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 ７４号（２００９）

　日清戦争後 50 年間の日本統治を経たためか、
日本語を話す台湾人や台湾が好きな日本人も多
く 台湾と日本の相互間の旅行者の往来は大変
活発で、今回の台中倶楽部の埼玉来訪も心待ち
にされたものでした。
　3 月 24 日に来日した彼らは、気象庁発表の
桜の開花 3 月 21 日にうまい具合にミートした
筈が あいにく 23 日夕方から寒波が到来、その
寒い中で 27 日に日光ツアーに参加しました。
東照宮と田茂沢御用邸を経て中禅寺湖に着くと
温度０℃で雪が舞う始末、暖かいところから来
た人達が体調を崩すのでないかと本当に心配し
ました。
　しかしながら、彼らにとって雪が舞うのは初
めての経験の人も多く、えらく喜んでエキサイ
トしていたのには、これまた驚きました。雪は
彼らにとってエキサイティングなことだったの
です。
　事はこのように国により色々違うので 他国
との交流の中では思いもよらぬ事があるものだ
と得心しました。

　今回も 日程やアンバサダーの数が中々決まらな
い等、準備段階から色々なハプニングや行き違い
がありましたが、その都度 会員の方々の大きな力
に支えられ、結果的には台中倶楽部の方々に大変
喜んでいただき、両クラブの友情も培われ また埼
玉クラブも大いに楽しんだ今回の交換だったと思
います。
　特に、フエアウェルパーティの大ご馳走に加え 
マジックショー、初めての試みのハワイアンバン
ド演奏とそれをバックに日本唱歌を一緒に合唱し
たり、台湾書道、太極拳剣舞、台中飛入りの独唱、
岐阜クラブの方を加えた埼玉・台中クラブ員によ
る台湾民族舞踊など 両クラブ自慢の余興に 皆さん
大いに盛上り、お互い更に理解を深めることがで
きました。
　今回 台中ＥＤとのコンタクトから帰国見送り・
反省会まで携わり、埼玉クラブの多士済々且つ 国
際友好・親善に対する強い気持ちとその実行力に
本当に感心致しました。
　今後も埼玉クラブの皆様と一緒に、より良い交
換体験をしていきたいと願っております。

台中倶楽部受入を終えて　　　ＥＤ　　池田完之

台中倶楽部　受入交換特集 2009年３月 24日～ 30日

フェアウエルパーティ　2009.03.29
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台湾ＦＦ台中クラブの交換を終え、
　　　日本文化紹介の計画・実行を振り返って　　新井 ミキエ

我が家でポットラックパーティ　　　児島 英子

　多目的ホールが１２時３０分開場で、お手伝
いの方々が手際良く椅子、机を並べて下さり、
又、お茶道具、お花道具も１１時には開場入口
に運び込まれていたので、ほぼ予定通りにス
タート出来ました。
　反省点はお花のデモ、お茶のお点前の説明に
マイクを使えばもっと良く分かって頂けたので
はなかったかと思いました。
スナック飲みものコーナーもホット一息できま
した。
　短時間に着付けて頂き、アンバサダー・ホス
トファミリー紹介の時間もゆっくり取れ、皆様、
お１人お１人の力のお陰で無事滞りなく終わっ
た気がします。

　我が家にお迎えしたＥＤの張さんは日本語が
とても上手な方でした。事前のメールで観光で
何度も日本に来ていることを知り、フリーディ
ではどこに案内したらと心配もしましたが、さ
いたまの名所、盆栽村、大宮公園、氷川神社と
案内しました。寒さの為、桜も満開ではありま
せんでしたが花より団子と氷川だんごと甘酒で
寒かった体を温めました。
日本語が良く解るので自分達で行動する事を好
み電車に乗りデパートにショツピングに行き、
時間があると散歩に出掛け二度も佐藤さん宅へ
訪問していました。
　又、自慢の台湾のお米を持参しましたので花
寿司を作り近くのホスト方々、ディホストの方
達と我が家でポットラックパーティを開きまし
た。日本の歌謡曲が好きで歌、踊りと賑やかな
ひと時を過ごし、その後近くの天然湯温泉に行
き露天風呂、サウナ、ジャクジー、足湯等、楽
しみました。

　奥さんの王さんは中国語だけでしたので私達

もコミュニケイションに気を使いましたが帰り

の集合場所で、わざわざ日本語の上手な黄さん

（岡田さん宅にステイ）を通じて「日本の事が沢

山学ぶことが出来嬉しかった。是非台湾に来て

ください　謝謝」の言葉を聞き、私達も安心い

たしました。
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和気あいあい　雪舞う日光　パスツアー　　　　高橋 京子　　

大盛況のフェアウエルパーティ　　　　岸田 節子

寒 ！い

台中倶楽部　剣舞 埼玉クラブ マジックショー

　ドライバーの名調子と、簡単な「東照宮クイズ」
に興じるうち日光到着！ちらつく雪も、台湾の人
には寒くて！嬉しい初体験！
　東照宮・田母沢御用邸の急な階段、ゴロ石道、
冷たい床もみなクリアーし、いろは坂上
の食堂 “南摩 ” へ。
　　“ 冬景色　しぶき轟音　華厳の滝 ”
　　“ 極寒の　強風渡るも　中禅寺湖 ”
余りの寒さに急ぎバスの中へ。

　帰路はテレサテンをＢＧＭに昼寝～ホットな
テイ―タイムには心温まる沢山の差し入れ !!!
32 名の和気あいあいバスツアーでした !!

　台中クラブを迎えてのフェアウェルパーティは
参加人員が８０人を越える大盛況でした。
　台中クラブ会員の歌、剣舞、埼玉クラブ会員も
参加しての民族ダンスそのほかと埼玉クラブから
は華麗な手品等出し物が大変豊富でしたし、また
テーブルからあふれんばかりに沢山の会員の皆様
手作りのバラエティに富んだご馳走とデザートも
有って、会は大変盛り上がったものでした。　　
　埼玉クラブ会員の心意気を改めて感じたことで
した。

Hawaiian で踊る台中夫婦

台湾　原住民の踊り
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台北に咲くリリーさん　　　　　西村 純枝　　　

台中会長　礼状　　　　寥財明・黄翠玲　

お風呂でご満悦　　　　佐藤 ゆきえ　　

　台北に咲くリリーさん
　リリーさんは 50才（38でＯＫ！）早春に咲
く水仙のような女性でした。
　日本に 15回。今回初めてのホームステイ。
ガサツが売りのわが家でどうかな？
　予想外だったことが２つ。ひとつはわが家の
6才男児がリリーさんの虜に。
　両目がハートになり、どうにも止まらない。
年上の恋人を見つめるが如し。
　“リリーさん！ ”“ ハータ ” と呼び合い台北で

の再会を堅く約束に取り付ける始末。
　もうひとつは彼女の外から見る印象と内面とが
あまりにも違っていたということ。
　外見はファッショナブルで物静かな洗練された
彼女だったが、わずか 1週間、限りなく素に近い
付き合いをする中で全く外見とは違う健気に心を
強く持って生き抜いてこられた素晴らしい彼女の
人生に触れることが出来た。
　毎回だが、ホスト冥利に尽きる思いだ。
皆様に感謝！！

　寒い！寒いが口癖になった一週間でした。
　そのため、最初の晩から湯舟にどっぷり浸
かって温まることは、何よりのご馳走だったよ
うです。
　こんなにお風呂が好きな人たちとは想像もし
ていませんでした。
　クラブから配られた「埼玉」の小冊子の中に、
すばやく温泉を見つけたのも「さもありなん」
と言えそうです。

　フリーデイーには近くの温泉施設に出かけま
した。とても寒い日でしたが、ジャグジーや足
湯と、いろいろな浴槽をハシゴして、身体の芯
から温まってご満悦でした。
　時間があると、自分たちで近所を歩き回り少
しも手のかからないアンバサダーでした。

　この度は心のこもったおもてなしをしてくださ
いましてありがとうございました。
　この一週間、色々なご馳走を戴き、その度に違っ
た風味なのに驚きました。毎朝目が覚めると思わ
ぬ喜びが現れ、本当に充実した毎日でした。
　感謝しております。
　日本には何回か来ておりますが、観光旅行でし
たので、一通り見るだけで深い印象はなかったの
です。しかし、今回日本の家庭で生活体験をさせ
ていただき、佐藤さんや児島さんのお宅で、見て、
聞いて、いろいろ自分の目で観察することが出来
ました。
　日本の主婦はみな器用で、賢く優れています。
　家の片付けも非常に清潔で、塵一つありません
でした。
　台湾の主婦も頑張らなくちゃ。「日本の男性は
本当に幸せで羨ましい」と思いました。
　この交換を通して、私たちはたくさんの事を学
びました。
　生花、茶道、和服、日光への旅行、そして歓迎
会などで、皆さんがとても気を遣ってくださいま
した。私たちは、更に日本の文化と歴史を知るこ
とが出来ました。

　私たちも、あらゆる方面で努力しなければな
らないと再認識いたしました。今回の旅は私た
ちにとって有意義で得る事がたくさんありまし
た。
　全く知らない人から、何でも話せる友達にな
るなんて、FF の力はすごいですね。そして、と
ても温かい大家族です。
　埼玉 FF の皆さんが台湾にいらっしゃるのを
お待ちしております。
　最後になりましたが、皆様のご健康とご健勝
を心よりお祈り申し上げます。
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日本大会に参加して　　　　沼 純子

新入会員紹介

2009 年度役員

会　長：　沼　純子　　　　　　　　　　企　画：　高橋京子・渡辺妙子
副会長：　岸田正二郎・池田完之　　　　会　計：　小林恵美子・岩崎倉子
事務局：　西村純枝・五十嵐佑子　　　　会計監査：児島英子・浜敬子

　今年２月２８日の日本大会には全国 24クラブ
から 163 名、ＦＦＩからはDebbie Powell さんが
出席して東京で盛大に行なわれました。
　埼玉クラブからは１１名（綿部、牧野内、西村、
高橋、稲垣、浜、佐藤、五十嵐、池田、岸田、沼）
が参加しました。
　新ロゴの使用、渡航受入れ時の歌や余興、ク
ラブの活性化などについて話合われましたが、
中でも各クラブから事前に提出されたアンケー
トの分析が興味深かったです。
　埼玉クラブは、会員数は平均的な数（54名）
ですが、その割に渡航や受入れの参加人数が多
いのが特徴です。
　会長、役員、EDの後継者難や会員増強は、ど
のクラブにも共通の課題です。
　日本大会は、他クラブの人達に会っていろい
ろ話合える貴重な機会で、初めて参加された方
も楽しかったようです。

The Friendship Force に入会して　　須藤　早智子
　２月の総会の日に入会させていただき、分からないことばかりですが、先日台中の方達が来日された折に、
ウエルカムパーティ、皇居・浅草周辺散策、フェアウエルパーティ等に参加する好機を得ました。
　ホストファミリーの方々、周りでサポートする方々、皆さんてきぱきと事に当たっておられる姿がまず
印象的でした。
　台湾の方達がお茶、お花のデモンストレーションに眼を輝かせ、初めて着る和服に子供のようにはしゃ
いでおられる姿は、まさにお互いにフレンドリーで幸せな時間を共有されている光景で、たくさんの国々
とアンバサダーやホストとしての交流を通して世界観を養える場であることが窺えて心地よい刺激を受け
ました。
　また、フェアウエルパーティの時も素晴らしいお料理や出し物など、皆さん多才な方ばかりで、心のこもっ
た見事なおもてなし振りに、FF の使命である友情と善意を奨励する活動に参加し、多くのことを学ばせて
いただけることと楽しみにしています。

はじめまして　　　　　星野　幸子

　かねてからＦＦの話を伺い興味を深くしておりました。　
決心をつけないまま数年経って、まだ英語も出来ませんが、先ずは入会してからと決心しました。
　現在、いけばなの勉強やボランティアをしております。
何とか英語の勉強を始めなければ・・主人とネコ２匹の生活にＦＦ活動を加えられたら幸い！　
　どうぞよろしくお願いいたします。
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クラブからのお知らせ

１．親睦会　一泊２日

２．今後の計画

編集・発行
     ザ・フレンドシップ・フォース・オブ・埼玉　事務局
            〒331-0815　さいたま市北区大成町 4-202
                TEL： 048-664-2723    FAX： 048-664-2723
                     発行日 :  2009 年 4月 20日

Horowhenua

Wellington

１）日時　２００９年５月１６日（土）・１７日（日）

２）場所　武蔵丘陵ホテル・ヘリテイジ

　　住所　埼玉県熊谷市小江川 228

　　TEL048-536-1212

３）参加費　１泊３食　温泉付　12,000 円

４）内容

― ５月１６日（土）

　・ランチはプールサイドでバーベキュー

　・午後の時間は庭でスクエアダンス？

　　　（案があれば提案歓迎）

　・四季（とき）の湯温泉に入り夕食　

　　　その後二次会？（案があれば提案歓迎）

― ５月１７日（日）：朝食の後自由解散

　・広くて気持ちがよい森林公園の散歩

　・テニス（要予約）、ゴルフ（要予約）など可能

５）交通手段：JR 線熊谷駅および東武・東上線の

　　森林公園駅からホテルの送迎バスが有り

　　 ・ホテル行：熊谷駅南口発　10：45、

　　　森林公園駅北口発　10：00 または 11：30

　　・ホテル発：熊谷駅行 10：15 ／ 15：15／ 17：30

　　　森林公園駅行　9：30 ／ 11：10／ 14：00／

　　　　　　　　　　　　　16：15／ 18：30

　　・宿泊者無料駐車場あり。

６）参加申し込み：４月２５日までに岸田正二郎へ

　　 ・TEL/FAX: 048-766-1531

　　・携帯電話 :090-8038-1230 

　　・E-mail: kishida@fides.dti.ne.jp

１）ニュージーランド渡航

　　・日時：10月 28日 ( 水 ) ～ 11 月 12 日 ( 木 )

　　・行き先：ニュジーランド北島の

　　　Horowhenua Club(Levin) & Wellington Club

　　・ＥＤ：新井ミキエ

　　　　Sub.ＥＤ：五十嵐佑子

２）世界大会：11月 20日～ 22日

３）世界大会後の短期受入 : 11 月

４）クリスマス会：12月




