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新しい年を迎えて

会 長

峯 洋子

早いもので愛媛クラブが発足してから今年で二十五年になりました︒懐かし

い思い出が走馬灯のように浮かんで参ります︒

さて︑私も会長になって五年目を迎えました︒大分息が切れておりますが︑

更に二年間会長を続ける事に致しましたのでよろしくお願い申し上げます︒

ホームステイの体験を通して︑色々な国の人と友達になれるこの素晴らしい

ＦＦの活動が少しずつでも広がるように努力したいと思います︒

今 年 は 三 月 末 福 島 県 の 郡山 ク ラ ブ 受 入 れ を 皮 切 りに ︑ 四 月 に ド イ ツ の ク ラ

ブ︑十月に三年前渡航したアメリカのクラブと二回の受入れに︑アフリカのケ

ニヤへの渡航と︑楽しい計画が一杯です︒この四半世紀の記念すべき時に︑原

鈴本 節子

天守閣﹂︱子規の句がぴったりの好天気の下︑愛媛

事務局長

点に戻って更に楽しめる活動になるよう︑会員の皆さまと共に頑張ります︒

秋より高き

西日本ブロック会議を開催して
﹁松山や

クラブが西日本ブロック会議を開催できたことを報告させていただきます︒

一月の年度当初より︑理事会役員をはじめ︑会員の皆様と共に諸所の準備を

すすめてきて︑当日︑他地域から七クラブの参加者二十二名をお迎えすること

ができました︒愛媛クラブは二〇〇四年にこのブロック会議を開催しています

が︑それ以来︑他クラブの会議に参加するだけでしたので︑いざ開催となると︑

どういう具合にしようかと︑理事会でも何度も検討を重ねてきました︒その中

で︑ブロック会議は︑﹁身近で詳しい﹂ことを話し合える絶好の機会なので︑

参加者全員でそれができる会にしようということになりました︒それには準備

段階からアンケートなどの内容にも留意し︑受け入れや渡航活動のプラス面の

意見なども聞けるよう問いかけしました︒会議では参加されたみなさんも︑他

クラブにも参考になる体験を出してもらったり︑また気兼ねなく質問したりの

いい雰囲気で意見交換もできました︒夜の懇親会や翌日の市内観光でも︑親し

く交流ができたことは︑本当にうれしいことでした︒

会員の皆様︑ご協力をありがとうございました︒なお︑日程︑会場その他の

詳細は︑本誌の該当ページでご覧下さい︒

西日本ﾌﾞﾛｯｸ会議 愛媛大会

2010 年 11 月 6 日〜7 日
於

にぎたつ会館

プログラム

11 月６日
開会行事（13:00~13:15）
西日本ブロック会議
（13:15~14:50）
( 15:10~17:00)
懇親会

(18:00~20:00)

11 月７日
観光

＊本会の主目的である会議を始めとして、うちとけた

① 石手寺

雰囲気の中での懇親会、一段とリフォームなった観

② 松山城

光名所のご案内など堪能させていただきました。

③ 坂の上の雲ミュージアム

事前準備の周到さ、心の籠もったお心遣いを随所

or 砥部焼き

に感じました。
会議では、回を追うごとに気がねなしで本音の話し

参加者より

合いが出来るようになって来たことを嬉しく思います。
貴クラブ内の会員の方々の層の厚さ、見識の深さも

＊大変お疲れ様でした。時間の配分が良く、大

印象に残りました。懇親会ではぼけ防止もかねた(?)

変有意義な会議でした。また、道後温泉の良い会

他己紹介が面白かったです。

場を準備頂き、有り難うございました。お世話さ

名所巡りではガイド付きのＶＩＰ並の厚遇を受け有

れた会員の皆様によろしくお伝え下さい。

難うございました。松山には以前に２，３回うかがった

会議でのグローバルエクスチェンジのＥＤ温

ことがありますが、ガイドなしでしたので勝手読みとい

度差の問題やホストフィーの米ドル建等近日中

うか上っ滑りの理解に留まりましたが今回はいい勉強

ＦＦＩ報告いたします その他何かお気づきが

になりました。 （ＦＦ山口 村野司郎さん）

ありましたら御連絡下さい
（西日本ＦＲ（Field Representative の略）の広瀬さん）

＊ＦＦの日本大会には二三度出席したが、ブロ
ック会議への参加は初めて。西日本の各地はなん
と言っても近場で、それぞれの地域へは仕事や観
光で何度も訪ねていることから、出席者各位がな
んとなく初対面でない気がする。一室で四角に囲
んでの質疑応答は、適度の人員で一度ならずの発
言の機会もあり、雰囲気は公平で心地良く思えた。
親睦会は席の配置良く初対面同志でフランク
に語り合え大層気楽であった。全国大会は必要だ
がブロック会議の規模の集まりを快適と感じた。
（ＦＦ愛媛 大坪博之さん）
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西日本ブロック会議・愛媛大会

報告

[会長：峯洋子 事務局：鈴本節子]
2009 年の大分クラブ大会に続いて、愛媛クラブが 2010 年西日本ブロック会議開催をすること
になり、年度当初より、理事会を中心にして会議開催の計画をすすめてきました。その計画に基
づいて、次のような作業に取り組み、会議開催までの数か月間、他クラブとのメール交信や討議
を重ね、11 月 6 日（土）
、7 日（日）の会議当日を迎えることができました。
この会議は、他クラブからの参加者の皆さんにも、いい会議だったと喜んでいただいたようで
ほっとしています。これも、理事及び会員の皆様のご協力のおかげであると感謝しています。そ
して、この会議を通じて、FF 愛媛の結束力の強さを感じることができました。
皆様、本当にありがとうございました。
《ブロック会議まで及びその後の作業など》
① 会場を選び予約（前年の会議で道後地区開催希望が多かったので取り入れる）
② 該当クラブに案内状・参加申込書発送をして参加者を把握
③ アンケート作成・発送と回答収集・まとめ（資料に入れる）
④ 当日用の資料作成
⑤ 会議及び懇親会実施
⑥ 観光案内
⑦ 会議後の議事録作成
☆☆ 会議内容の概要報告 ☆☆
参加クラブ（参加人数）：8 クラブ（40 名）
熊本（4 名）
、長崎（3 名）
、福岡（2 名）
、大分（3 名）
、山口（1 名）
、鳥取（5 名）
、広島（4 名）
、愛媛（18）

１． 開会行事：会長挨拶（開催クラブとして歓迎の言葉他）
FR（Field Representative）広瀬氏挨拶
２． 会議
A) 受け入れに関する意見交換（アンケート回答も含む）
＊交換前後のメール交信などで、お互いに親しさが深まり、個人的お付き合いの例も多い。
＊ホストだけの受け入れでなく、デイホストなどのサポートで無理のない交流をする。
＊受け入れ中の文化交流の例：着付け、和紙工芸、習字、空手、能体験など
B) 渡航に関する意見交換（アンケート回答も含む）
＊渡航希望者が少ないと合同渡航になる場合が出てくるが、問題もある。
＊渡航の ED が決まりにくい
C) その他、クラブ内の活動に関する意見交換
＊会員増に対する取り組みについて――広報や語学学校などでの PR,

口コミ、

FF イヴェント参加者へのアプローチなど
C) 2012 年世界大会・広島大会について（広島クラブ会長森川氏説明）
＊日程：2012 年 10 月 30 日〜11 月 3 日
＊開催前 or 後のホームステイなどで各クラブの協力要請
E) 次回西日本ブロック会議予定
＊開催担当：福岡クラブ
＊開催時期：2011 年 7 月

3

第２回

国内交流

奈良クラブ受入れ

１１月２９日〜３０日

愛媛クラブのみなさんへ
奈良クラブ会長 大西 弘
この度の交流は奈良クラブにとっては初めての
国内交流でしたが、愛媛クラブの皆さんの心温ま
るおもてなしのお陰で、和やかな雰囲気の中での
実りある情報交換会やそれに続く大変楽しい懇
親会、更には翌日の松山観光など、素晴らしい経
験が出来ました。感謝の気持ちで一杯です。愛媛
クラブの理事の中に極めて若い年代層の人が数
名おられた事は大変新鮮で刺激的でした。このよ

奈良クラブ受入れ実現
ED 峯 洋子
昨年に続いて 2 回目の国内交流でしたが、違いは受
入れ側。ゲストは総勢 21 名で、その内の 12 名がホー
ムステイで、9 名はホテルに宿泊でした。計画が進む
に連れて、このホームステイ組とホテル組に分かれた
人達を、どうやって郡山クラブのような暖かい受入れ
が出来るか、かなり悩みました。でも終ってみて、明
るく愉快な奈良クラブの会員と愛媛クラブの会員のお
蔭で大変有意義な交流が出来ました。ホスト、デイホ
ストの皆様本当にありがとうございました。

うな国内交流の輪が、更に広がる事を大いに期待
したいと思います。今度はお世話になった愛媛ク
ラブの皆さんを奈良にお迎えする番です。お越し
を心待ちに致しております。今後とも、愛媛クラ
ブが模範的クラブとして、益々発展されるよう心
から願っております。

国内交流のススメ
大谷 恵
奈良クラブの受入れは私にとって 2 度目の国内交流。
我が家に来られた小原さんは小柄で笑顔の素敵な方。
手芸の腕前はプロ級で言葉が通じることをいいことに
いつまでも話は尽きず...（笑）
。一緒に美味しい和食
を食べ、温泉につかり楽しくて楽しくて！
言葉、文化の違う外国の人達との交流の楽しさも十
分に知っている私。で
もこの日本人同士の交
流の楽しさも「病みつ
き」になりそう！
皆さん、是非、国内
交流にも参加してみて
ください！

奈良からのお客様
石丸明・和子
我が家のお客様は商事会社を定年退職なさった山足
和生・茂子ご夫妻。ご主人は奈良クラブの会計係で生
真面目な方。奥様は明るく垢抜けた方でした。一泊の
みのホームステイ、しかも到着日にはホテル組と一緒
に居酒屋で交流会。翌日お城山見学、五色そうめんで
の食事の後お別れ。結局我が家で召し上がったのは石
丸亭主の作る朝食のみ。非常に気楽な exchange でし
たが、松山のお魚の
おいしさ、住みやす
さを感じていただけ
たと思います。

びっくり箱にびっくり！
中村 緒由美
ホテルでの会議の後、河村ひとみさんと二人で、先

楽しい出会い
有光 佳代
我が家のお客様は、内田さんと中森さん。とにかく
愉快で楽しいお二人でした。FF のこと、家族のこと、
人生観など深夜まで話題が尽きることはなく、まるで
ずっと前から知り合いだったかのような感覚になりま
した。外国人の受入れとは違う楽しみを見つけること
ができた出会いでした。

ず JR 駅へ行き、じゃこ天を買い、熱々を頬張りなが
ら歩く。彼女のご希望の鯛の刺身を
買って、家へ帰る。やがて彼女がき
れいな箱をとりだし、私に開けろと
いう。
首を傾げながら開けた途端に、
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奈良からのお客様・ご夫婦で

パラパラ、バラバラと何か紙片が飛び散った。びっく

鈴本英紀・節子

り箱である。私はキョトンとしていた筈だ。彼女はホ
テルでの会議の

我が家のゲストは佐々木さんご夫婦。お二人ともと

間に出したかっ

ても気さくな方で、お互いに年齢も似通っているし、

たが、愛媛の人

ご主人は、以前、新居浜での勤務が４年ほどあったと

があまりに真面

いうことで、

目なので、出せなかったという。せめて私がもっと驚

そこでの話も

いてあげるべきだった！

してもらい、

国内交流は楽しい

夕食の団欒は

佐藤学・洋子

愛媛が始めてという別所啓子さんと滋井寛子さんが

はずんだ。ま

我が家のゲスト。
何事にも興味を持ち前向きなお二人。

た、ご主人は

夜は FF 両クラブの活動のことや奈良の今昔を話題に

宮崎出身で、もちろん焼酎派。こと欠かない話題に夜

楽しく話し合い。翌日は石手寺、伊佐爾波神社、宝厳

の更けるのを忘れるほどであった。翌日の観光も、お

寺、道後温泉本館など道後界隈案内。松山城では天守

城や砥部焼きを喜んでもらい、奈良での再会を楽しみ

閣から市内を一望、
又美術館から紅葉の城山を楽しむ。

にしようということ

自分たちの歴史や文化、風俗などを気軽に話し合える

で楽しい２日間のお

国内交流の楽しさを十分に経験することができた。

付き合いは終了。

宇和町での一泊研修会

10 月 2〜3 日

佐藤 学

今年の一泊研修会は西予市宇和町卯之町に一泊、歴

宿から開明学校は５・６分

史のある街並みを散策した。参加者は松山から９名、

の距離。着物に袴の先生から

大洲から１名で、松山からはバスを利用。町に到着す

私たちは読み方や音楽など

ると、古い酒蔵をギャラリーと喫茶に変えた池田屋で

「明治の授業」
を受けた。
昔、

三里膳の昼食を食べた後、県歴史文化博物館を見学。

司馬遼太郎が来たときにも同

広く立派な施設に参観者がまばらなのはさびしい。

じように授業を受けたという。

宿は江戸末期からの純和風松屋旅館。道路に面した

隣の宇和民具館には人々の

入口には宿泊した有名な政治家、学者、文化人などの

生活にかかわる古くからの民

名前が書かれている。私たちは夕食までの間付近を散

具が展示され、私たちは「これは小さい時家でも使っ

策。人通りのない広い町並みは静かで遠い昔にタイム

ていた」などと懐かしがりながら見て回った。南予の

スリップしたようである。男性たちは近くの酒店で当

小さな町にこれだけの民具が集められているのは本当

地の名酒「開明」などを買いご機嫌。秋の夕暮れ時の

に素晴らしいことだと思う。
民具館の前は末光家住宅。

町の風情は懐かしい気持ちをかきたててくれる。

1770 年建築という古いもので数年前に改修されてい

夕食は当地名物の日向

る。見学の後ちょうど開催中のお茶席で寛いだ。なお

飯や旅館自慢の漬物など

この改修には元愛媛クラブ副会長の犬伏武彦氏がかか

も出され、話も一段と盛

わっている。

り上がる。

午前中はゆっくり白壁、半蔀、卯建、出格子などが

翌朝は朝食後におかみ

見られる街中を歩き、また二宮敬作の住居跡、高野長

さんが来て自慢の漬物の話、付近の古い民家の動向、

英の隠れ家なども見学して過ごした。午後から道の駅

開明学校の保存に尽力した地元の末光千代太郎氏のこ

で食事や買い物をしてから帰途につき、予定通り４時

となど珍しい話をしてくれた。

半頃松山に着いた。
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新 居 浜 で 交 流 会

9 月 20 日

松山と新居浜の
交流会が９月２０日
と決まり、場所探し
が始まった。新居
浜地区の佐々木さ
んと満足していた
だくところは何処
だろうかと何度も話し合い、一応人気のある場所をいくつか
あげてみた。歴史の古さを物語る老樹に囲まれた瑞応寺は、
景観がよく広く学僧が出入りし、一般参禅者もあとを絶たな
い。また樹齢を誇る大銀杏が人々を引き付ける。次は広瀬
歴史記念館という新居浜の生い立ちと日本の近代化の歩
みをたどる施設で、展示館と明治時代に建築された広瀬邸、
そして道の駅に登録されているマイントピア別子は、以前日
本三大銅山の一つに数えられ、300 年の産業・文化遺跡を
見ることのできる鉱山観光施設などがある。そのほかを考え
ていると滞在時間が足りなくなるので、瑞応寺と広瀬歴史記
念館ということで鈴本さんに連絡した。松山からの返事を頂
き 2 か所の計画をたて始めていた。突然鈴本さんより広瀬
邸は月曜日が休みではという連絡に、急いで聞き合わせる

浜井勝子

と休みである．うっかりして気がつかなかった。佐々木さん
にこのことを話すと、ちょうど数日前に訪れたアサヒビール
見学は、帰る道筋にあるからちょうどよいのではとの思わぬ
提案があった。松山からもそれでいいという連絡がありこれ
に決まった。
交流会の日はよい天気に恵まれ、松山から 8 名新居浜 2
名が山裾にたたずむしゃれた喫茶｢花｣に集まり、語り合い
ながらのんびりと過ごした．そこを出ると瑞応寺に向かい僧
侶の説明を受けた後、7 名が座禅を実践、帰りはせみの声
に送られながら寺をあとにし
た。帰路、道路の混雑もあり、
予約の時間切れで途中から
のアサヒビール工場見学と
なったが、終了後のビール
試飲は、残暑の季節のおか
げで運転される方以外はぴったりの飲み物となった。
遠く松山から訪れてくださった方たちからは、多くのアド
バイスと素晴らしい雰囲気をいただき、新居浜は 2 名である
が会員が増えるよう頑張りたいという気持ちをふくらませな
がら解散に至った。有難うございました。

お 料 理 教 室（寒ぶりを使って）

1 月 19 日

川端満子

グループ内の連係も上手く取れ、ほ
ぼ同時に全メニューが完成した。材
料が新鮮なことに加え、普段のお惣
菜にはな
い味付けで、どれも大変美
味しいと大好評であった。
お料理の会に参加した会
員のメールが当日の様子を
よく伝えている。
『 昨日のお料理の会は、
たいへん良かったですね。県漁連からの見事なお魚をは
じめ、指導者付きで、いいこといっぱいの新年お祝い会
のようになりました。参加されたみなさんのお顔も幸せ
そうで、男性群の厨房ワークも違和感なく、本当にすば
らしい会でした。お世話された矢野さんや松葉さんはた
いへんだっただろうと思いますが、このような会で、会
員の親睦を図るというのは効果抜群です。今年度も企画
できるといいですね。』参加者全員が大満足の料理教室
だった。皆さん、ＦＦ活動に積極的に参加して、一緒に
大いにＦＦを楽しみましょう！

旬の寒ブリが味わえる
との期待を胸に、コムズ
３Ｆの調理室に 23 名の
会員が集合した。
（その中
に男性が 4 名も）
。愛媛
県魚食普及推進協議会から材料の提供を受けて、豪華な
昼食を愉しむことができた。献立はブリ丼、鯛の中華風
さしみ、マーマレードぶりステーキ、鯛の潮汁、りんご
かん。
まず、協議会の職員の
方から愛媛県の魚類養殖
業について説明があり、
「愛媛県は魚類養殖業が
全国第 1 位です。
」と教
わり、多くの人が「知ら
なかったぁ」と驚きの声をあげていた。
「おさかなママさ
ん」のお二人が懇切丁寧に指導をしてくださった。大き
な鯛のさばき方を、うろこを大根で取るところから、お
手本を見せてくださった。それを参考に、鯛を初めてさ
ばいた人は、
「とても勉強になった」と感謝していた。各
６

会 員 自 己 紹 介
松山市

大西初美

峯さんのご紹介でＦＦを知りました。いろいろありましたが、４月にカナダか
らのデイホストを経験しました。国境を越えた人々との暖かな交流に参加ができ、
感激しました。英語は未熟、人間も未熟です。いたらないところだらけですので、
皆さんのご指導よろしくお願いします。
２０１０年入会

松山市

玉井哲治・培子

昨年 4 月入会の年老いた新人夫婦会員です。FF は私の英語力で
はとても遠い存在に思えて入会の決心がつきませんでした。今年５
月のイギリス・ベルギー渡航計画に心動かされ入会を決めると同時
に、厚かましく渡航にも参加させてもらいました。
今迄の海外旅行とは一味違った楽しい貴重な経験が出来ましたし、
今後も同行会員や海外ホスト家族との貴重な出会いは大切にしたい
ものです。今後受入れにも協力しなければと思ってますが、課題は
英語力です。でも残り少ない時間を未知への挑戦も含め思い出深い
ものにしたいですね。
２０１０年入会

松山市

都築裕子

今年 3 月に入会しました。
「チャンスがあるときは行動しよう」がモットーの
私は、FF のこと何も知らないまま ちょっと面白そう というだけで入会して
しまいました。ところが FF のことを知るにつれ、好奇心のみで入会したと今も
少し焦っています。地球規模の組織だったとは･･･
趣味はバドミントン、山歩き、旅行、映画、ガーデニング等。家庭の事情で、
受入れが出来ないのが残念ですが、お手伝いとか出来る範囲で協力しようと考え
ています。機会があれば渡航も!! お仕着せでない ＦＦの旅 を経験してみた
いです。よろしくお願い致します。
２０１０年入会

1 月 23（日）に恒例の「コムズで遊ぼう」がありました。ステージで
はパワーポイントで最近４年間の渡航について発表しました。予想以上
に多くの方が熱心に見てくださり、拍手がありました。嬉しいこと
です。佐藤さん製作の「フレンドシ
ップ号」、渡航
写真、ＦＦ案
内ボード、そ
して会員の皆様からの手作りのお菓子、お土産
品など、いずれも好評でした。大寒の寒い一日
でしたが、楽しいイベントでした。
（田中喜美子）
世界の友だちを乗せたフレンドシップ号と
渡航写真に見入る人々

渡航の楽しい思い出を披露
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《
《 ‘10 年度行事報告 》
》 2010 年も皆様の参加・ご協力ありがとうございました！
1/24
2/7
2/27-28

「コムズで遊ぼう」イヴェント参加
春季総会、会報 41 号発行
日本大会（3 名参加）

3/6
4/1
4/13-17
4/16-23
5/24-6/9
8/1
9/21
10/2-3
10/16-18
11/6-7
11/ 29-30-12/1
12/5

FF ワールドデイ
ハイキング：道後界隈、石手寺
バリ・フェスティバル （2 名参加）
受入れ：Penticton-Okanagan（Canada） ED: 有光佳代
渡航：County Durham( UK)& Brussels-Pajot,(Belgium) ED: 峯洋子
夏季総会
会報 42 号発行
東部地区交流会 (理事会と東部地区会員)
於：新居浜
一泊研修：宇和町方面
世界大会
於：ワシントン DC（米）
西日本ブロック会議
担当：愛媛クラブ （他クラブより 22 名参加）
国内交流 受入れ：奈良クラブ（21 名）
忘年会

《
《 ‘11 年度行事計画 》
》今年の活動にも積極的に参加して下さい！！
1/19
お料理の会：コムズ調理室（県漁連協賛）
1/23
「コムズで遊ぼう」イヴェント参加
2/6
春季総会、会報 43 号発行
3/6
FF ワールドデイ
3/26-28
国内交流
受入れ：郡山クラブ
4/23-30
受入れ：Freiburg and Berlin(Germany) ED:中村緒由美
7月
西日本ブロック会議
担当：福岡クラブ
8/7
夏季総会
8/26-30
世界大会 ハンブルグ（ドイツ）
10/6-13
Eastern Washington- Northern Idaho, USA
ED:田中喜美子
10 月末〜11 月初旬 渡航：Nairobi (Kenya)（ED：未定）
11/19-21
日本大会 担当：太田群馬クラブ
12/4
忘年会
＊＊ その他日程未定行事＊＊ ハイキング、一泊研修、料理の会 or 手仕事の会、
（決まり次第お知らせします）

※ 春の受入れホスト募集中！
ホスト、デイホスト、パーティーホスト、ホームヴィジットホスト（短時間家庭訪問受入れ）も募集しています！
※ 秋のケニア渡航希望者募集中！
※ FF 愛媛 25 周年記念イヴェントを計画しています。詳細は未定です。

編集後記

奈良クラブと意見交換をして、奈良クラブではクラブ内の活動が活発に行われていると知り、
大変刺激を受けました。愛媛クラブでも、会員同士の交流が図れることは他にないでしょうか？
良いアイデアがあればご意見をお寄せください。
今年も様々な活動が予定されています。是非参加されて愉しんでくださいませ。

編集発行
編 集 者

2011 年 2 月 6 日
川端、池田、久保、田中（喜）
、峯

フレンドシップ・フォース愛媛 No. 43
〒791-0243 愛媛県松山市平井町 3157-185

