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近くて遠い国：旧ソ連圏に初めて渡航した訪問団は、たいへん温かいもてなしを受けたようです。
ED矢吹さんの文中に“ロシアは予期せぬ驚きと感動があり、その良さは行った者にしか分からな
いかも知れません”とありますが、この特集で、少しでもくみ取れれば…… と思います。

“会津磐梯山”を歌うエカテリーナ宮殿前（St.ペテルブルグ）

マトリョーシカの露店

クレムリン遠望

マトリョーシカ人形



８月17日、FF 郡山12名、京都福知山２名、埼

玉１名の計15名で成田を飛び立ちました。２年前

にモスクワクラブが郡山訪問をしたので、今回は

そのReturn Visitでした。ビザ取得までの苦労は、

このページではとても書ききれませんので割愛し

ますが、モスクワの地に降り立つ感動はひとしお

でした。

メンバーは期待と不安が入り混じった表情でホ

ストに対面。あちこちから笑顔とあいさつ(互い

に覚えたての相手国の言葉で)が響き渡ってくる。

わたしは、２年前から旧知のナターシャがホスト

でした。彼女はＥＤに代わり、私との連絡を一手

に引き受けてくれ、連絡がとれにくいロシアのク

ラブにあっては珍しいくらい、返信の早い人でし

た。今回、無事渡航ができたのも彼女のおかげだ

と思っています。

今回メンバーがステイしたホストは、大きく２

タイプに分かれていました。1991年(ソ連崩壊）

以前からの国営アパートに住んでいるホストと、

市場経済を取り入れたあと成功し、郊外に大邸宅

を構えているホストです。

前者が住んでいるアパート(4～12階)は、一棟ご

とに緑に包まれた公園にはさまれ、どれも、さな

がら高級マンションのように見えますが、入って

みると全てが老朽化していて、大柄なロシア人が

住むには３DKは狭く感じられました。彼らの楽

しみと言えば、週末に過ごす郊外にあるダーチャ

dachaでの生活です。一戸建ての小さな家と300坪

くらいの畑。モスクワの夏の日の入りは、夜の10

時頃なので、野菜や花を育てながら、短い夏をたっ
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ＥＤ 矢吹光子

８/17(木)

早朝 貸切バスで郡山発 昼頃 成田空港発
（約10時間半～時差-5時間）

現地午後５時 モスクワ着 バスで簡単に市
内観光をしながらホストの待つ友好会館へ

８/18(金)
午前、赤の広場、聖ワシりー聖堂、救世主キ
リスト聖堂見学 午後フリー 夜 バレエ鑑賞

８/19(土) 午前 トレチャコフ美術館見学
午後フリー

８/20(日) フリー

８/21(月) 午前 クレムリン内見学（ダイヤモンド館）
夕方 フェアウェルパーティ

８/22(火)
朝空路モスクワ発 昼頃St.ペテルブルグ着
午後 エルミタージュ美術館 聖イサク寺院
等見学 （ホテル泊）

８/23(水) 貸切バスで St.ペテルブルグ市内観光
エカテリーナ宮殿 等 （ホテル泊）

８/24(木) 午後 St.ペテルブルグ発。
空路 モスクワ経由で成田へ （機中泊）

８/25(金) 午前10時頃成田着 貸切バスで郡山帰着

FFモスクワ訪問 Exchange 日程

ＥＤ矢吹光子 Natalia Kuznetsova（モスクワ市内）

安藤ヨイ子
安藤 裕規

Marina & Sergey Volkova
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菊池 幸子 Nadezhda & Igor Balanovski
（モスクワ市内）

佐藤 裕子 Valeria Nikolaeva （モスクワ市内）

矢部 宏子
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Lena & Marles Agajanyan
（モスクワ郊外）
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（モスクワ市内）
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（モスクワ市内）

ホームステイ先 Matching



ぷり楽しむようです。

一方、後者の割合は20％くらいで、その生活ぶ

りを聞くと驚いてしまいます。高い塀で囲まれた

敷地300坪以上の家々。３階建ての家。電動リモ

コンで車庫を開ければ、外車が数台。たくさんの

部屋数……

モスクワクラブのメンバーは、それぞれ生活レ

ベルが違っても、みな仲が良く、明るく、懸命に

私たちのためにもてなしをしてくれました。私た

ちの中からも全くホストに不満はなく、それぞれ

がロシア人の日常の生活を堪能したようでした。

また、会長の娘であるオクサナさんが、流暢な日

本語でガイドをしてくれたので、クレムリンを始

め、市内の観光でとてもよく理解できました。彼

女は日本に１年留学していて、“私の心は日本に

置いてきた”と言うほど日本びいきでした。私達

の中にも彼らの温かいもてなしに 心をモスクワ

に残してきた人もいるのではないでしょうか。

実は渡航直前に、ED のイリーナさんが脳梗塞

で倒れたと連絡を受けました。いろいろな事が頭

をよぎり、渡航しても良いのか悩んだ夜もありま

した。しかし、双方のメンバーに支えられ、無事

交換を終えることができ、本当に幸せに感じてい

ます。イリーナさんの経過も順調で、今は退院し、

自宅でゆっくりリハビリに励んでいるようです。

渡航メンバーや、その他のFFメンバー(郡山、京

都福知山）が皆で心をこめて折った千羽鶴。ナター

シャの家でつないだ、その鶴の願いが、イリーナ

さんの心にも伝わったように思われます。さらに、

その鶴を見て、ホストの母ニーナさんが欲しいと

いうので、私はモスクワでもたくさん折ってきま

した。日本とロシアとの間に、鶴の心の架け橋が

出来たようです。

ロシアは予期せぬ驚きと感動があり、その良さ

は行った者にしか分からないかも知れません。広

大な大地のように、素朴で温かく、おおらかです。

私はナターシャと互いに再訪問する約束も交わし、

遠い国だったロシアが、今こんなにも身近に感じ

ています。FFの持つすばらしい力だと思います。

改めて多くの皆様のご支援、ご協力に感謝いたし

ます。ありがとうございました。

ロシア語で覚えていった言葉は「スパシーバ」

ほか「Yes」「No」の類、現地で覚えた言葉は「フ

クースナ（美味しい）」だけの私は、道路標示板

を見ても、地下鉄の駅に降り立っても、自分が今

何処にいるのか全く分かりません。

モスクワ市内の道路は環状線もありますが、薄

汚れた空気の中で何車線もある道路の渋滞は付き

物、モスクワから僅か25キロのホスト先コロレフ

へは車で１時間半前後かかります。日本産や欧米、

韓国産の外車が珍しくありません。10キロオーバー

の罰金は２＄とのことですが、運転者は速度規制

にお構いなく、Marinaも娘のTatianaも、飛ばせる

ところは飛ばすこと飛ばすこと、車間距離があれ

ばどんどん侵入し、路肩も走れれば走り抜けます。

体制崩壊後のロシアの生き様とはこんな按配なの

かとも思えました。私と夫は、腰が浮くほどの猛

スピードで運転する息子Nickの車に乗って、シー

トベルトに命を預け、300キロ先の別荘で、シャ

シリクやウオッカ、ジョージアのワイン、蜂蜜を

舐めながらのサモワールのお茶など、大歓待され

ました。

ロシアの森での茸採りにも、また行ってみたい

です。文字が言葉にならないもどかしさを嫌とい

うほど味わい、サンクトペテルブルグの空港で「B

aggage Claim」の文字を見たときは、英語ながら

何ほどホっとしたことか、初めての体験でした。
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モスクワの印象・・・

安藤ヨイ子

（順 不 同）



私のホストは59歳のイーグルと57歳のナージャ、

とても穏やかで素朴な夫婦。モスクワの中心街から、

地下鉄とバスを乗り継いで一時間。11階建てのアパー

トの３階に、彼らの住まいはありました。でも、彼

らにとって最も心休まる場所、それは家から30分位

車を走らせると辿り着く、「ダーチャ」です。（「家

庭菜園つき別荘」と訳されるが、実際はバンガロー

風の小屋）

「排気ガスが漂うモスクワの街を離れて、野菜を

育てたり花の手入れをするのが、何よりも幸せな時

間。春から秋にかけて、毎週末ダーチャに行くの。」

と口をそろえて話してくれた二人。私も彼らのダー

チャに足を運びました。ダーチャに到着すると、二

人は早速庭仕事を始めます。200坪程の土地には色

とりどりの花が咲き乱れ、育てている野菜も多岐に

わたり、苺やベリー類、リンゴも実っていました。

裏庭では、キノコ狩り（マッシュルーム）も楽しむ

ことができます。彼らが庭仕事をしている間に、私

が、そこでとれた玉ネギ・ジャガイモ・人参を使っ

て作ったカレーを囲み、彼らの愛するグルジア産の

ワイン（ウオッカではなく）を飲みながら、ゆった

りとしたロシアの週末を満喫することができました。

今まで遠い国と感じていたロシアとの距離が、いつ

の間にか近くなっていました。真っ青な空はどこま

でも高く、木々の先は少し色づき始めていて、モス

クワはもう秋の気配でした。

エカテリーナ２世の幼名を持つ14歳のソニアは勇

敢だ。彼女は刀が好きで、三船敏郎を知っている。

ある夜、ドアにドンと何かがぶつかる音がした。ヴァ

レリアが敢然と向い、その後ろにソニア、手に包丁

を持って・・・。

ソニアは優しい。パーティーで、私の浴衣は日本

大好きなソニアが着る予定だった。でも、彼女は言

うのである。「私、ユーコの浴衣姿が見たいの。」

その夜、一足先に帰った彼女から貰った物は、歌舞

伎役者の絵だった。おそらく友だちと遊ぶ合間に、

時間を見つけて描いてくれたのだろう。まだ、絵の

具のにおいがしていた。

ポンチキ（これドーナツ、でも間の抜けた感じが

しませんか）な目にあってしまった私をソニアは慰

める。露店でビーズの付いている針金細工を見て「私

、ユーコにこれをプレゼントする」・・・。ロシア

語で私の名を書いてくれたソニア。抹茶アイスを準

備すると茶筅の臭いをかいで「いいにおい」とはしゃ

いだソニア。

今、ロシアのステイを振り返ると、暖かい気持ち

に包まれる。ソニアが最後に、私にくれた物は50コ

ペイカのコイン。「泣かないでね、そして幸運を。」

ヴァレリアは、ナターシャと私は三姉妹だと言った。

だからソニア、あなたのお母さんが、愛情を込めて

あなたを呼ぶように、呼ばせて。ソニチカ、my dear。
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ダーチャのある暮らし

菊池 幸子

その名は、ソニア

佐藤 裕子

ダーチャは、郊外に土地を購入したり、借用したりして
木造小屋を建て、そこで農作業をしたり、宿泊して楽しむ。
菜園では野菜や果物を作る。
また、スペースがあればバーニャというサウナ小屋を作り、
野良仕事で疲れた体を休めたりする。疲れを取る方法とし
ては白樺の葉付き小枝で体をたたいて血行を良くする。ロ
シアでのバーニャは人気のあるリラックス方法だ。

＜ダーチャとバーニャ＞



私にとって、

ＦＦでの２回目

となったロシア

への旅は、私の

中で、ロシアと

いう国のイメー

ジがすっかり変

わった素晴らし

い旅でした。

私たちがホーム

ステイした家は

郊外にあり、自然に囲まれた素敵な家でした。優

しいお母さんとお父さんの、いたれりつくせりの

もてなしに本当に感謝の日々でした。

「赤の広場」を初め、素敵な建物や美術館には

感動しましたし、本場のバレエ「白鳥の湖」を見

ることが出来たことはとても嬉しい出来事でした。

ただ一つの問題は、お父さんもお母さんもロシ

ア語しか話せないことでした。『ある日』「サウ

ナに予約を入れたから行きます」と言うので行っ

たところ、なぜかそこでは、ＦＦの他のクラブの

パーティが行われており、私たちは「？？？」状

態で、パーティに参加したり、「今日はホテルに

泊まるよ」と一緒に行ったところが、森の中のバ

ンガローだったり、とそのために起こったいろい

ろのハプニングは、良い思い出として心に残りま

した。言葉は通じなくても心は通じるんだと、強

く思った旅でした。

私たちのために、本当に頑張って下さったＥＤ

の矢吹さんをはじめ、お世話になった皆様に、心

から感謝しています。ありがとうございました。

もう20回以上海外旅行

を続けていますが、大方

は観光オンリーのパック

ツアーであり、現地の人

たちとの交流のチャンス

はありませんでした。今

回矢部さんから「モスク

ワにステイしてみない？」

の誘いに乗ったのは、二

人一緒にステイし、彼女

の英語力におんぶできる

という心積もりがあってのことでした。

旧満州、大連で敗戦を迎えた私たち一家６人。

父はシベリアの収容所で、５年間も強制労働させ

られました。運よく帰国できたものの、その後の

生活の苦労は計り知れないものがあったと思いま

す。生前多くを語らなかった父ですが、唯一、教

師だった私に話してくれたことがあります。「夕

方になるとね、鉄条網の外を、でっぷりした女教

師が宿題をどっさり抱えこんで、帰っていくんだ

よ」と。

今回のステイ先は、小学校をリタイアしたレイ

ナさん宅。ロシア語しか話せない彼女と日本語し

か話せない私とでは「学校」を軸にして話がはず

むということはありませんでしたが、国家や政府

間ではない、草の根の日露友好を感じ取り、深い

“絆”があったとの思いが致しました。

明るく細かい所まで気遣ってくれるパパ、マル

レスさん。にこにこといつも「ハラショ」を連発

していました。ゆったりと常にほほえんでいるマ

マ、レイナさん。協力してくれた娘さん夫婦。や

さしい一家のもてなしに心和み、ロシアの家庭生

活を垣間見ることができたことは、本当に幸せで

した。

文明の利器が何もない私に、余分な手間と足を

運ばせてしまった矢吹さんには、感謝の気持ちで

いっぱいです。ご一緒の皆様のパワフルぶりに目

を見張り、声をかけて下さったりと、大変お世話

様になりました。お陰様で、元気で帰ることがで

きました。ありがとうございました。今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。
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素敵だったロシアへの旅

矢部 宏子

モスクワを訪問して……

遠藤 雍子



私のホスト・ナイルとジーナ夫妻は、向かいに

住む鵜沼さんのホスト・タチアナさんと姉弟のよ

うな親密な間柄、私たちの送迎も分担、食事はす

べてタチアナ宅で、手料理でもてなしてくれた。

ジャガイモときのこの煮物、赤カブのスープ、い

くらをのせたパンなど、どれも美味だった。１１

月までは多くの人々が遠くの森にきのこ狩りへ、

一年分を壜詰にして、長い冬にそなえている。静

かなナイル夫妻もお酒が入るととても陽気、民族

衣装で踊り、ギターで歌い、楽しい時をすごした。

日曜日、ナショナルパーク内のコロメンスコエ

（自然保護区博物館）をめぐる。モスクワの市街

を一望することができる。ロシア正教の会堂がい

くつかあり、カザンの聖母イコン教会の礼拝では、

司教による聖書朗読、その合間に賛美歌が流れ、

参加する人々は、ロウソクをそれぞれの守護神に

ささげ、祈っていた。９０％近くの人々がロシア

正教徒。ねぎ坊主と呼ばれるカラフルな独特な屋

根、内部はイコンの描かれた壁でかこまれ、ろう

そくのかすかな光の中で、イエス、マリア、聖人

達が静かな安らぎを与えてくれる雰囲気。厳しい

ソ連時代を経て、今もロシアの人々の中に深く息

ついている。タチアナさんのベッドの脇のテーブ

ルに、静かに微笑むマリアのイコンがあった。ロ

シア正教ならではの優れた教会芸術に触れること

ができた。今日も母親役のタチアナさんとナイル、

ジーナ夫妻の親しい交流が続いている事だろう。

Farewell Partyではイギリス、コンウォ－ルクラ

ブを訪問した方に出会い、写真とともに話しがは

ずみ、ＦＦならではの交流のひろさを実感した。

矢吹ＥＤのご苦労と、皆様のご好意に感謝し、

アルバムを作成しながら、モスクワへの思いを新

たにしている。

どんな出会いがあるか、不安と期待の入り混じっ

た心境でモスクワへ……。英語もままならないの

にロシア語？ しかし、そんな不安はすぐに吹っ

飛んだ。迎えてくれたのは塩谷さんのホストNail：

ロシア人らしからぬ(私の想像していた)日本人の

中年のおじさんタイプ：英語で話しかけてくれた。

（Nailには本当にケア－をしてもらった。特にメ

トロ巡りで、私は彼のベルトにつかまっていた。）

モスクワから車で高い木々に囲まれた地上９階建

の古いアパート(築40年）に着く。迎えてくれた

のは、私のホストTatiana（彼女は大柄なおばさん

タイプ：３年前に夫を亡くし１人暮らし、年金も

安く生活は、大変とのこと）と娘のファミリー。

彼女は俳句が好きという事で、書かれたものを見

たが、ロシア語で皆目見当もつかなかった。

Tatianaは、毎日３食ロシアの家庭料理を作って

くれました。その中で１番好きになったのは、ラー

グー(ポテト、マッシュルーム：Nailがとったもの、

キャロット、オニオン、ビーンズ、ズツキーニ、

そして何種類かのハーブを加えて煮たもの)でし

た。そうそうズツキーニ（日本の物とは違い、と

ても大きい）をバターでやわらかく焼く朝食も美

味しいものでした。

そして次の日は、Nailの釣った魚料理 彼は1,

000ｋｍも先まで、15時間かけて釣りに行くそう

です。おみやげに、彼がとったマッシュルーム（瓶

詰め）をもらいました。だいじに、だいじにタオ

ルで巻いて持ち帰りました。 私たちの作った“ち

らし寿司、カレー”を、とてもよろこんでくれま

した。食事後の歌と踊りに我を忘れていました。

ロシアに行ってきて本当に良かった。

Nailと妻Zinaidaの二人は、来年、日本に来る予

定とのことで、今から再会が楽しみです。
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イコンの世界

塩谷 好子

沢山食べたロシアの家庭料理

鵜沼 良子



モスクワ渡航は、９年前にオーストラリア・イ

プスウイッチクラブとの交流以来で、私にとって

２回目の体験だった。２年前にモスクワクラブが

郡山を訪れた時に、我が家にステイしたマリーナ

との再会が、私の一番の楽しみだった。マリーナ

はお母様とふたり暮し、モスクワに住む人の多く

がそうであるように高層アパートに住み、移動は

メトロを利用していた。モスクワの建造物も街並

みも大変美しく毎日が感動の連続だった。マリー

ナと交わす私の英語力はPoorだったが自分の思い

を伝えたり、相手の暖かい心遣いが十分理解でき

て嬉しかった。お母様の手料理も大変美味で、ロ

シア料理も少し覚えた。アパートの周りや市内で

見られる花々や鳥達も、殆ど日本と同じで、今ま

で遠く感じていた日本とロシアの距離がとても近

く思えた。訪問する前に想像していたロシアと現

実のロシアは大きく異なっていた。

今私は、自分の周りの人達にロシアの良さを伝

えている。今回の旅で多くの人と心が触れ合い輪

が広がり、心がRichになれた事が何といっても最

大の収穫であったと思う。

ロシアならではの魅力探しにひたる旅への、と

ても大きなワクワク、初めてのホームステイに、

すっごいドキドキでした。18世紀のビルの谷間に

走るローカル電車にトロリーバスと、12車線の広

い道路。美しい女性達と素適な男性群。夜長を楽

しむ公園のカップルとグループ・家族。私の旅の

中で、一番異国を感じた素晴らしく、大きな国で

した・

この旅行で、今まで持っていたロシアへの偏見

のようなものがホスト家族・ラナファミリーと、

FFモスクワの方々によって取り除かれました。家

に着いたら、手作り郷土料理と楽しい会話があり、

ずっと知り合いだったような気持ちになりました。

そして何より、FFの方々が素晴らしい仲間と実感

した旅でした。オプションで、一生に一度は見た

かったエルミタージュ美術館へも行くことが出来

ました。

最後になりましたが、EDの矢吹さん、細やか

なお心遣いに感謝致します。一生忘れられない旅

となりました。有難うございました。

“ラ シブｨ タリヤブラニ イグルシー パ

プリリ トウマニナドリ コイ～”と、全員ゆ

かた姿で「カチューシャ」を歌い始める。塩谷さ

んがソロとコーラスで、国分さんがあでやかに「さ

くら」を踊る。最後は“会津磐梯山は宝の山よ～

小原庄助さん、何で身上つうぶした～ もっとも

だー”と身振り手振りよく歌い踊り喝采をあびる。
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英語は Poorでも心は Rich

木村 温子

ホスピタリティを有難う!!

国分 弘子

また交流したいクラブ、行ってみたい国

野内 隆夫



成田へ行く途中、バスの中でのパーティ出し物

特訓が遺憾なく？ 発揮された。やがて、民族衣

装をまとった女性ダンサー達の誘いで踊りの輪に

入り、ホスト達と手に手を取って「モスクワ郊外

の夕べ」の軽く弾んだ甘い調べに乗った踊りで、

みな我を忘れ、遙か彼方のモスクワの夜を楽しん

だ。

古いアパートに住む、ロシア自然科学アカデミー

に勤めるホストの美人で気品あるナターシャ、親

友で歴史などに詳しいリアラ（佐藤さんのホスト）

が、ソビエト時代の弾圧の歴史や美術などを詳し

く説明してくれた。ロシアの大きな大地、温かく

親しみを持って迎え入れてくれたホスト達の精神

的豊かさを実感した交流であった。また行ってみ

たい。

今回、はからずも、モスクワ渡航を、郡山クラ

ブの方々の暖かいお誘いで実現した。一昨年、福

知山クラブもモスクワクラブの受け入れをし、私

達の関係は、すっかりいい関係になっていたので、

再会できる喜びと期待は、ことばにならぬ程、大

きくふくれ上がった。

北緯56度の、ロシアの首都モスクワは予想外の

真夏であった。一週間前の電話では、降雨続きで

心配していると話していた。空港では「あなた達

はお天気マンだ」と喜び、嬉しい再会となった。

一年ぶりのご対面。ご夫婦の顔いっぱいの笑みと、

大きな花束をプレゼントされた私は、その場で心

も身体も熱くなってしまった。

多くの歴史を持つ大国に、一歩足を踏み入れた

が、やはり嬉しいのは、ホスト家族の暖かく誠意

ある歓迎ぶり。「We are family.」と抱き合った暖

かさは忘れられない。市内観光、船上レストラン、

華麗なる「白鳥の湖」、林の中のヒュッテでのパー

ティー、羊肉のバーベキュー、飲んで歌って夜も

更けた。

さよならパーティーで、ゆかたで歌った「おは

らしょうすけさん」良かったなあ。夜中に料理し

て供した、ちらし寿司と吸い物。多くの友人に広

げたいというこの日本食。

ＦＦ郡山のメンバーと訪れた国は、国境を越え

ても強く心で結ばれている。

“ワンダフル ＦＦ”

国境を接しているのによく知らない国・ロシア

は、私にとり遠い国でした。昨年、福知山市の姉

宅にロシアの方がホームステイされ、明るく、い

きいきと日本の生活を楽しまれる姿に接し、知り

たい国となりました。

その時から、チャンスがあれば行ってみたいと

願っていましたところ、皆さんの交流グループに

快く入れていただき、心よりお礼申し上げます。

モスクワでは、ファミリーご一家や、お友達の

心の広さを知りました。年の差・男女の差・民族

の差を認めつつ、みんなで“働く”“集う”“食

べる”“喋る”“歌う”“遊ぶ”人々の笑顔が印

象的でした。もちろん、バーベキューやボルシチ

は最高でしたね。メトロの広い木の座席も日本の

ＳＬ時代に連なり、次に乗るときは、座布団を持っ

て…なんて楽しい想像を広げています。

今、我が家の庭先にペチュニアが元気に咲いて

います。モスクワで見た広場のそれを思い出し、

来年は株数を増やそうかと考えています。
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あゝ モスクワ 2006 年

京都福知山クラブ 芦田 幸代

モスクワ訪問記

京都福知山クラブ小西百合子



ホストのエリザベートは75才。とっても健脚で

ある。家からメトロの駅まで、混雑している構内、

どこでもスタスタ歩いてしまう。早足で追いつこ

うとする私に「早く、早く。」と声が飛ぶ。

元、日ソ協会婦人部書記として活躍し、日本語

も少し話す。持っていったお煎餅・飴・昆布茶・

ご飯パック・ルーなど、「ロシアノコメ ダメダ

メ、ニホンノコメ オイシイ。キニイリマシタ。」

と喜んでくれた。

「車がないので、メトロやバスに乗せてしまう

けど…」と、気遣ってくれたがとんでもない。そ

れがかえって楽しかった。駅構内の美しさにも魅

了された。

美術館・オペレッタ・バレエ鑑賞・重厚な町並

み・電車の中で読書にふける人々、彼らの芸術・

文化・文学に対する思いの深さが感じられた。

足を取られてしまいそうなスピード感あふれる

エスカレーター、完全に止まっていないのに開い

てしまう電車のドア、驚くことも多かったけれど、

慣れてしまうとそれがまた楽しい。大陸的な大ま

かさ・大らかさ・たくましさを感じ、徐々にロシ

アが好きになっていった。

スパシーバ、 モスクワ
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スパシーバ、モスクワ

埼玉クラブ長谷川朝子

協賛会員

(株)ヨークベニマル
協賛会員

薄皮まんじゅう (株) 柏 屋

ルーマニアで開催された

「国際舞台芸術フェスティバル」に参加して……
網 代 純 子

今年の４月、FF会員・橋本真澄さんが主宰するミニコンサートに出演しました。 その

時、橋本さんの友人で、音楽事務所社長の根本さんもプロのミュージシャンを率いて

参加されていて、コンサート終了後 「今度、ルーマニアで開催されるインターナショナ

ル シアター フェスティバルに、うちのミュージシャンが参加することになったんですが、

一緒に行きませんか？」 とお誘いを受けました。 突然のことで、多少のとまどいはあり

ましたが、橋本さんの勧めもあり、お引き受けしました。

いよいよルーマニアに到着し、街を見て、先ず感じたことは、想像以上に貧しい国だっ

たということです。 工事現場で働く９才の少年、バスターミナルで物乞いをする老女や小さな子供、貧しさゆえに

倫理観に欠けた人々…… 一歩裏通りに入ると、家々は手入れがされず、壁は汚れ、あちこち崩れています。

国際交流と称して、海外旅行をしている自分はいったい “今まで何をしてきたのか、これから、一人の地球市民と

して、何ができるのか” 答えの出ない疑問に切ない気持ちになりました。

しかし、そんな中で素適な出会いもありました。 世界中から集まった演奏者や演奏団体に、地元の方が、ボラ

ンティアで案内役を務めて下さったのです。 私たち「Zipang」というグループには、George(ジョルジェ)という22才

の神学校生がついてくれました。 彼は真面目ながら、ユーモアもある楽しい青年でした。 実は今回、コンサート

会場に楽屋がなく、着物の着替えに困っていた私に、彼は自分の部屋を貸してくれたのです。 そこはとても小さ

な住まいで、着物を着る場所は畳一枚分程だけでしたが、彼は何の言い訳もせず、気持ちよく、私を連れて行っ

てくれたのでした。 そして運の良いことに、その時ちょうど泊まりに来ていた、彼のお母さんにも会えて、夕食をご

馳走になりました。 私はお礼に肩をもんで上げて、言葉は通じなかったけれど、心の交流は出来たように思いま

す。

「自分は人々を助ける仕事に生涯を捧げたい。」と言っていたGeorge、きっと立派な神父様になることでしょう。

私たちは再会を約して別れました。

会 員 動 向



第20回日本大会に参加して

会長 蓋 康

６月17日(土)～18日(日)に、山形で開催されたＴ

ＦＦ日本大会に、郡山クラブは９名が参加致しまし

た。私はその週の水曜日に、ぎっくり腰を患った為

にハリを打ってやっとの思いで参加させて戴きまし

たが、ヘルニア手術を控え、痛み止めの注射を打っ

て来た方、当日の朝まで風邪で熱のあった方など、

私を含め病人を抱えての参加となりました。

郡山クラブ参加者：蓋 康、菊池幸子、佐々木

和彦、矢吹光子、嶋 勇吉、鵜沼良子、大坂昭夫、

平 伸子、縫 洋子

幸いなことに郡山から山形まで、嶋さんと大坂さ

んに車を運転して戴いたので、殆ど歩かずに会場に

たどり着くことが出来、大変助かりました。

日本大会は各クラブが持ち回りで開催しており、今

回の山形で20回を数えます。さくらんぼ狩りのオプ

ションが魅力だったこともあり、参加人数は過去最

高の158名を数えました。因みに郡山クラブは12年

前の第8回を担当致しました。

私は代表者会議に出席しましたが、日本大会の参

加者が増えた割には、全体的には会員増強と新会員

リクルートについてあまり良いアイデアは出ません

でした。その中で、岐阜クラブはウエルカムパーティ

やバスツアーに、会員以外の方にも積極的に参加を

呼びかけ、ある程度の成果を出しているようです。

奈良クラブでは英会話教室と、会員が集まって、

バザーに出展する小物を作成したりするバザーグルー

プが会員増強に大きな効果をあげているようです。

郡山クラブは、ウイークリー、郡山リビングなど、

タウン紙を使った受入ホスト募集と合唱サークルが

成果を挙げていることを紹介しておきました。

また、日本大会の毎年開催か1年おきの開催かの

議論が出ました。私は、私を含め、ＦＦの理念に賛

同する全国の同士の方と会うことを楽しみにしてい

る会員が大勢いること、日本の各クラブの会長が一

同に会し、ＦＦＩと呼吸を合わせていく大切な場で

あること、主催クラブは、日本大会の準備を通して

組織の強化が図れることなどの理由で、毎年開催を

主張しましたが、結論は、次回大会に持ち越しまし

た。ただ、懇親会の最中に「このように、毎年楽し

いお酒を飲みたいですね。」と何人もの、他クラブ

の会長からお話を戴きましたが、共感者が増えたよ

うに感じ、大変嬉しく思いました。

来年は山口クラブで開催されますが、ＦＦＩ会長や

全国の同士の方と交流する絶好の機会ですので、是

非一緒に参加しましょう。

北日本ブロック会議に出席して

事務局 嶋 勇吉

５月27日土曜日、仙台市ホテルリッチフィールド

仙台にて、第6回北日本ブロック会議が開催されま

した、郡山クラブから蓋会長と網代さんと私の3名

で出席しました。

郡山駅で待ち合わせて、新幹線で仙台に向かい会

場に到着、主催者の宮城クラブが会長以下20名出席、

札幌クラブは会長・副会長2名、山形クラブは会長、

他理事3名、新潟クラブは高野理事夫妻2名、群馬太

田・クラブ会長夫妻と副会長3名、日本事務局・石

井さん、合計34名出席で会議が開催されました。
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今年のFF日本大会が、６月17日・18日
山形で開かれました !!

FF北日本ブロック会議は ５月27日、
仙台でありました。



山家宮城クラブ会長の歓迎の挨拶から始まり、石

井F.Rコーディネーターの挨拶、各クラブ自己紹介

と和やかに議事進行へと移りました。

議事進行は宮城クラブ・直前会長の飯岡さんがさ

れました。 議事は、

１、各クラブで行っているイベント

（受け入れも含め）等について

２、クラブ内における会員同士の交流について

３、北日本ブロックのF.R選出について

４、その他・意見交換

と活発な討議がされ意見を出されておりました。

各クラブの年会費の金額は、3,000円が新潟、

4,000円～群馬太田・郡山、5,000円～札幌・山形・

宮城クラブでした。郡山は中間で適正なのかな…。

最後に、４・その他で、北日本ブロック会議のあり

方が討議され、毎年開催か？ 隔年開催か？ 新潟

からは3年に1回開催、と、多くの意見が出されまし

た。

議事終了後、写真撮影、そして宮城クラブ主催で

懇親会となりました。宮城クラブのアトラクション

でマジック、そして人形劇等、たくさんの方々のパ

フォーマンスで大きく盛り上がりました。最後に、

６月17日に開催されます日本大会の開催地・FF山形・

矢野会長から、172名参加登録があり、歓迎し、お

待ち申し上げますとご挨拶がありました。矢野会長

のパフォーマンス：山形花笠踊りのご披露があり、

盛会の内に終了しました。
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５月３日(祝日)午前10時～午後４時

お陰様で売上げは

￥８２，５５０でした。

10月のFFシドニー受入
で “日光バストリップ”
費用に使わせていただ
きます。

★夫婦で、安積町に歯科医院
を開業している会員・江口るみ

子さんは、去る４月に、佐藤綾

美のペンネームで「ハワイでア

トピーが治った！」という本を

講談社から出版しました。お子

さんの治療体験を書きつづったも

のですが、各書店やネットで好評

販売中です。

＠1,575

★今度のFFシドニー受入のウ

エルカムパーティでも演奏を

お願いしている会員の佐藤真

人さん(クロイツ芸術学院主宰)

恒例の「フルートコンサート」

を10月21日(土)午後２時から

郡山市民文化センターで開催

します。

“田園幻想曲”など親しみある

名曲のほか、オリジナルの初演曲も演奏されます。

なお、11月10日には、福島市でも行われます。

＠3,000円（当日＠3,500）

会 員 動 向 ……

★ウェルカムパーティ参加者募集……

会員＠2,500 非会員＠3,500 詳細同封別紙

★日光バストリップ参加者募集……

会員はバス代無料、現地費用実費負担

～この会報に同封してある返信葉書でお願いします～

締切は１０月１０日（火）

10/25(水)
午後 新幹線で郡山駅着（京都から）

ホ－ムステイ交流開始

26日(木) フ リ ー

27日(金) 午前 市役所表敬訪問。その後 開成館、
市立美術館、ビッグアイ 等 市内視察

28日(土)
昼間 フリー。夕方からウェルカムパーティ

（郡山ビューホテル）

29日(日) フ リ ー

30日(月) 朝８時発 貸切バスで日光バストリップ

31日(火) フ リ ー

11/１(水) 午前 福島空港から札幌へ出発

受入Exchange 日程 予定

10月はFFシドニー受入交流です
歓迎パーティ参加者募集!!



★2007年度渡航フィーが安くなります!
◆渡航時に払う FFIフィーが 175→115$ になります。

◆渡航予定は８月下旬頃、ブラジル・サンパウロ近郊

のジュンディアイクラブへ……

◆受入は、

１）５月16日（水）～ カナダ・カルガリークラブ約25名

の予定。

２）10月中～下旬、イギリス・ダービーシャークラブ

の予定

＜新入会員紹介＞ よろしくお願いします！

★遠藤 雍子 963-1309郡山市熱海町熱海1-353

Tel 984-4338（矢部さん紹介）

★岡田 純子 969-0401岩瀬郡鏡石町鏡沼186

Tel 0248-62-2828（平野さん紹介）

★石井ミチ子 963-1246 郡山市田村町谷田川

字鈴ヶ内34 Tel 955-4683（岡田さん紹介）

★寺澤 功 963-0201郡山市大槻町北田4-8

Tel 951-0916 （平さん紹介）

★渡邉美代子 963-8874郡山市深沢1-6-12ライオンズ

マンション深沢702 Tel 933-7601 （村田さん紹介）

★白岩恵美子 960-8003福島市森合字小松原13-10

Tel 024-558-2356

★谷野 恭子 963-8873郡山市愛宕町1-7ライオンズ

マンション荒池公園705 Tel 921-5433

★左舘 幸枝 963-8025郡山市桑野3-17-9-1103

Tel 925-0433

★桑名 実香 963-0543郡山市喜久田町前田沢1-2-1

Tel 959-4441

・- 12 - ・

事 務 局 便 り

発行日 2006年 ９ 月 25日 第 43号
発 行 ザ・フレンドシップ フォース・オブ 郡山
ホームページ www.friendshipforce.jp/koriyama

会 長 蓋（きぬがさ） 康
e-mail :ykinu@vc.ht-net21.ne.jp

〒 963-8061郡山市富久山町福原泉崎 26-105
TEL& FAX 024 - 938 - 1340

事務局 TEL & FAX 0248 - 76 - 1630
編集責任者 佐々木和彦 sasakik@jasmine.ocn.ne.jp

＜ロシアあれこれ＞
ロシア連邦は面積日本の約60倍、人口１億５千万人、
首都モスクワ市、82％ロシア人、主にロシア正教、日
本との時差・６時間、通貨ルーブル（約４円強）など。
物価は、パン１本約27円、牛乳１リットル約40円、豚
肉250グラム約100円、キャベツ約90円など。

地下鉄駅の素晴らしい絵画、レリーフ、
シャンデリア、彫刻、モザイクなどまるで
美術館。しかし、駅に乞食がいた……

ユース組(17～25才)の「白鳥の湖」
を鑑賞したが、高い技術と芸術性、
層の厚さに感嘆！

乗り物が距離に関係なく均一
料金である（地下鉄、トロリー
バス、路面電車）12ルーブル
（約50円）

クルマが、何時も渋滞して
いた。車は右側、人は左側
通行で、広い道路は片道６
車線で、スピードは１００キロ
以上出すことが普通で、高
速では２００キロも出すような
話でした。

ロシアの食事は割合簡単で、ロシアパンにイクラ(ロシア語
でもイクラ)やサラミ、サーモンをスライスしたものをのせたも
のや、たまに出るピロシキ（小麦粉の皮の中に野菜などを入
れて油で揚げたもの）あるいはトマトや野菜にドレッシングした
程度で、コーヒーを飲みながら食べるもので、食後は、リンゴ
とかプラム、洋ナシなどが出る。
昼食は２時頃、夕食は８時～９時頃で、朝食は有るような

無いような、パンにチーズ、サーモン、牛乳に果物。野菜が
少なかったようです。

モスクワでも、ペテルブルグでも、街
頭で、新郎・新婦などが大勢広場を
披露闊歩する風景が方々で見られた。

アパートの建物と建物の間にグリーンベルト
があり、大きな木で他の建物は目隠しに、老
人は入り口のベンチでおしゃべりを楽しむ。

ボ
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