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a world of friends is a world of peace 
 

―古くて新しい tagline とともに 
                 三好 紀子 

 

 

COVID-19 のために従来型の交流が絶たれた Friendship Force International

は新しい構想を打ち出しました。それに呼応して、FF Japan の各クラブ代表が集

う ZOOM ミーティングに経験・人脈豊富な原田史前会長と参加し、目指す方向性

を確認し、不明な点を理解する機会を得ることができました。 

 

 FFI が変わろうとする大事な時に、原田さんのあとを継ぐ心もとない新会長です

がどうぞよろしくお願いいたします。５４名の会員のみなさまとともに、埼玉クラブの

これからを一緒に考え、自分なりの貢献ができればこんなにうれしいことはありま

せん。 

 

お知らせしたように１月総会参加者 28名、World Friendship Day 参加者 32名

が ZOOM 画面を通して、久しぶりに顔を合わせることができました。総会では、小グループでの意見交換を通して、

クラブ員相互の交流を進める ZOOM 講習会、３０周年記念事業、野外活動、会員の活動から学びたいなど、活性化

を促す諸活動が具体的になりました。World Friendship Dayはそうした願いを取り入れた会になったと思います。 

 

2021年は、総力を挙げて、埼玉の魅力の発信とこれまで受け入れで培った know-howをまとめ、2022年に予定し

ている渡航・受け入れに生かしたいと願っています。コロナ禍でも会員をつなぐ迅速な情報発信・交流の場となった

『かわら版』で詳細をお知らせいたします。クラブ員からの寄稿がパンフレットにまとめられ、全員の名前が掲載される

ことを夢見ています。 

 

大きな喜びをもって人と人が出会い、言葉を交わし、生活を共にし、異なる文化・考え方から学び、平和な日常を

分かち合う日々がそう遠くないことを願っています。そのためにも心身ともに健康でいられるよう共に努めたいもので

すね。 
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新会長のもとに          原田 史 

8 年間、FF 埼玉の会長を勤めまして、この 1 月末に

『めでたく』卒業いたしました。どんなに長くても 6年と思

っておりましたので、7 年目に突入した時には落ち込み

ましたが、８年目の去年からコロナ禍に遭遇し、FF 的な

日常とはかけ離れた日々を送ることになりました。 

2021 年に以前通りの渡航・受け入れが復活するのか、

その翌年になるのかと悩みましたが、理事会で「2 年は

かかるでしょう」と冷静な意見が大勢を占めて、ほっとい

たしました。我が埼玉クラブの特質が発揮されたように

感じた次第です。 

2014 年の札幌日本大会の席上で、「再来年、埼玉で

日本大会をお願いします」と言われて愕然としましたが、

事情を聞けば、お断り出来るものでもなく、それから必

死の日々が始まりました。翌年は岐阜大会に 18名が参

加し、学び、楽しむ場といたしました。2016年 11月の埼

玉大会は総力を挙げて臨み、幸い好評を得て、一番の

思い出となりました。 

 渡航・受け入れがもたらしてくれる

ものは本当に大きく、日本大会や

世界大会は素晴らしい出会いの場

を提供してくれます。しかしコロナ

禍が去った後、どんな FF ニューラ

イフが待っているのか未知数の楽

しみです。 

 

三好新会長の明るく聡明なお人柄で新時代の FF埼玉

の未来は明るいものと、期待しております。 

 

             

Zoom ミーティングにて F.F.埼玉年次総会 

2021.1.31（日）10：00～12：30        田中 加代 
 
議長に大熊幸雄様、記録作成に外山哲代様、加藤明

世様が指名され総会資料に基づき議題に沿って行われま

した。小さな語句の修正はありましたが、議題はすべて承

認されました。承認後、三好新会長から COVID-19 は渡

航、受け入れの中止に加えて FFI の在り方についても影

響を与えました。これから FF 活動をどのように展開するか

皆様の提案をいただき実行に移したい」と挨拶があり FFI

のポータルサイトについて、Zoom 画面を共有しながら説

明がありました。 

「ポータルサイトは、会員が個人で登録をする。FFI から直

接情報を得られ、オンラインの行事参加、ウェブによるセミ

ナー、語学研修に参加しやすいなどのメリットがある一方

で、従来のクラブ対クラブの受け入れでないケースも出て

くるかもしれず、今後新しい課題にどう向き合うか考えてい

きたい」と説明がありました。break room では３グループに

分かれて意見交換をし、記録係の加藤明世様、外山哲代

様、道江幸江様から以下の報告がありました。 

(1)英会話、社交ダンス講習に加え、野外活動は北本自然

観察公園（5 月 18 日、予定）大宮第 2 公園の調整池遊歩

道でゆったりウオーキング、見沼通船濠公園など魅力的

なコースが紹介され、受け入れ時にアンバサダーを案内

する参考になると思いました。 

(2)30周年記念事業について以下の提案がありました。 

コロナかが続いている状態とコロナが収まった場合の二通

りを考えておく。ハンドブックの簡易版を作成する。20 周

年以降の 10年間を振り返っての活動のまとめを作成。 

(3)アンケートの中で特に希望が多かった Zoom 講習会は、

総会後 5 人の講師をクラブ内でお願いすることになり、太

田富雄様、百名良子様、堀切京子様、丸山由喜雄様、新

井恭代様にお世話になりました。 

コロナ禍ではありますが、2021 年の活動に期待が持て

る総会になりました。 

 

30 周年記念事業     
 

コロナ禍が続いている状態とコロナが収まった場合の 2 通りを考えておく。ハンドブックの簡易版を作成する。20

周年以降の 10年を振り返っての活動のまとめを作成。 

FFIのポータルサイトについて、三好新会長が Zoom画面を共有しながら説明をした。 

ポータルサイトは、会員が個人で登録をする。F.F,I.から直接情報を得られ、オンラインの行事参加、ウェブによる
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セミナー、語学研修に参加しやすいなどのメリットがある。一方でポータル会員をクラブとして海外から受け入れた時

のセキュリティーや国内のポータルサイト会員の扱い等々の課題もあり、今後、理事会等での話し合いが必要である。

但し、FFI.から「従来のクラブ新理事承認（案）すべて賛成多数で承認された従来のクラブ組織は存続する」と確約

があった。このほか英会話、→希望する人が立ち上げてはどうか。社交ダンス→関心あるが、コロナ終結後に。野外

活動→北本自然観察公園（5 月 18 日、予定）、大宮第二公園の調整池遊歩道でゆったりウオーキング、見沼通船

堀公園に受け入れ時、アンバサダーを連れていく参考になるのでは。 

 

新理事紹介 

大山芳江 （事務局）

一昨年の 8 月に FF 埼玉に入会し、レスターシャ（イ

ギリス）からのメンバーをお迎えしたのが唯一の受け入

れ経験です。その後はコロナウィルスの蔓延となり現在

に至っています。このように経験の極めて浅い私です

ので、理事としての仕事も皆様から教えていただき暖か

く支えていただいています。コロナ禍で皆さんと直接お

会いできない状況が続いていますが、ZOOMの勉強会

では講師の丸山さんに懇切丁寧に教えていただき、生

活の幅が広がったことを実感しています。パソコン操作

や SNS など苦手な私が ZOOM で理事会に参加してい

る、これは私にとって画期的なことです。FF埼玉に入会

して本当に良かった！ 

家にいることが多い毎日

ですが、最近ベタという

魚を飼い始め、長い尾

ひれをゆらゆらさせる

姿に癒されたり、人参

や大根の切れ端を育

て新しい葉が伸びてい

く様子を眺めるのをささや

かな楽しみにしています。 

皆様、どうぞよろしくお願い致します。 

FF の皆さん こんにちは   小暮 江津子

今年から会計をさ

せて頂くことになりまし

た小暮です。 

2019 年の国際フェ

スティバルで  FF

のコーナーに立ち

寄った際、堀切さ

んの渡航、受け入

れ等の楽しいお話に

引き込まれ興味を持ち

入会させて頂きました。 

その後 レスターシャクラブ受入を 1 回経験させて頂

いた後 コロナ禍となり皆様とほとんどお顔を合わす機

会がありませんでした。理事を引き受けて私に務まるか

不安もありますが、皆さまと一緒に有意義な時間を過ご

すことができれば嬉しいです。 

趣味はテニス他。我が家の近くにテニスクラブがあり、

暇さえあれば通っています。テニス半分、お喋り半分で

上達はしませんが、健康維持 ストレス発散のため怪我

しないようこれからも続けていきたいと思っています。 

その他 生花、ピラティス、体操と出歩いてばかりです

が、家の仕事は上手に手抜きしています。 

皆様 今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。

３ 
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この度、副会長に就任させていただきました新井恭代です。 

 

皆様と行動させてい

ただくと自身の経験や知

識のなさを身に染みて

感じる私にとっては身

に余る重責ではござい

ますが、ご迷惑のかか

らないよう精一杯の努

力をしてまいりますので、

ご指導ご鞭撻のほどよろし

くお願いいたします。 

 

コロナ禍での楽しみの一つとして FF の活動が皆様

へ浸透していけるように今までの自身がおこなってきた

活動などの経験を生かし、様々なご提案をさせていた

だけるよう他の役員の皆様と試行錯誤し企画・実行して

いければ、と思っております。まだリアルでお話ししたこ

とのない方もたくさんいらっしゃいます。 

1 日も早く会員の皆様とリアルでの活動を通してお会

いできることを願っております。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

田中加代（広報理事）  

 

2006年の夏、沼さんに紹介いただき入会いたしまし

た。沼さんとは北浦和の国際協会でのご縁です。すぐ

にアメリカ合衆国のアラバマとケンタッキーへの渡航が

ありました。 

橋本斉子さんとステイしたアラバマのハンツビルのホ

ストファミリーはベッドルームが７つもある豪邸で以来あ

んなお宅にステイすることはありませんでした。 

最初の渡航と受け入れは印象深く、初めて受け入れ

をしたアメリカの 38歳の女性とその義母さんは明るく楽 

 

しい人たちでいい思い出

です。この度、身に余る

大役を仰せつかることと

なり不安だらけですが、

つたないながら、先輩

理事の皆様からご指導

いただきながら、頑張っ

ていきたいと思います。 

 

 

臼倉恵美子（事務局） 

新しく理事になった臼倉です。 

初めてなので皆様、 

宜しくお願いします。 
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Event    Zoom 勉強会 

「ZOOM 勉強会に参加して」        中島正子 

 昨年から私の所属している活動が、国際聖書教育

のボランティアを除いて全て中止。 

 ステイホーム中に、嬉しいことに FFでは zoom勉強会

を企画して下さり、今回は小暮さん共々百名さんから、

3回に渡りご指導して頂きました。iPadは 6年前から使

っていましたが どの様に開催者として zoomを開くの

かは知らなかったので、百名さんがご親切に一つ一つ

機種に合わせて、事前にメールで教えて下さり本当に

助かりました。 

 1回目はアカウントを取り zoomサイトへサインイン。ミ

ーティングにパスワードを設定して URLを参加者に送

り、ミーティング ルームに入れる様にすることなどを学

び、2回目は其々開催者に交代で試行錯誤しながらな

る練習。3回目は共有の勉強で、自分のお気に入りの

写真などを 3人で楽しく説明受けながらシェアーし、あ

っという間に終了時間に！ 

 FFの良き企画と講師の百名さん、お世話になりどうも

有難うございました❣️ 

 

 一小路さよ子 

太田先生、田中さん遅い時間にお世話になりました。  

先生には、基本用語から教えて頂き、お恥ずかしい程

でしたが、知らないから習うのですから・・・と言っ

て頂き、安心して受講することができました。 

確かに直接教わる方が、Zoom を介してよりも分か

り易いと言う事はあるとは思いますが、自分で触りな

がら覚える事も多く、受講後に先生の説明を思い出し

ながら一人で楽しんでおりました。 

ただ我が家の PC の機能が一般的なものより劣って

いる部分もあり、先生には受講時間が終わった後に、

スマホの FaceTime で PC を映し見て教えて頂きまし

た。 

ミーティングに参加出来れば良い程度の思いの参加

にも関わらず、一人前に教えて頂きました。 

本当にありがとうございました。 

                              

川田恵美子

 “Zoom”を使いこなしてお家時間を楽しみたい！”と思

い、勉強会に参加させて頂きました。申し込み、そして

日程調整を web 上で処理したのには、びっくり。何もか

もがスピーディーに、便利になっている事は理解してい

たのですが、果たして自分がこのスピードに乗れるのか

心配しました。 

 講師、丸山さんのグループで、大山さん、原田さんと

ご一緒に勉強を。ありがたい事に、丸山さんが、講習内

容の資料を作成、事前にメール添付で送って下さった

ので、とても助かりました。実際には勉強会中に手取り

足取り（個別指導？）で教えて頂いたのですが・・・。 

 Zoomのアップデートの仕方に始まり、交代で Zoomホ

ストを、チャット、音声共有、ブレイクアウトの作成、開始、

Zoom ホストの変更等、かなり高度？な事まで教えて頂

きました。 

 今回勉強した事を頂いた資料を見ながら練習してみ

るつもりです。Practice makes perfect！そして、次回の

UESS の Chairperson 担当時に Zoom ホストも try して

みたいです。 

 丸山さんご指導ありがとうございました。  

大山さん、原田さんご一緒に勉強させて頂き楽しかった

です。 
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  加藤 明世 

 

今日は堀切グループ全員がホストを経験するという

卒業試験日だった。 

 先ずは優等生小林さん。五目御飯をご主人撮影の写

真と動画で料理講習。 

本当に素晴らしい出来映え。各自が材料をそろえて自

宅からお菓子作り講習をしては、という話も出た。 

スマホで撮った写真・動画を直接 PC で見る方法を

zoom で説明。「百聞は一見にしかず」、言葉だけの説

明ではこれほど簡単には理解できない。zoom を使う機

会は会議だけではなく日常の中にもある事を知った。 

 次はお茶の先生の橋本さんがお点前作法手順一覧

を画面共通しながら説明。習ったことが生かせて良かっ

た。 

 最後に落ちこぼれ加藤。zoom 参加に二度も失敗した

が、その都度堀切さんから個人レッスンを受けた。世話

の焼ける生徒だった。今朝も今日の卒業試験に向けて

分からないところを確認した。この感想文もあれだけお

世話になったんだからと引き受けた。 

 堀切さん、zoom勉強会の資料作成等ありがとうござい

ました。

  

 

ZOOM って？                     郡山育子  

 

どうして ZOOMなのか Line ,Facebook, Skypeでも良

いではないの？ しかし成る程、凄いことだ。オンライン

での会議を実現するクラウド型のビデオチャットサービ

スパソコンやスマートフォン、タブレットなどを通して複

数人でのビデオ通話を可能にするサービス。５回にわ

たり、新井講師は常に笑顔一杯、我々は（三好さん道

江さん増田さん宮城さん）ZOOM の魅力を目一杯教え

て頂きました。 

 

1回目、 遊べる機能がたくさん！Vol.1（チャット、ホワイ

トボード、画面共有、ブレイクアウトルームなど）  

2回目、 遊べる機能がたくさん！Vol.２（背景、美肌、メ

ークで素敵に演出など）  

 

３回目、ホストになってみる vol1(招待の仕方、設定な

ど)  

4回目 vol２(ブレイクアウトルームの設定) 

5回目   ホストになってみる。Line との関わり、背景画

像を作ってみよう！   

 

楽しかったんです 。皆んな笑顔でした。だって実際に

はスッピンでもメーク肌の色、口紅そして髭も選べちゃ

う。ブレイクアウトル—ムの時間はみんな右往左往で大笑

いでした。ホストになると色々権限を利用できるなど興味

深い。もっとレクチャーを受けられたらと思いました。理

事の皆さまは大変ですが、宜しくお願い致します。新井

さま有り難う御座いました。 

お疲れ様でした。 
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創立３０周年に向けて             増田信枝（副会長） 

埼玉クラブは来年（２０２２年）１１月に創立３０周年を

迎えます。本来であれば多くの会員が集まり「私は記念

誌の発行をお手伝いします」「祝賀会は○○さんにお願

い出来ませんか？」などと自薦他薦で賑やかに担当を

決めて、記念事業のスタートを切る予定でした。ところが

残念なことに、大人数で集まることが難しく先の見通しも

立ちにくい状況が続いています。そこで、スタート可能

な事業から進めていく事になりました。 

＊１つは「パンフレットの作成」です。 

これまでに行ってきた埼玉ツアーや東京ツアーのコ

ース、お近くのおすすめスポット紹介、埼玉の歴史や魅

力などをまとめて、これまでの活動を振り返ると共にこれ

からの受け入れや渡航に役立つ情報を盛り込んだ内容

にしたい、と話し合いました。広報委員を中心に５名の

方に担当をお願いしましたが「私も協力します」と多くの

方からお声があると、とても嬉しいです。大歓迎です。こ

の会報が届く頃にはすでに、パンフレットの名称募集や

情報提供のお願いなどの詳しいご案内が「かわら版」で

発信されているかも知れません。 

＊２つ目は「ハンドブックの見直し」です。 

２０周年記念事業で作られたハンドブックが残ってい

るので、その後の変更や追加箇所だけの簡単なものを

作成するように理事会で検討していきます。 

そして、来年早々には改めて３０周年記念事業実行

委員会を開き「祝賀会」や会報「３０周年記念特集号発

行」について話し合う予定です。 

様々な事情でクラブを離れた元会員の皆様にもお声

をかけて、多くの皆さんで賑やかに３０周年を祝う事が

出来るように願っています。 

 

Information 
 

FFI は my.friendshipforce という名のポータルサイトを立ち上げ、世界中で登録ができるようにしました。

この会報が全員に届いたころを見計らって、登録の仕方（FFI作成、日本語版）と合わせて埼玉クラブ理事

会で登録に関して話し合ったことを送信します。 

登録の参考になさってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから希望者の FFI のポータ

ルサイトへの登録が開始されま

す。メールアドレス登録のメリット

とデメリットはきちんと 

理解しておいてくださいね。  

     新井 恭代 
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渡航を待ちわびて             浜島 なつみ 

 

 皆さんが FFSに参加されたきっかけはどんな理由でしたでしょうか、もっと英語に触れたい、海外の文化を知りたい

人との出逢いが欲しい、まだまだありますか。ですがしかし、昨今の新型ウイルスの影響で憧れの地への渡航並びに

受入れもまだ先の話になりそうです。 

 入会したばかりの方や今年こそはと期待していた方どうか気を落とさないでください。FFS での楽しみ方は沢山あり

ます。それは、一つに経験談を聴く事です。NL にも載せていますが今回は趣向変えて「今さら聞けない海外旅行の

あれこれ」を経験豊富な方々にお聴きしてみました。 

 ＜こんなときどうしてる？＞ 

・便利な荷物のパッケージ方法は？ 

・飛行機の予約どうしてる？ 

・これはぜひ持って行くとよいものは？ 

・お金が必要な時どうしたらいいの？ 

   ・ホストと出かけた先でチップは支払う？ 

   ・公共のトイレ事情、日本との違いは？ 

   ・ステイ中のホストとの連絡方法は？ 

  会員の皆様もぜひご質問やアドバイスを(理事または広報・かわら版で）お聴かせください。 

 

<今後の予定＞ 

5 月 18 日(火) 10:00~ 13:30 頃 初夏の自然散策＠北本自然観察公園 

5 月 16 日(日) 10:00 理事会（Zoom担当：石橋） 

6 月 20 日(日) 10:00 理事会＠シーノ 7F講座室 1（FF埼玉）/午後 シーノ 9F学習室 1（FF埼玉） 

7 月 17 日(土) 10:00 理事会＠シーノ 9F学習室 1（FF埼玉）/午後 シーノ 9F学習室 1（FF埼玉） 

7 月  関東ブロック会議 西東京クラブ主催 

 

 

 
編集・発行 

ザ・フレンドシップ・フォース・オブ・埼玉  事務局 

〒363-0026 桶川市上日出谷 138 

                 TEL：048-786-5598 

会報編集担当：石橋、田中、浜島、原田、堀切  

HP 担当：堀切 

 

         発行日：2021年 5月 15日 

 

 

編集後記 1 年半ぶりの会報誌の発行である。106 号

は新会長、新旧理事の交代から会員アンケートの結

果、要望の多かった Zoom の勉強会、そして久しく渡

航出来ない会員に“渡航を待ちわびて”の記事等を掲

載した。COVID-19 の脅威は人々の生活スタイルを大

きく変え、自粛ムードもそろそろ限界、中々進まないワ

クチン接種、思い道理にならない世の中である。いつ

も前向きに努力する埼玉クラブメンバーの底力を発揮

する渡航、受入の行事が一日でも早く実現出来ること

を切に願っている。（K.H） 

 


