆さんには、この場を借り

て、お礼を申し上げます。



台湾のホームスティを終えて

岩間 幸子

初めてのホームスティ、初めての台湾というこ

とで、楽しみと不安とが入り混じった出発でした

が、台北空港で、笑顔のホストファミリーの方々

にお会いし、ほっとした気持ちになりました。

さっそく暖かい歓迎の言葉、おもてなしを受け、

大変感激致しました。次の日からきめ細かい計画

のもと、丁寧な案内と説明をいただき、台湾の歴

史や文化を沢山学習することができました。ここ

に至るまでには、台湾のED、スタッフの皆様の

ご苦労は、本当に大変だったことと思います。感

謝の気持ちで一杯でした。

また、ホストの家庭では朝食をとりながら、言

葉を教えて頂いたり、夜にはお茶を飲みながら、

お話をしたり、とても和やかな日々を過ごさせて

頂きました。お忙しい中、精一杯の接待と待遇で

台北を満喫することができました。毎日の心遣い

大変ありがたかったです。

普通の観光で体験できないことを、体験できた

ことは、私にとって貴重な財産になりました。言

葉の壁があっても、心は皆一つであることを実感

いたしました。

私は、初めてこの体験を通して、ＦＦの活動の
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活発な社会活動に触れた台北ステイ

深谷 久芳

Steven李さん一家は、夫婦共に会社経営者で

ある。朝６時半に起きて、ダイニングに降りて

ゆくと、奥さんのアンも起きてきて、簡単な朝

食を作ってくれる。小学生の三男はもう学校に

行った。早朝、一時間の自習があるのだ。朝食

は食べないのか？途中の食堂で食べるのかも。

李さんも、もう会社に出かけた。健康のため、

１時間以上かけて歩いて行く。次男は大学生で、

アパート住まいだ。一家が全員顔を合わせるこ

とは、あまりないらしい。極めて多忙な生活を

送っているのだが、私たちのために、多くの時

間と精力を割いてくれた。その心遣いの細やか

なことに、私は大いに感動した。長男のロジャー

が主に、私を市内や近郊の名所等に案内してく

れたのだが、一般市民の人々と会う機会をいく

つか作ってくれたことも、大変ありがたかった。

ロータリークラブの例会や、草心社というボラ

ンティアの会総会、青年男女多数を交えてのカ

ラオケなど、多くの人と会って話をし、交流す

ることができた。これらを通じて、台湾では、

多くの人が仕事以外に、様々な社会活動に、積

極的に参加していることを知った。

因みに、李さんは１２の肩書きを持っており、

理事やら会長という役職名が、目白押しである。

ＦＦ活動もその一つである。超多忙な身であり

ながら、仕事以外のことにも、当然の如く時間

や経費、エルギーを使う、その生き方は実に新

鮮な驚きだった。単なる観光訪問ではない経験

をさせてくれた李さん一家に、心からの感謝の

念を抱いている。

今回の台北訪問はすばらしかった。そして、ほ

かのメンバー、誰もが思っているだろうが、私

が１２名の参加者中、一番幸せだったと確信し

ている。



素晴らしさを知りました。色々な国の人達とコミュ

ニケーションをとって、この活動の輪を広げ、手

をつないでいくことは、とても大切だと思いまし

た。

沢山の品々を頂き、忘れられない良い想い出が

できました。

台湾での５日間を通して、台湾の人たちの優し

さ、一生懸命さ、律義さを深く感じました。私も

最近忘れかけていたので、強く反省させられまし

た。これを機に、長いお付き合いができることを

願っています。貴重な体験をさせてくださった皆々

様に、感謝いたします。ありがとうございました。

・- 4 - ・

７年ぶりの再会

菊池 幸子

７年前、我が家にスティされた何（ホー）さ

んご夫妻。是非お二人にお会いしたいと思い、

今回の渡航に参加しました。空港で出迎えてく

れたお二人は、全然お変わりのないご様子。「カ

ラオケ、すしおけ，風呂おけ、何でもＯＫ」の

名文句を残していかれた何さん。今も相変わら

ずジョークがお上手で、「毎日、お金の上で寝

ています。」との言葉に、私はキョトン…。案

内されたご自宅は、台北市内の中心街に程近く、

12階建ての集合住宅の11階で、１階には銀行が

入っていました！

何さんは歯科医師で、完全予約制の歯科医院

を開業されています。仕事以外の生活も大変忙

しく、史跡研究会の講師やボランティアで日本

語教師を務めていらっしゃるとのこと。奥様は、

医院のお手伝いをされたり、８４歳になられる

お義母様と一緒に住まわれ、周りに大変細やか

な心遣いのされる親切な方です。夫妻には、２

９歳と２６歳の娘さんがいて、下の娘さんは週

２回仕事が終わった後、日本語の勉強をされて

いるそうです。

台北は大変活気がある街。世界一高いビルが

そびえ、夜市ではたくさんの屋台が立ち並び、

夜遅くまで人足が途絶えません。夜１０時過ぎ

に地下鉄に乗ると、乗っているのは大勢の中高

校生。塾帰りなのだそうです。

私達が訪れた時は、台北県の選挙キャンペー

ンの真っ最中で、選挙カーが通りを行き交い、

大きな看板や色とりどりの幟などがあちこちに

見られました。日本と比べて立候補者の年齢が

若く、また女性候補者も多いと

のこと。投票率も７０％以上で、

特に若い世代の選挙への関心の

高さには驚きました。

三峡の李梅樹記念館で出会っ

た、７０歳過ぎの元高校の先生。

達者な日本語でガイドをして下

さいました。「台湾が国連で認

められるまで頑張ります。」と

いう彼の言葉には、活気溢れる

台北の街や台湾の人々のエネル

ギッシュな生き方が象徴されて

いるように思われ、忘れること

が出来ません。
選挙キャンペーン風景



台湾旅行についての一考察

小野寺恵智子

学生の頃、歴史のサークルに入り、岩波新書を

読んだり、友人と意見の交換をしたりしていた。

しかし、ふと考えると、ほとんど台湾についての

談議はなく、知識が全然ないことに気がついた。

大変失礼な話である。

その為、私にとって台湾は、未知数の国であっ

た。しかし、TVに映る立法院のエキサイティン

グな様子を見たりしてから、国民性や政治・経済

に興味を持つようになった。

けれども、実際に、FF台北の人達と生活を共に

すると、興味や関心より、現在の日本人の人間性

を問われているような気がしてならなかった。立

法院の先生、三峡の先生、天母の若者、そして、

FFの人達から愛国心、礼節、親切心、謙虚さ、信

仰心など、あらためて教えられた気がした。台湾

滞在中、私の頭の中から、修身という文字が離れ

なかった。現在の日本は、道徳心が失われ、欺瞞

に満ちている。今こそ反省し、日本人として、失

われたものを見つめなおす時期にきているのでは

ないだろうか。

私は、今回のFFの旅行を経験したことにより、

人生の一大転機を迎えたといっても過言ではない。

又、いろいろな人と出会えた一期一会を大事にし

たい。これからもＦＦの会員として、己を律した

行動をとり、より豊かな交流に参加していきたい。

台湾ホームステイ

伊東 由実

私のホストである林さんは、息子さんとの二人

暮らし、英語の先生を50歳でリタイヤした方でし

た。大変旅行好きな人で、今年の９月には、友人

４人とハワイへ行かれたとのことでした。日本へ

も２度ほど来たことがあるとの事で、日本からの

留学生を受け入れていた事も有るとのことでした。

住居はアパートの11階、もう17年も住んでいると

いうが、部屋はすっきりと片付けられ、床も壁も

リフォームしたばかりの素敵なお部屋でした。ウェ

ルカムパーティーの時は、風邪で来れないとの事

でしたので、夜になって初めてお会いしました。

私は林さんの寝室をお借りする事になりました。

11階ですので、窓を開けたままで過ごしていられ

るほど暖かい気候でした。

今回の訪問の日程は、毎日のように、お寺や国

会や議会や故宮博物館など盛り沢山の日程で、毎

日みんなでランチをしましたので、毎日おいしい

食事を楽しくいただきました。

今回、矢部さんたちと３人で、高雄まで足を伸

ばして、常夏を体験しようとしましたが、台風の

接近で雨ばかりでした。高雄は台北と比べて、明

るいあでやかな建物が目を引きました。台湾のイ

ロハ坂とも言うべく“日月譚”まで足を延ばしま

した。三蔵法師様の苦労を車酔いとともに味わい

ました。矢部さんに「伊東さんは、食べ物につい

て、熱く語る人ね！」と言われましたが、食べる

事が、私の旅の最大の目的でしたので、“フージャ
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ウビン”も“チョウドウフ”も“チャウミィフェ

ン”も、みんな美味しかったです。

そう、林さんが、朝スクーターに乗って買って

きてくれた揚げパンと温かな豆乳は台湾の伝統的

な朝ご飯だったんですね。土曜日の朝市場で買っ

た“シャカトウ”の味は忘れません、とても甘く

て、幸せな気分になる果物でした。憧れの“ドラ

ゴンフルーツ”を、林さんの風邪のお見舞いに買

いましたのに、私がほとんど食べちゃってゴメン

ナサイ。ゆでたての落花生や蓮の実も初めて食べ

ました。本当に“おいしい旅”でした。

最後の３日間で感じた事は、食べ物が山のよう

にあっても、腹も身の内 腹八分目がいいのかも・・・

最後のパーティーで、チャイナドレスがえらく

きつかった……、秋は洋服の縮む季節だから？

そう・・この旅で、私は心身（特に身が）たくま

しく成長したのでしょう・・・。

我 是 ベンタン！

池田由紀江

私が「ウォ シー ベンタン」と言ったら、ママ

が初めて笑った。ママは、気が利く人で、くるく

る動いてくれるが、なかなか私と話してくれない。

(何か気分を悪くするようなことをしたんだろう

か？）２～３日間は不安だった。

３日目は、私のリクエストであるジオゥフェン

へ行った。ママは「ここのはおいしいよ。」「こ

こで食べたら。」と並んでいるお店の名物を薦め

てくれた。しかし、ここはごちゃごちゃしている

し、どうも食べようという気にならない。「要ら

ない」と言って有名な店を素通りした。

私が九ｲ分に行きたかったのは、古い町並みを

写真に撮りたかったのと、台湾に元々あった場所

を見てみたかったから・・。残念ながら、もう暗

くなっていて、町並みは見られなかった。しかも、

小雨がぱらついていたし、同行してきた他のメン

バーに申し訳ない気持ちもあって、一通り見て、

お土産を買うと、もう帰りたくなった。

帰りに陳さん宅に寄ったとき、ママは初めて、

私に自分の気持ちをぶつけてきた。ガイドブック

を見せて「小姐 (私のこと)、今日はこれも食べな
シ ャ オジェ

かったし、これも食べなかった。日本に帰って『何

を食べたの』と聞かれたら、なんて答えるんだ。」

と言っている。

私は知らない振りをして、「ああ、ママは有名な

物を教えてくれたのに、私は何も食べないで帰っ

てきてしまったのね。」ママは頷いた。

そして、有名な店のものを食べなかった私は「所
ス オ

以、我 是 ベンタン」(つまり、私は大バカです。）
ィ イ ウ ォ シ ー

と言った。「対！」（そうだよ）ママは、そう言っ
ド ゥイ

て笑った。ママが心を開いてくれたから嬉しかっ

た。

その日の夜、小野寺さんと反省した。「どんな

ことがあっても、あの場面で食べるべきだった。」

と。

これは、初回の交流で、恵まれた環境にあった

にも関わらず、精いっぱい心を砕かなかったこと

を反省すると共に、新たな決意をする出来事となっ

た。

台湾と ほぼ初FF参加旅行

さとう ゆうこ

11月15日、初めての台湾・初めての成田へのバ

ス。そして、久しぶりのグループ旅行の始まりで

す。他にも初めてのことがあった初日。盛大なお

出迎え・横断幕……今回お世話になる私のホスト

“李金鳳”さんが、私の名前のボードを持って出

迎えてくれました。

到着後、歓迎会会場へ。この旅の食事内容を想

像できるような豪華な食事。成田空港内・機内で、
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しっかりご飯を食べたのにもかかわらず、私は、

最初から最後までしっかり食べて、ホストの自宅

へ。16階建ての8階マンション一室。なんと部屋

の窓からは世界一高いビル“台北101”が一望。

シンプルで素敵なお部屋に案内されました。

毎朝、目覚ましの音と一緒に台所の音。普段、

自宅２階に住んでいて、下に下りるとご飯が出来

上がっている贅沢な生活をしている私は、私の母

も、朝からこの音を出し、朝早くから家族のご飯

を、いつも作ってくれていることを思い出しまし

た。料理のでき上がる音はとてもいい音。李さん

は、お粥など、おいしい手作り料理を作ってくれ

ました。

滞在中は、台北の観光名所へ。また、一般の観

光旅行では、案内されないような場所、案内ビデ

オなどの鑑賞。日本の国会にあたる台湾の立法院。

台北市役所では、市議会議員、直々の案内など、

フレンドシップフォースならではの、とてもすば

らしい経験・体験ができました。

台湾旅行前に、知り合いが「台湾は東京みたい

だよ」と言っていました。台湾に到着して実感！

首都なので当たり前ですが、街並みなどは高層

ビルが立ち並び、都会そのものです。そして、台

湾はちょうど選挙中、候補者は日本と違って若い

人が多く、活気あふれ、この国をみんなで良くし

ようという意気込みを、受け取ることができまし

た。

実は私、李さんの案内で選挙事務所へ。事務所

でご飯をいただき、候補者とも一緒に記念撮影。

日本では考えられませんが、台湾では、候補者は

支持者に30円以下のものは、あげてもいいそうで、

私は候補者の写真が載っているBOXティッシュ・

帽子などなどを、もらってきました。

普段、独り旅行をしている私にとって、団体行

動は心配でしたが、みなさん良い方ばかりで、た

のしい旅行をすることが出来ました。特に旅行日

程中、毎日、朝から一緒に行動してくれた謝さん

はじめ、運転・案内してくださった方々に感謝。

私にとって、また行きたい国が出来ました。

「台湾」……人も食べ物もいい国です。

素敵な家族

矢部 宏子

初めてのＦＦでの旅行、不安も大きかったので

すが、ホームスティを楽しみにしての出発でした。

台北空港について、自分の名前を書いたカードを

持っているホスト家族（陳さんご夫妻と娘さん）

に会えた時は、とても嬉しく思いました。早速自

己紹介しましたが、岩間さんと私は中国語が話せ

ない、ホスト家族は日本語が少しだけ話せる、と

いう状態で、ちゃんとコミュニケーションがとれ

るのか、少し不安になりました。

でも、５日間、お世話になってみて、初めの心

配など、杞憂にすぎなかったことが分かりました。

わずかな日本語、筆談、娘さんがいる時は、少し

英語も交えての交流で、「一番大切なのは、笑顔・・・」

ということを痛感させられました。そして、この

滞在中に、お互いの気持ちが通じ合って、心を許

しあえる家族のようになれたような気がします。

「また、ぜひ来て下さいね」と言う言葉をいただ

いて、本当に嬉しかったです。

家族だけの行動の日には、私たちを楽しませよ
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うと、たくさんの計画を立てて下さっていて、い

ろいろな所に連れて行って下さいました。珍しい

岩がある“野柳”は、本当に綺麗でした。それか

ら温泉にも入ることが出来ました。お別れパーティ

では、別れが辛くて、泣いてしまったお母さんと

私・・・・

５日間の、ホームステイの後、伊東さん、岩間

さんと私の３人は、日本へ帰国した方達と分れ、

高雄方面へのオプションの旅を楽しみました。オ

プションを終えて、再び中正国際空港に戻り、日

本への飛行機を待っていると、陳さんご夫妻が、

もう一度、わざわざ見送りに来て下さっていて、

びっくりしました。その暖かいおもてなしの心に、

更に、感謝・感激でした。こんな素敵な体験が出

来て、今回参加して本当に良かったと心から思っ

ています。

ＥＤの村田さん、本当にお世話になりました。そ

して、ご一緒された皆さま、ありがとうございま

した。

・- 8 - ・

もう一度訪問したい街・台北

FF大阪から参加した 飛岡文夫・佐恵子

「山里のかあちゃんは、年がいもなく中国語

習い始めたんべー」隣のとうちゃんは「たまにゃ

あ、充電するかー」とウィンク、と思いつくや、

とうちゃんを誘って、畦道からヒューンと台湾

へ飛んだのであります。

ＦＦ誕生以来２０年のお付き合い、私達の心

は高鳴り「なんとか好朋友を成功させなくては

……」短いフライトも電子辞書とにらめっこで

す。

いよいよ中正国際空港へ、ロビーで真先に目

に入ったのは、笑顔の素敵なＥＤの謝さん、達

者な会長である謝じいちゃんも笑顔、笑顔、で

握手です。さて、汗をながして覚えた中国語で

あります。トライ！トライ！やっぱり笑いの渦

となりました。その時、重い肩がストーンとほ

ぐれたのです。皆友達だーい。彼等の達者な日

本語に、私なりに挑戦という言葉を、終始捨て

ることはありませんでした。

それから、心よく私達を受け入れて下さった、

牧歌的でフレンドリーな郡山クラブの皆様、ど

の行程も和やかな足どりとなりましたよ。

謝謝！

さて、ホストの張さんの素顔を紹介しましょ

う。「まだ時間はたっぷりある！！」ポジチブ

なライフワークに、７５歳の年齢は感じられま

せんでした。若い頃の経験を生かして、目指す

はドイツ語。四ヶ国語をマスターする日はそう

遠くはないでしょう。

台北の印象は……？ と聞かれたら、バイクの

音で夜明けが活気つく街、セピア色の中に輝く

夜市、屋台から匂う香辛料、寺院を覆う信仰の

煙、しっかりとしたセキュリティ、アジアの神

髄をどこまで探れたでしょうか。「夜来香」を

口ずさみながら、別れを惜しんだ、さよならパー

テー。歴史に無知だった2.26事件の彼のガイド

が、今も私の心に鮮明に残っています。一生懸

命に生きている街・台湾。この国も好きになり

ました。

台北市議会・李仁人親睦委員長は議会中にも関わらず
私たちを接待して下さった …… E D 村 田
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今号から、FF会員等で、特にお知らせしたい活動

があった場合、あるいはタイミングが良ければ、活

動予告等も掲載して行きたいと思います。

どうぞ情報を、お知らせ下さい。

★会員の根本 匠さん……去る９月の衆議院

議員選挙で、郡山地域選挙区から当選され、引

き続き国会議員として活躍されます。おめでと

うございます。

★永年、日本支援委員会を通し、FFをサポート

して、現在、FFI の理事でもある愛知和夫さ

ん(元環境庁長官、防衛庁長官)、比例区より衆

議院議員として政界に復帰いたしました。国

際交流の太いパイプを期待するものです。

★会員・国分弘子さんは、主宰する“春泉かな

書道研究会”のグループ展『かなSho展』を、

11月９日～13日まで、ビッグアイ６F展示室で

開催しました。この展示会には、見事な“かな

書”の巻物作品をはじめ、FFモスクワやFFサラ

ソタから来訪したア

ンバサダー達が体験

した“かなSho”も、

きれいに額装されて、

展示されていたのが、

興味を引きました。

2005 年度協賛会員～有難うございました!!

(株)ヨークベニマル

会 員 動 向 ……

2005 年度協賛会員～有難うございました!!

薄皮まんじゅう (株)柏 屋

中根 瑞雄

FF郡山「芋煮会」の担当を矢吹さんと受け

てから、なんといっても、当日、10月16日(日)

の天気が気がかりでしたが、幸いにも快晴の

秋空に恵まれ、喜久田の「緑水園」に、蓋会

長はじめ新会員の方を含めて25名と、家族の

子供さんまでも交えての「芋煮会」でした。

みんなで和気あいあいと、楽しく、よくダ

ベリ、よくシャベリ、そして、よくタベマク

リました。みんなでのワイワイ、ガヤガヤ、

キャーキャーのビーチ・バレーボール遊びに

夢中に興じたひととき。

帰り支度をする皆の肩には、はらはらと紅

葉が、秋風に舞い降りてきて、楽しき一日を、

会員みんなの親睦をはかることが出来ました。
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2006年の訪問Exchangeはモスクワです!!参加者募集します

★山見 悦子 963-8023 郡山市緑町８－１9

（石橋さん紹介７月）

★池田由紀江 963-0111 郡山市安積町荒井

字水神前15 （坂本さん紹介７月）

★西東不二子 963-0211郡山市片平町

字新蟻塚89-7 （石橋さん紹介8月）

★佐藤 紀男 963-8041 郡山市富田町字大十内

85-187 （大庭さん紹介８月）

★小野寺恵智子 963-0108 郡山市笹川1-184-32

（池田さん紹介９月）

★大黒 太郎 福島市

（網代さん紹介９月）

06年１月22日(日) 総会・懇親会同封葉書で返信を…!!
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時期は ８月の後半、 FFモスクワ訪問・ホームステイ
Exchangeの後、サンクトペテルブルグ観光を入れて、
ほぼ １０日間前後。
概算費用・旅程計画など、新年度総会の時に発表いたします。
問い合わせは、ED・矢吹光子さん、又は事務局へ……!!

今年の渡航交換は、2004年に来訪したFFモスクワの人達を訪問する、Return Exchangeです。

FFモスクワクラブは、1991年に設立され、会員数450人というロシア最大のクラブです。

年間に８回ほど、受入や渡航を行っている、とても活発なクラブです。

面積、日本の約45倍という広大な土地に、人口約14,550万人が暮らす、旧ソ連：ロシア連

邦の首都モスクワは、人口約845万人。大都会での市民生活を体験した後、“ロシアの京都”

ともたとえられるサンクトペテルブルグ(人口約430万人)観光も織り込みます。長い、様々

な歴史を経てきたロシアの、今と昔を垣間見ることが出来る旅になると思います。

ご期待下さい……!!

新入会の方を紹介致します

左はモスクワ・赤の広場 上はサンクトペテ
ルブルグ・エルミタージュ美術館

日 時 2005年１月２２日（日）午前11時半～午後３時半頃まで
総会・昼食をはさんで懇親会(懇親会参加費 1,500円の予定)

場 所 大成公民館（郡山市鳴神：国道４号バイパス大槻交差点近く）

～この会報に同封してある葉書で参加・出欠を返信して下さい～




