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第 44 号 (2006-3） FFシドニー受入交流報告号 2006 年 12月 10日

10/25(水)
夜７時過ぎ新幹線で郡山駅着

ホ－ムステイ交流開始

26日(木) 各ホスト家族とフ 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 市内見学

28日(土)
午後6時～ウェルカムパーティ

（郡山ビューホテル）

29日(日) 各ホスト家族とフ リ ー

30日(月) 朝８時発 日光バストリップ

31日(火) 各ホスト家族とフ リ ー

11/1日(水) 午前10:40 福島空港から札幌へ出発

ホームステイ交流 記録

スタッフ役員大坂さんが属する
うつくしま連と阿波踊りも楽しむ

ウェルカムパーティには100人を
超える人が集まりました。

郡山市役所表敬訪問

開成館ではボランティアガイド!!

開成山大神宮で宮司の説明

FF郡山合唱団のコーラス 寸劇“アボリジニの伝説”
“うつくしま連”と踊りの輪に…

佐藤真人さんの篠笛…

オカリナとハーモニカの競演

陽明門を背景に記念撮影



私が、ＥＤを打診されたのは2005年の3月、Ｆ

Ｆ日本大会(大阪）でのことでした。ＦＦ長崎の

川瀬さんから「2006年のシドニーの受入は郡山さ

んと一緒ね！ よろしく！」とのこと。その時、

まだ、受入について何の情報も持っていなかった

ため、適当に言葉を合わせながら蓋会長に尋ねる

と、「そうだよ！ 平さんは佐賀出身で、長崎の

隣だからＥＤやってね !」この一言に、私も思わ

ず「はい !」・・・そしてこれが、試練と喜びの

始まりでした。

まだまだ先のことだと思っていたら、早くも去

年８月22日に、ＦＦシドニーのＥＤ・カレンより、

自己紹介とともに写真が送られてきました。これ

を見て、読んだ時の印象は、「とてもしっかりし

た人たち！」「大人！」「どうしよう ?! 」「英

語がいっぱい !! 」「コンピュータも得意じゃな

い！」過去２回のＥＤ体験があるとはいえ、その

時は交換委員会は無く、ただ一人。「よし、交換

委員には、私が出来ないものをやれる人たちになっ

てもらおう！」早速、Mr.嶋・Mr.縫・Mr.佐々木

の皆さんに声を掛け、そして、Ms.矢部・Ms.岩間・

Ms.鈴木にも依頼。これで、シドニー受入交換委

員会発足、活動開始。受入期間中のスケジュール

を決め、それぞれの関係先に依頼・打ち合わせを

したり…。なんといっても、成功の鍵は、ホスト

ファミリーが26名分集まるかどうか？！ という

こと。もちろん、会員にも呼びかけ、その上“ザ・

ウィークリー”や“リビング新聞”に募集記事を

掲載してもらい、初めての人たちに電話でお願い

していった。その中から新入会員も増え、ホスト

ファミリーやデイホストにも名乗りを挙げてもらっ

て一段落！ 本当に見えない力を頂きました。

そして、忘れもしない10月25日です。東海道新

幹線事故・遅延により、到着時刻不確定の中でも、

ホスト家族の皆さんが笑顔で郡山駅に集まって下

さった。アンバサダー26名、PM 7：10到着。初対

面だけど、懐かしい香りを漂わせる対面式(？！）

“始まった！そして、成功だ！” 本当にそのよ

うな感じを受け取った瞬間でした。

27日、市長表敬訪問後の開成館と開成山大神宮

訪問では、郡山市の成り立ち・歴史を。神道の説

明では少し、誤解(？）が拭われたような、日本

の宗教の理解の一助となったような感触。

28日、ウェルカムパーティでは、会員の多才な

エンターテイメントに対し絶賛！ そして、たま

たま誕生日だったLesley McQuireと私へのお祝い。

本当に心からの温かさを感じました。

30日は、日光デイトリップ。来日前から勉強さ

れてきただけあって、本当に、探究心旺盛で意欲

的。それに対し、会話が出来ないもどかしさ。で

も、それを払拭してくれたのが佐藤裕子さん手製

のハンドブック。グループ分け行動にしたことも

良かった。シドニーのニクソン会長が直接、この

班別行動は良いね！ と褒めてくださったのだ。

東照宮の陽明門に着くまでは、誰も、何もしない

で、とにかく全体行動！ との矢部隊長(？）の一

言をアンバサダー全員が守り、私が、少し脇にそ

れて写真を撮ろうとすると、No！ No！と列(？）

に戻させようとするユーモアさ !! 本当に、節度

があり、協力的。同じように、同行した16名のＦ

Ｆ郡山会員の皆さんも…。

始まれば、あっという間の一週間でしたが、11

月1日朝、皆さんの笑顔を福島空港で拝見した時

は、本当にＥＤをやらせてもらってよかったと感

慨ひとしおでした！ この体験は、私の宝物の一

つになりました。本当にありがとうございました。

ＦＦシドニーＥＤ・カレンをはじめ、全てのアン

バサダーが言ってくれました。

“ＦＦ郡山は素晴らしい！ 人も心も企画も！

本当に来てよかった！ 必ず、シドニーで会いま

しょう！ 待っています！”
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入会したばかりの私は、日程が近づくと、緊張

するばかりでした。特に、英会話が出来ない私は、

意志の疎通が出来るか、心配で心配で、胃が痛く

なりました。やっぱりやめようかな・・と迄考え

ました。

当日、駅の改札口で、ビルとロビンに会った時、

二人がとても明るくて、やさしそうなので、ホッ

としました。二人ともよくしゃべり、私も４歳の

娘もびっくりしました。何を言ってるのか全然解

らないので、娘はだんだん機嫌が悪くなり、自分

の部屋に入ってしまいました。それから毎朝、娘

はご機嫌斜めでした。

でも、翌日の朝から頑張りました。フリーの日

は殆どデイホストの桑名さんが居てくれて、二人

の話し相手をしてくれたのでとても助かりました。

私一人では、ギブアップでした。日毎に、娘も慣

れてきて少しだけ話すようになりました。家に居

る時の二人は、とても自然体で、私たちもいつの

間にか気を使う事が少なくなっていきました。

子供が毎日幼稚園に行っているので、夜の食事

は家で食べる事が多く、すき焼き、しゃぶしゃぶ、

さしみ …… を楽しみました。とても楽しい時間

で、なんて素敵な二人なんだろう・・私もこんな

素敵な夫婦になりたいと思いました。土曜の夜は、

ビルが夫と遅くまで飲んでいて“早く寝なさい!!”

とロビンに怒られるのを見て、どの国も同じなん

だな・・と、ちょっと可笑しかったです。

今回、本当に色々な体験をする事が出来て良かっ

たと思います。そして色々な方に出会えて、とて

も嬉しかったです。デイホスト、ディナーホスト、

平さん、皆さんの助けがあり、家族の協力があっ

たからこそ、出来たと思いました。有難うござい

ました。とても素晴らしいFF郡山だと思いました。

最後に、娘が“来年、オーストラリアに行こう

ね！”と言ってくれたので、今回の受入は、我が

家にとって成功だったと思います。

初めてのホストファミリー体験。うまく行くか

どうか心配だったが、良い意味でのカルチャーショッ

クを受けた日々だった。親日家のカレンとジョン

さんのお話はとても面白く、外国がより身近なも

のとなった。何より、二人の人生を楽しんで生き

る姿勢と情熱、行動力には学ぶことが多かった。

自分にもっと語学力があったならと思う点もあっ

たが、ミニ国際交流の夢が一つ叶えられて良かっ

た。協力してくれた家族にも感謝。（白岩恵美子）

ようこそ、ジョンとカレン。ぼくがこの家の大
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色々な方に助けられて・・・

左舘 幸枝

（順 不 同）

今回のFFシドニー受入交換では、６名の新会員がホスト家族となりました。久しぶりに受入を復活した人

もおり、また、新会員でデイホストをした人、ディナーやランチのホストとして参加した人もありました。

FF活動への参加の仕方も多様になりました。受入委員会も分担責任者がしっかり活動しました。

今号では、それらの人たちの感想を中心に報告することに致しました。新鮮な感激が伝わってくるのではな

いでしょうか。

我が家の初国際交流

白岩恵美子・信博・未央

ド
ゥ
ハ
ン
夫
妻
・デ
ィ
ナ
ー
ホ
ス
ト
伊
藤
さ
ん
と
…

鶴
ケ
城
を
背
景
に
…



黒柱、信さんです。

おはよう、二日目は習字の時間ですよ。ジョン

は如雲、カレンは花恋、日本名で書いてみましょ

う。筆遣いもうまい、うまい！ 午後は三春のデ

コ屋敷へ。お面の色づけ、これまたうまい。四日

目は会津の五色沼と鶴ヶ城へ。昼食の新そば、美

味しかった？ 紅葉バッチリ、天気も上々。今後

の日本とＡｕｓの関係もずっとこうありたいです

ねえ、ジョンにカレン。（信博）

とあるタウン誌の募集記事を母が切り抜いて、

すぐ後に決まったホームステイ受け入れ。我が家

はてんやわんやの内に当日を迎えたが、カレンと

ジョンと共に、とても思い出深い５日間を過ごす

ことができた。彼らは異文化(日本)を知ろうとす

る心や、何事にもトライしようという精神が旺盛

で（馬刺しや鴨にも挑戦）良い刺激を受けたし、

私達も、再度日本文化を見直すきっかけともなっ

た。この出会いを大切にし、次は彼らを訪れてみ

たい。（未央）

私達は、大庭さんから引き継いで、Ellis夫妻

(Pattyann 65才、David 71才）の受入をしまし

た。初めての経験で、ドキドキものの受け入れで

したが、夫妻の人柄に助けられ、なんとか責任を

果たすことができました。

夫妻について語るとき「健康・マナー・夫婦愛」

の三つを欠かすことができません。健康について

は、セミベジタリアンで鶏肉以外の肉食はNo！、

食事は少な目、毎朝のウォーキング（我が家でも

三日目の朝、迷子札を持って、二人で散歩に出か

けた）などです。マナーについては、食事で音を

たてないのは常識として、洗面所を使っている時

なども大変静か。指定した出発時間になると、玄

関付近で待っていることなどです。また、足の悪

いデービッドに、階段でやさしく手を貸すパティ

アン。どんな料理が好きかと聞いたら“パティア

ンが作る料理”と答えたデービッド。その他、い

ろいろな場面で、ほのぼのとした夫婦愛が感じら

れました。夫妻は、長崎７泊、京都２泊、郡山７

泊、北海道５泊、韓国10泊すると話していました。

老境に入っても、楽しく旅行を続けられる秘訣が、

この「健康・マナー・夫婦愛」に集約されている

と思いました。

デービッドの趣味がウッド・クラフトというこ

とで、二本松にある「橋本仏具彫刻店」を訪ねま

した。ここは、お母さんが金箔貼り、長男が彫刻、

次男が漆塗りの職人一家で、三人がそれぞれの立

場で、日本の伝統工芸について説明してくれまし

た。大部分が注文製作のため、置かれている作品

は少なかったのですが、伝統工芸の職人から直接

話しが聞けて、夫妻は大満足の様子でした。菊人

形展と裏磐梯にも連れて行ったのですが、観光の

人気スポットでは、混雑を避ける工夫が必要と感

じました。

名前で呼び合える仲間が世界に二人できた。私

達にとって、大変大きな意味のある５日間となり

ました。

８月上旬、平さんから突然の連絡は、受入をし

なくてはならない雰囲気でした。重い気持を７年

ぶりに奮い立たせて、Ingrid(73才) & Max(76才)

Grosskopf 夫婦を受け入れました。
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｢健康・マナー・夫婦愛｣

佐藤紀男・京子

久しぶりに引き受けました・・・
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久しぶりの受入ホスト、それにも増して、夫婦

が少し高齢なので心配でしたが、実際は、とても

元気で活動的でした。“オーストラリアに帰った

ら、ゆっくりと寝ていればいいのだから、今は、

色々なものを見たり、体験することを目いっぱい

したい”との話で、毎朝７時の朝食から、一日が

始まりました。

温泉に入ってみたいというので、那須山に登っ

た際、入浴し、夜はカラオケもしました。マック

スが上手に歌うのにはビックリしました。イング

リッドが興味を持ったものは、神社でした。郡山

での神社の説明が良かったとのことでした。私の

町のさもない神社にも興味ありげに散策をし、写

真にも写しました。京都で神社やお寺を見物して

きたのに、歴史や建物の美しさだけではない、神

の本質でも理解したというのでしょうか。私に「神

道？」と日本語で尋ねたので、少し驚きました。

色紙に書かれた俳句や短歌も熱心に見、字数が違

う事を発見しました。英語に訳してと言われ、歌

の解説にまで発展しました。

久しぶりのホストは、新しいＦＦ会員の皆さん

を知る機会になりましたし、懐かしい方々にも、

お会いできた良い機会にもなりました。

今年の夏に入会しました谷野です。我が家は、

私と小学５年生の娘と３年生の息子と夫の４人家

族。今回はValerie Hobartさんの前半３泊のホ

ストファミリーをしました。

さて初日、ＦＦ郡山で一番狭いと思われる我が

家へと案内し、自己紹介。最初は固まっていた家

族も、気さくなヴァレリーのおかげで、緊張が少

しずつほぐれていきました。特に遠出はしません

でしたが、子供が通っている空手道場や知人の工

芸の展示会に連れて行ったり、柏屋で薄皮まんじゅ

う作りを体験してみたりと、もりだくさんの３泊

４日でした。

ヴァレリーは写真が好きで、あちこちでカメラ

片手に写真を撮っていました。手芸も好きという

ことだったので、ビーズインストラクターの友人

にお願いして、アジア風のビーズストラップ作り

を企画してみました。器用な方で、あっという間

にコツをつかんだのには驚きました。また、日本

食では、たこ焼きを喜んでいました。ヴァレリー

にもチキン料理とポテト料理を作ってもらいまし

た。初めてのホストファミリー体験は家族にとっ

ても私にとっても、大変楽しい思い出になりまし

た。家の中に外国人がいるというのは、なんとも

不思議な感覚ですね。最後になりましたが、初め

ての受入に当たって、ＦＦ郡山の皆様から沢山の

アドバイスをいただき、大変勉強になりました。

有難うございました。

今回のホームステイ受入れには、二つの目論見

がありました。一つは、これを機会に、ゲストルー

ムを整えること。もう一つは、ネイテイブな英語

圏の人との交流です。

お蔭で、子供部屋は、いつお正月がきても大丈

夫なくらい片づきました。さて問題の交流は、私

の英語はままならず、主人の実践英語に助けられ

た感じです。趣味がラクビー観戦の主人は、本場

オーストラリアのJohnさんとも意気投合し、趣味

にも助けられました。ＦＦ入会初めての我が家へ
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楽しい思い出に・・・

谷野 恭子

ともに楽しんだ１週間

渡邉美代子・佑司
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のアンバサダーは、ＦＦ会員歴７年のJohn

Mallon(68才）さん。保険会社をリタイアされ、

几帳面で物静かな方と長崎のホームステイ先のメ

ンバーより情報を得ておりました。

10月26日に裏磐梯と野口英世生家。28日に菊人

形と奥岳から薬師岳へロープウエ-。これには

Johnさんと親しいPaulさん(84才）柳沼さん家族、

増子さん家族が合流し、総勢15名。見事な菊の花

に感激し、疲れたと言いながら、安達太良の頂上

を背にみた福島県の山々の紅葉。空の庭でのラン

チにはアンバサダーの皆さんも満足げでした。

今回，特に付け加えたいことは、国分さん宅で、

長崎で捕虜体験をもつPaulさんと特攻隊志願兵で

元英語教師の安藤さん(80才位)、国分さんのお仲

間との会食。Johnさんも一時は日本人を憎んだこ

ともあったけれど、今こうして、日豪親善をして

いるとのコメント。ＦＦ初めてのホームステイは

私達夫婦も共に楽しんだ１週間でした。ＥＤの平

さん、国分さん、ＦＦの皆さん大変お世話になり

ました。感謝！
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６年前、未会員のまま、ＦＦ郡山が受入した、

アデレードからの夫妻をホストをさせて頂いたこ

とがあります。とても素敵なご夫婦で、その後も

交流が続き、家族でお邪魔したりと、楽しい経験

をしたことがキッカケで、その後も縁のあったイ

ギリスやニュージーランド等の方々と行ったり来

たりと交流を楽しんでおります。

さて今回、新会員として、Lesley & Bill

McQuire ご夫妻を迎え入れる機会に恵まれ、私た

ちは ‘来てくれて、本当にありがとう’ の気持

ちで、自分たちも十分に楽しませて頂きました。

私たち夫婦はリタイア後の生活をエンジョイし

ていますが、その日常生活そのままの中に、彼ら

を受け入れ、力まず……が基本姿勢でした。

Leyは明るく、気さく、そしてタフ。赤ワイン

とコーヒーが大好き。我が家で迎えた誕生日には

感激して泣き出してしまった。Bill は日本の歴

史に大変興味を持つと共に、生活マナーについて

も知っていて、大いなる日本通。どちらが日本人

でどちらが外国人？ と逆転することしばしば。

また、朝夕散歩に出かけ、わが愛犬２匹の名トレー

ナーとして力量発揮、滞在延長を願ったのも本当

の話です。

いつもながら、ことばの壁を感じさせず、心

と心の交流により、笑って笑い転げた一週間に

感謝。

来てくれて、ありがとうLey & Bill

寺澤加奈子・功

海
苔
巻
き
寿
司
作
り
に
挑
戦
す
る
レ
イ
さ
ん

★新聞に報道される !! ★

10/28 福島民報、10/29 福島民友新聞

紙上、左記の“切り抜き”のように、

FFシドニーのアンバサダー達が、郡山

市役所を表敬訪問したことや、１週間

のホームステイ交流の様子・FF郡山の

活動について報道されました。

FF郡山では、この新聞報道記事に、そ

の概要英語訳を添えてコピーを作り、ア

ンバサダーの皆さんに記念として差し上

げました。
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私は少しでもＦＦの活動を理解したいと思い、デイホスト以外

に表敬訪問、ウェルカムパーティ、日光旅行、空港でのお見

送りなどに参加させていただきました。 デイホストは平野さん

と共にチーさんご夫妻を案内し、28日は平野さんの運転で三

春町のデコ屋敷、柏屋、麓山莊の茶室を見学して、公園を散

歩。 そして29日は、二本松の菊人形に案内しました。奥様の

アイリーンは日本の料理はきれいと言って、必ず食べる前にカ

メラに……。 「サンドイッチより寿司ロールのほうが食べやすく

ておいしいからよく食べるのよ、それにステーキより野菜のほうが健康によいから日本食が大好き！」 だそうです。

夫のダグラスは手帳に書き留めた日本語を 「ありがとうございます」 「ごちそうさまでした」 と一生懸命話してくれ

た。空港では、スーが 「長崎で泣いて、京都で泣いて、そして福島で泣いて、きっと北海道でも泣くだろうね」 と涙

ながらに言いました。ほんの１週間なのに、こんなに別れが悲しいなんて・・・ これこそが本当の交流で、ＦＦの良さ

なのだとしみじみ感じました。日本の歴史、庭園、建築などすべてを学ぼうという姿勢と、年齢を感じさせないパワ

フルな彼らに圧倒されました。 紅葉が彩る中、穏やかな日差しを浴び、ゆったりと案内できたことは最高のプレゼ

ントで、楽しい思い出をつくることが出来ました。 ＥＤの平さん、そしてスタッフの皆さん本当にご苦労様でした。有

難うございました。

10月27日は、市役所表敬訪問後に、郡山市内のバス見

学ツァーでした。私自身、昨年末に引越してきたばかりだっ

たので、これはとても楽しいものでした。

開成館では、安積疏水の歴史を学び、質問もたくさん。

大神宮では、神道の説明やお参りの仕方を習い、みんなで

神様にお祈りをしてきました。中には “神道はいろんな神様

を受け入れてくれるから、いいね” と言う方や、長崎滞在で得た神道の知識を披露してくれた方も。（私より詳しい

……！） ちょうど、着物姿で、七五三参りの家族も何組かあり、一緒に写真を撮ったりしました。 千歳飴もお薦め

しておきました。(袋の絵が日本的だし、私、あの飴大好きなのです) 美術館では、桃山時代の鎧や兜、陣羽織や

着物が展示され、とても興味を示してくれたのですが、説明文の日本語が難しく、展示物を見てもらうだけの方も・・・。

最後は、郡山市内を一望できるビッグアイの展望階に行き、そこで、宇宙関連の展示を見ました。 説明員よりも

良く知っている方、宇宙飛行士訓練用のマシンをトライしてみた方など、皆さんアクティブに見て回っていました。

予定以上に時間がかかってしまい、ショッピングの時間がなくなって、女性陣は残念そうでしたが、男性陣は、喜

んでいました。(どこへ行っても男と女は、同じようですね。)

一日を通して、私のつたない英語に呆れることなく、日本や郡山について学ぼうとしている熱心な姿勢は、見習

うべきものがありました。 また、当たり前だと思っていたことを改めて質問され、答えられない場面が何度もあり、自

分が日本について、よく分かっていないことも教えてもらいました。 とても貴重な体験をさせていただき、有難うご

ざいました。

菊人形会場でChee夫妻・Sueさんとともに

初めてのデイホスト・・・

岡田 純子

市内見学の通訳を担当して・・・

桑名 実香

桑名さんの発声に合わせて参拝する
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帰りのバスの中、心地よくハーモニカとオカリナの音色に酔っ

た。たった一日きりのおつきあいでしたが、もっとみんなと一緒に

いたいと心から思っていました。

当日朝、福島から郡山に行く新幹線の中で、不安に思ったこ

とがもう何日も前のようだった。初めての日光Day Trip参加、ど

のように事が運ぶのかもわからず、果たして、すぐに英語で対応

できるのだろうか。ゲストは日本について調べており、バスの中で研究発表したいと言う。日本語に直すとしても、

オーストラリア英語は訛があり、ましてやガタガタ、バスの中、絶対聞き取れるわけがない。なにがしかの日光につ

いての資料や日本研究の賞状、ちょっとしたプレゼントを用意したが、果たして喜んでもらえるだろうか・・・。

私たちＦＦメンバーは、ゲストに喜んでもらうために、いろいろおもてなしを考える。色々経験もあれば、人それぞれ

おもてなしについての考えも違う。一生懸命やったことにご意見をいただけば、おもてなしの気持ちまで否定され

てしまったような気になってしまう。また、おもてなしが相手に通じないこともある。しかし、今回は満足100％だった。

平さんに荷物をまとめて貰ったり、嶋さんにスケッチブックを持たせてしまったり、矢部さんの指示にすっかり安心

しながら、オーストラリア人も日本人も、一緒に行った人全員の暖かい気持ちに支えられて、自分のやりたいことを

させていただいた、そんな気持ちでした。ご協力感謝しています。

日光 Day Trip Guide 役をして・・・

佐藤 裕子

佐藤さんお手製の紙芝居・・・

初めての受入委員を引き受けて、初回打ち合わせの時、

ED・平 伸子さんに会計係をやって欲しいと言われ、戸惑

いましたが、何事も経験と軽い気持ちで引き受けました。今、

思い起こせば何と無謀な？ 係を引き受けたものだと背筋

が凍る思いでした。今回のシドニー受入委員がフレンドシッ

プ郡山に入会して初めての経験です。英語が苦手な私で

すが、旅行が大好きで、国内を始め海外へもたくさんの国を旅行しており、一番好きな国はスペインです。６

回訪れています。昨年は女房を連れて１週間訪れて、楽しいひと時を夫婦で過して来ました。

前置きはこの位に、会計係がどの位の仕事があるのも分からず引き受けてしまったのです。簡単に経費

の支払いをするぐらいに思っていましたが、そんな簡単なものではありませんでした。受入委員の仕事をし

た他に、会計係があったのです。各係の方が立て替えたお金を精算したり、請求書がまわってきたものを支

払ったり、一番大変だったのは、ウェルカムパーティでの集金でした。出席者一人一人の領収書を作り、名

簿に集金した方のチェックを入れ、そしてお釣りを出してお金を数える。日光デイトリップに参加する方の参

加費も同時に集金する。最低でも５人ぐらい必要でしたが。何とか、沢山の会員及びスタッフの皆様方のご

協力により、スムーズに終了することが出来ました。本当に有難うございました。心より御礼申し上げます。

来年の８月17日より26日までの10日間、ブラジルのFFジュンディアイ クラブに渡航予定です。私が渡航

EDに任命されましたので、是非ご一緒に、地球の裏側ブラジルに行きましょう。よろしくお願いします。

初めての会計係を終えて・・・

嶋 勇吉
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今回初めて受入交換委員を引き受けましたが、後になって

少し後悔しました。 と申しますのは、11月１日・２日に県内の工

業高校生による「ものづくりコンテスト」があり、私はその中の責

任者だったからです。 その準備に追われ、なかなか交換委員

の仕事ができず、EDの平さん始め他の委員の方々にご苦労

をかけてしまいました。 それでも何とか時間を見つけ、アンバ

サダーのプロフィールの翻訳や歓迎プラカード製作、そしてアンバサダーのために、郡山コンベンションビュー

ローから観光案内のパンフレットやキーホルダーをいただくこと、郡山駅の歓迎看板設置の依頼などを行い

ました。 今回は、郡山クラブの周到な準備と温かいもてなし、さらに素晴らしい天候とアンバサダーに恵ま

れ、充実した交流だったと思います。

今回の交流で感心したことが多々あります。 その１つは、佐藤先生のフルートの演奏でパーティの幕が

開いた時、それまで歓談していた方々も一斉に静寂になり、フルートの音色に耳を傾けていたことです。 ま

た、我が家にステイしたValerie Hobartさんが、よく日本のことを勉強していることにも驚きました。 二本松の

菊人形を見に行きましたが、日本の文化に感動し、しきりに写真とメモをとっていました。

最後に、今回はデイホストの矢部さんを始めEDの平さん、多くの方々に大変お世話になりました。心より

感謝申し上げます。

今回、初めて交換委員を引き受け、デイトリップの係になりました。バスの予約や日

程などは、春から少しずつ決めていましたが、やはり当日は、上手く行くかと心配で緊

張しました。 朝、素晴らしい秋晴れのもと、ビッグパレットの駐車場に集合。皆さん早

めに集まって下さいましたので、予定時間より少し早く出発する事ができました。 バス

の中では、佐藤裕子さんが、手作りのパンフレットをもとに、日光についての説明をし

て下さり、より興味と理解を深めることが出来たように思います。そしてシドニーの方たちの発表会。 「日本の家に

ついて」 「刀について」 「日本の庭について」 本当に良く勉強してきて感心させられました。

東照宮では、 最初に全員で写真撮影、「眠り猫」 「鳴き龍」などを見学後は、フリータイムとしました。 平日にも

かかわらず大勢の人々が訪れており、特に海外からの観光客が多く見受けられました。 ランチ後、日光江戸村へ。

水芸や忍者などを見たり、籠に乗ったりと、とても珍しそうに楽しんで下さったようで、ホッとしました。

帰りのバスの中では、野内さんのオカリナに合わせて、ポールさんがハーモニカを演奏。 とても感動しました。

「音楽に国境はない！」 本当に素敵な時間でした。

今回の旅行は、時間に遅れる人もなく、また、それぞれのグループ行動もスムーズに動いて下さったので、万

事支障なく進行することが出来ました。 ＦＦシドニーの方たちは、とても穏やかで協力的で、素晴らしい方たちば

かりでした。 お陰様で、初めての受入委員としての責任を無事果たすことができ、感謝しております。

ご協力下さった皆様、本当に有難うございました。

（追記 ： 11月中旬、シドニーを訪れた時、M・Karen夫妻、H・Valerie夫妻と再会してきました。 「郡山の皆様に

ありがとう、そしてよろしく」 とのことでした。）

受入交換委員を担当して・・・

縫 裕訓

日光デイトリップを担当して・・・

矢部 宏子
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★シドニー受入反省会 !

11月10日(日)午後、スタッフ会議とホスト家族会

の両方で反省会がありました。

全般的には大成功だった！という評価が多かっ

たと思います。ここでは、紙面の都合で、今後に

生かして行きたい反省事項を、かいつまんで紹介

致します。

・新幹線事故で、大幅な到着遅れがあったが、緊

急連絡のために、今後は“ケータイ”での連絡網

を作った方が良い。アンバサダーにも国際ケータ

イを持っているか？ 確認する。

・新入会員に対する「ホストファミリーの手引き」

に前半後半ホストの荷物の引渡しについての項目

を追加する。

・交換委員会でアンバサダーに日本、郡山につい

て何を伝えたらよいか、大きな方針を決めておい

た方が良い。

・郡山クラブが渡航する時にも、もっと相手の国

について勉強する必要がある。

・交換委員会の細かい出費について、ある程度の

仮払金を預けておくことを考える。

・市役所との打ち合わせには時間を要したが、親

切に対応して頂いた。

・アトラクションは好評だったが“うつくしま連”

の方に、駐車場料金の負担をかけてしまった。

・デイトリップの帰着時間が午後６時半すぎだっ

たので、夕食準備が出来た。等々。

★新入会員で、８月17日からのFFモスクワ渡

航交換に参加した遠藤雍子さんが、読売新聞

のタウンリポーターとして“FF郡山がロシア

訪問”を執筆しました。15名の会員がFFモス

クワを訪問して、市民宅にホームステイし、

交流した様子と、FF郡山の活動についても紹

介したものです。10月13日福島版の“ほのぼ

の＠タウン”欄に掲載されました。

★12月17日(日)午後２時から

郡山市民文化センター

郡山バッハ研究会 第10回定期演奏会が開催

されます。指揮者は、FF郡山合唱指導者の斎

藤和夫さん、FF郡山会員も数名出演します。

1985年に発足してから、２年に一度の定期演

奏会を開くとともに、今までに２度のヨーロッ

パ演奏旅行も行っております。室内楽、ソリ

ストとも中央で活躍

しているプロの方々

を迎えての共演とな

る今回の演奏曲は「ミ

サ曲ヘ長調」(バッハ）

「フルートとハープ

のための協奏曲」(モー

ツァルト）「レクィ

エム」(フォーレ）で

す。是非お聴き下さ

い。

入場券は一般3,000円、

小・中・高生1,500円

協賛会員

薄皮まんじゅう (株) 柏 屋
協賛会員

(株)ヨークベニマル

会 員 動 向
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★2007年世界大会は３０周年祝賀大会…

1977年創設以来３０周年となる、2007年FF世界

大会は、本部のあるアメリカ・ジョージア州・アトラン

タ市で開催されます。

３月１日（木） 30周年祝賀会～参加費１５０＄

（内７５＄はレガシー・キャンペーン寄金）

３月２日（金） 開会全員大会とワークショップ

３月３日（土） ワークショップと表彰 ・閉会式

上記 ２泊と大会参加費で２８８＄

閉会後、３月３日夜～３月７日午前中まで、４泊の

ホームステイプログラム、参加費１６０＄

そのほか、アトランタ市内観光ツァー＠３５＄など

もあります。只今、参加者募集中、インターネット上

からも申込みできます。

★FFアジア-パシフィックフェスティバルは
名古屋で…
２年に一度開催される太平洋地域FFクラブの交

流会。２００７年は “城と桜” のキャッチフレーズで、

４月４日(水)～８日(日)に開かれます。

名古屋城をはじめ、トヨタ自動車工場見学なども

含めて、歴史と現代の多彩なプログラムを盛り込

んだ交流会です。日本人参加費は650＄

事務局に問い合わせ下さい。

事 務 局 便 り

発行日 2006 年 12 月 10日 第 44 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

↑ ★総会に出席を…… ↑
懇親会(午後１時)費等…詳細は同封の案内・葉書に

ありますので、返信をお願い致します。

締切～12月２０日(木)頃までに投函して下さい

会場・大成公民館は、前年と同じ会場ですが、国道４

号バイパス・大槻交差点を西の方に曲がり、約300m行

くと、右手にセブンエレブンがある小さな交差点を右折（北

の方角）して少し行くと、右手に大成小学校があり、その

北隣です。

2007 年 １ 月 28 日 (日) 午前11時30分から 年次総会です！
場所 ： 大成公民館 → 同封の葉書で出欠の返信をお願いします !!

◆2007年度受入は５月です !! ◆５月16日（水）～ ７泊の予定

カナダ・カルガリークラブから約２５名、
間もなく受入ホストを募集します。

カルガリーは、1988年に冬季オリンピックの

舞台となって名前が知られています。

カナダ・アルバータ州最大の都市で、1914年に付近で、カ

ナダ最初の石油が発見されてから急速に発展した所です。石油

鉱業ではカナダの中心的役割を担い、大手石油会社のオフィス

ビルが建ち並び、カナディアン・ロッキー観光の玄関口。

毎年7月のはじめには、カウボーイの祭典「カルガリー・スタ

ンピード」が開催

されます。

カナダの公用語

は英語とフランス

語ですが、アルバー

タ州は英語圏です。

秋に予定していた、FFダービーシャー
(イギリス)受入はキャンセル !!
12月７日(水)、受入ED・縫さんのところ

にEメールが届き、先方の都合で、残念

ながら、この受入はキャンセルとなり

ました。
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Douglas & Eileen Chee ・・・
佐々木和彦 / 鵜沼 良子

FFシドニー アンバサダー / 受入ホスト会員名一覧

Paul Couvret ・・・ 国分 弘子

Fred & Carmen Exner ・・・
増子 晴子

Bill & Robin Doohan ・・・
左館 幸枝

John Eames & Karen Mizon ・・・
網代 純子 / 白岩恵美子

David & Pattyann Ellis ・・・
大庭 次子 / 佐藤 紀男

Max & Ingrid Grosskopf・・・
須田 妙子 / 橋本 真澄

Alfred &Shirley Pensini ・・・
矢吹 光子 / 高野左起子

Valerie Hobart ・・・
谷野 恭子 / 縫 洋子

Brian Nixon &Lesley Taylor Watts・・・
柳沼 文雄 / 桜川真奈美

Henry & Noelene Sylvester ・・・
菊池 幸子 / 笠間タイ子

Helen Hutson ・・・坂本 洋子

John Mallon・・・
渡辺美代子

William & Lesley McQuire ・・・
寺澤 功

Susanne Poole ・・・ 川中 誠

デイホスト・ディナーホストとして交流した会員の皆さん・・・

石森君江・伊藤順子・岡田純子・桑名実香・佐藤裕子・塩谷好子

田巻つや子・野内隆夫・野田節子・平野二美子・矢部宏子

Joan London・・・
谷口ヒサ子

参加希望者募集中!!
問い合わせ → ED嶋さん又は事務局へ

≪予定≫ 2007年８月１７日(金) ～

ホームステイ５泊＋イグアスの滝・

リオデジャネイロ等のオプションを入

れて、のべ１０日間くらい。

概算費用 オプションを含めて、目安として約３０万円位。

FF郡山では、2001年10月にFFサンパウロ(ブラジル)から、８名のアンバサダーを受入交流しまし

た。この時に来た、セルジオ夫妻(奥さんが日系２世) が所属するＦＦジュンディアイクラブを訪問

交流することになりました。言うなれば“リターンExchange”の形になったわけです。

サンパウロは、ご存じの方も多いと思いますが、南米ブラジル最大の都市で、人口約1,100万人。

ジュンディアイ市は、サンパウロ中心街から北西に約60km(郡山～福島間位)にある、人口約40万人

の都市です。日系人も、いちごの栽培等で活躍しています。岩国市(山口県)と姉妹都市になってい

ます。

８月は冬で、平均気温 最低13℃、最高23℃、乾燥した気候です。

E.D. Karenさんからのメッセージ
Thank you to youand your committee as well as all the members
of the Friendship Force of Koriyamawho part icipated in home,
day and dinner hosting.
They have all made us so welcomed andwe feel sad to leave you.

We look forward to seeingyousoon in Sydney and hopefully we
can t ry to return some of your hospitality... Karen

2007年はブラジルに行きましょう!




