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2004 年を振り返り今年新たに
会長

堀内

美紀子

昨年は、3 月に高校生、大学生の若い世代 4 人を含
め、19 名のアンバサダーがオーストラリアのソールズ
ベリーへ渡航したのを皮切りに、韓国・ソウルから 21
名の受け入れ、ブラジル・クリチバからは 30 名と小さ
なアンバサダー2 名を迎えました。たくさんの出会い
があり、友情を育まれたことと思います。予定してい
た 7 月のベラルーシ・ミンスクへの渡航は残念でした
が参加者が少なくキャンセルとなりました。

＝待ちに待ったハンドブック完成＝

総会で議案の説明に耳を傾ける出席者

2002 年の 10 周年記念事業の一つでありましたハン

＝2005 年活動＝

ドブックは、フレンドシップ・フォース本部に変革が
あり、編集作業を一時休止しておりましたが、昨年 6

2005 年はご存知のとおり、5 月はラトビア・リガ、

月に再開し今年 1 月に完成いたしました。この発行に

10 月はハワイ・カウアイからの受け入れと、6 月はイ

よって、クラブのこと、交換のしくみが説明してあり

ギリス・ハートフォードシャー、クリーブランド・カ

ますので、一人でも多くの方がクラブ運営、交換委員

ウンティーへ 2 週間の渡航が決まっております。今年

会、各会のリーダーとなっていただけると期待してお

もまた多くの友人との出会いが楽しみです。

ります。

FF クラブの記念日である 3 月 1 日には、今年初めて

現在は IT 時代ですので、FF クラブのことを調べる

ワールド・フレンドシップ・ディーとして世界中でお

のは容易ですが、このハンドブックは常に手許におけ、

祝いをします。目的は各クラブ独自のアイデアの中で

どこにでも持っていけます。FF クラブの証であるグリ

寄付を募り、新クラブの創設、次世代の育成等のため

ーンのネームプレートを胸につけたときの感覚と同じ

のプランです。今年は埼玉クラブも参加します。

ように、ハンドブックを持つことで尚一層 FF の会員と

また例年参加しているさいたま市国際友好フェアへ

して意識し活動できると思います。交換がある度に作

のバザー出店には、皆さんのご協力をいただいており

成していた「しおり」の中の交換の心得もこのハンド

ます。今年も予定しておりますのでよろしくお願いい

ブックによって削減できます。これからは大いにこの

たします。

ハンドブックが役立つことと思います。

FF の目的はホームステイを通して、世界中に友人を

＝役員改選＝

作り仲良くしていくことです。今年もまた楽しい活動

今年は役員改選ですので、昨年 12 月臨時総会で理事

となるようになお一層努力してまいりますので、皆様

が選出されました。また長年埼玉クラブを育てあげら

からのご提案、ご要望など惜しみないご協力をお願い

れた佐藤ゆきえさんが退任されました。未熟な私がこ

いたします。

の 2 年間、何とか大役を務められたのも佐藤さんのお
蔭と感謝しております。今後ともあたたかく見守って
くださいますようお願いいたします。
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新理事の紹介
浜

敬子さん

高畑

美千子さん

坂本

登喜子さん

日本を訪れる方々に接するの

皆でワイワイおしゃべりする

お仲間に入って 3 年、2 回の渡

が楽しみです。未熟者ですが、

のが好き。家にいるより外に

航は異文化での楽しい交流が

少しでもお役にたてればと思

出て行くのが好き。そんな単

できました。受け入れ出来ない

います。よろしくお願いしま

純（？）な理由で理事をお引

今、少しでもお手伝いできれば

す。

き受けしました。若葉マーク

とお引き受けしました。会員同

べったりで手探りの毎日で

士の親睦も大切にしたいと思

す。どうぞよろしくお願いい

います。

たします。

た温かな交換になるよう心を配りたいと思います。

2005 年度ＥＤからのメッセージ
◆イギリス渡航に思うこと

堀内

初めての自分の交換を思い返して見た時、アンバサ
ダーが我が家に来るまでは、心の中はいつも大きく揺

美紀子

れ動いていました。受け入れを決心し、スケジュール

先月、急遽交換委員長（ED）になりましたので、い
つになく責任の重さを感じます。引き受けました以上

が次々と具体化していくにつれ、心はいつもドキドキ、

私なりに努力をしますので、渡航される方々のご協力

実際アンバサダーが来たらどうなるのだろうと、不安

をお願いいたします。

に押しつぶされそうになったことを思い出します。身
体に妙に力が入りすぎて、コチコチになっていたっけ。

すでに 21 名のアンバサダーが決まっておりますが、
そのうち 5 名の方が 1 週間の交流で帰国される予定で

心の葛藤を繰り返しながらも、月日は経ち、そして終

す。そこでハートフォードシャーに 24 名の受け入れを

わってみれば、何のことはない、あのモヤモヤは何処

お願いしたのですが無理のようです。ですから 3 名の

へやら、風が吹き抜けたようなさわやかな気分でした。

方にウエイティングになっていただいております。21

それまでの生活では感じたことのない満足感、充実感

名の参加者のうち 4 名が初めての方です。アンバサダ

を持ったものでした。
今回も新しい出会いと発見を求めて、交換を楽しみ

ーリストを送っていますので、間もなくホスト先のお

たいと思います。

知らせがくると思います。

頼りない ED ですが、皆さん力を貸してください。

今回は 2 クラブへの訪問ですので、どんな出会いが
あるのか、どんな交流になるのか、何もかも今からと

◆「再会」と「新たな出会い」のために

ても楽しみです。

野澤

私は皆様ご存知のとおり語学が堪能ではありません

明子

10 月の受け入れは、2003 年に埼玉クラブが渡航し友

ので、皆さんに助けていただくことが多々あると思い

情を深めたカウアイクラブです。

ます。皆様一人ひとりのご協力が必要です。よろしく
お願いいたします。語学力がなければ ED はできないの

「会員みんなが協力してくれるから…」という言葉

ではと思っていらっしゃると思いますが、皆さんに協

を信じ、勇気を出して ED をさせていただこうと決意し

力していただくことで楽しい交流ができると思ってい

ました。まだ何も決まっていないのですが、ドキドキ

ます。

ワクワク？

不安でいっぱいです。そんな私に力を貸

していただけませんか。
◆新しい出会いと発見を求めて

岸田

「再会」と「新たな出会い」のために、一週間をア

節子

ンバサダーと共に過ごし、楽しい思い出を作りません

5 月 9 日から 5 月 16 日まで、我が埼玉クラブはラト

か。ご協力をよろしくお願いいたします。

ヴィアからのアンバサダーを受け入れます。今頃 10〜
12 人のアンバサダーは未知の国、日本への旅立ちに期
待で胸を大きくふくらませているだろう事を思うとき、
受け入れをする私たちもアンバサダーの気持ちに沿っ
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2004 年 11 月 21 日中央区勝どき区民会館にて東京ク

2005 年 2 月 6 日（日）2005 年度の総会が開催されま

ラブ主催の関東ブロック会議が開かれました。

した。会員 54 名中 34 名の出席、17 通の委任状でした。
例年通り 2004 年度の事業報告・決算報告のあと、本

西東京クラブ在籍の石井さん（フィールドレップ・

年度の事業計画案・予算案が原案通り承認されました。

コーディネーター）より世界大会の報告がありました。

事業計画を目にしたとき、今年も受け入れ、渡航と一
◆石井さんからの

年があわただしく過ぎそうです。
また、来年度の渡航先と渡航回数について検討した

FFI 関連等の報告

・ FFI よりクラブは 50 名以上のサイズにしてほし

結果、渡航先は北米という希望が一番多く、渡航回数

い。

は 1 回ということになりました。

・交換は 25 人として、15 人以下はキャンセルの対

それから受け入れは毎回同じような方たちのお世話

象となる。

になるので、そのホストファミリーへの手助けとして

・2 ヶ月前までにアンバサダーを決め、45 日前に交

援助金はいかがなものでしょうという意見がありまし

換フィーを支払うこと。クラブ間で直接支払いを

たが、

する。

＊ケース・バイ・ケースでなんとも言えない

日本は石井さんの口座を通して支払われて問題な

＊お金を戴いたらかえって自由に動けないような気が

いので、来春の日本大会で今後のやり方を話し合えば

する。あくまでボランティア精神で

いいのではと、石井さんより提案があったので了解し

＊お金をもらっているという事が分かった時、少々不

た。

信感が残るのではないか

・45 日以内のキャンセルは 50％のキャンセル料を

等の意見が出されました。

支払うことやクラブフィーが変更（個人６㌦、家

＊デイホストのお手伝いも楽しいので少しずつ受け入

族 10 ㌦）になる事などの報告があった。

れもしてほしい

・2005 年 3 月 1 日を World Friendship Day として

との意見もありました。

寄付を集めたい。すでに 40 くらいのクラブが賛

実際、一週間のホストファミリーの方々は大変なこ

同を申し出ているとのこと。Board of Trustees

とと思います。その間できる限りデイホストとして参

の愛知和男氏は 5000 ㌦の寄付をされた

加し、ホストファミリーの方々にフリーの日をつくっ

◆関東ブロックからの Field Rep 選出について

てあげたい、それによってホストファミリーの方々に

・石井さんより Field Rep の役割として、各ブロッ

ゆとりも出来ると思いますので、いろいろな形でお手

クのまとまった意見を出したり、新しいクラブの

伝いするのが良いのではないでしょうか。

設立の手伝いなどをするとの説明があった。

会員の一人一人が必ず何らかの形で参加するという

・関東ブロックには西東京クラブのメンバーでもあ

のが理想ですが、まずは会員同士がお互いを知り、親

り、Field Rep コーディネーターの石井さんがお

睦を深めることによって連係プレーが成り立っていく

られるので、選出の必要はないのではとの発言が

ように思います。

あった。
・石井さんご自身の仕事の負担はどうかとの質問に
対し、石井さんからはそんなに負担ではないとの
返事をいただいたので、関東ブロックでは Field
Rep を選出しないことに合意した。

総会に引き続き「木曽路」で新年会が行われました。
予想以上の出席で全員同席とはいかなかったのですが、
入会したばかりの方々、久しぶりに出席の方々も、会

楽しかったクリスマスパーティー（12 月 12 日）

員同士、和気藹々の中、楽しい時間となりました。
今まで交換委員会で、催事責任者としていろいろと
活躍してくださった増田信枝さんは、約 2 年間バルセ
ロナに滞在するそうです。是非、バルセロナからも便
りを送ってくださるようお願いしました。
今年はどんな FF 埼玉クラブの活動が出来るか楽し
みです。
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CLUB CALENDAR
3月

1 日（火）

3 月 12 日（土）

World Friendship Day
定例理事会

・

桜木公民館調理室

ラトビア交換委員会

3 月 26 日（土）・27 日（日） 日本大会（大阪）

4 月９日（土）

定例理事会

4 月 23 日（土）

ラトビア受け入れワークショップ

5 月 3 日・4 日

さいたま市国際友好フェア

5 月 8 日（日）〜12 日（木） アジア・パシフィック・フェスティバル
5 月 9 日（月）〜16 日（月） ラトビア受け入れ

5 月 21 日（土）

定例理事会

・

ラトビア交換反省会

6 月 7 日（火）〜22 日（水）イギリス渡航
6 月 25 日（土）

定例理事会・イギリス渡航反省会

今年 5 人の方々が入会されました。

◆岩崎倉子さん
さいたま市

◆佐々木潤子さん

趣味：車の運転・コンピューター
スポーツ・旅行

室蘭市
趣味：料理・車の運転・スポーツ

◆矢作保子さん
さいたま市
◆新井ミキエさん

趣味：コンピューター・語学
太極拳

さいたま市
趣味：お花・車の運転・ダンス
旅行

◆郡山育子さん
さいたま市
趣味：料理・スポーツ・旅行
編集・発行
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ザ・フレンドシップ・フォース・オブ・埼玉

編集後記

〒331-0823

◆新年度、新たに広報委員が加わりました。さらに楽

TEL: 048-651-8144

しい紙面づくりをめざします。会員の方々の記事の提

発行日

供もお待ちしています。
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