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2016年度 年次総会のご報告（2016．1.31）
会長 原田 史
1月31日（日）の午後1時から与野本町コミュニティセン
ターで年次総会を開催しました。
会員数65名中出席37名、委任状提出19名で総会が成
立しました。総合司会は大熊理事、議長は羽島理事が
担いました。
去年と同じく先にお弁当タイムをとり、1時半から事業
報告、決算報告、会計監査報告があり、三井住友信託
銀行パンパシフィックファンドの助成金、世界大会や日
本大会参加の補助費について質疑がなされました。
続いて事業計画案、予算案、新理事の提案について
説明があって質疑がありました。今年は日本大会開催と
いう埼玉クラブにとっての大事業が予定されていますの
で、その関連の質問があり、池田実行委員長から説明
がありました。

議事は全て承認さ
れ、新理事として浜敬
子さん（会計）、会計
監査として小林恵美
子さんが誕生しまし
た。
西村事務局長から
恒例のアンケート結
果が発表され、ホスト
引受け可能性、希望
のクラブ活動、渡航希望国などが明らかにされました。
次にお馴染となった座談会で、6つのグループに分か
れてFFの魅力、私の渡航経験談などのテーマについて
短い時間ながら、楽しく話し合いました。
今年の総会の目玉は埼玉新聞社社長の小川秀樹氏
を迎えての「知られざる埼玉」の講演でした。
川からみる埼玉の魅力を多くのスライドと共に映し出して
頂き、地元のことを教えてもらう得難い機会になったと大
好評でした。
締めはマツケンサンバならぬ埼玉サンバを歌い踊って
盛り上がり、終了です。
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見沼ウォークと美味ランチ

浜島なつみ
10月末、曇天の中FF埼玉の皆様とさいたま市立病院
から見沼代用水へのお出掛け、いざ出発！20名を超え
てお集まり頂き、集合場所のJR北浦和駅にはワクワクし
た笑顔が溢れこの日を心待ちにしていらしたFF会員の
皆様のご様子も伝わって来ました。
歩み始めて程なく小雨がぱらつきますが傘の必要は
なく皆様のお喋りのパワーでお昼前には上がります。
秋初め緑と落ち葉色の混じる目に優しい木々と鴨がス
イスイと泳ぐ水場を眺めながらのお喋りに、ああ私の話
す英語もスイスイと口から溢れたらとこれからの成長にも
期待します。のんびり其々のペースで歩み、閑静な住宅
街の畑にこの時季に懐かしく落ち葉を集めて焼き芋をさ
れている方々と遭遇し、ご親切に分けて頂くという幸運
にも恵まれました。
氷川女體神社では晴れ着で七五三参りをされるご家
族もいらしてお孫さんを想う御祖父さまの姿にも癒され、
皆様のご健康もお祈り申し上げました。
ランチも美味で満足の半日でした。
宜しくお願い致します。

和紙の里小川町を訪ねる小さな旅
石井 友美
「もう着いたの？」 久しぶりにみる青い山並み。
大宮から１時間で静かな小川町に到着です。
11月23日、伝統工芸会館と道の駅の広場では折から
の地元農業祭が開催され、先発隊は、みんなブルーベ
リーの苗木やらりっぱな大根やら手にいっぱい持ってお
買い物をすませていました。和紙作り、藍染め作りの体
験 組は早速工房で作業開始です。埼玉大学の台湾か
らの留学生リンさんも加わり手作りの葉書に挑戦。お昼
は地元産小麦粉100％使用した素朴な味の手打ちうど
んをいただきました。
2時にバスコースと散策コースに分かれて現地解散。
大きな荷物を背負ってバスや車で帰る人を見送り、歩き
だしました。駅まで４ｋｍの道のりは子どもの頃の道草さ
ながら、寺の前で写真を撮ったり、山野草の無人販売に
立ち止まったり、川をのぞきこんだりのブラリ旅。帰りの
電車ではリンさんをはじめコックリ。小さな旅もいいもん
です。

Year- End- Party に初めて参加

杉本 睦子

をいただきました。
西村様による実生活に近い雰囲気の中でのニュー
ジーランド英語研修のお話は本当に興味をかりたてさ
せられました。高堂様によるメキシコの方との心温まる貴
重な旅の報告も楽しく聞かせていただきました。お茶菓
子を頂きながら皆さまの楽しい歓談の様子を拝見し、私
も23年の歴史を持つFFにご縁があったことを嬉しく感じ
ました。村松様、竹下様によるエレクトーン、フルートに
よるミニコンサートで心が癒され、皆様と「サイレントナイ
ト」、「花は咲く」を久しぶりに大きな声で合唱し、埼玉サ
ンバを踊り、最後に手短な材料で、風船の手渡し、紙
テープの手ちぎり競争で皆様の気持ちが一つになるよう
な楽しいゲームまで企画してくださり、本当に至れり尽く
せりのパーティーでした。
役員の方々をはじめFFのメンバーの団結力の素晴ら
しさに驚いております。本当に楽しい時間をありがとうご
ざいました。

9月にFFに入会しまして、初めて参加しましたイベント
がYear End Partyでした。少し驚きと戸惑を感じておりま
したが、役員の方がすぐに席を準備してくださいました。
皆様の接客に対する気遣いには感心させられました。
渡航報告として、大熊様より300年以上の建物が建ち並
ぶベルゲンを訪れ、絵に描いたような木造建築や素晴
らしい大自然に触れながらのツアーのお話を聞き今ま
で興味を持つ機会がなかった自分に北欧に対する刺激
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FF日本初のED研修 in 三鷹
西村 純枝

違う広がりや、経験の豊かさなど、面白おかしく聴くこと
ができた。午後は、グループに分かれそれぞれのクラブ
の受入・渡航の問題点などを自由に話しFFJと一口に
言っても多岐に渡る活動もあるのだと再認識した。
FFJの金元さんご夫妻のご尽力に感謝。

2015年度総会を次の日(1月31日)に控え、慌ただしい
中、日本で初めてのED研修がFFI（本部）からの提案を
受け東京三鷹で開催された。埼玉クラブは6名（FR沼さ
んを含み）で、参加。寒い時期にも拘わらず日本中のあ
ちこちから30名を超えた。
研修は、朝10時から始まり、準備されたお弁当もみな時
間を惜しんで、あたかも超小日本大会のようなランチ。
研修会は4時に終わりその後の懇親会を含めると本当に
なが～い一日だった。多分前後泊をされた方も多かっ
たと思われる。
講師は、広島クラブから長い教員歴をお持ちの弓手
会長、海外生活経験が長い猪原事務局長による、実践
的で、また、多くの経験談も交え話され、埼玉クラブとは

日本の着物が遠い南の国へ
羽島 秀子

埼玉サンバ棒
岩崎 倉子

埼玉クラブ
のサンバ棒

素敵なバッグ
の出来上がり

2016年11月に行われる日本大会に向け埼玉サンバ棒
を400本位作る目標を立て、従来のものより軽量で細い
棒にした。有志の方に手伝って頂いて口と手と両方を動
かし完成したのが５０本ほど出来上がった。テープを付
ける前の棒だけの完成が150本。2回目に作成しようと出
来上がった棒の中にお口の方に、集中していたのか、
ひらひらテープを巻き付けた粘着テープを裏返しにして
巻き付けた方がいたので吹き出してしまった。これもご
愛嬌。皆で作ることに意義あり。まだ350本作らねばなら
ないので是非皆様ご協力下さい。
一度は経験するのも楽しいですよ。

箪笥や押し入れに長い間眠っていた着物をほどいて
バッグを作り、アンバサダー達にプレゼントするというFF
埼玉のイベントも今回で6度目となりました。
2月11日、14名の会員が南浦和公民館に集い、ベテラ
ンも今回初めて参加される方々も手元は真剣に口は楽
しく動かしながら、立春も過ぎた春うららの一日を有意義
に過ごしました。
疲れてきた頃、お待ちかねの郡山手作りランチが運ば
れてきました。こんなに暖かく美味しいごちそうがたった
の300円？ 持ち寄りのお菓子や果物も並んで幸せな
ひと時でした。
大切な着物を寄付して下さった方々、時間がかかるほ
どき作業を引き受けた方々、布を裁ち裏地や芯を組み
合わせて準備された方々、そして最後に仕上げに参加
された方々、多くの皆様の“手間暇と心のこもったバッ
グ”を遠いニューカレドニアからはるばる埼玉を訪れるヌ
メアクラブ18名のお客様に差し上げる喜びをかみしめて
おります。
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台中クラブ渡航

食事は8回も外食で円卓を囲みましたが、広東省の流れ
をくむ客(はっ)家(か)料理が一番美味でした。
若い人たちは英語OKだが、30代以上になると英語が
堪能という人は少数派だったようです。しかし、いつもの
度胸と愛嬌で、折紙などで台中の方々の懐に入り込ん
で交流を楽しんできました。
中国語の歌を歌った埼玉のパフォーマンスは大好評
でした。しっかり練習した甲斐がありました。
日本語の出来るEDの王さんは、気遣いの出来る方で
した。一方奥さまのAEDライアンは盛り上げ上手、良い
コンビでした。日本大好きな王さん夫婦、他にも何人か
が埼玉に来る約束をしています。初渡航の方々にまた
行きたいといっていただき嬉しく思っています。埼玉クラ
ブの方々は、新米EDを温かく助けて下さいました。あり
がとうございました。気配り・人間関係を大切にする台湾
の人たちとこれからも長く交流がつづいていく事を願っ
ています。

トルコ、イズミール渡航がテロの心配があると言う事で
中止になり、急遽2009年リターンの台中渡航が決まりま
した。
2009年のホスト経験者・2014年の宮城クラブとの訪問
で台中経験者なども多数いました。初渡航の４名を含む
17名の台中渡航は、お天気にも恵まれ、緋寒桜が満開
でした。
台湾の面積は九州位、人口は2400万人。台中の人口
は270万人、台北・高雄に次ぐ六つある直轄市の一つで
す。ビルが林立し東京のイメージでした。台中クラブは
会員数64名と埼玉と同程度ですが、40代・50代の方が
多く、アクティブなクラブです。シニア会員制度があり、
シニア会員はウエルカム・フェアウエルには参加します
が、ホストからははずれていました。3回のバス旅行も都
合のつく6・7名のホストが同行して、滞在中は殆どホスト
達との交流でした。フリーデイの様子はSNS等で共有し
合い、あっ、池田さんが今パイナップルｹｰｷを買ってい
る、とか皆さんの楽しそうな様子がリアルタイムで伝わっ
てきました。20歳代の家族が一緒に心のこもった受入を
してくれたホストも何組かいました。マーケットに行った
り、一族に会ったり、普通の生活を体験させていただき
ました。
観光では阿里山・武術学校訪問・九族文化村等が印
象に残っています。

ご家族あげての温かい歓迎

ED 加藤明世
2016/3/3～2016/3/9

増田 信枝
製のシューズをプレゼントしてくれた優しい気配りのある
方です。上の娘さんは得意のパンやワッフル・チーズ
ケーキを焼いてくれ、下の娘さんは阿里山観光やフリー
デーに同行し、早速その写真をアルバムにしてプレゼン
トしてくれました。
お兄さん宅でのトマト収穫や、お孫さんとの折り紙交
流。“パイナップルケーキ工場店”“夜景の美しいレスト

台中駅、牧野内さんと私を満面の笑みで迎えてくれた
のは、秀珍さんと2人の娘さんです。
ウェルカムパーティーで着物を着て“河内おとこ節”を
披露してくれた秀珍さんは、大の演歌好きで料理上手。
毎朝、日本では珍しい料理や果物が食卓に並び、阿里
山に行く朝は「山は寒いのでこれを使って」と素敵な
ショールを、「台北では歩き易いように」と自分の会社
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ラン”等で、楽しい時を共にした妹さんご一家。得意な
饅頭を作って届けてくれた弟の奥さん。日本語でお話し
てくれた85歳の元気なお義母さん、等々。
ご家族あげての温かい歓迎に、ＦＦの理念を身近に実
感できた楽しい一週間でした。

初めての台湾に参加して

道江 幸江

台湾に行くのも初めて。Homestayも初めてで不安一
杯でした。お出迎えから熱烈な歓迎、写真、毎日豪華な
食事。体験したことのない充実楽しい旅でした。
Hostfamily 黄さん一家は12歳、9歳のお子さんがいる
若い家族でした。１月に引っ越したばかりという、インテリ
アも雑誌に載るような新築の家でした。とても快適に過
ごせました。

庭は日本式で参考にしたというガーデニング雑誌が2冊
我が家にもあり偶然にびっくり。日本が好きで5回ほど来
日しているそうです。朝食は奥様の手作りで3種類の果
物、五穀粥、野菜炒め、卵やソーセージなど。手作りの
パンを焼いていただきました。どれも美味しく、果物は雪
梨、連霧というもので爽やかな甘みとシャキシャキ感が
たまりません。
鹿港という古い街へ連れて行っていただいた時、私が
竹の箸を買いましたら、黄さん一家は京都で箸を買った
そうで、Very quality very expensive と言いながらお互
い大笑いになりました。
バスタブがなかなか通じず、バスタブをbedroomに運
ぶのかとこれまた大笑い。Bathroomに置いてもらってか
らは毎日違うハーブソルトを準備してくださいました。ま
さに言葉や文化を超えてでした。
ご一緒した皆さんにアドバイスいただき、良くしていた
きありがとうございました。
みなさまお若いのにびっくり！！

新 会 員 紹 介
道江 幸江

成田 美代子
5年前、主人とベルギーを旅行した時に覗いた宝
石店のオーナーが日本語で「どうぞ」と言われ、
いったことが、FFの会とのご縁ができるきっかけと
なりました。一昨年、そのオーナーが来日し、丸の
内で再会、表参道の画廊での新年会に誘われた
際、沼さんにお声がけを頂き、FFの会を知りまし
た。
その後、沼さんから誘いを受けていましたが、娘
二家族の帰国が迫っていましたので、オーストラリ
ア、ベトナムと回って昨年は時間が過ぎてしまいま
したが、もう、海外への脱出チャンスがなく、寂しく
なりました。今年からは、FFの活動に積極的に参
加し、ホームステイを通して、他国の人々と触れ合
い、余生を楽しみたいと思っております。

初めまして。
沼さんのご紹介で入会することになりました。
今まで職場と家の往復だけの狭い日々を過ご
しておりました。急に様々な国の方と交流するこ
とになり嬉しいやら、戸惑うやらになりました。
FFの皆さまとても明るくて親切で温かく接してく
ださって感謝してます。少しでもお役に立てれ
ばと思っております。

5

-No.93(2016)

FF日本大会埼玉 進捗状況
日本大会実行委員長 池田 完之
第28回 フレンドシップフォース日本大会
ＦＦ埼玉クラブ主催は、16年前の2000年の実施以来 2度目です。
この大会は、日本全国から集うＦＦクラブ会員と一緒に課題討議・情報交換・親睦を深める場ですが、埼玉県ＰＲの
良い機会でもあります。 前回と同じように全員参加で準備・実行し 大会を成功させましょう！
まずは、偶数月開催の準備会に 皆様の参加をお願いします。
１．日時：2016年11月12日（土）
２．場所：さいたま新都心 ホテルブリランテ武蔵野
３．出席者：日本の25のＦＦクラブ会員、ＦＦＪ関係者及びＦＦＩ新会長等約180名(見込)
４．計画概要
1）大会当日プログラム：11月12日（土）
項
目
時
間
・FR会議
8：00～10：00
・代表者会議
10：00～12：00
・昼食
12：00～13：00
・全体会議
13：00～15：45
盆栽プレゼン
FFI新会長プレゼン
活動内容紹介と質疑
・グループ会議
16：00～17：00
・懇親会 -叡明高校男子合唱
17：45～20：00
-懇親会

2）オプション
項 目
・ゴルフ
・オプショナルツアー

実 施 日
2016年11月11日（金）
2016年11月13日（日）
以上

今後の主な予定
4月23日(土)

理事会 3F会議室1 10：00 日本大会実行委員会 9F学習室1 13：00～15：00
第3回Noumea受け入れ準備会 9F学習室1 15：00～17：00

5月 3日（火）・4日（水)

国際友好フェアー さいたま市民の森（土呂駅5分）
理事会 7F講座室1 10：00 第4回Nomea受け入れ準備会（ワークショップ）
5F講座室1 13：00～15：00 日本大会少数討議 5F講座室1 15：00～17：00

5月15日（日）
6月11日（土）

理事会 3F会議室3 10：00

6月19日（日）～26日（日）

Noumeaクラブ（ニューカレドニア）受け入れ

7月

理事会/ Noumeaクラブ受け入れ報告会

7月 3日(日） ～ 9日(土)

埼玉大学留学生（オーストラリア）受け入れ
関東ブロック会議（西東京クラブ主催）
川崎市国際交流センター（公財）川崎市国際交流協会施設内
理事会 7F講座室2 10：00 Nomea報告会 場所未定13：00
日本大会少数討議 場所未定 15：00

7月 9日（土）
7月17日(日)

日本大会実行委員会 6F調理実習室 13：00

8月

日本大会実行委員会

9月

理事会

9月16日（金）～ 9日(月)

世界大会マラケシュ（モロッコ）

日本大会少数討議

新人広報委員の紹介

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/FAX：048-664-2723
発行日：2016年4月30日

今号から杉本睦子さん、浜島なつみさんが活躍し
てくれることになりました。委員一同、親しみやすい
紙面を心がけて頑張っております。よろしくお願いし
ます。
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