
 

 

 

 

 

 

 

昨年(2012年夏)、ボランタリースタッフを降り

ていたにも関わらず、私の身にEDの要請が来た。

何度か固辞したけれど、アンバサダーとホストフ

ァミリーの喜ばしい顔が目に浮かび、引き受ける

事にした。そのためには、強力な受入委員を選出

する必要があったが、８名の方から名乗りを挙げ

てもらい大変助かった。 

今回、私が初めて聞いた「セリアック病：グル

テンフリー」。「???これは何？」ホスト探しを

するとき、一人一人に説明をするために文献を調

べ、FF愛知の担当者にも知らせた。彼女も最初

その情報・知識が無かったが、英語が堪能な彼女

は直接アンバサダーに問い合わせてくれ、詳細が

分かり、事なきを得た。一つ間違えれば命に関わ

ることだった。また、犬・猫を室内に家族として

扱っているホスト宅でのアレルギーが心配だった

ので、マッチングリストの詳細情報に載っていな

かった事を改めて問い合わせした。アレルギーに

関しては、程度が人それぞれだということを、個

人的であるが私も抱えているため、今回、本当に 

ＥＤ 平  伸 子 

考えさせられたものだった。 

FF Sunshine Coastは、2011年10月にFF郡山で受

入交流を予定していたが、2011年3月11日東日本

大震災の為にキャンセルとなってしまった記憶は

皆さんの中にもおありだと思う。その彼らが、今

年（2013年3月）に宮城・福島の被災地で被害に遭

い、親を亡くしたり、避難等を余儀なくされた中

高校生たちをSunshine Coastに招いて下さった。 

また、今回のExchange Programにおいて、現実に、

私たちがこの地域で生きて生活をしている事を、

肌で感じて下さったと思う。新幹線から降りて来

られた時の笑顔。台風26号により、ホストと共に

出発時間を忍耐強く待ち、約２時間遅れで、新幹

線に乗って東京に向かって行かれた時の笑顔。ホ

スト・デイホストとアンバサダーも僅かな交流時

間だったかも知れないけれど、喜びの時間を共有

できたのではないかと思う。この笑顔が見られた

ことが最大の私へのご褒美だと思う。 

最後に、受入委員の皆さん、長い間のご協力に感

謝いたします。 

 

F F郡山会報   
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FF Sunshine Coast を受け入れて 喜び・満喫！ 
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今年の三択クイズの出題は佐藤紀男さん 
テーブルごとに得点を競い合った 

Laurel Dixon 
Gillian Dwyer 
車田美枝子 

滞在期間中の日程  10月９日～10月 16日 

9th : 午後１時 28分着の新幹線で郡山駅着 

10th: 郡山美術館見学、三春ハーブ園(昼食・見学) 

    三春ダム見学、16 時～郡山市長表敬訪問 

11th: 各ホストとフリー 

   (４ホスト 14名裏磐梯、喜多方、会津若松へ） 

12th: 日中は各ホストとフリー 

       18時～ウエルカムパーティー 

13th: 各ホストとフリー 

14th: 各ホストとフリー 

  (５ホスト 24名参加で高篠山キャンプ場で芋煮会) 

15th : 日光へバストリップ 

16th：11時１分の新幹線で東京へ 

 

 

 

 

Brian & Madeline Cull 

 寺澤 功・加奈子  

ED - Mike Matthews 
前半：佐々木和彦・文子 
後半：吉田初雄・純子 

Tony & Odette Linedale 
前半：野田一男・節子 
後半：縫 裕訓・洋子 
 

Margaret Williams 
Jan Bell 
前半：高野左起子 
後半：笠間兵江・タイ子 

Ann Boekelaar  
Irene Holdcroft 
前半：近藤静子 
後半：奥秋和夫 
 

Phil and Chris Martin 

橋本 晃・真澄 

Bob & Margaret Hill 

斎藤和夫・恭子 

Jean Ledwidge 
Felicity Sewell 

平野二美子 

＜矢吹さんが原発の影響を説明＞ 

 

  市内の施設巡りと市長表敬訪問               

 来郡した翌日は３台の車に分乗し、郡山市美術

館、三春ハーブガーデン、三春ダムを見学、16 時

から市役所にて品川郡山市長を表敬訪問した。 

 郡山美術館では震災復興支援として愛知県美術 

館所蔵品展が行われて 

いて、日本の古美術を 

熱心に鑑賞した。 

 鑑賞後、館内で矢吹 

光子さんが福島第一原 

発事故による放射能の影響等について、特に郡山市

の影響について、資料や矢吹さん宅の実測値を提示

しながら説明し、アンバサダーに安全についての理

解を求めた。 

16時から品川郡山市長への表敬訪問が行われた。 

アンバサダーと同行者の紹介が行われた後、市長の歓

迎のあいさつがあったが、市長の原稿なしのユーモア

を交えた挨拶に、少し張りつめていた緊張感が一気に

和んだ。 

 

 

 

 

 

 

ED・Mike 氏からはサンシャインコースト市長と FF 

Sunshine Coast 会長からのメッセージとギフトが郡山

市長に贈られた。最後に、郡山市長から朱塗りの箸が

一人一人に手渡しでプレゼントされ、和やかな雰囲気

で終了した。 
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   充実した一週間      平 野 二美子  

  私のアンバサダーはとても元気な Jean とその

友人の Felicity でした。 

 絵のぼり作り、日本酒醸造所、老人ホームなど

彼女たちの体調を考えながらも、より多くの日本

人に会わせたい、日本独特の体験をさせてあげた

いと計画しました。 

 11 日は会津方面に行き、10 月とは思えない暑

さの中、若松の古き良き街並みが残る七日町を歩

きました。昔の建物・街の風情を楽しみ、その後 

県立博物館へ。そこで

は飛鳥時代の皇族の衣

装を着せていただき、

ご満悦でした。体が大

きすぎて普通の着物を

着ることができなかっ

たアンバサダーも、そ

こでの衣装は着ることができ得意げに写真に収ま

り、早速その日のうちに Facebook にその写真を

アップしていました。郡山を去る日は台風が通過

することになりましたが無事郡山を後にしました。

充実した一週間でした。 

  

  ホストを終えて        近藤静子   

 受入は初めての経験で、海外へ行ってもホテル

かＢ＆Ｂ滞在が多く、ホームステイの経験すらあ

りません。日常のままで差し支えないことを知り、

私なりの方法でお迎えしようと考えました。 

アンバサダーはAnnと

Ireneさんで、お二人と

もアクティブで明るい方

でした。色々な事に興味

を持たれ、共通した趣味

もあったため初対面とは

思えないほど話題が広が

り、毎日楽しく過ごすことができました。食事も

できるだけ手づくりにして、好みを尋ねながら喜

んでいただけるように工夫してみました。 

「もっと泊っていたい」とおっしゃって下さり、

ホストファミリーとしてこの上ない喜びを感じま

した。後半の奥秋さんとの連携もスムーズにいき、

根本さんからは最大限の応援をいただきました。多

くの方々の協力に感謝します。 

 

  二人の思いやりにサンキュー  奥秋和夫   

我が家でお世話したのは女性二人、おしゃべり大

好きな「アイリーン」と、アンバサダー最高齢82

歳のパワフルな行動派「アン」、二人と過ごした

４日間は楽しく刺激的なものだった。 

休日に橋本さんご

夫婦の協力を得て

裏磐梯から浄土平、

帰りに二本松菊人

形見物に案内と気

合を入れて出発し

たのだが、秋晴れ

の空と裏腹に観光

道路は大渋滞で最悪、結局ノロノロドライブした

だけで、菊人形もパスしてしまった。それでもア

イリーンの止むことのないおしゃべりと、アンの

笑顔と元気な姿に救われた。 

お別れの前夜、我が家で「鍋パーティ」をし

て楽しんだが、二人とも鍋がすっかり気に入って

くれたようで、翌日新幹線での別れの間際まで

「ナベ、サンキュー」を連発してくれた。 

二人の思いやりに心から「サンキュー」 

 

 

我が家に迎えたBrian夫妻   寺澤加奈子 

我が家に迎えた Brian と Madeline は２週間前

に来日し、金沢や高山などの観光とＦＦ愛知との

交流を終えての来郡にも関わらず、とても元気で、

我が家に到着するや直ぐに、日本地図の英語版を

買いたいと書店へ、家に戻るとすぐ犬の散歩に付

き合うというタフさ、それは帰るまで続いた。 

裏磐梯・喜多方・会津若松へ、絵のぼり体験

作製、リンゴ農家訪問、菊人形鑑賞、吾妻スカイ 

ラインドライブ、芋煮会参加等、たくさんの体験

をしながら、明るい性格の二人は気を遣わせず、

大いに楽しんでくれた。おかげで、私たちホスト

もリラックスして、楽しい 7日間を過ごすことが

できた。 

彼らの毎日の行動の

記録は写真に収め、その

日その日のうちにアルバ

ムに編集し、最終日の朝

に製本して、彼らへプレ

ゼントした。それが私 

たちのやりかたであるが、

二人は何度も何度も so much を連発し、涙して喜

んでいただいた。  

 

「きっと会いに行きます！」   斎藤恭子 

ボブ&マーガレット夫妻一週間受入は、我が家

にとって７年前のシドニークラブ以来の事でした。 

ボブは好奇心がとても強く、至る所で質問ぜ

めにあい返答に困った事も度々でした。毎朝、日

課となった散歩では「電柱のあのスパイラル電線

は何のため？」浴室の換気扇のスイッチを何度も
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回しては覗き込み、「これは何のためのスイッチ

か？換気？どの程度どのように換気できるの

か？」冷蔵庫の引き出しを見

て「オーストラリアの冷蔵庫

は開閉ドアしか無い。どのよ

うになっているのか」と開け

たり閉めたり・・・。 

細やかな気配りと、素敵

な笑顔のマーガレットは、網

代さん宅での着付け体験で着

物に魅せられてしまい、パーティにも着物姿で

出席、すごく似合っていて素敵でした。 

以前は、家族だけでの行動が多かったのですが

今回は、いろいろな企画、沢山の方々のご協力で

さらに楽しい日々を過ごす事が出来ました。感謝

です。 

 

  充実した一週間の交流     橋本真澄         

今回は6回目の受入ですが、今年は例年とは違

った緊張感がありました。奥様のクリスが食事の

制限があったため体調を崩されたら大変と少し神

経を遣いました。

大好きなパンを焼

いておもてなしを

と考えていました

が、小麦がダメと

言うことでややが

っかり、醤油もダ

メ、それでもなんとかシンプル味でタジン鍋中心

に無事過ごせてホッとしております。我が家の日

常生活を共に過ごし周りの友人たちに助けて頂き

ながら毎日楽しくパワフルに動きました。会員の

大中さんと桑原先生の陶芸窯見学～大七酒造～カ

ラオケ～野口記念館～五色沼散策～友人宅別荘訪

問、別荘では皆でバーベキューを楽しみワインで

会話も弾み、夜はオーナーのカクテルを頂き

happyな一日でした。翌朝スカイラインをドライ

ブ、慣れない私の運転と会話の中大渋滞の道のり

をやっと抜けたかと思うとまた渋滞、止まった所

がタイミング良く親戚の家の前、休憩出来て助か

りました。寺澤さんと奥秋さんのアンバサダーと

もご一緒出来てあっという間の一週間でした。 

蓋さん、平野さんの司会進行で会は始まった。嶋会長の挨拶に 

つづきアンバサダーED・Mike さんからお礼の言葉を頂いた。 

彼は３月に宮城、福島の被災した中・高校生のサンシャインコ 

ーストでのホームステイで大変お世話になった方でもある。 

アトラクションは、竹林さん父娘の尺八と琴の演奏で 17名の 

アンバサダーを歓迎。そして合唱クラブによる“カンタータ 

147 番”“大地讃頌”斎藤先生の指揮のもと、美声を会場に響か

せた。最後は、ひょっとこ・おかめのお面をつけて○○さん（さて、誰でしょう？）が踊りだす。お陰で

会場は抱腹絶倒。アンバサダーもプレゼントされた“手拭い面”を被って一緒に踊り、大いに盛り

上がった。これこそ日本の お・も・て・な・し❤              ＜野口英恵子記＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月12日(土) 郡山ビューホテルアネックス 

＜挨拶するマイク氏＞ 

＜箸使いも上手に＞ 

＜奥秋副会長の音頭でカンパ～イ＞ ＜竹林さん父娘による演奏＞ ＜美しいハーモニーで魅了＞ 

＜着物に魅せられて＞ ＜和やかに歓談＞ ＜ひょっとこ踊りは会場を笑いの渦に＞ 
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  久々のホスト       野田節子   

母の介護や震災後のリフォームで、数年ホスト

ができず、久々アンバサダーの受入になりました。 

若い頃は、子供たちと一緒に時間を共有し受

入を楽しみましたが、子供も独立し、夫婦二人の

おもてなしを肩肘はらずマイペースでやろうと決

めトニーとオデットを迎え入れました。 

 二人とも穏やかで、家族の話や孫の話が毎晩酒の

さかなになり、話がつきない毎日でした。最後の一

日はメンバーの塩谷さんの

お宅で和食のフルコースに

感激し、オデットは着物を

着せてもらい、ワンダフル

と喜び、塩谷さんのアイデ

ィアで、日本文化のすばら

しさを何倍も楽しませるこ

とができました 

ホストファミりーが 2～3集まり行動すること

は、郡山クラブのメンバー同士の交流にもなり、

ホストの心の軽減になったのではないでしょうか。 

オーストラリアから無事帰宅したとメールがあり

コンピュータが、世界を変えたなと感じました。 

 

  「継続は力なり」      高野左起子 

 我が家にいらした方は、スポーツ好きのマーガ

レットさんと手芸好きのジャンさんの二人でした。 

 フリータイムの時は友人にお華を教えていただ

いたり、友人の家を訪れて茶道をしたり、日本の

カルチャーを経験されて十分楽しまれていたよう

でした。空いている時間には和紙でブローチを作

ったり、又一緒にお料理をしたり、日頃主人と二

人だけなので家族が増えたようでした。 

 子供がいた時は、たまにアップルパイを作って

上手にできていました。その時は中に入れるアッ

プルとスイートポテトは美味しくできたのに、今

回は生地の失敗で、ジャムとして食べていただき

ました。日頃作っていないので、やっぱり「継続

は力なり」と反省しました。 

私のオモテナシ       笠間タイ子 

この度のサンシャインコーストの後半受入ホス

トをする私達は、偶

然にも、その前半に

FF交換でニュージ

ーランドから埼玉に

来たSpeden夫妻をお

迎えすることになり

（私達は 2009年、

FF埼玉に加わって渡航し、温かく迎えて頂いた） 

かなり忙しい日々でした。 

今回受入したのはMargaretとJanの女性2名で、

住んでいるのは海岸近くと、山側の車で1時間位

との事なので、FFメンバーも広範囲の様です。

Margaretの方は4度目の来日、Janは初めてとの事

なのでどこをご案内しようと悩みましたが、既に

メールで何回かやりとりしていたし、2人の仲が

良くすぐ決定し若松方面、二本松。朝食はすべて

洋風に、外食は和風にしました。すべて満足した

との御礼メールが入り一安心しました。 

 

これも一つの楽しみ     佐々木和彦 

 何度か受入・渡航を経験しているうちにNative 

speakerの言葉使い

にも興味が出てきま

す。言語は、その人

達の生活に根ざして

いますから、学校で

習う英語では分から

ないものもあります。

今回受け入れたMikeさんにも、そんな一つを教

えられました。 

 私が写真の説明に“Back side view of Mt. Bandai”

と言ったら、首を傾げて“Native speakerはBack 

view of ○○”だと言うのです。彼らは“Back 

side”というと「人間のお尻」をイメージしてし

まうとのことです。なるほどそう言うものか…… 

と思いつつ、私も、お返しに、辞書には出ていな

い日本語の使い方を、一つ教えてやりました。こ

れも楽しかったことの一つでした。 

 

お手本アンバサダー     吉田純子 

後半に我が家にステイしたマイクは、マナーの

心得はもちろん、素敵な心の持ち主でした。 

話の輪に進んで入り、

率直に質問を投げかけ

ます。私達のオモテナ

シの気持ちには敏感で、

礼の言葉も欠かしませ

ん。私達が聞き取れな

いときは、嫌がらず分

かるまで話してくれます。特別なご馳走でないの

に、毎日の食事は残さず食べ、納豆にも挑戦した

のには驚かされました。また、ユーモアのセンス

があり、笑いの渦が何度もできました。 

FF新入生の私にとって、アンバサダーとして

の手本を見せていただいた気がします。 

写真は、友達５人と娘が加わったディナーでの

一コマです。夫とお揃いの作務衣はその日うすい

で買いました。 
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 芋煮会に参加して       縫 洋子     

天高く澄み切った秋空の下に広がる逢瀬町の田

園風景、黄金の稲穂やそれを刈り取る様子は、彼

らにとってとても新

鮮で珍しく、感激し

ていました。そんな

自然豊かな高篠山公

園での芋煮会は、の

どかで、ゆったり出

来て、素敵な一日に

なったと喜んでいました。“tasting” “sweet”  “salty”

と言って、みんなで芋煮の味見をしながら、砂糖

や醤油を入れたりする様子は、interestingで、楽

しかったと話しておりました。 

 今回、町内会会長という立場で、地域祭り（日曜日）

を実施しながらの受入で、大変忙しい日程でしたが、

ホストの私たちも、ほっと一息できた楽しい一日になり

ました。 

希望グループでの芋煮会は初めての企画で、関

係者の皆さんはご苦労が多かったと思いますが、アン

バサダーの皆さんにとっては、大変のんびり出来て、

FFが、ただの観光旅行ではなく、人と人との交流で

あることを肌で感じられた一日となったのではな

いでしょうか。 

 

 

 

 

FF郡山恒例の日光デイトリップが、アンバサ

ダー17名と同行会員 10名が参加して行われた。

台風の接近で朝から雨が降り出し、風雨の強まり

も心配されたが、日光東照宮に到着する頃には、

一時的に雨も上がり天気は小康状態、小雨に濡れ

た杉木立が遠来の観光客をやさしく包み込んで、

アンバサダーも日本の世界遺産が醸し出す荘厳な

雰囲気に心を奪われたようだった。 

また昼食の日光名物 「ゆば御膳」 も大好評で、ヘル

シーでカラフルな和食の魅力を記憶にとどめようと、口

だけでなくカメラのシャッターも盛んに切っていた。 

残念だったのは、陽明門などが改修中で見られな

かったことだが、日本の伝統美やおもてなしの心はし

っかりと受けとめてくれたのではないだろうか。              

＜奥秋和夫記＞ 

 

  受入交流の反省会実施 
 今回のFFサンシャインコーストの受入についての

反省会が11月10日に富久山公民館で行われた。 

 反省会には受入委員、受入ホスト、デイホストの方々

等15名が集まって行われた。 

 初めにEDを務めた平さんから、５回目のEDであ

ったが、台風接近の中でデイトリップが行われたこ

とや、台風で新幹線がストップして、切符の手配に

追われたことなど、予期しなかった体験をしたが、

皆の協力で楽しく無事終了して良かったとの総括が

あった。 

 出席者から感想や反省を述べていただいたので、

それらを下に列記したい。 

◆準備する時は大変だと思うが、滞在中は楽しか

った ◆スケジュールは事前に決めないでアンバ

サダーの体調や希望を聞いて決めて良かった。郡

山に来る前に長野や高山、FF愛知との交流をし

てきたので疲れているようだった ◆和室と布団

を用意したが畳に座ることは大変だったようだ 

◆全てに喜んでくれ楽しい時間を過ごすことがで

きた ◆お風呂に入れるように湯を入れておいた

がシャワーだけの使用だった。磐梯熱海の足湯は

大変喜ばれた ◆日光の陽明門が工事中で見学で

きなかったのが残念だった ◆合同でのウェルカ

ムディナーをしたが、もう少し多い人数でも良か

った ◆市長表敬訪問で市長の通訳まで担当させ

られストレスが溜まったが、難しい内容でなかっ

たのでよかった。通訳は二人用意しておくべきで

ある ◆行程詳細が作成され、それぞれのスケジ

ュール管理がなされたのは良かった ◆老人ホー

ムを訪問したが、入所している人たちも大変喜ん

でくれた ◆FF愛知での交流内容が事前に知ら

されたので重複しなくてよかった ◆一週間の受

入はきついので前半だけの受入をしたが、会津方

面に合同で行く企画があったのは良かった ◆今

回12名の会員が受け入れたが、それは会員数の

16％にすぎない、20％程度に上げたいものである 

◆芋煮会の企画は初めてだったが大変好評だった 

◆ウェルカムパーティへの参加者は多かったが、

受入や渡航に多くの会員が参加できるようにしな

ければならない ◆ホームステイを基本とした国

際交流団体として、多くの会員に関わりをもって

ほしい。新会員にはFFの趣旨を良くPRして、活

動に参加できる方策をすべきである ◆滞在中、

もっと多くの会員に参加して貰いたいし、受入ホ

ストも増やしたい。      ＜寺澤 功記＞ 



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。私はJoy DiBenedettoです。FFIの新会長として皆様とお会いできることは本当に光栄です。 

私自身のことを少しお話します。私のルーツはイタリア系ですが、スウェーデン、アイルランドの血も受け継いでい

ます。私自身はニューヨーク生まれです。嘗て私がＣＮＮにいた時、ナイジェリア北部の僻地に行ったことがありま

した。家という家は掘立小屋でした。ですが、道で会う人々はみんな笑顔で挨拶してきます。この経験が私を変え

てくれました。どんな所へ行っても、どんな瞬間にも、Friendshipを築くチャンスがあると思いました。 

しかし、Friendship Forceの未来を築き上げて行くには、私たち自身もチャレンジすることが必要です。私たちを

取り巻く世の中は変化しています。FFの偉大な遺産を守りながら、未来に引き継いで行くには、その変化を受け止

め、対応していかなければなりません。 

 私たち誰もがその答えを持ち合わせているわけではありませんが、アイデアはあると思います。私は、最近のテク

ノロジーを利用して、色々な方法で繋がることが可能だと思います。FF活動の拡大手段として“ソーシャルメディ

ア”を使い、どんな遠隔地でも、フレンドシップを築き、それが“オフライン”でもフレンドシップとなっていく可能

性があります。ソーシャルメディアの中身が、FF精神のゴールを達成するのに役立つと思っています。ネットでの活

動に頼ることではありません。FFで真に人間同士が繋がりたいと思うなら、ネットとオフラインと両面の活動で、解決

策を見出すべきだと思います。 

 例えば、アメリカと南米地域では、各クラブ会長が接触するのにネットでonline meetingを使い始めています。これ

は、日本の皆さんとも実現したいことです。 

 FFIは今後、経費的に安いものからデラックスなものまで、多くのExchangeを展開させて行く予定です。それで、も

っと多くの人々が参加できるし、人々の興味にアピール出来る創造的な旅やイベントも立案できます。 

 私たちはFF仲間です。世界中で出会う仲間が結び付き、世界中にFriendshipを築き上げる“FFミッション”を真

に貫き、共に、世界を変えていきましょう。皆さんと協力してFFを今後、末永く、大きく繁栄させて行くことが楽しみ

です。                                                         （要約・佐々木） 

Joy FFI新会長の挨拶 at FF日本大会 in 鳥取 

今年の７月に就任したFFI会長・Ms.Joy DiBenedettoは初めての外国出張として、 

FF日本大会に参りました。その挨拶を抜粋要約してお知らせいたします。 

ＦＦ日本大会に参加して    会 長  嶋   勇吉 
 

第25回フレンドシップフォース日本大会が、10月19日(土)に、鳥取県米子市で開催されまし

た。今回が会長になって初めての出席でしたが、今までの活動で知り合った方々が沢山お出

でになり安心いたしました。私は、国内の都道府県で、まだ訪問してない県が、鳥取と島根でし

たが、今回初めて鳥取を訪問する事が出来ました。 

当日10時から代表者会議が開かれ、FFI新会長・Ms. Joy DiBenedettoとFFI日本駐在・金元

さん(石井さんの後任）が参加、22クラブから会長及び各地域FRと各クラブオブザーバー計53

名の参加で、会議が始まりました。 

FFI新会長の挨拶、石井さんと金元さんの交代挨拶があった後、各FRによるブロック会議 

報告・各クラブの自己紹介、事前議題の①渡航について(少人数での単独渡航)、②受入につ

いて(到着時間）③グローバルエクスチェンジについて等の討議が有りました。 

午後、全体会議前に、アトラクション「荒神神楽」(地元高校の部活で伝統芸能を受け継いでい

る）がありました。とても勇壮な神楽でした。 

全体会議は、来賓・鳥取県知事・米子市長、FFI新会長・石井・金元さん挨拶、代表者会議報告、広島世界大会の報告(FF

広島前会長)・被災地の子供達：オーストラリア訪問の報告(蓋FR）・Facebookの安全な使い方(FFJwebmaster佐々木)と、盛沢

山の議題で終了致しました。 

夜は懇親会、米子ワシントンホテルで、沢山の方々とお話ができました。翌日は、３方面に分かれての観光でしたが、 

私と蓋さんは鳥取砂丘コース・佐々木さん夫妻は松江・出雲コース希望の観光でした。鳥取クラブの方々が、 

各コースに６名前後同行されて、色々とお世話いただき、楽しんで来ました 

（注）FR：フィールド レップ 
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郡山クラブの皆さんへ、    ＦＲＣ 石井 嗣代 

 
   16年の間、関わらせて頂いてきましたFF日

本事務局ですが、この程、退任を決意いたし

ました。昨年の世界大会in広島では、多くの

FF日本会員の方々に、世界大会の楽しさを

味わって頂けたかと思います。一つの区切り

を感じましたので、今後は一会員として、もっ 

ぱら楽しむ側に回らせて頂くこととしました。 

 北ブロックの中では、とても元気で活発な郡山クラブさんは、

個性豊かな方々の集まりです。FF日本ウエブをしっかり管理

して下さる佐々木さん、穏やかな嶋さん、ニコニコして、気軽

に仕事をこなす縫さん、本格指導が素晴らしい音楽の斉藤さ

ん、手品の上手な野内さん等、何人もの顔が浮かんでまいり

ます。素晴らしいバランス感覚の蓋さんも大変大事な存在で

す。２年前の震災以後、まだまだご苦労も多い中、FF活動も

大変活発で頼もしい限りです。これからもますます活発に楽し

んで頂けることを確信しております。後任の金元さんは、初め

ての日本在住の日本人FFIスタッフとして頑張っております。

皆さんの意思疎通が良くなること請け合いです。 

そして私とは今後とも、同じFFの意思を持つ仲間として仲良

くして下さい。またお目にかかります！ 有難うございました。 
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FFI日本駐在  金元 勅子 

この度FFIのスタッフとなりました 

金元と申します。 ４月から日本駐

在として、 FFの仕事に携わってい

ますが、日本人のホスピタリティを 

改めて実感しています。 

まだ、未熟者ですので、クラブ会員の方たちからお話を

お伺いしながら、業務を行っています。どうぞよろしくお願

いいたします。 

… 別添えのチラシをご覧ください … 

FF愛媛(松山)へ 国内交流！ 

参加者募集 ２014年４月４日(金)～６日(日)  

2009年１０月に受入れた、お返しの訪問です。 

 

     ----------------------------- 

来年(2014年)の受入は… 

FFシャーロット USA 
日程：2014年 10月 1日(水)～8日(水) 

札幌から来る予定 

ホームステイ受入協力をお願い致します。 
   --------------------------------------- 

来年(2014年)の渡航は… 

FFクライストチャーチ 
         予定 ： ２014年11月 
         春から夏へ向かう好季節です。 

FF郡山としては1994年以来20年ぶりのニ

ュージーランドです。皆さんの参加をお待ちします。 

ニュージーランド 
              2014年度 総会と新年懇親会 

2014年１月26日（日)午前１１時 

市内・大成地域公民館（予定） 

  後日別便で、お知らせと出欠アンケートを発送します。 

事務局から 

新入会会員 を募集しています！ 

野内 隆夫 
９月２９日（日）、あまり気乗りしなかったFF新潟クラブの「海鮮バーベキュー」へ、嶋

さんの車で矢吹さん、大坂さんと４人で一路快晴の新潟へ向かった。 

でも参加して良かった。獲れたての新鮮なカツオやサーモン、エビやカニなど、その

場で捌いてたらふく食べる。めったに飲めない“越乃寒梅”を惜しげもなく飲みながら

の交流は最高の贅沢でした。新潟クラブの吉森さんがオーストラリア会を作って活動し

ている話、山形クラブ・後藤夫妻の農作物栽培の興味ある話、クラブの活動状況など、

酔いも手伝って最後まで話題は尽きませんでした。 

次回は、郡山クラブでの開催を決め、３クラブ20名程の交流は、思い出の多い楽し

いものでした。最後は、いつものコース＝寺泊市場で、本場の海の幸を買い求め、気

分よく奥方の待つ我が家へ無事帰宅しました。 

～行って良かったFF新潟“海鮮ＢＢＱ”～ 

 

＜フィールドレップ コーディネーター＞ 


