
 

 

 

 

                       E.D(Exchange Director)体 験 記  
                                              渡航交換委員長 縫  洋子 

   

                      成田から直行で12時間、森と湖のMinnesotaに降り立つと、空港にはHostの皆さん 

                     がにこやかに迎えて下さっていた。Minnesotaは、前回渡航したフロリダとは全く違っ 

                     たアメリカの風景で、しかも非常に安心できるのんびりした街という感じがした。何回

もカナダに渡航経験のある矢部さんが「ミネソタはカナダのような感じだ。」と感想を述べられていたが、私もそう感じた。 

MinnesotaのEDのルビーさんはボランティア活動やその他様々な活動をされていて忙しく、思うように連絡が取れな

く、はらはらする時もあったが、Minnesotaでの日々の活動は円滑かつ充実したものであった。毎日それぞれの担当者

がきちんと計画し、責任をもって運営していた。特に持ち寄りパーティやピザクルーズ、Welcome Partyなど、会員が気

軽に参加できる催しがたびたびあったのは、FF活性化のためにも良いものだと思った。Hostの負担を軽くするための

Dinner Hostも存在し、全員で運営している充実したクラブという印象を受けた。食べ物も健康を意識した野菜中心の

美味しい手料理が多かった。 

 今回は、当初予定していた旅行会社と経費や経路の折り合いが付かず、航空券も直接航空会社より購入し、NYのホ

テルもネットで予約した。そのため、飛行機も前後５人ずつ席が確保され、NYのホテルも中心街にある四つ星ホテルに

も関わらず安くすんだ。これも優柔不断な私を常にサポートしてくれた矢部さんのおかげと感謝している。日曜日の午

後、二人で何時間もかけて電話とネットで予約したのも良い思い出となった。 

また、NYでのホテル送迎やミュージカル、ディナークルーズの予約は全て佐々木さんがネットで予約してくれ、内容

の濃い充実した活動ができた。Farewell Partyでマジックや踊りを突然披露し、私のスピーチを助けて下さった野内さん

や雍子さん、お土産の準備や出し物の準備をして下さった片岡さんとまり子さん。旅行会社を通さずみんなで協力して

作り上げた今回の旅行。これだけ充実した内容で、しかも夏休み中なのに、とても安くすんだ。これも全て皆さんのご協

力のお蔭と深く感謝申し上げます。 
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7/27(火) ウエルカムパーティの日  
                               矢部 宏子 

初めに「ウェルカムパーティ」会場の「ＯＫ牧場」

に集合してから、Cedar Ridge Arabians Farm（シダ

ーリッジ アラブ系競走馬の飼育牧場）へ移動しまし

た。そこで、馬についてのＤＶＤを見たり、実際の

飼育状況を見て、説明を受けました。そこの馬たち

はとても美しく素晴らしく、また、最後に見た馬は

まるで象のように大きくてびっく

りしました。 
 この日は、ミネソタにしては珍

しいというくらい、暑い日だった

ので、（華氏で 90 度くらい）見て

歩くのはなかなか大変でした。パ

ーティは夕方６時から始まり、全員にバンダナが配

られ、私たちはホストから借りたカウボーイハット

で写真を撮りました。食事はバイキング形式で、み

んなでビールも頼み、楽しい会話が弾みました。パ

ーティ終盤に、ＥＤの方の挨拶があり、続いて私た

ちのアトラクションです。 初めに、「日本の昔の子

供遊び」の紹介。（お手玉・紙風船・チャンバラなど）

それから合唱を披露しました。英語で歌った「幸せ

なら手をたたこう」は、ミネソタの方たちも一緒に

歌ってくれて、楽しく盛り上がることが出来ました。

最後に、紹介したオモチャをミネソタの皆さんに配

り、遊び方を教えたりして大変喜ばれました。 
 そこで、突然の雷と雨！ あまりの豪雨に、なん

となくパーティが終了してしまい、ミネソタの方た

ちのアトラクションを見そびれてしまったことは残

念です。でも、帰りの車の中から見た、美しい夕焼

けと虹がとても感動的でした。 
 ミネソタの方たちは、とても純粋で一生懸命歓迎

してくれ、楽しい毎日を過ごすことが出来ました。

ミネソタ渡航に参加できたこと、とても幸せだった

と思っています。 

受入ホストとの組合せ表 

縫 洋子 今泉典子 
Rubye & Emery Erickson 
/ Barbara Gould 

矢部宏子 鈴木まり子 Jane Norman 

片岡崇子 遠藤雍子 Bernie Marleau 

矢澤京子 津野利子 Rita Mays 

野内隆夫 
Russ & Doris Krause 
/ Don & Barbara Wallace 

佐々木和彦 Floyd & Jacquie Hagen 

 今年のFF郡山Exchangeは、2008年に22人で来郡したFFミネソタ（アメリカ）の人々を訪ねる Return 
Exchangeでした。ところが、参加希望者が意外に少なくて、会員以外の方３名にも入って頂いて、10名で、８
家庭にホームステイして交流を深めて来ました。ミネソタの人々は、郡山に来た人たちを中心として、それは温
かく、一生懸命にもてなして頂きました。真夏でも、日本よりかなり涼しいのが通常なのだそうですが、今年は、
現地でも数年ぶりの暑さだという日がありました。 
 そんな様子を、一人一日の日記風にして、下記に紹介致します。 

FF Minnesota Exchange日程 

7/26（月） 1:00pm ミネアポリス着、ホスト宅で寛ぐ。 
 
7/27（火） 4:00pm～ Cedar Ridge競走馬飼育場 
        6:00～ Welcome Party at OK Corral 
7/28（水） 9:30～ Minneapolis市周辺ツアー 
          6:30pm～ 小グループディナーパーティ 
7/29（木） 昼間フリー、 
        6:00pm～ ミシシッピ川“ピザクルーズ” 
7/30（金） 9:45～ St.Paul市周辺ツアー 
 
7/31（土） ホスト家族と一日中フリー 
 
8/ 1 (日) 2:00pm～ Big Band Concert 
       4:00pm～ Farewell Pot-luck Picnic 
8/ 2 （月） 10:00 ミネアポリス発  
         --------------- 
      13:48ニューヨーク着 夜・ディナークルーズ 
8/ 3 （火） 昼間、各自 自由観光、 
        夜・ブロードウェイミュージカル鑑賞 
8/ 4 （水） 13:50ニューヨークJFK空港発 
 
8/ 5 （木） 17:00成田空港着後、専用バスで 
        21:30頃、郡山に帰着 
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 7/28(水) ミネアポリス周辺ツアーの日                

                 片岡 崇子 

 遠藤雍子さんと私がミ

ネアポリスのバーニーの

家にホームステイして三

日目。ひんやりと爽やか

な朝、この日はミネアポ

リス周辺ツアーの日。集

合地はハリエット湖のほとり、鏡のように穏やかな

湖水には無数のヨットが浮かび、ジョギング、絵を

描く人、犬の散歩など、カメラをどこに向けても様

になるのが不思議でした。 

 さて、いよいよ出発、最初は平和公園へ。多くの

植物が茂る中に、平和を願うモニュメンタルな塔が

23カ国の言葉と文字で書かれていました。もちろん

日本語も。折り鶴塔の傍には折り紙までも用意され

ていました。感動でした。歩きながら鶴を折ってバ

ーニーとジャッキーにあげたら喜んでいました。ミ

ネアポリス庭園：ここは緑豊かな芝生の上に置かれ

た有名アーティストの彫刻、彫像など素晴らしくて

唸ってしまいました。次はミシシッピ川に架かる大

きな橋の一つ、ストーンアーチ橋の上に立ち、19世

紀に盛んだった製粉工場や船着き場跡を見、この地

の発展の有様を理解できたわけです。この橋の傍に

あるアンソニー滝は、6,000km余を流れるこの川の、

唯一自然の滝だったのが一部崩れて、1870年頃にコ

ンクリートでカバーして整備したものだそうです。 

 次は待望のランチタイム。年間85万人の人が集ま

るというミニハハ公園へ向かいました。木立が生い

茂り、滝が流れていて、ピクニックにはこれ以上の

所がどこにあるだろうか？と思わせる所です。私達

のテーブルにはパウラ、という英語が早口だったけ

れど、とても親切な会

員さんが、あれやこれ

やとサービスしてくれ

ました。そして素敵な

ことには、この日のデ

ィナーパーティは彼女

の家だったのでした。 

 

 

 7/29(木) ミシシッピ川ピザクルーズの日 

               ` 野内 隆夫 

ミネソタ州の北方森林地帯を源流とし、遙か南

のメキシコ湾まで流れて行く、総延長6,000km余、

アメリカ最大、世界三位の長さと云われるミシシッ

ピ川をクルーズしました。“Pizza & Lock Cruise”
です。受入ホストを含め、30人
ほどのグループで、二階建の

Paradise Lady号に乗り込み、

夕方６時頃出航しました。川幅

300ｍほどの両岸には、かつて米国全土から小麦が

集められ、製粉して世界中に出荷して栄えたミネア

ポリスMill Cityの街並が、サイロや水車などに面影

を留めています。 
川を下るうちに、川の流れは二方に分かれ、左

前方は堰から流れ落ちるSt.Anthony滝の水流、右前

方は川幅がだんだん狭くなって、船は次第に減速し

てきた。やがて人々がデッ

キの方へ出て行くので、私

も行ってみると、船は四方

が塀に囲まれた所で止まっ

てしまいました。次第に水

位が下がり始め、９分程で、約15ｍも下がって止ま

った。すると、前方のゲートが開き、再び船は前進

を始めたのでした。 
 ビールなど飲みながら“ピザ食べ放題”で談笑し、

リバーフロントの景色を楽し

んでいる内に、ミシシッピ川

流域を上下する大きい船が堰

を乗り切る航路の安全な装置

を、我々は体験できました。 
  これは1950～1960年代に建設され正式には“St. 
Anthony Falls Locks and Dams”と云うそうです。 

 

 

 7/30(金) セントポール周辺ツアーの日 

                佐々木和彦 

 9:45amそれぞれの車で州議会議事堂前に集合しま

した。Saint PaulとMinneapolisとの境目など分から

ない大都会で、Twin Citiesと呼ばれる所以です。 

 約１時間、議事堂・ガイド付ツアーですが、日本人

向けには、案内パンフを日本語訳したプリントが配

られました。内部は大理石造りが多用されていて豪

華さを誇示していました。議会議長席の後にリンカ
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ーンの肖像画が掲げられていたのが印象的でした。 

 それから市の中心に移動してLandmark Centerに
代表される音楽や演劇などの殿堂、中央図書館など

近代的なビル群がコンパクトに集まっていました。

これらの建物は地元出身の大富豪が寄付して出来上

がったと云うような説明がありました。 

 今日のランチはベトナム料理店です。1970年代ベ

トナム戦争の難民が移住して自立し、成功した店だ

そうです。かなり大きな店で繁盛していました。

“フォー”というベトナム麺を食べましたが、アメ

リカ風の味付けというか、私には、イマイチの味で

した。 

 ここで、明日のフリーデイにカナダ国境の方まで

ドライブする人達がお別れして、午後はアンバサは

６人になりました。別の日にも度々出てくるStone 
Arch Bridgeを造った当地の鉄道運輸王と云われてい

るJ.J.Hill HouseとSt.Paul Cathedralを見学してこの

日のツアーは終わったのですが、19世紀から20世紀

にかけて、この地の繁栄ぶりを充分にうかがえるも

のでした。 
 

 

7/31(土) ホスト家族と一日フリー 

                遠藤 雍子 

この日程をどう

過ごそうかと崇

子さんと相談し

た結果、日本料

理とフラダンス

でもてなそうと

いうことになり

ました。「料理

は私が引き受けるから」という崇子さんの心遣いに

感謝しつつ、私はフラの準備にかかった。準備体操

をし、バッチリとメイクを仕上げ、スタンバイした。

ホストのバーニーさんが同じ集合住宅に住んでいる

友人６人を招待しました。壁の陰に隠れていた私が

「アロハオエ」を踊りながら登場。アンコールに応

えて「モーニングデュウ」も踊りました。感想はド

レスと髪飾りが美しい。踊りが上品ということでし

た。最後にアロハオエを口ずさみながら、私と一緒

に楽しそうに踊ってくれました。 
 その後ランチ。大学の聴講生用？の折りたたみ一

人用机のような食卓に、大皿に取り分けた料理をお

出ししました。メニューは、みそ汁、五目ずし（ト

ッピングにアボガドとエビを散らして）肉じゃが、

ひじきの炒め物、キュウリの酢の物、フルーツだっ

た。みんな「おいしい」と食べ残した人はいません

でした。みんなニコニコと楽しそうでした。 
 そのうちの３人が「私の家にも来て」と招いてく

れた。３人３様の間取り。どの部屋も個性的で美し

く整えられ、素敵なインテリアなのでビックリ。車

社会のせいか食材の格納庫と冷蔵庫には瓶、缶、パ

ックなど食品・食材がぎっしり。更に驚いたのは自

分の寝室に、例えばソーイングや編み物の機械類が

あり、生き生きとライフワークに取り組んでいるこ

とでした。 
 

8/1(日) Farewell Pot luck Picnic 

                      鈴木まり子 

いよいよ、FFミネソタの人々との最後の晩餐会

になってしまいました。ベアード公園内のピクニッ

クテーブルに、ワイルドライスで作られた味ご飯・

煮込んだ肉料理・フレッシュサラダ・たくさんの種

類のケーキ・ゼリーなどなど、ホストの手作りのご

ちそうが並べられましだ。もう、ミネソタクラブの

方々とは何回もお

会いしているので、

すっかり顔なじみ

になっています。 
向かい側のベン

チにすわったジョ

ーンさんは、渡辺

美代子さんと再会ができず残念！と寂しがっていま

した。そういえば、ピザパーティでお世話になった

ジョイスさんも、美代子さんによろしくと言ってい

ました。ＤＡＹホストでお世話になったスザンヌも、

小泉ファミリーのことを詳しく覚えていたことに驚

きました。おそらく、日本での受入ホストだった

方々のおもてなしが素晴らしかったのだろうと思い

ました。 
 食事が一段落した頃、野内さんの手品が始まりま

した。ロープを使っての手品では、プロ級にしては、
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珍しく自分の小指を

切ってしまうハプニ

ングがあったが、大

いに盛り上がりまし

た。野内さんのパフ

ォーマンスの前には、

心と心が通じ合うの

に、言葉の違いなど問題ではない事を見せつけられ

ました。オカリナの演奏にも心うばわれました。美

しい音色はミネソタの青い空に響きわたりました。

多才な野内さんのお蔭で、郡山とミネソタとの交流

がまた一つ、堅い絆となって結ばれたように感じま

した。 
 

 

8/2(月)～4(水) ＮＹでの二泊三日 

                     佐々木和彦 

  
 
 
 
 
 
  今回のNYは、ホテルも42丁目の３番街近くでし

たので、繁華街 “タイムズスクェア” にも歩いて行け

る心地よいところだった。Exchange後のオプション

旅行だったが、お楽しみ計画もギッシリあった。着

いた日の夜は “ハドソン- イースト河ディナークル

ーズ”。ゆっくりと３時間をかけて、フルコースの

ディナーとNY摩天楼・自由の女神の夜景を楽しめ

た。最後には、全く久しぶりに社交ダンスも踊って

しまった！ 
 二日目の昼は、メトロポリタン美術館を堪能する

人、市内観光をする人など、それぞれに過ごし、夜

は、ブロードウェイミュージカル“オペラ座の怪人”
を良い席で鑑賞できた。オール英語の台詞・歌でし

たが、皆さん充分楽しめたようで、夜半のNY表通

りをそぞろ歩いて帰る道すがら、だいぶ興奮気味で

した。 
 今回のアメリカ旅行の特色は、ED・縫さんも書

いておられるように、インターネットビジネス環境

が整っている国だったので、空港～ホテル間の送迎

専用車、日本語ガイド付NY市内観光専用車、ディ

ナークルーズ予約、ミュージカル切符手配など、全

部、あらかじめ日本国内から、ネット予約して、確

実に実現することが出来たことでした。お蔭で、代

理店を通すよりも約20％位、リーズナブルな費用で

楽しめました。NYも東京ほど暑くなかったし、楽

しい旅行でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/3(火)～6(金) ネバダ州 リノでの三泊 

                矢部 宏子 

 まり子さんと私は、NYで皆さんと別れてリノへ

向かった。リノはネバダ州にある砂漠の中のオアシ

スの町だ。予備知識として「ものすごく暑く乾燥し

ている」「カジノの街」ということしか分からなか

ったが、実際に到着してみると、昼間の気温は高く

ても、乾燥しているので汗はかかないし、朝晩は寒

いくらいに涼しいので、とても快適な場所でした。 
 ジェニー夫妻（２年前にミネソタの人たちと一緒

に郡山に来たご夫妻です）は大歓迎をしてくれて、

色々な場所に連れて行ってくれました。西部の街が

再現されている「バージニア・シテイ」では、ちょっ

としたウェスタン体験も出来て楽しかったし、別荘

の近くにある「温

泉」に入ったこと

も珍しい体験でし

た。 
 また、ここでは

この時期「クラシ

ックカーフェステ

ィバル」が行われていて、たくさんのヴィンテージ

カーも集まっていて、珍しい車をたくさん見ること

ができました。彼らの住まいは、１年前に買ったそ

うだが、新しく出来た住宅街にあり、セキュリティ

もしっかりしている素晴らしい家で、夢の中にいる

ような日々を過ごしま

した。庭から見える風

景も雄大で、遙か前

方の山には、木が全

然ないという珍しい景

色でもありました。 
 ２ヵ所を訪れてみて、同じアメリカといっても、
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風土も景色も生活も文化も全然違っていたので、広

いアメリカを実感させられました。アメリカには、

また行ってみたいと思っています 
 
 
 
 
 
 

 ◆ 初めてのホームステイ 

                     今泉 典子 

「ホームステイ、してみない。」と言う、縫さんか

らの一本の電話が、今回の体験の始まりでした。英

語がうまく出来ない私は、今までの海外旅行はツア

ーで回っていました。 

 今回、まず到着空港での熱烈歓迎にちょっとビック

リ！ それを皮切りに、観光とは違う様々な活動。

一生懸命もてなし

て下さるFFミネ

ソタの皆さんに

は、温かさを感

じ、本当に感謝の

一週間でした。 

 私のホストは、

木工がプロ並みの気のいいエモリーさんとおしゃれ

なルビーさんご夫婦。そして、週末におじゃました

バーバラさん。英語の苦手な私でも、車の中や夕食

時に交わす彼らとのたわいもない会話が、思った以

上に楽しく「私でも話の内容がちょっと分かる！」

と少しうれしくなりました。言葉が出ずにいても、

皆さんが優しく汲んで下さったことも嬉しかったこ

とです。「ミネアポリス」を「メニーアップル」と

ずっと聞き間違えていて、みんなで大笑いとなった

ことさえも楽しいエピソードの一つとなり、心に残

りました。 

 旅を終え、改めて参加してよかったなと思いまし

た。受入ホストとFFミネソタの皆さん、そして、

声をかけてくださった縫さんにも感謝です。すばら

しい体験を有難うございました！！ 
 

 

 ◆ 忘れ得ぬミネソタの一週間 
                矢澤 京子 

 夏の一週間をミネソタで過ごした。私にとっては

初めてのホームステイだった。ミネアポリス空港に

着くと、受入ホストのリタが出迎えてくれた。初対

面の出会いなので、再会を喜び合う方たちを後目に、

互いにぎこちない出会いだった。しかし、それより

も、私の頭の中では、意志の疎通がうまく出来るだ

ろうか？ …… でいっぱいでした。 
 家に着くと、リタは、さっそく家の中を案内して

くれた。庭が広く、窓の外では、野生のリスが遊び、

ピンクの可憐なバラの花が風に揺れていた。こざっ

ぱりと片づいた家の中は、私にとって、とてもアメ

リカンに思えた。そのことをリタに伝えると、初め

て親しみを込めた笑顔を私たちに向けてくれた。意

志の疎通ができたこととリタの笑顔で、私は、初め

てホッとしたのでした。 
 リタは、とても細やか

な心配りを私たちに向け

てくれた。『あなた達が、

カンファタブルに生活で

きるために、私ができる

ことを言って……！』

私は、意外だった。私に

とってアメリカ人とは、もっと大ざっぱでドライな

人柄だと思っていたからです。でも、リタは、違っ

ていた。私に解るように丁寧に話をしてくれたし、

生活面で様々な気遣いをしてくれました。 
 リタのおかげで、私は、様々な経験とともに忘れ

られない思い出を作ることができた。そして、観光

旅行では味わえない肌で感じるステイができたよう

に思えた。私にとっては、貴重な夏の一週間になり

ました。 

 

 

 ◆ 感じたこと        津野 利子 

 

 ミネアポリスに着くと、

最初からハグされまして、

初めてお会いした気がし

ないような、それまでの

緊張が解けていきました。

英語がなかなか聞き取れ

ないでいると、ミネソタ

の皆さんが表情や動作で、何度も繰り返し、いろい

ろと気配りをされているのが伝わってきました。 
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 持ち寄りパーティで、郡山のアンバサダーが笑顔

で、ゆったりと話し合っている様子などを見て、お

話の内容が全部まで分からないにしても、みんなで

一緒に、このFF活動を作り上げているのだなと感

じられ、世界は一つだと思いました。私も英語がも

う少し話せるようだったら、お聞きしたいことも山

ほどあったし、また、楽しさも、もっともっと沢山

だったことでしょう。 
 皆様に誘っていただき、とっても良い出会いがで

きたと感謝しております。大変有難うございました。 
 

  ミネソタ 

 面白カルチャー  

◆言葉カルチャー 三題 
１）ミニアップル？ 
 Ｎさんも、Ｉ さんも、Ｓさんも、Ｋさんも、
Ｙさんもミネソタに着いて、度々耳にす
る言葉が「メニアプル」！…「リンゴが多
いのかな……？」   しばらくして、ハッ
と分かりました。 「ミネアポリス」 でし
た。 英語聴解のコツはアクセントとイント
ネーションだと再認識した次第です。 
 
２）ミネソタ弁？……Yさんは小学校の
先生 ~ 子供達に教える要領で、ホス
ト家族に丁寧な日本の挨拶を教えまし
た。 “Thank you very much”は 「アリ
ガトウ ゴザイマス」…… さぁ 一緒に云
ってみて下さい！ するとホスト達は 
「アリガト ゴゼーマス！」 ……  
      これってミネソタ訛り……？！ 
 
３） 英語漬けの成果？ 
 Ｎさんはホームステイを終え、ミネソタ
を発って、ＮＹ観光。ホテルに泊まった
晩、疲れていたのでしょうが、頭の中も
１週間分の英語で一杯だったのでしょう
……。夜中につぶやいた寝言が、なん
と英語でした。 ～ “No Kidding !”  
 
◆ミネソタに 
 Peace 
    Garden 
ミネアポリス 
Lyndale公園の一 
画に小さいですが 
Peace Gardenが 
ありました。 
14フィート(約4.2 
mの高さ)のブロンズ像は、折り紙の鶴を
表現し、広島“原爆の子”像モデルとし
て知られるササキサダコ千羽鶴の願い
を表象したものです。像の周りを巡ると、
平和の鶴の折り方を説明した銘板が配
置されていて、訪れた人が、それをたど
って行くと、自分の“平和の鶴”を織り上
げることが出来るようになっています。
折り紙が入ったBoxも用意されていまし
た。正面の石には、“This is our cry, 

This is our prayer, to build peace in 
the world”広島にあるのと同じ言葉が
刻まれていました。 
 
◆寒い冬でもSky Wayで OK！    
 
 
 
 
 
 
 
 ミネアポリス市内、中心街各ビルの二
階を結ぶスカイウェイと呼ばれる屋内通
路網がある。それはダウンタウンの80ブ
ロックにわたり、総延長は11kmにおよぶ
大規模なもの。郡山と須賀川間を全部
つないだ感じである。これによってミネソ
タの厳しい冬の寒さや雪を気にすること
なく、買い物など、ビル間を行き来でき
るだけでなく、一階の車道を通る車と二
階のスカイウェイを通る人とが安全に分
離されている。 
 
◆エコボトルで Be Green! 
            （環境保護を！）  
           エコスリムキャップで 
          プラスチックの使用量 
          を減らすキャンペーン 
          をしている。日本の一 
          般ボトルと比較した写
真のように、500mlの飲み水ボトルでキ
ャップの深さを半分にし、透明ボディの
厚さもギリギリ薄くして、ペコペコという瓶
にして、従来より20％以上、プラスチッ
クを減らしたとアピールしています。ここ
でもWe Can Make a Differnceと訴え
ております。日本にも、やがて、このよう
なペットボトルが現れるでしょう……！ 
 
◆アメリカに無い“日本のスグレモノ” 
 それは温水洗浄暖房便座。ＦＦミネソ
タ会員皆さんの全室集中冷暖房の住
宅にも、ニューヨークのホテルにもありま
せんでした。寒い木造住宅の日本だか
ら、これが普及しているのかも知れませ
ん。実は、この故で、１週間も過ぎたら、

痔気味になってしまいました（失礼！） 

 
◆MADDの赤リボン 
 
 
 
 
 
 ホスト家族のクルマ運転席前のル
ームミラーに“ＭＡＤＤ”と書かれた赤
いリボンがヒラ ヒラしていました。
Madam Against Drunk Drivers(酔
払い運転追放母の会)という運動だ
そうです。犠牲者を助ける運動に賛
成して、一定の寄金を寄せ、このリボ
ンでアピールしているのです。クルマ
社会アメリカの一面を知ることが出来
ました。 
 
◆ミネソタの米？ “Wild Rice” 
 
 
 
 
 
 Minnesota State Grainと定められ
ているワイルドライス～実は米ではあ
りません。日本で云う“マコモ”の実な
のですが、昔からミネソタの先住民が
食べていたので、Indian Riceとも云
われ、今や自然食品として珍重さ
れ、写真のように肉料理につけ合
わせたり、サラダに入れたりして楽
しんでいるようです。 
 
◆ミネソタの魚 “Walleye” 
               ホスト家族 
                    の家庭料理 
               白身魚のソ 
                    テー、とても 
                    あっさりした 
                    味で美味し 
                    かったのが 
この魚。ミネソタやカナダの多くの湖
にいる淡水魚。夜行性で、暗い水の
中で、猫の目のように光ることがある
ので、この名前がついたとのこと。日
本人なら、さしずめ刺身や鮨ネタにし
そうな魚です。州ニックネームの一つ 
The State of 10,000 Lakes を象徴
するような魚でもあるのです。 
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◆ 11月20日（土） ◆ 

              午後 ビッグアイ７階・市民プラザ大会議室で ～  

                                   FF北日本ブロック会議 

                              夜  郡山ビューホテルで ～ 参加者 懇親会 

                  同封してある別紙の案内書・返信ハガキで、参加申込みお願い致します。 

                  札幌、宮城、山形、新潟、太田群馬の各クラブから約３０名の方々が集まります。 

                地元ですので、郡山からも多数参加して、情報交換と親睦を図りたいと思います。 

                FF郡山会員の皆さん、多くの参加を期待しています。 

 

             詳細は同封別紙をご覧ください……！ 

新入会員紹介 
    ～よろしくお願いします～ 

・七海 榮子さん 
   郡山市神明（矢部さん紹介） 
・國分 正子さん 
   郡山市富久山町（矢部さん紹介） 

 

◆来年・2011年渡航交換は 

カルガリー(カナダ)です…！ 

去年・200９年６月に、新型インフルエンザ流行

のためにキャンセルになってしまったものを復

活します！ 

 時期は同じく６月半ばから…… 

 EDも同じ矢部宏子さんが担当します。 

 今度こそ実現しましょう！  
         今から予定しておいて下さい。 

事務局から 

◆来年・2011年受入交換は 

サンシャィンコースト(オーストラリア)！ 

 時期は１０月の予定です…… 

 EDは 蓋会長が担当します。 

受入委員になって、準備や実際の交流活動の 

世話に協力していただける方を募集します。 

 事務局 又は役員スタッフに知らせて下さい！ 

  協賛会員 

      株式会社 蔵 場 

            ◆郡山バッハ研究会 

                定期演奏会 
                FF郡山合唱団を指導している 
                    斎藤和夫さんが指揮する演奏会 
                  10月24日(日) 2:00pm 
                  郡山市民文化センター 
               チケットは3,000円（学生1,500円） 
                 事務局 又は 近くのFF役員・ 

                  スタッフに連絡下さい。 




