
２年前のスタッフ会議で、2007年の

渡航希望をまとめる時、私が2001年

にFFに入会して、初めてホスティング

したブラジル・サンパウロを挙げたとこ

ろ、それが採用され、渡航EDに任命

されました。しかし英語もプァーな私に渡航EDが務

まるのか大変心配でした。私宅にステイしたセレノ・

セイコさんにメールを送りましたところ、サンパウロで

なく、ジュンヂアイで受けたいから、渡航先クラブ名

をジュンヂアイにして欲しいと言ってきたので、FFＩに

申込み、決定したのでした。

2007年に入り忙しくなりました。 FFＩとジュンヂアイ

Darlene会長への連絡は佐々木さんにお願いしまし

た。私はED(交換委員長)が、どの様な仕事をするの

かも分からないまま受けてしまったので、クラブ交換

規定・渡航EDマニュアルをＦＦＪホームページからダ

ウンロードして、勉強を始めました。６ヶ月前のプラン

決定に始まり、出発当日までの準備、帰りの飛行機

の中でのこと、交換後のまとめまで、事細かにマニュ

アルに記載されており、大変役に立ちました。

昨年10月28日、FFシドニー・ウェルカムパーティの

時、希望者募集アンケートを配って回収集計した結

果は、参加したい・予定が合えば参加したいを合わ

せると14名でした。これなら何とかなるぞ……と手応

えを感じたものです。３月、正式募集ハガキ送付・回

収……参加者11名、友人の参加希望者２名、計13

名となりました。

４月29日第１回ブラジル渡航委員会開催：７名出

席、各担当の決定など。

その後、埼玉クラブより５名、６月に東京クラブより

２名の希望があり、郡山クラブ最終11名、合計18名

の渡航交換プログラムとなりました。６月７月８月と、

合計４回の渡航委員会を開催し、綿密なる計画を作

りました。会計・贈物・ポルトガル語・パーティ委員、

副ED等、全員に何かしらの役割をお願いしました。

出発当日は貸切バスで郡山から11名、成田空港
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で埼玉５名、東京２名と合流して、全18名がそろいま

した。飛行機は順調に飛びアトランタ(アメリカ・ジョー

ジア州)で、乗り換え５時間待ちでしたので、初めて

の埼玉、東京の人達と一緒に、パーティ出し物の

練習です。搭乗ゲート待合室で、合唱の練習、会津

磐梯山の歌と踊り、多国籍待合者が好奇の目で見

る中、何度も練習しました。アトランタからは２時間遅

れで飛び立ち、成田〜アトランタ：14時間、乗換え：７

時間、さらにサンパウロまで10時間、のべ31時間に

及ぶ所用時間、もうウンザリでした。

現地時間で８月18日朝、７時20分頃、サンパウロ

空港に到着したのです

が、出たところで大きな

横断幕が目に入りました。

「YOKOSO BURAJIRU

E」 と書いてあり、両サイ

ドには、日の丸とブラジ

ル国旗、そしてJUNDIAIの文字……一同大感激。

そして懐かしいセイコさんの顔……抱き合い、再会

を喜び合いました。空港からバスでジュンヂアイまで、

およそ１時間、会長が経営している市内の英会話学

校前に到着。そこには、受入ホストが、家族と共に待っ

ていました。殆どの人が、事前にメールなどで連絡を

取り合っていたので、スムーズに挨拶をして、それぞ

れの家に分散しました。途中、佐藤紀夫さんのホスト

の母親が病気悪化したため、急遽、セイコさんが男

３人を引き受ける事になりました。佐藤さんは、一人

でステイするより良かったとのことでしたが……。

夕方８時30分より、ウェルカムパーティが市内の

レストランで開催されました。大きなレストランで、サラ

ダ、寿司、チーズ、スープ等のバイキング＋焼肉(シュ

ラスコ）は串に刺された大きな塊を、ナイフで好みの

大きさに切ってくれる仕組みでした。全員が揃ったの

は９時位になりました。ブラジル時間かな……？

ED挨拶、ジュンヂアイ

会長挨拶、そして乾杯、

日本人は浴衣を着て出

席しました。私たちの合

唱「ふるさと」「会津磐梯

山の歌と踊り」～舞台の上で、佐々木文子さんと矢

部宏子さんが踊り～全員が会場テーブルの外側を

周り、踊りました。簡単な踊りなので、ブラジルの方々

も全員踊りの輪に入り、大変盛り上がりました。日本

人もブラジル人も心を共有できたと思います。 それ

から「フレンドシップフォースの歌」～１番は日本語

で、２番は英語で、全員で歌いました。その後はサ

ンバやタンゴなどになり、沢山踊りました。最後にジュ

ンヂアイ クラブよりアンバサダー全員に、ビーチサ

ンダルのプレゼントがありました。

８月19日は、バスでサンパウロ市内ツァー。中心街

の移動は地下鉄で動き

ました。美術館、鉄道の

駅、高層ビル、市役所、

劇場。市内にはトロリー

バスが走っていました。

午後は、リベルダージ地

区の東洋人街(日本人街)を自由散策。日本の食材

が豊富に売られていました。私は、ブラジル日本文

化福祉協会に行ってみました。1,200人収容の大ホー

ルでは、日本の歌手が来て、歌っていたそうです。

集合時間には、日本人は時間通り集合しましたが、

ブラジル人は、なかなか集まりませんでした。

８月20日は、ジュンヂアイ市内見学。教会前の広

場に集合、記念撮影。地元TVが取材に来ました。私

と佐々木さん、佐藤裕子さんがインタビューをされま

した。当日夜のニュースで紹介されたそうです。博物

館を見学し、市内目抜き通りを散策。その後、集合
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Exchange日程+オプション旅行

8月17日(金)
午前８時バスで出発
午後３時半 成田空港を飛び立つ

日付変更線を

通過して

同じ17日

午後３時頃 アメリカ・アトランタ着
午後８時頃 アトランタ発

18日(土)
朝、サンパウロ空港着
ホ－ムステイ交流開始、

19日(日) サンパウロ市内ツァー

20日(月) ジュンヂアイ市内ツァー

21日(火)
東山農場見学ツァー
夜 フェアウエルパーテイ

22日(水)
午後１時頃 サンパウロ空港発

イグアスの滝観光へ（ホテル泊）

23日(木)
午前中 イグアスの滝(アルゼンチン側)
午後３時空路リオデジャネイロへ(ホテル泊)

24日(金)
終日 リオデジャネイロ観光
午後11時頃 リオ空港発

25日(土)
朝 アトランタ空港着 乗り換えて
午前10時過ぎ アトランタ空港発

26日(日)
午後１時半頃 成田空港着
貸切バスで郡山へ

★FF郡山ホームページには全ページカラー写真版が掲載されています。どうぞご覧下さい！



場所への移動でしたが、早

い人は着いてから、１時間

30分も待っていました。また

ブラジル時間かな……？

昼食はFF会員の方が作っ

たブラジル名物「フェイジョアーダ」を美味しく食べま

した。たまたま、セイコさんの誕生日なので、ケーキ

＋全員の歌で、お祝いしました。

８月21日、バスで東山農場見学です。ジュンヂア

イ市からサンパウロとは反対方向に、約60キロ離れ

たカンピーナス市の近郊で、1927年、三菱財閥の岩

崎家が設立したそうです。農場本館は、200年以上

の歴史が刻まれていました。今では約300ヘクター

ルの畑で、コーヒーを栽培しており、品種改良をして、

ブラジル全体の60パーセント以上の苗を供給してい

ます。ちょうどコーヒー豆の収穫期に入り、350人以上

の人が働いているとのこと。ＮＨＫ創立80周年記念ド

ラマ「ハルとナツ」の撮影が当地で行われたそうで

す。秋田県出身の女性マネジャーが、日本語での

説明だったので、とても良く理解できました。昼食は

そこで栽培された、無農薬・有機栽培の野菜が使わ

れたサラダと焼肉、果物でおいしい食事でした。

夜は､フェアウェルパーティ。夜７時30分集合でし

たが、毎度のように、８時30分位に全員が揃いました。

ピザの店と聞きましたが、焼肉、スープ、サラダ、チー

ズ、デザート、何でもありのバイキング、ピザはボーイ

が持って来て、好みの物

をチョイスして食べました。

地元の新聞が取材にき

ました。日本人が18名も

団体で、この地に来たの

は初めてだそうです。記

念品の交換、そして簡単な挨拶をして、今回は､ブラ

ジル人が歌を披露してくれました。

８月22日最後の日。午前8時30分集合。今回は飛

行機に乗るので、集合時間は守ってくださいと、昨

日全員に話したので、さすがに正確でした。ホストと

別れを惜しみ、バスでサンパウロ空港に向かいまし

た。空港では、イグアス行きの手続きも会長やセイ

コさんが手伝ってくれました。私はセイコさんと涙ぐ

みながら、再会の約束をして、ゲートに入りました。

彼女は何度も何度も手を振ってくれました。

FFジュンヂアイ会長を始め、会員以外で受入に協

力してくれた方々、そしてFF会員の皆様のユーモア

溢れる歓迎、2世ED・セイコさんの細やかな気遣い、

本当にお世話になりました。有難うございます……

ムイント・オブリガード（たいへん有難う ）。

私達のホストであるイザベラ・ネルソン カブ

ラル夫妻は大変親切で、心から私たちを歓迎して

くれました。ヒマワリの小鉢を私たちの部屋に飾

り、新しいタオルを用意し、食事には、私たちの

好みに気を配り、恐縮するほどでした。

何かしたいことがあるかと聞かれましたので、

マーケットに行きたいと返事したことから、私達

はホームセンターと市場見学に、連れて行っても

らいました。

市場見学では、イザベラが行きつけの日系３世

の八百屋の親父さんに歓迎され、冷蔵庫からごぼ
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ジュンヂアイにて・・・
Isabel & nelson Cabral / 安藤ヨイ子

今回は受入ホストの名前も併記してあります（参加者名簿順）

イグアスの滝の一部



うを出してきてくれて、かぼちゃも頂いてきまし

た。店では、私達が普段食べる野菜は大体売って

いるようでした。宮崎出身とか、色々な話をして

いたら、親父さんは、本当は熱帯の果物をあげよ

うと思ったのに間違えてしまったとのことで、興

奮気味だったのでしょう。さて、ごぼうとかぼちゃ

を料理しなければならなくなった私は、調味料が

心配になりました。サラダぐらいなら出来るかと

考えながら小さな店が居並ぶ市場の中を歩いてい

ると、今度は、イザベラが梅干しを買うという店

に案内されました。なんと驚いたことに、その店

の奥まったところの棚に醤油も、本ダシも、日本

酒も並んでいました。きんぴらを作る目途が立ち、

私は嬉しくなって、東麒麟(何と、２日後に見学

した東山農場で醸造されている清酒でした）と本

ダシと醤油を買い、カブラル宅で、きんぴらゴボ

ウを作り、食べていただきました。ご夫婦とも、

大変きんぴらゴボウを気に入り「おいしい、おい

しい」と食べていました。本ダシの使いようもな

いだろうと思っていたら、別の日に立ち寄ったスー

パーで、意外なことに味噌を売っているのを発見

し、買ってきました。ブラジルでは130万人とい

われる日系人の食生活に、今なお味噌・醤油は必

需品なのでしょうか。帰ってから、ジャガイモ・

たまねぎを使わせてもらって、味噌汁の作り方を

披露し、味わっていただきました。これも大変好

評でした。

イザベラはお土産に持っていった英文の日本料

理の本に興味を示し、それを参考に、日本料理に

チャレンジするとのことでした。

４泊５日の短いホームステイでしたが、初日の

歓迎パーテイでの会津磐梯山を、ジュンヂアイク

ラブの人達と何度も踊ったこと、サンパウロ市内

や東山農場の見学、カイピリーニャにフェージョ

アーダ等、どれも、忘れ難い思い出を一杯作って

いただきました。ジュンヂアイ・クラブを挙げて

大歓迎いただき、大変な心配りをして下さったホ

ストはもちろんですが、先方ＥＤのSEIKOさん初

め、皆さんに感謝しています。

FF郡山アンバサダーのポーター役としてブラジ

ル行きが決まると、直ぐにある知人を思い出しま

した。彼は、昭和32年に高校を卒業すると直ぐに、

大農場の経営という大志を抱いて、サンパウロの

西南、約300kmに位置するアピアイ市に移住し、

種々の苦労を乗り越えて、トマトや柿の農場を経

営していました。10数年前に彼が実家を訪ねた折

り、ブラジルでの農業や生活の話を聞こうと宴席

を設けました。酒の勢いも手伝い、ブラジルでは、

ロープの先に針と餌をつけて川に投げ込み、魚が

大きすぎて人手では上げられないので、トラック

で引いて釣り上げるなどと、スケールの違う冗談

話をしたものでした。

ホスト宅に着いて間もなく、その知人の長男か

ら電話があり「自分はジュンヂアイ市に住んでい

る。父が是非会いたいと云っており、父母がアピ

アイからやって来るので、一緒に食事をしたい」

との伝言を受けました。イザベラはイタリア系移

民の子であり、健在な父親は、アピアイに出かけ

てはトマトの買い付けをしていたそうです。そん

なこともあり、10数年振りに、ホスト夫妻を交え、

知人夫婦・その息子夫婦・孫と一緒に、懐かしい

話や珍しい話をして、楽しい夕食を共にすること

ができました。

大きい農場を経営する知人は、大学を出てサン

パウロの日系企業に勤め、立派なマンションに住

む長男を頼もしく思う一方、農業の後継者の心配

をしているようでした。
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10 数年ぶりの再会・・・
Isabel & nelson Cabral / 安藤裕規

ブラジルの果物



思えば遠くへ（行って）来たもんだ～♪ 地球儀をくる

くる廻しながら思いました。それにしても、ブラジル・

ジュンヂアイでのホームステイは、私にとって、とても

快適なうれしい４泊５日でした。

事前のメールで、ホストのオーバさん夫妻は日系

人であることや、家族構成が同じで、髭づらの息子

が我が家の息子によく似てる……。 もしかして日本

語で会話が出来るかも？ 何と私の予想的中！ で

した。 ジュンヂアイ市中の真新しい16階建てアパー

ト、しかも最上階、すばらしい眺めでした。

奥さんのオルガ、夫さんのマサヒロは、海外からの

来客を迎えたのは初めて、とのこと、大変喜んで下さ

いました。（ダイニングルームにはバイブルが広げら

れ、彼らの信仰にもすぐに気がついた私）オルガは、

以前から日本語を勉強していたので、私たちとの会

話を心待ちにしていたそうです。（辞書を２冊も常備

していました）展望レストランのようなテーブルを囲み

夕食の席で“冗談”を飛ばしながら私が、みんなが

大笑いをしている。（今までの海外での私はいつも

寡黙でニヤニヤしていた） 幸せでした。

オルガとは趣味の手芸、お互いのボランティアの

こと、彼女の好きな料理のこと等、いろいろ話しまし

た。「どんなに沢山の富を積んでも幸せではない！」

と、オルガはいつも貧しい人達のためを思い行動す

る、心の温かい女性でした。

私が嬉しかったことの中には、ウェルカムパーテイ

での会津磐梯山の歌と踊り、FFジュンヂアイの人達

が、私たちと一緒に、とても楽しそうに踊ってくれた姿

を忘れることは出来ません。（特に磐梯山の姿を表

現する仕草がお気に召したようでしたね） ED・嶋さ

んはじめ、みなさんに心から“感謝”です。オルガ＆

マサヒロへ “オブリガーダ“
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オルガの想い・・・
～日系３世・４世のルーツ～

Olga Oba / 佐々木和彦

私たち夫婦のホスト家族は、日系３世・４世の50才

代夫婦でした。現在、オーバ夫妻ともう一人の共同

経営で、ジュンヂァイとサンパウロ地域で輸血関連

の医療事業(従業員120名)を営んでいる、いわゆる

成功者と思います。オルガさんは、心優しい日本民

族の気質を受け継いだ女性です。一見して裕福と

思われる暮らしぶりですが、奢った仕草は見られま

せん。１日おきに午後半日ずつ来るメイドさん(お掃

除や洗濯を主にする)、１週間に１日だけ来る別な

お手伝いさん(沢山あるガラス戸や窓の清掃専門)

にも友人のように接し、アフリカ系の彼女たちの生

活を援助している姿勢がうかがえます。ブラジルの

平均失業率は10％に近く、物価上昇率が年５％以

上ある現状で、人種的にも格差がありそうな様子を

垣間見たように感じました。

オルガさんは４世です。生まれた時からポルトガ

ル語でした。そして今、ようやく日本語を習っている

ところです。片言の日本語と、ポルトガル語、英語を

チャンポンで、いろいろ話しているうちに、大切に

持っていたらしい“古びた写真”を数枚出してきまし

た。裏に祖父さんや祖母さんらしい名前が書いてあっ

たのですが、日付がありません。それさえも、彼女

にとっては “遠い外国 日本の漢字”で、チンプンカ

ンプンでした。 しかし彼女は、それを元に、出来れ

ば自分のルーツを見極めたいと思っているようなの

です。今までに調べておいたブラジル風ローマ字

の“家系図？”（上記）にあるように、母方の祖母と父

方の曾祖父が福島県からの移民らしいのです。で

すから、今回、私たちのホームステイを受け入れる

のは、一つのチャンスだと思っていたようです。

オルガさんの年令、その他から年代を類推すると、

祖母モンマ サダコさんは1930年代、曾祖父サカイ

キチシロウさんは100年近く前の “笠戸丸” 時代の

移民であるように思われます。

オルガさんのルーツをたどって、今、私のインター

ネット検索と図書館通いが続いています。

オルガが書いた家系図？

日本語で冗談を・・・
Olga Oba / 佐々木文子



ブラジルは遠かった・・・・。『地球の裏側」

と頭では理解していましたが、到着までの時間の

長さに、身を以て実感させられた旅でした。私た

ちのホスト、トヨミさんは、日系二世ということ

で、日本語が話せる方でした。私に取って、ＦＦ

旅行でのホームスティは３回目となりますが、初

めて言葉が通じる家だったので、とても嬉しく思

いました。車で家に向かいながら、実は彼女がＦ

Ｆの会員でないと聞いて、「ご迷惑なのでは・・・」

と、気になりましたが、それは全くの杞憂に終り

ました。到着した日のランチに、娘さんや息子さ

ん、お孫さんまでが歓迎のために家まで来てくれ

ていて、その後も何度もブラジル料理を作ってご

馳走してくれました。滞在中、とても楽しい日々

を過ごすことができました。

そして、最後の日、帰りの車の中で、トヨミさ

んから「私は、初めてホームスティの人を迎えた

ので、最初はとても心配した。でも、私の家に泊

まったのが、あなたたちで本当に良かった。私は

あなたたちが大好きです。」と言われ、私は、本

当に嬉しくて涙が止まりませんでした。どんなに

遠い国に来ても、心は通じるんだなーとつくづく

思ったのでした。トヨミさんの家にステイ出来て

本当に幸せ、距離がこんなに遠いブラジルが近い

国に思えてきた、とても素敵な旅でした。

オプショナルの「イグアスの滝」も想像以上の

素晴らしさでした。お天気に恵まれ、リオデジャ

ネイロの美しい景色も見ることが出来、感動しま

した。私たちのために、本当に頑張って下さった

ＥＤの嶋さんをはじめ、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。

私が今まで抱いていたブラジルは「遠い国」という

イメージでした。 しかしこの度、遠いブラジル訪問の

チャンスを与えて頂いたので、思い切って参加しまし

た。

私は、外国語が苦手なので、果たしてうまくコミュニ

ケーションが取れるだろうか、とても不安でした。ホス

トの待つジュンヂアイに着き「幸子です。よろしくお

願いします。」と握手をすると「トヨミです。どうぞよろ

しく。」と日本語で返して頂き、私は嬉しさと安堵感で、

これからの四日間がとても楽しみになってきました。

案内された家は、広い豪邸で、目を見張るばかり

でした。さっそくシャワーで汗を流した後、ダイニング

ルームで、ご家族の皆さんと一緒に、トヨミさんの手

料理を頂きながらおしゃべりをし、和やかに時を過ご

しました。その時に、ブラジルのご飯と日本のご飯を

出して頂いたことに私はとても感激しました。本当に、

トヨミさんの細かい優しい心遣いを有難く思いました。

ホームスティは、宏子さんと二人だったので、徐々

にトヨミさんとの会話も弾み、子どものこと、旅行のこ

と、人生観等の話題では、特に弾みました。私は同

じ思い、同じ考えに共鳴を覚え、嬉しく思いました。

ジュンヂアイ市内見学の時は、遅い帰りにもかか

わらず、手早く夕食を作って、ご馳走してくれました。

ホームステイ最後の朝は、私達のために日本食を作っ

て下さったことに、胸が熱くなりました。ブラジルでの

４日間は、トヨミさんの心優しいご家庭にしっかり浸る

ことができ、とても幸せに思いました。トヨミさんは、日

本語が堪能なので、私は心が通じ合い嬉しかったこ

とを伝えました。

私にとってブラジル訪問は、とても素晴らしい思い

出になりました。この度のブラジル訪問にご尽力くだ
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遠くて近い国・・・
Toyomi Kamura / 矢部宏子

優しさに浸った五日間
Toyomi Kamura / 岩間幸子



さったＥＤの嶋さんはじめ、お世話になった皆様に、

心から感謝申し上げます。有難うございました。

メイドさんがいる生活、塀に囲まれたセキュ

リティエリアに建つ住宅、たっぷりとした牛ヒ

レのステーキ、まったく見当もつかないポルト

ガル語。日本とは全然違った生活だったにもか

かわらず、思い出すと懐かしくなるのは、ホス

トみんなで私を歓迎してくれたからだ。

ジュンヂアイに到着し、少々心細く思ってい

た時、ホストのビァはニコニコして、時々、私

の方を見て、ブラジルの天気、街のこと、いつ

もジョギングする公園などを教えてくれた。ビァ

のおかげでこれからのことが楽しみになったこ

とを覚えている。夫のフェルナンドも穏やかで、

日本のことを興味を持って聞いてくれた。７才

のルイス・フェルナンド、私のユーコという名

は短すぎると考えたらしく、いつもユーコ・サ

トーと呼んだ。彼は腕白なジェントルマンで、

車の乗り降りの時はドアを開けてくれた。また、

自分の通う小学校を案内した時も、お礼を言う

とさっと茂みに走り、花を摘んで差し出すのだ。

ジュンヂアイ・ツアーの集合は、教会だった。

説教の後、献金がまわってきて、私は10センター

ボを入れた。すばらしいＦＦジュンヂアイの人々

に会えたことに感謝して……。また、いつかど

こかで再会できることを願って……。

“Feijioada(フェイジョアーダ)”それは私にとっ

て忘れられない、ブラジルでの人々との出会いの

席に出されていました。Feijioadaはとてもおい

しく、食材の引き出す絶妙な味が大変気に入りま

した。はじめて食したのは、ホストの妹さん宅で

の席でした。Feijioadaに私がどんな反応を示す

か、好奇心をもって見つめていた顔、顔・・・。

一口二口とほおばり、そのおいしさに「ムィン

ト ディリィショーズ」と言葉を発すると、一斉

に拍手がわき起こり、談笑へと移っていったの

です。

調理した鍋の大きかったこと！ 直径60～70㎝、

深さ50～60㎝はあったでしょうか。２日２晩煮込

み続けたというホストの従兄さん。

「この超特大、大鍋がやっと買えた！」と、はに

かみがちに、しかも自慢げに微笑んでいました。

ご両親、妹さんの家族、弟さんたち、God-Child

とその家族、友人たち、教会の友だちや牧師さん

も集まり、Feijioadaや持ちよった手料理を（主

に甘～いデザート）楽しみました。会津磐梯山を

踊らされたことは言うまでもありません。

この伝統的な食事をごちそうになりながら、大

切にしていることや、生活の指針などを垣間見る

ことができました。高い壁に囲まれてはいるけれ

ど 玄関わきの一角にバーベキューハウスがあり、

20人～30人の席を設けても余りあるスペースの住

宅構造の一遇に、自分の存在を意識したりして、

温かいHospitalityに浸ってまいりました。かか

わり下さった皆様に感謝、感謝です。
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ジュンヂアイ交流
Alessandra Costa / 石井ミチ子

ただただ オブリガーダ
Beatriz Denardi / 佐藤裕子

ブラジル国花“イペー”



ちょっとハプニング：私は少し不安を抱えてのブ

ラジル行きになりました。というのも、事前のメー

ルのやり取りで、ホストの家は母と息子の二人暮

らしで、母親が肺ガンを患っていることを知らさ

れていたためです。サンパウロ国際空港に着くと、

EDのセイコさん達が迎えに来ていて、そこで母親

の容態が悪化し受入ができなくなったことを知ら

されました。それで、嶋さん、星さんに加えて、

私までセイコさん宅にお世話になることになりま

した。急遽決まったのにもかかわらず、私にもシャ

ワー、トイレ付きの一室が用意され、気持ち良く

過ごすことができました。

４泊５日：セイコさん宅に着いて一休みしてから、

お昼に新築祝いのパーティーがありました。招待

された方々はほとんどが日系人で、日本語での会

話がはずみました。夜には歓迎パーティーが催さ

れ、盆踊り(会津磐梯山)とブラジルダンスで盛り

上がりました。歓迎パーティーが終ってから、セ

イコさんの親類の結婚パーティーに行き、新郎新

婦を祝福しました。８月20日の夜は、矢部さん、

岩間さん、石井さんとそのホストも一緒になり、

セイコさんの誕生日を祝いました。そのレストラ

ンのテレビに、昼に取材を受けた嶋さん、佐藤裕

子さんらが映り、大盛り上がりでした。最後の晩

には、お別れパーティーが催され、ここでは、セ

イコさんのご主人と埼玉の高橋京子さんが主役で

した。

レシピはローマ字：ジュンヂアイに着いて３日目、

この日は市内の博物館でブラジルにおける奴隷の

歴史などについての説明を受け、昼には奴隷の食

事が元になっているブラジルの伝統料理“フェイ

ジョアーダ”をいただきました。ここで配られた

フェイジョアーダのレシピは、英語かポルトガル

語で書かれていると思ったのですが、実はローマ

字で書いた、セイコさん苦心の作だったのです。

“FEIJOADA”NO TSUKURIKATA－HOSHINIKU=2KG…

交流は大成功：EDの嶋さんとセイコさんご夫婦が

長年培ってきた友情と渡航メンバーのコミュニケー

ション力が成功の原動力になったと思っています。

― ブラジルで、見よう見まねの盆ダンス、熱く

広がる友情の輪 ―

私がFriendship Forceに入会金を払い込んだの

は、今年の5月29日です。だから、ほやほやの新入

会員です。 勘の良い人は既にお気づきのように、

初めての地球の裏側・南米大陸、ブラジルに行っ

てみたくて入会したのです。そんな私ですから、

FFがどういう理念を持っているのか、など理解し

ていないままでの参加となりました。(スミマセン）

そんな私でも、今回の旅行は、十二分に楽しく、

お釣りがくるほど内容の濃いものでした。(旅行っ

て表現することに問題があるのかどうかも未だ分

からずにおります)

初めてのホームステイは、予想以上に楽でした。

ステイ先のセイコさんの日本語は思っていたより

上手で、また夫・セルジオの片言日本語(それでも

Japanese Good)もあり、すべて日本語で過ごせま

した。セイコさんの家は、セルジオが公務員(超エ

リートらしい！）で高給取りらしく、とても裕福

でした。我々３人とも、広いベッドルームにウォー

クインクローゼットと、さらに広いジャグジーバ

ス付バストイレ洗面所です。

失敗談があります。初日にシャワーを使った後
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ありがとう “FF JUNDIAI-BRASIL”
H.Seiko Sereno / 佐藤 紀男

新入会で十二分の FF 体験
H.Seiko Sereno / 星 逸朗



で水が出なくなりました。水道事情が悪く水タン

クが空になったのだと思っていたら、トイレも流

せないし歯も磨けないのです。翌朝は、隣りの嶋

さんの部屋で用を足しました。夕食後、ハウスメ

イドからの報告で、それを知ったセルジオから、

シャワーの止め栓だと思って閉めたのは、部屋全

体の水道元栓だと教えられました。水道の元栓が

シャワーのコックと同じもので並んでいるとは思

いもしませんでしたから。初めて知った日本と違

う生活事情です。

ジュンヂアイの人たちは、素晴らしくフレンド

リーで、開放的に楽しく明るく接してくれました。

勿論、特別扱いの面もあったのでしょうが、基本

的に、日常的にフレンドリーで、開放的に楽しく

明るく暮らしているのだろうと、今でも思ってい

ます。

参加者の皆さんとも新しい友人になれましたし、

ホームステイと、ジュンヂアイの人たちとの交流

の楽しさも知りました。FFがクセになりそうな私

の、初めてのFFホームステイ体験でした。

８月18日(土)朝、サン

パウロ空港で、FFジュ

ンヂアイの心強い３人

のメンバーに迎えられ、

いよいよホストの待つ

集合地に向かう。私の

ホスト・モニカとマル

セロも待っていてくれ

ました。

肩を抱き、頬をすり寄

せ“チュッ”と、音をたてるブラジル式挨拶も、

シャイな私にはとてもなじめないと、思っていた

のに、どうして、どうして、このスキンシップは、

なかなか楽しいじゃない！ と、すすんでご挨拶

するようになりました。

２人の住む“コンドミ”とは、どんな所かしら、

途中点在する、粗末な住宅とおぼしき家並みを眺

めて、少し心配でしたが、間もなく分かりました。

“コンドミ”とは高い塀に囲まれ、ガードマンが

駐在する、日本でいうマンション又は戸建て住宅

群をさします。ブラジルでの、FFメンバーのよう

な富裕層の住宅は、どこも門や玄関のガードが堅

いところから察すると、治安の悪さが日本の比で

はなさそうです。

結婚４年目、共働きのホストの住居は、新興住

宅地に建つ、共同駐車場、子供用プールのついた

コンドミの一角で、ジュンヂアイ市の中心地にも、

勤め先にも、車で15分という便利なところでした。

各寝室は、バストイレ付きという、こちらの基本

的な部屋構造で、私は６畳ほどの寝室ですが、静

かで心地よく滞在させてもらいました。

スーパーを２軒ほど廻った時に、ブラジルの果

物は種類も多く、珍しいし、パンがおいしそうと、

話したせいか、ホストは、いろいろ試すようにと、

毎朝、異なる生ジュースを作ってくれました。熱々

のパン・デ・ケージョや、バナナパンは、私の大

好物になり、日本に帰って作ろうと、その粉を買っ

てきました。

私のゆかたをモニカに着せてあげた時は、大変

な喜びようでした。マルセロも嬉しそうに写真を

撮り続けました。

日本からあんなにも遠く離れ、歴史や文化も異

なるブラジルのことだから、人びとの様子や習慣

など大きく違い、ホストと理解し合えるだろうか？

と、出発前には懸念していたのですが、滞在し

ているうちに、モニカやマルセロの考えや気持ち

がよく分かり、私は自分の親戚を訪ねてきたよう

な、親しさを覚えました。

別れの時、バスの窓に向かって、モニカが“会

津磐梯山”を踊ってくれた姿が、目に焼き付いて

います。
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親戚のような親しさ…
Monica Zequim / 稲垣洋子(FF埼玉)

動物愛、家族愛のリリー一家
Lilian Setti / 小林恵美子(FF 埼玉)



一生行くことなんて想像もしなかった地球の裏

側の国、ブラジルへたまたま行くチャンスを得て、

大変ラッキーでした。あらためてFF郡山の皆さん

に感謝致しております。お陰様で大変楽しい有意

義なホーム・ステイとなりました。

五十嵐さんと私のホストは、セッティ夫妻・獣

医のヘナータ・大学生のリリーのとても仲の良い

家族でした。ショッピング・センターに案内され

て、ブラジルの人達がタンクトップで歩いている

のにビックリしました。(こちらは長袖）“記念に

持って帰りなさい”とEMIKO、YUKOと刺繍入り

のバスタオルを渡され、奥様の心からのもてなし

に感動しました。何気ないところで気を使って下

さる・・・これぞFFの真髄なんですね。ご主人は

洗濯ロープの様々な特許を持ち、製造・販売の仕

事をされてます。作業場に案内されて、シャイだっ

たご主人が実に生き生きと説明して下さいました。

お礼のしるしに、我等の得意料理（？）天ぷら、

そうめん、抹茶を披露し、日本大好き一家に大変

喜んで頂きました。楽しい日々があっという間に

過ぎ、お別れの時、“貴方でなくて、ドラゴンに”

とリリーさんから孫(名前が龍ノ介）へのプレゼン

トとしてオモチャを頂いた時は、何にもまして、

うれしいものでした。

“ムイント・オブリガーダ”ジュンヂアイの皆さ

んのこと、郡山の皆さんのこと忘れません。

ホストファミリーの Setti家は両親、娘２人、黒

のラブラドルレトリバーと兎の構成で、笑いの絶

えない明るい家族で、私たちもすぐにとけこめま

した。

この旅行でまず驚いたことは、ホストが日本に

大変親しみをもっていたことでした。前もって貰っ

ていた家族の写真を日本的イラストで飾ったウチ

ワを作り、またお雛様のタペストリー、侍の漢字

のＴシャツを持参したら大変喜んでくれました。

Setti家のベッドカバーは漢字の模様が入り、獣医

である姉の首の後ろには「愛 動物」と入墨が彫っ

てあり、妹も近く「知 勇 光」と入れるそうで

す。まだ若い娘たちが後悔しないかと心配でした

ので、それとなく言ったら、今若者に流行してい

ると、固い決意を示されましたので、文化の違い

を感じました。

そして、ブラジルの経済や治安にも驚かされま

した。果物がおいしく、肉も非常に安く「ブラジ

ルは、食べ物は安く豊富で、人々は明るく良い性

格だ。ただ一つ悪いのが政府だ」とホストは言っ

て笑っていました。なるほど治安はひどいようで、

各家庭は高い塀をめぐらし、出入りのわずかな時

間にしか鍵を開けないのです。裕福な家々はコミュ

ニティーをつくり、町全体を高い塀で囲み、警備

員が出入りを何重ににもチェックし、常時武器を

携えて見回りをしているのには驚きました。反面

ゴミの山のようなスラム街も目にしました。後に

訪れたアルゼンチンも同様です。日本は世界に類

を見ない平等、平和な国なのだとあらためて感じ

ました。

広大で自然、資源に恵まれた、カーニバルのあ

る朗らかな国ブラジル、日本とは全く異なった文

化に接し、興奮の連続でした。大いに楽しみ、ブ

ラジルの人達と交流できたのは私の貴重な体験と

なりました、またこれから会の趣旨に沿うように

努めていきたいと思います。ＦＦ郡山の方たちに

はお世話になりました。心より感謝申し上げます。

先ず、この“ブラジル”という実現困難な渡航

を企画なさった、郡山クラブの英断に大拍手を送

ります。そしてそれに参加できた私は何て幸運だっ

たんでしょう！ ありがとうございました！

現地でのホスト始め多くのジュンヂアイ クラブ

の方々の暖かな歓待に接し～見ず知らずの者をで
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初めてのホームステイ
Lilian Setti / 五十嵐佑子(FF 埼玉)

ビバ！ FF 郡山クラブ！
Celia Brito / 高橋京子(FF 埼玉)



すよ～ 心の垣根を取り払って、ハグしあえるなん

て……本当にFFが素晴らしい団体であると改めて

痛感しました。

日系２世3世の方々が、ブラジル社会の中でかけ

がえのない存在として活躍している姿を見、移民

１世の人々の労苦が礎となっているんだ！……

バナナが実り、国花イッピーが咲き乱れ、それで

もセーターやコートを着るブラジルの冬！……な

どなど、生きた歴史や地理も学びました。そのせ

いか、片道機内２泊のブラジルも意外と近い国だ

な～ と感じました。

またサンパウロやリオで、一緒に写真を撮りた

いと言ってくれた、現地の中学校の女の子たちや、

牧野内さんのホスト・マリアさん(私のホスト・セ

リアさんの妹）のご主人アマデオさんを、朝迎え

に来た同僚の男性に、世界的オペラ歌手に顔も声

も似ていると言ったら、何と！「上を向いて歩こ

う」を日本語で歌ってくれた！ ……感動です！！

ホットでフレンドリーなブラジリアンにいっぱ

い、いっぱい出会えました。

素晴らしい時間を与えて下さった皆さま！ 本当

に“ムィントオブリガーダ！”でした。

FF郡山の皆様のブラジル訪問の旅にご一緒させ

て戴き、思いがけず地球の裏側の国を体験する事

が出来ました。埼玉クラブで、３年前にブラジル

を受け入れているので、チャンスがあったら是非

行ってみたいと思っていた国でした。今回はメー

ルでやりとりをしてからの出発でしたので、ジュ

ンヂアイに到着しましたら、バスの中からでも直

ぐにホストが見つかって、とても嬉しく思いまし

た。１人でのホームステイで少し不安もありまし

たが、乏しい英語とボディランゲージと日本語(？)

で、何とか意思疎通もでき、楽しく過ごせました。

ブラジル料理もおいしくて、いつも食べ過ぎてし

まいました。いろいろな所へ連れて行って戴きま

したが、東山農場が１番印象深い所でした。来年

の日本人移民１００周年を前に、移民した方々の

苦労が偲ばれる建物やTVのロケ地等もあり、歴史

を感じました。

ホームステイの後の観光も、イグアスの滝が素

晴らしく、遠くまで行った甲斐がありました。観

光の後、皆さんと別れて、前に受入した方の家に

泊めてもらって、ペルーに行く予定でしたが、(あ

の地震後のゴタゴタで) リマで合流する予定のツァー

がキャンセルとなり、急遽連絡した結果、JTB郡山

でミステリーツァーのような旅を手配して貰い、

アマゾンツァーとアルゼンチンのガウチョツァー、

タンゴツァーと体験して参りました。なかなか面

白い経験でした。

大変お世話になりました。本当に有難うござい

ました。

私たちにとってブラジルとは、リオのカーニバ

ルとサッカー、バレーの強い国という知識ぐらい
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手作り和風サンクスディナー

ジュンヂアイ訪問の旅！
Maria & Amadeu Caparroz /牧野内豊子(FF 埼玉)

東
山
農
場
前
で
…

心に残る旅…！
Maraiza Menezes / 大橋英夫・きみえ(FF 東京)



しかありませんでした。今回、たまたま、夏休み

中の企画ということでFF郡山の渡航に、東京から

参加させていただきました。

ホームステイはたった４泊のことだったのです

が、ブラジルの人達の温かい心に囲まれました。

私たちのホストは、３人のお子さんの一番下の息

子さんを、昨年交通事故で亡くし、悲しみに暮れ

ている59歳の一人暮らしの女性でした。マッチン

グが決まってから、メールが何回も送られてきて、

私たちの訪問を首を長くして待ち受けてくれてい

ました。

彼女は、広いマンションの一部を改造してプラ

イベートの英語教室を開いています。着いた日の

お昼に、生徒さんを７人ほど招待して昼食会を準

備してくれました。離れて住んでいる息子さんも、

とても日本に興味のある方で、かけつけてくれま

した。ホストの方は、毎日の仕事が忙しいにもか

かわらず、時間を都合して、話をしたり食事の用

意をしたりしてくれました。こんなに遠い国の人

とも、こんなにも共通のものがあり、こんなにも

心が通い合えるんだと感動の毎日でした。

ホームステイ後の２日間の旅行も、日本人同士

の交流となり、温かな人の心意気を感じ、いつも

のツァーとは違う楽しさがありました。郡山のみ

なさん、本当にありがとうございました。一人一

人のみなさんのこと、ブラジルで会った人達と同

じくらい、心に残っています。

私たちの訪問は現地の“ジュ

ンヂアイＴＶ”と“ジュンヂアイジャー

ナル” で報じられました。

18名もの日本人がホームス

テイで来訪したのは初めてだったこと。それに今まで、

日本人のイメージとして持っていたのとは異なって、

“楽しくて陽気な人達” だったとのことです。
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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

秋の親睦会・ジンギスカンＢＢＱ
９月30日(日) 11時～

今回の親睦会は、スタッフ３人（川中、大坂、
鵜沼さん）の企画運営で開かれ、家族を含めて
30数名の方が参加しました。あいにく昼近くに
なると小雨が降り出してしまいましたが、３つ
のテーブルに分かれて、オープンエアー会場で
BBQを始めました。マトン、ラム、ビーフなどの
取り合わせに野菜類、それに牧場牛乳、飲み物、
果物というメニューで、話が弾みました。

満腹になったところで、簡単な自己紹介、大

坂さん苦心のクイズ、野内さんのトランプとロー
プ マジック。目の前で見ていてもタネが分から
ない見事なものでした。

少し肌寒くなってきた頃に“うつくしま連”
のメンバーでもある大坂さん家族３人の指導を
受けて、阿波踊りを体験練習しました。次の受
入ウエルカムパーテイでは、きっと上手に踊れ
るでしょう……！ 終わる頃には、ちょうど

身体も心も
温まり、ホ
カホカの気
持ちで、秋
雨の中を家
路につきま
した。

Jundiai Journal ネット版では３ページに渡って報道
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★2008年の受入…受入ホスト募集！

＊受入は…イスラエルのラーナナクラブ
（Raanana, Israel）

イスラエルですが、来訪する人達は、殆どが

英語を話せるようです。

2008年４月、桜の咲く頃に来訪したい希望で

す。12月になりましたら、年次総会や20周年記

念行事のお知らせと一緒に、受入ホスト募集の

アンケートを出しますので、よろしくお願い致

します。

★2008年の渡航の予定…

＊渡航は…オーストラリア・シドニークラブへ
昨年の10月に受け入れたばかりで、その人達

が、是非お出で下さい……！と待っています。

時期は、現地の気候も良い10月～11月頃になる

予想です。シドニーを受け入れた皆さんを中心

にして、お返し訪問に沢山参加して下さい。

★ＦＦＩ世界大会・2008年10月２日～５日

オーストラリアのゴールドコーストで開催さ

れます。参加希望のある方は、事務局へご連絡

下さい。

なお、2009年のFFI世界大会は11月19日～22日
沖縄で開催することが内定しております。

★2009年の渡航希望提出…

2009年の渡航Exchange希望提出期限が、今年

の11月１日と決められました。私たちは、今年

受け入れたカルガリー(カナダ)を訪問したい希

望を提出する予定で進めております。

★今年の 第21回 FF日本大会 in 山口

＊日時…2007年１０月２０日(土)

3：00～ 大会会議 宇部市文化会館

18：00～ 交 流 会 国際ホテル宇部

＊FF郡山からは、蓋、村田、縫、佐々木の４名

の方が出席を予定しております。

＜再入会員紹介＞
一時退会しておりましたが、よろしくお願いします！

★組本登茂子 須賀川市向陽町 （斎藤さん紹介）

★FF郡山オリジナル “マグネットステッカー”

20周年を記念して福島県をデザインしたマグネッ

トステッカーを制作しました。１枚 150円。10枚１束

で頒布します。今回、ブラジルへ行ったアンバ

サの皆さんも、お土産の一部として使いました。

日本の他クラブの方へのプレゼントなどにも使えま

す。事務局や役員スタッフへ申しつけ下さい。

大きさは７cm × ４cmです。

緑色地に福島県の形と郡山の位置を★で配したもの

フルート コンサート
FF郡山でのウエルカムパーテ

イでも特別演奏をして下さっ

ている佐藤真人さんが、今年

は仙台と郡山でコンサートを

開きます。

＊１０月２６日(金)19：00
＊郡山市民文化センター

＊前売り券 <一般> \3,000

<高校生以下>\1,500

＊お求めは野内さん (Tel 922-7658）へ

会 員 動 向

発行日 2007 年 10 月８日 第 47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

事 務 局 便 り
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１）創立20周年記念パーテイ（年次総会＝17：30～18：30後に開催します）

日 時：2008年１月26日(土) 18：40～
場 所：ホテル ハマツ （郡山市虎丸町 Tel 935-1111）

２）創立20周年記念誌発行

３）会報“DEAR”で見る20年(CD版)発行
会員の皆さんへの所感アンケートや年次総会、詳細案内など
順次発送致しますが、この日程を予定カレンダーに記入して

おいて下さるよう お願い致します。

FF郡山創立20周年記念行事のお知らせ

ビーチサンダル“ハワイアナス”

今やブラジル発、

世界的にも名が知られる

ようになったこれも、元

は日本人ブラジル移民が

履いていた“ゴム草履”。

FFジュンヂアイから、各

人にプレゼントされまし

た。なかなか履き心地の良いスグレモノです。

南回帰線 ジュンヂアイから

南に向かって、サンパウロへ

行く途中にあった“南回帰線”

の標識。“南緯23度27分”

です。ということは、この地

域が熱帯との境目で“亜熱帯”

ということです。

シュラスコ

ブラジルの“串焼き”バーベキューです。

何せ牛肉の値段が日本の10分の１位です

からボリューム満点。ウエイターが串ごと

持って来て、目の前で食べたい量を切り分

けるというやり方です。特産の岩塩を振り

かけながら焼くらしいので、ショッパイの

です。我々シニアには食べきれなくて“モッ

タイナイ”ほどでした。

フェイジョアーダ ブラジルの代表的な家庭料理だそうで

す。元々は植民地時代に、奴隷の人達

が、捨てられるような豚の足、尻尾、

耳、内臓やソーセージなどと黒豆を一

緒に煮込んだものだと云うことですが、

今では良い肉類を使っています。ご飯

にかけて食べます。

見た目は、黒っぽいカレーか、雑炊の

ような感じです。味はそれぞれの家庭で異なるらしいで

すが、薄塩で、日本にはない風味です。

カイピリーニャ フェイジョアーダに付きものだと云われ

るのがこれです。サトウキビから造る焼酎ピンガ(カシャー

サ)と、 砂糖とレモン

と氷を混ぜて叩き潰す

ようにして作ったカクテルで、

ブラジルの国民的飲料。甘い口あたりと

レモンの風味で飲みやすいのですが、後

から効いて来ます。

パンデケージョ又はポンデケー

ジョ

ブラジル家庭の味ともいわれる

チーズパンです。卵より少し大

きい位で、タピオカ(キャッサ

バ芋からとった澱粉)を使って

いるため、外はサクサク、中はモチモチとして“チーズ

餅”と云っても良いような食感で、チーズの香りがする、

温かい内に食べるのが美味しかったです。

ガ ラ ナ 一見、コーラに似ている炭酸飲料ですが、刺

激が柔らかで、飲みやすかったです。

ブラジルの国民的なソフトドリンクで、

「ガラナ・アンタルチカ」というのが

ブランド名。ガラナの実を利用したカ

フェインやカテキンを多く含むもので、

粉末品もあります。

道路の凸

ジュンヂアイ市内を車で走っていると、時々、ボコッと、

20cm位、半円筒状に盛り上がった所があります。どう

してもそこでは車のスピードが落ちます。広いメイン道

路には無いのですが、学校の近くとか、住宅街の比較的

細い交差点、横断歩道、下り坂の下の方などにあります。

自動信号機が日本ほど多く設置されていないブラジルで

の苦肉の策でしょうか？

ブラジル時間？

ED嶋さんの文章にも出てくるように、ジュンヂアイの人々

が集合するのは、いつも、知らされている時刻の30分～

１時間くらい後でした。彼らは、ごく普通の事のように

振る舞っていました。

思えば、数十年前の日本にも、その土地によって、○○

時間というのがありました。グローバル化が進めば、何

年か後には、ブラジル時間も無くなるのでしょうか？

Brazil ナマ情報


