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日 

 

 

F F郡 山 会 報   

      FF カイロを郡山に迎えて 

                           E・D（受入交換委員長) 平 伸子 

   

                   FFカイロのED・Hanaaさんと1月29日にメール交換を 

                  始めてから早くも３ヶ月半。5月9日に受け入れ反省会も 

                  済ませることが出来て、本当に感無量です。季節はずれ 

                  の雪が舞ったりして歓迎してくれたのも忘れられない思 

                  い出です。アンバサダー・ホストの誰からも、SOSの連 

                  絡も来ず「楽しかった！郡山は最高だ！Perfect！ ホス 

                  トファミリーをやって良かった！」等々、言っていただ 

                  いて、EDを引き受けて良かった！喜んでもらえて良か 

                  ったと思いました。これは、ED冥利に尽きるかもしれ

ません。たった一人でやったわけでもないのに、感謝を独り占めして良いのかなと思ったりしてい

ます。 

始まる前は、本当に来られるのだろうか？！ビザは取れたのだろうか？！ホストが集まらないな

ど、一喜一憂しました。でも、無事に受入れが始まりました。始まってしまえばアッ！という間の

６泊７日。我が家でも、久しぶりにホストとEDの二足の草鞋を履き、皆さんの協力を頂きながら

楽しませてもらいました。世界史の勉強でしか知らなかった四大文明の発祥の地・エジプトのカイ

ロが私にとって近い存在になりました。FFの素晴らしい点は、渡航しなくても、居ながらにして異

文化体験が出来ることではないでしょうか?!  

また、今回は、FF 郡山のメンバーだけでなく、他団体の協力を得たり、FF 愛知・FF 東京・FF

宮城の方々にも助けられました。本当に、この FF カイロ受入にあたっては、皆様のご協力無くし

ては満足の得られる結果は無かったろうと思います。「世界の友は皆、家族!! 」本当に有難うご

ざいました。 
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FFカイロ と の 交 流 日 程 

 ◇４月 15 日(木) 

 名古屋から成田空港着、成田からバスで郡山へ 

  夜 9 時過ぎに到着、ホストファミリー宅へ 

 ◇４月 16 日(金) 

 午前中はフリー 

  午後は市役所表敬訪問、その後 開成館や 

  開成山大神宮等を見学 

 ◇４月 17 日(土) 

  ホストファミリーと全日フリー 

 ◇４月 18 日(日) 

  日中はホストファミリーとフリー 

  午後６時～ウエルカムパーティー 

 ◇４月 19 日(月) 

  ホストファミリーと全日フリー 

      ◇４月 20 日(火) 

       日光へ、一日バストリップ 

      ◇４月 21 日(水)  

       朝 9 時半、バスで東京へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  初めてのお出迎え    星  逸 朗 

 僕は初めてのお出迎えを経験しました。 

 エジプトのカイロから、18 人のお客様が名

古屋経由で成田に着くので、僕は矢部さんと片

岡さんのお二人と貸し切りバスで出かけました。

お二人手づくりのお弁当を、バスの運転手さん

にもあげて、遠足みたいに楽しく向いました。 

 成田空港で初めて会ったカイロの皆さんは、

とてもフレンドリーでした。しかし、皆さんの

荷物がものすごく多くて、三階の到着口から一

階に下りるエレベーターで、最初の混乱を味わ

いました。そして、バスに荷物を積み込む作業

従事者が僕と運転手さんだけだったので、汗び

っしょりになってしまいました。 

 バスの中で、郡山から用意していった飲み水

とサンドイッチを配ったら、とても感謝され嬉

しかったです。 

 往復 11 時間のバスの旅でしたが、とても思

い出深いものとなりました。    

 

 今年のFF郡山の受入交換は、４月15日から21日までの７日間、FFカイロから18名のアンバサダー

が来郡し、14家庭にホームステイ、交流しました。 

４月８日に来日し、FF愛知で交流した後、FF郡山に来られました。FF郡山がみんなで協力したもて

なしにすっかり感激し「 FF郡山との交流は素晴らしかった。また郡山に戻ってきたい。必ずエジプト

に来てください。エジプトで待っています。」と口々に話され帰国されました。 

今回の交換交流のＥＤを務めた平伸子さんの尽力は勿論、受入実行委員の皆さんの綿密な計画と役割

分担、そしてホストファミリーと会員の皆様のご協力により、今回の交流も大きな成果を収め、大成功

に終わりました。 

 

 

 

 

 

市役所を表敬訪問。FF カイロの一行を郡山市のイメージキャラクター「がくとくん」が出迎えてくれた 
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日本を十分体験、堪能   矢吹 光子 

 駅で出迎え

た二人を自宅

に案内し、玄

関を開けたと

たん「キャー

私は犬が怖い

の!」とRagiaは

叫んだ。そし

て二階の部屋に通すと、「犬は絶対二階にあげ

ないで！私は夜中にトイレにも行けない。

Good night!」と言って、それきり彼女たちは部

屋から出て来なかった。 

 ホスト不足ということで、今回は久しぶりに

7日通しで受けたが、初日からどうなるのかと

いう不安が大きく頭をよぎった。翌日、お店の

人に迎えに来てもらい、我が家の犬はホテルで

４泊することになった。大型犬に背中をかまれ

た体験からRagiaの犬への恐怖も理解できる。

しかしメールが届かず、お互いに情報不足だっ

た。とはいえ、初めてのアラビア語のお客様、

全てが異文化で私には興味津々だった。 

 明るくて大柄なRagia、控えめで敬虔なイス

ラム教徒のHoda。二人は同じ学校に通った旧

友で、全く正反対な性格にもかかわらず、とて

も仲が良かった。水への憧れが強く雪景色の猪

苗代湖、磐梯山を眺めては感動。雪の玉を手に

持って大はしゃぎの二人。着物を着て「苦し

い！日本の女性は偉い！」と連発していた。茶

道、華道、書道を体験し、日本に対する印象は

クライマックスに達した。愛知、郡山でのわず

か２週間で四季を感じ、日本人の細やかさ、優

しさ、親切を十分受けとめたと言っていた。 

 受入委員、塩谷さん、佐藤紀男さんと多くの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方のサポートで、何とか乗り越え、楽しめた 

一週間だった。二人が泊まった部屋には、ま

だバラの香水の香りが漂っている。彼女たち

の「エジプトで会いましょう」というメッセ

ージを見ながら、しばらくアラビアの余韻を

楽しんでいたい。 

 

 

初のホームステイをお世話して 高野 敬子 

 ホームステイの受入を決める際、ヨーロッパ

での生活体験が生かせると思い、気安くお引き

受けしました。主人の仕事関係の方や私の友人

宅に招かれたり、招いたりで、外国の方とのお

付き合いには少し慣れているつもりでしたが、

イスラム教の方とのお付き合いは初めてで戸惑

うことばかりの４日間でした。それでも来られ

たお二人は明るく、感じの良い方で、カルチャ

ーショックを受けながらも何とかお世話できた

のではと思っております。 

 最も戸惑ったのが食事でした。朝食は我が家

のいつものジュース、パン、チーズ、サラダ、

ヨーグルトに紅茶で何の問題もありませんでし

たが、夕食は困りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前半担当の方からお聞きしていたので、過去

外国の方に好評だったテーブルで揚げながらの 

てんぷらや鉄板焼きを準備しましたが、やはり

                         今回 18 名のアンバサダーを受け入れるのに、沢山の会員がいろいろ 

                   な形で参加しました。その中から受入家族、実行委員、ディナーホス 

                   ト、初めて参加した人などの感想を紹介します。なお、今回の受入交換 

                   全体の反省会は５月 9 日に実施され、総括が行われました。 

 
 

   短 歌               詠み人 大庭輝夫 

  ☆ エジプトのアンバサダーに卯月雪首をすくめつ歓声を上ぐ 

  ☆ お国柄カイロの訪日メンバーは阿波の踊りに手振り足振り 

  ☆ 手を合わせ覚えたてなる日本語でエジプトの友いた・た・だきます 

満開の桜をバックに、Hoda・私・Ragia 

夕食の食卓を囲んで、左から Nora・私・Fawzia 
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味見程度に食べるだけで、もっぱら朝食同様の

パンにチーズばかり。日本食はすでに世界で広

くその素晴らしさが評価されているにも拘らず

まったく理解してもらえず(エジプトでの夕食

が午後10時以降という生活習慣を考慮しても)

残念でした。その点、日本人は外国の料理を、

抵抗なく味わうだけでなく、うまく家庭料理に

取り入れ、いっそう食生活を豊かなものにして

います。また、芸術、工芸、歴史などお話しす

る中で、日本人の教養の高さを誇らしく思いま

した。お二人は豪邸に住み、お手伝いや運転手

を雇っての生活、それに対して、日本の本当の

豊かさを再認識する４日間だったと、この経験

を振り返って喜んでおります。 

 

  う れ し い 出 会 い   寺澤加奈子  

 我が家でHedayetさんとAidaさんの二人を受

け入れ、楽しい時間を共有できたことは素晴ら

しいことでした。当初、Aidaさんがご高齢なこ

とや持病を有していること、初めてのイスラム

圏内からの受入れということで、食事や生活習

慣のことなど案じましたが、いつもの我が家の

やり方で問題もなく、十分な交流ができたと思

っています。 

 しかし、その裏には前半受け入れのFF愛知

のホストファミリーから毎日メールで情報をい

ただいたこと、また昨年カイロを訪問したFF

宮城の方々の協力もあったことを特筆しなけれ

ばなりません。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Hedayetさんは世界に通じ、デジカメやパソ

コンに精通していて驚きました。また、Aidaさ

んは何にでも興味関心を持ち、だからこそ日光

旅行も疲れを見せずに、参加できたのではない

でしょうか。初日が彼女の84歳の誕生日で、こ

ちらが準備したサプライズにはとても感動した

ようです。 

 再会を期して別れましたが、この一週間をま

とめた写真集をお二人のおみやげに差し上げた

ところ、大変喜んでいただきました。 

 

 ディナーホストと 

 日光デイトリップに参加して  橋本 真澄 

 今回の受入は“ディナーホスト”ということ

で受けさせていただきましたが、平さん宅にお

邪魔してのディナーパーティとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私も腕をふるって!・・と言いたいのですが

鶏肉料理を中心に幾つか持参して参加しました。

平さん宅のアンバサダーHanaaさんの得意料理

も色を添えて頂き、とても楽しい時間でした。 

エジプトの生活や住環境、家族関係等、実際に

Hanaaさんよりお聞きし、今まで描いていたイ

メージと随分違った印象でした。お互い文化も

違えば食文化も違います。しかし心は一つ、和

気あいあいと皆で過ごすことができました。 

 翌日の日光デイトリップは、私は初参加。片

言英語ではありますが、何とかカイロの皆様と

楽しく過ごすことができました。帰りには我が

家にも寄っていただき歓談できました。数日間

だけのお付き合いでしたが、とても楽しく受入

れができましたし、お陰でエジプトがとても身

近な国になったと思います。  

 

 初めてFFカイロを受け入れて  加島市太郎 

 我が家にはAmirとMagdaご夫妻が滞在された。

初めてのアンバサダーを受け入れて感じたこと

を書いてみます。 

 先ず良かったと思ったことは、①お互いの国

の文化交流ができたこと。娘も帰ってきて互い

の衣装交換を楽しみ、習字でお互いの名前を書

きあったりして、時が経つのを忘れて交流した。

②レディーファストが徹底していることに驚い

ささやかな誕生祝いを我が家で。Hedayet・Aida・私 

我が家に寄って歓談。左から平・伊東・Hanaa・私 
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た。レストランでも、車に乗るときもご主人が

奥様を優しくエスコートする姿を見て、我々は

多いに見習うべし！の感を強くしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に反省すべきこととして、①何でも食べる

と聞いていましたが、煮干味のスープや玉ねぎ

のスライスはダメ。卵は一日一個以下、目覚め

はコーヒー、食後はイングリッシュティー等々

の制約があり、日本食らしいのは初日の朝だけ

でした。 ②女性の買い物は時間がかかる。ど

この国もこの点は同じらしい。夫はただ待つの

みでした。 ③デューティーフリーの手続きに

ついては、市内のデパートでさえ店員に徹底さ

れていない状況でした。＊購入した日のうちに

手続きをすること ＊どこの店でこの手続きを

してくれるか調べておくこと。 

いろいろあったが、総括すると思い込みを捨

て、誠意ある接待をすることだと思いました。 

 

 幸せな時間を共有して   鈴木まり子  

 “May I help you?” Noraさんのこの言葉は我が

家にいる間、何回も続きました。しかも、とっ

ても暖かいことばとして。 

 様々な食材は用意していたものの、何を作ろ 

うか戸惑っていた私は、お言葉に甘えて”Please 

help me.” と申し出ると、即カイロの料理作り

が始まりました。Noraさんの手料理のおかげで、

その日は特別楽しい夕食になりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族の写真や自分のデザインしたホテルの写真

を見せていただきながら、会話が弾みました。

その上女優さんのような過去のお二人の写真を

拝見し、思わずうっとりしました。 

その夜、カイロの旦那様に国際電話をかけた

Fawziaさんは、とっても幸せそう。その後、カ

イロから次々と国際電話がかかってくるので、

電話の前で待機。ちょっと離れると「フーフー

telephone」とフーフーを呼ぶ夫の声が家中にこ

だましました。いつの間にか、Noraさんの家族

からも電話が。最愛の息子さんが大学院の試験

に今日パスしたという電話。最高にhappyと鼻

歌がでて私たちまでが幸せな気分になりました。

旦那様との電話では涙を浮かべ“My husband is 

very kind, too”とNoraさん。私たち夫婦を見て

いて、お互いの旦那様を思い出したとか。昨夜、

早口で話している会話の中に、まさか私たちの

話題があったとは驚きでした。 

 カイロの受入は「聞きながらいくしかない」

と手探りのおもてなしだったので、この言葉も

忘れられない言葉になりました。すてきな時間

をエジプトのお二人と共有できたことに感謝で

す。 

 

  初めてウエルカムパーティーに参加して   

               村山 彰一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先日、入会して初めてのウエルカムパーティ

ーに参加させていただきました。初めての経験

でしたので緊張しましたが、普段の生活では味

わえないような新鮮な驚きを感じることができ

ました。 

 今回、受入はできませんでしたので、パーテ

ィーでの短い時間での交流、また受入をされた

方々のお話からの感想でしかありませんが、お

迎えしたエジプトの皆様方はキャリアも高く、

様々な教養をお持ちの方々だと感じました。も

受付をする、左から野内、私、伊藤幸子、橋本真澄さん 

習字を書いたり、民族衣装 

の交換などをして楽しんだ 

エジプト料理づくりをする Nora と Fawzia 右端は私 
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う少し自分の言語力が高ければ、今のエジプト

の生活の様子がもっと伺えるのにと、残念な気

もしました。余りにも歴史的なイメージばかり

が先行しているエジプトですが、それは日本を

サムライの国と思い込むことと同じなのでしょ

う。 

 これから機会がありましたら、受入の方も挑

戦したいと思います。 

 

  Please help me!      国分 弘子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「Zenabから私のPCにメールが入ってます」

と平さんから連絡。その日から毎日のようにメ

ールが来るようになりました。 

英語の苦手な私には、すぐに返事をするのが

難しく、２～３日空けての返事となり大変申し

訳なく思っていました。メールをしているうち

親しみを感じ始め、早く会いたいという気持ち

が募ってきました。そして、実際に会ってお付

き合いすると、陽気で活発な姉のような存在で、

楽しかったこと一番です。 

 今回は季節はずれの雪が降ったりで、当初の

計画を変更しなければならず、私自身はがっか

りしましたが、Zenabは「ワンダフル！ワンダ

フル！」と子供のように雪遊びに興じてくれ、

50年ぶりの雪と例年より遅い桜に逆に「ありが

とう」と感謝の気持ちでいっぱいになりました。 

夜のライトアップされた雪と三春の滝桜は、

私にとっても初めてでした。今でも、夫の毛糸

の帽子と私の赤い長靴を履いてはしゃぐZenab

が思い出されます。 

 ぜひカイロに来てね！と言われました。夫と

共に本当に、絶対に行きますよ！！ 

 

 

 

 花の名の通りのダリアさん  増子 晴子 

 はるか異国の地エジプトからのお客様を迎え

るにあたり、まず浮かんだのは三つの壁でした。  

言葉、食、そして宗教  これらは、今まで受

入をしたお客様たちとは違った文化であると思

っておりましたので、とても不安でしたが、そ

の不安はお迎えに行った瞬時に消え去りました。

Daliaさんの英語はとてもわかり易く、話して

いると、つい隣町から来たみたいな感覚に陥り

ました。とても気さくで、明るく、気遣いので

きる人で、食事もほとんど普段通りのものを召

し上がっていただき、かわりに、エジプトの家

庭料理を作っていただいたりして、本当に居な

がらにして異文化体験を楽しみました。私はフ

レンドシップフォースの受入の醍醐味はこれに

尽きると思っております。 

 また、Daliaさんが来てくれたお陰で、近所

の人や親戚や友人が集まってくれて、とても大

いなる賑わいを作ってくれました。花のダリア

のように、みんなの和をさわやかに運んでいた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

開成館のガイド役、斎藤さんから ひ・と・こ・と 

 カイロの皆様に開成館を案内させていただきました。

寒い中、お気の毒でしたが熱心に聞いていただきまし

た。水不足対策のため、開成沼を掘ったと話すと「水

はどのようにして貯えたのか」と質問されました。４

年間のガイドで始めての質問でうれしくなりました。

また天皇制に興味を持つ方もおりました。「美智子妃

殿下」を知っていてびっくりしました。昨日の雪には

驚いたでしょうね、。 

 今日は天候も回復しそうで、カイロの皆様とは良い交

流ができると思います。実に久しぶりのFFの皆様への

ガイドでした。 

我が家の家族とくつろぐ Dalia さん 

雪景色と滝桜をバックに記念撮影の私と Zenab 
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FFカイロ アンバサダー と ホストファミリー マッチング一覧 

Ambassador Host Family Ambassador Host Family 

・Hanaa Rashad Ismail  平  伸子 ・Soha El Heneidy 佐々木和彦 

・Zinab Mohamed Hassan Abbas 国分 弘子 
・Nora Yousif Eid 

・Fawzia Mohamed Abd Alla  
前半 鈴木まり子 

後半 高野  敬子 

・Hanaa Mahmoud Said El Boriny 

・Abdelfattah Mohamed Aly Khedr 
岡田 純子 

・Hedayet Ahmed Aly Kamal  

・Aida Mohamed Abdel Karim Hassan 
寺澤  功 

・Hala(Dalia) Aref Kamel 
前半 増子  晴子 

後半 網代 純子 
・Ragia Mohamed El Abd 

・Hoda Ahmad Labib Serour 
矢吹 光子 

・Magda Ibrahim Naguib 
・Amir Aziz Ghali 

加島市太郎 
・Nour El Hoda Kamel Abo Basha  

・NehadMohamedEl Said Hamouda 
渡邉美代子 

・Samia Mohamed Farid Nagaty 

・Laila Mohamed Darwish 
前半 高野左起子 
後半 大庭 次子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 今回のFFカイロの受入交流について、受入委員会、ホストファミリーを交えて

の全体反省会が５月９日に行われました。 

FFカイロの方々も大変喜ばれて帰国され、また、受け入れたFF郡山としても、素晴らしい交流と異文化体験が 

できてよかったとの声が圧倒的に多く、成功裏に終わったと思います。 

 食文化の違い、ペットの好き嫌いの把握、受入委員会の構成や役割等について、若干の反省点や課題も指摘 

されましたが、それらのことは今後の受入に活かしていくことを確認しました。 

Welcome Party 
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                日本大会に参加して  

                                 会 長  蓋   康 

 

                   2月27日(土）～28日(日）に、奈良県新公会堂で第23回 

                 日本大会が開催され、郡山からは８人のメンバーが参加 

                 しました。27日には代表者会議、28日は平城京遷都1300 

                  年ということもあり、能楽ホールで全体会議が行われ、

ジョージブラウン会長から、FFのタグライン(キャッチフレーズ）はExplore(発見）Understand(相

互理解） Serve(相互援助）であるとの話がありました。各ブロック代表クラブ(郡山、東京、大

阪、愛媛）会長によるパネルディスカッションでは、高齢化問題やFF活動の活性化について、活

発な意見が交わされました。又、会議終了後には、雅楽鑑賞と懇親パーティで楽しいひと時を過

ごしました。 

翌日は法隆寺、薬師寺、唐招提寺、東大寺などの世界遺産を見学、お土産に“鹿のふん”を購

入し、古の奈良の都を後にしました。 

来年は太田群馬クラブ主催ですので、皆さん奮って参加しましょう。 

新入会員紹介 
      ～よろしくお願いします～ 

・菊池 亮介さん 

   郡山市郡山市池ノ台 （蓋さん紹介） 

・松岡ゆり子さん 

   郡山市大槻町 （平さん紹介） 

・村越廣志さん 

   郡山市南小泉 （星さん紹介） 

・加島市太郎さん 

   郡山市安積町 （矢部さん紹介） 

 

・協賛会員  株式会社 蔵場さん 

            郡山市方八町 

◆ 今秋11月中旬 ◆ 

郡山でFF北日本ブロック会議！ 
11月の中旬、郡山に、札幌、宮城、山形、新潟、大田群馬の各

クラブ代表の方々が集まり、お互いの情報交換と親睦をはか

ります。近隣クラブの様子も分かり、親しく話し合える機会で

す。次号で具体的なプログラムをお知らせしますので、FF郡

山会員多くの参加を期待しています。 

事務局から 

   ◆渡航交換はミネソタへ…！ 
      今年の渡航交換Outbound Exchangeは 

      縫洋子さんがExchange Directorになって、

アメリカのFFミネソタを訪問します。これは、2008年10

月に受入交換したReturn Exchangeです。7月26日

～8月5日まで、のべ11日間、少人数の10名ですが、

旧交を温める交流と共に、帰途にはニューヨークに

立ち寄り、アメリカを大いに楽しんでくる予定です。 

            ◆今年のフリマ… 
                今年も会員皆さんからの提供品を 

                もって、５月3日、KFBマンモスフリ 

                ーマーケットに出店致しました。 

                総売上金は、84,080円でした。 

               受入交換での“日光デイトリップ” 

の資金として使わせて頂きました。物品提供、値付作業、

搬入、販売などに協力いただいた方々に感謝いたします。 

有難うございました。 

◆今秋 FFミンスク受入取消し… 
前号でお知らせした ベラルーシ共和国の首都・ミンスクFFクラ

ブ受入交流は、先方の都合で中止となりました。旧ソ連圏の

クラブで、興味あるところでしたが、残念です。 


