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Friendship
フレンドシップ・フォース愛媛

Freiburg 受入れ

NO.48

愛媛クラブの今
ED 松葉

睦子

桜花爛漫の 3 月 24 日〜31 日、フライブルグか
ら 17 名のアンバサダーをお迎えし、伊予路の春を
楽しみました。彼らは時間厳守、好奇心旺盛、日
本の文化に馴染もうとする真摯な態度等、アンバ
サダーとして申し分なく、中に数名、旧東ドイツ
の方で英語が話せず、コミュニケーションをとる
のに苦労をされたホストもおられましたが、それ
はそれで面白い経験だったとか。お互い笑顔とジ
ェスチャーで乗り切られたようで、FF ならではの
心の交流ができたとおっしゃっています。そして、
ホストをはじめ、会員の皆様が、心をこめて彼
らをもてなしてくださったおかげで、フライブル
グの ED から「愛媛クラブのプログラムはパーフ
ェクト！みなさんのホスピタリティーは素晴らし
い！」との称賛を受けました。帰りのバスに乗り
込まれる一人一人のゲストのお顔を見ながら、ま
た一つ、FF の新たな絆が結ばれ、友情の輪が広が
ったことを実感しておりました。
「FF の楽しい 1
週間」のために、皆様、御協力、本当にありがと
うございました。

会長 峯 洋子
今年 3 月にドイツ受入れ、6 月にはアメリカへの
渡航。5 年ぶりのアメリカでしたが、パックツアー
では見えないアメリカ人の豊かな生活ぶりを実感。
コネティカットクラブでは 35 周年記念のパーティ
ーに出席し、初めて伊予万歳（松づくし）をジョー
ジブラウン会長の前で披露致しました。
最近、愛媛クラブはなかなか良いクラブと感じて
います。会員数は 50 家族前後ですが、少数精鋭で
皆が協力し、大変活動的です。ここ 10 年位渡航者
を集めるのが大変だったのですが、今年は何と 26
名の参加。22 年前の 25 名以来です。どうした事で
しょう？来年のコスタリカ渡航へも、既に大分集ま
りました。これは偶然ではないかもしれません。
1 年前から佐藤学・洋子ご夫妻が始められた「英
語で話す集い」、それから矢野和子さん、澤田洋子
さん中心の「手仕事の会」も盛況で、クラブ内での
楽しい交流が Exchange の参加者増加につながって
いるようです。私は最近、愛媛クラブについて聞か
れる度に、「会員数は少ないですが、アクティブで
す。」と誇らしげに答えています。この活動が続く
ように、楽しい会に致しましょう。

何でも楽しんで

有光 佳代
日本が 96 ヶ国めの訪問
地だという Erika&Dieter
は酸いも甘いも噛み分け
た感じのいいご夫婦。夜は
少し（？）のお酒と会話を
楽しむのが我が家流。とこ
ろがこの度は少々勝手が
違う。言葉が通じない。臆
することなく穏やかな笑
顔とドイツ語で喋り続け
る彼ら。最初は戸惑いなが
らありったけの想像力と勘を働かせ辞書を片手に
四苦八苦の夫と私。それも日ごとに楽しくなる。
そんなこんなで言葉と文化の違いを存分に楽しん
だ一週間だった。

フライブルグ（ドイツ）受入れ
2013. 3.24〜31
24 日(日) 13:05 松山空港着
25 日(月）フリーデー
歓迎パーティー(担当：大塚潤子)
26 日(火) 八束邸訪問 (担当：川端満子)
日本文化紹介お茶席、着付け
（担当：峯洋子、玉井培子)
27 日(水) 広島・宮島バスツアー
（担当：久保玲子､安田京子､佐藤学）
28 日(木) 松山城、石手寺、道後温泉
（担当：中村緒由美、松葉睦子）
29 日(金) しまなみバスツアー
（担当：矢野和子、川端満子）
30 日(土) フリーデー
31 日(日) 8:30 岐阜に向けて出発

パッチワークファミリー

ＥＤ：松葉睦子
デイホスト：石丸教子､大塚潤子､大西初美
川端満子､久保玲子､中村緒由美､松下愛佑
松葉睦子､安田京子､矢野和子､矢野通子

興味津津 my guest

澤田

洋子
ドイツか
ら来る前、
日本のこと
をよく勉強
していて、
どこに行っ
ても帰って
きても色々
質問され、
話が途切れ
ることなく、
おしゃべり
をし、とても楽しい Hanna でした。日本食も美味
しいと言って、近くの海で採ったワカメ、海藻の
サラダも喜んでくれました。何回も受入れをした
けれど、生魚を食べるゲストは、初めて。Hanna
は、手巻きのマグロ、すき焼きの生卵も食べ、私
の方が驚いた。
松山に来た翌日は中央公園に行き、満開の桜の
下でランチをして植木市で花を楽しみ、ドイツに
は な い 花 の 写 真 を 撮 って い ま し た 。 Hanna と
Verena が道後商店街、
デパートを歩きたいと言い、
大丈夫かなと思いましたが、待ち合わせの場所に
二人がいて、ほっとしました。自分達で電車に乗
ったり買い物をしたりするのも、いい経験になっ
たと思います。夜は、折り紙、ネックレスを作り、
喜んで持って帰りました。友達にも教えてあげる
ことでしょう。
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石丸 明・和子
我が家のゲス
ト、ライナーとイ
ルゼは共に再婚
組。その複雑な家
族関係は本当に
パッチワークフ
ァミリーのよう。
箸の使い方は日
に日に上達し、苦
手な魚を除いて、しゃぶしゃぶ、お好み焼き、カ
レーライス、肉まん、餃子など様々な料理にチャ
レンジし、「毎日サプライズがある」と言って喜
んでくれた。日本語を覚えようとしたその努力に
も共感。買い物には興味がなかったのに、絣会館
で 745 円の古い着物を 2 枚購入しご満悦だった。
肘までの 羽織着付けや 春の城
佐々木 毅・太美子
Andreas と Ruth
の大柄な夫婦を迎え
ました。フリーデー
は海を見たいと言う
二人のために、松山
観光港と北条の海辺
を歩いて大満足でし
た。松山城二の丸で
のお茶会と着物の着付けは異国情緒を堪能したよ
うです。和服に靴、人前で裾を広げて靴を履く Ruth
の姿は滑稽でした。
恒例の我が家でのガーデンパーティーはゲスト
とホストファミリー、三味線奏者 8 名、お茶とう
どんのお手伝いで、総勢 40 名ほどの参加があり盛
大なパーティーになりました。

シニア家庭に独身青年

佐藤

学・洋子
長身のトー
マスは 28 才
の独身。
「郷に
入れば郷に従
え」で椿湯、
神の湯、姫彦
温泉に入浴。
食事は全て箸。
うどん、すし、
ご飯に味噌汁なんでも OK。我が家の FF 交換プレ
ゼントや土産物に驚き「FF 博物館だ！」
。夜桜見
物に道後公園へ。両親、玉井さん夫妻と我々は茣
蓙に座り「残り物パーティー」と洒落込む。焼き
肉の煙にかすむ桜やお楽しみの人々をパチリパチ
リ。
「早くドイツに来て」とサンキュウレターを残
してゆく好青年であった。

好奇心一杯のゲスト

田中 明治・喜美子
Ruth と Klau
は 69 歳のカップル
。日本的なものに
はとても興味を持
ち何でも質問。そ
して出された料理
はまずは食べた。
でもホンの少量。
「すき焼き」さえ
も。今回ほど冷蔵庫が余りもので一杯になったこ
とはなかった。ある晩、Ruth が「日本に来たらダ
イエットできると友人が言っていた」との言葉で
「エ？ダイエットに来たの？」と思わず言いそう
になった。時間厳守は流石ドイツ人！彼らはユー
モアもあり、楽しい受入れでした。
気難しい・大形・堅物カップル？？
玉井 哲治・培子
ゲストは現役の
判事と教師のカ
ップル、事前の写
真でも堅物の
様？つい身構え
てしまった。会っ
て話し、共に過す
内先入観は霧散。
陽気で友好的し
かも気配りの
行き届いた紳士淑女だった。日が経つにつれ慣れ
親しみ、離松の前々夜には話が弾んでお互い涙が
出る程笑いこけた。ゲストは日本の文化・風習の
体験に積極的で、これの説明・理解・体験には佐
藤さん一家と度々一緒させて頂いたのが有難かっ
た。新な出会で再会したい 友 が又増えた。

「おいしいです。
」

鈴本 英紀・節子
我が家のゲストは
ED の Rainer&Ildiko
さんご夫妻で、お二人
とも穏やかで適度に
お話し好きでした。今
回特にうれしかった
のは、食事に好き嫌い
がないということです。お箸も毎度使われるし，
緑茶が大好きで「お茶下さい」
「おいしいです」と
いう日本語もあちらで覚えてきて上手に使ってい
ました。またドイツでは食事内容がシンプルだが
日本では様々の材料で多くのメニューができてい
ると感心していました。家庭料理を通じていい交
流ができた一週間でした。
Active woman
村上 勲・晶子
Verena Hoffmann(63)は、好奇心旺盛な 現役
の英語高校教師。松山の印象は Everything
New！Super ! !”の連発。食欲旺盛、納豆、目玉の
付いた魚介類以外は、野菜、肉、魚、みそ汁等、
何でも OK。時間に正確で、明るく、ユーモアに富
んだ素敵なゲストでした。
長女の初孫の誕生が気に
なり、毎朝、メールのチェッ
クを欠かさない、優しい母親
の顔もチラリ。時には
Verena 先生と生徒の関係の
ような、やり取りで、本当に
楽しい時間を過ごしました。
いつの日か、Freiburg で再
会できる事を願って別れを
惜しみました。

ハートが通じ合った交流
峯 英司・洋子
今回は 51 才の
シルビアと 54 才
のフランクの恋
人同士を受入れ
ました。彼らは東
ドイツ出身で、昔
はロシア語を習
わされたとの事。
それで英語が殆ど（フランクは全く）話せない事
に納得。でも人柄が良く、大変前向きで私達が分
からなくても一生懸命に話すシルビアと、その彼
女を嬉しそうに眺めているフランクは大変好感が
持てました。食事はお刺身を初めとして、何でも
喜んで食べてくれました。楽しい 1 週間でした。
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アメリカ渡航・・・Connecticut & Northern Illinois

2013. 6.3 〜6.11〜6.18
車中での会話。実際は同居のメ
イド？のような女性がいたが。
朝の５時ころからジムへ。夜も
会社、
土日も会社、
趣味は仕事。
タフな方でした。

二人姉妹？

石丸 和子
国際基督教大卒で日本人と結婚、
2 女をもうけた後離婚という経験
を持つ我がホストのアンドリア。
2 歳年上の彼女とはまるで姉妹の
ようにその波乱の人生、家族のこ
と、近隣住民のこと、鳥や自然、宗教など様々なこと
を話し合えた。毎朝指定の会場へと車を飛ばしつ
つ”It’s OK, I hope.” 愉快な 1 週間でした。

Henni のうち

中村 緒由美
‘02 年にステイした Ohio の
Chuckの家と同じく、
今回もcondo
と呼ばれる住宅にステイ。両ホスト
ともシングルハウスを持っていた
が、年を取って周りの木々や芝生の
手入れが大変になったから、condo に移ったそうだ。Chuck
の家はシングルタイプだったが、CT の Henni の家は、大
体３軒がひとつになっていた。そして、このような住宅の形
態がシニアハウスにも生かされていて、いいな〜と思った。

大好き! ヘニーとジュディ
大塚 潤子
渡航先のホストは、
８３歳のヘニ―。
元高校の数学の先生で、趣味はブリッ
ジ。ディナーパーティーでお世話にな
ったブルースやスーとは良いカード仲
間とか。今回、彼女は神経痛を患い湿
布を使いながらも気持ちよく歓迎してくれた。そんなヘニー
を献身的に支えていたのが、お隣のジュディ。二人のおかげ
で、おおらかで明るいアメリカらしい生活を充分楽しめた。

自然体でホームステイ
久保 玲子
ホストのサリーはハートフォード
西部の緑豊かな住宅街で一人暮らし。
週３回年金関係の仕事をしている明
るい女性。鼻歌を歌いながら朝食の準
備をしている。驚いたのは冷蔵庫の中、
「朝食を楽しんでいる」と、多様なジャム、パン、果物、飲
み物などで満杯。受入れは私が初めてとのこと、自然体で会
話が弾んでよかったねと頷き合った。

初めてのホームステイ
澤田 洋子
私のホストの、George と Kathy
は、とても温かく、家族のように
迎えてくれました。食事の手伝い
をしながら、面白い器具、沢山の
香辛料を発見。元シェフらしいと、
思った。朝は、散歩しながら、大きな家、庭、木々を見て、
さすがアメリカ。気持ちもおおらかになる。ホストとして
の参考にもなり、行って良かったと思う。

私のホスト、Susan!

松葉 睦子
Susan(70 歳)、温かい人柄、細やか
な心遣い、スマートな振る舞い。本
当に素敵なレディだった。彼女への
感謝の念はとてもこの場では書き尽
くせない。私の帰宅を追いかけるよ
うに届いた彼女からの手紙にも書かれていたのだが、お互
いに知り合えた事を誇りに思い、これからもずっとコンタ
クトを取り続けたいと思っている。Thank you, Susan！

閑静な住宅街Wallingford でのステイ 鈴本 節子
George & Kathy の７０代ご夫婦がホ
ストファミリー。Kathyは薬の副作用で
手がずいぶん震え、最初は驚いたが、慣
れた様子で家事もしているのを見て安
堵。George が料理をいつもするので、
Kathyは後片付けだけ。Retired chefというGeorgeの手料理を
期待していたが、腕を見せてもらう時間もなく、朝食のパンケ
ーキやフレンチトーストを味わう程度。町の環境は緑いっぱい
で、幸せな気持ちで一週間のステイを楽しむことができた。

おもてなし精神 有光 佳代
思い出深い地を訪ねることとなっ
た今回の渡航は、旧友との再会もあ
り、忘れられない旅となった。CTの
Sally＆Chat、NIのJean両ホストの
さりげないもてなしのおかげで居心
地のよい滞在となった。そして、FF 発祥の地アメリカのおも
てなし精神を存分に味わうことのできた２週間だった。

７８才で現役バリバリのホスト
田中 明治・喜美子
家事は一切しないと明言。
「エ？誰がするの？」と聞
くと私の方を見て「YOU!」という。開き直って「い
いですよ」と答えるとにっこり。出迎えの空港からの
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Sharon にまた会えた！
川端 満子
Northern Illinois の ED Sally
は、私と Sharon がカッパドキア
で偶然の再会をした現場に居合わ
せた人である。
「是非うちのクラブ
にも来て。学と洋子を泊めて、貴
女と Sharon も泊めるから。
」と言
ってくれた。Sharon は私が縫った服を持って来てい
た。ずっと一緒に素晴らしい時を過ごした。

犬用で、冷凍庫の中は殆ど犬の食べ物。食後はまず犬
がお皿や食器をきれいに舐めて食洗機へ。犬中心の生
活でした。2 週目は松山で会い、アイルランドで再会
したアメリカンドリームを実現した仲の良い素敵なご
夫婦でした。

佐藤 学・洋子
コネチカットのローズマリーとは
二度目の、イリノイのトムとサリーと
は四度目の再会! 四年前に夫を亡く
し以前よりオシャベリになったロー
ズマリーはシムズベリーの町中を熱
心に案内、トムとサリーは知り尽くしたシカゴを案内してくれた。
Exchangeの後ミルウォーキーの湖畔の別荘でゆったり過ごす贅
沢な日々を与えてくれた。

初めての渡航
村上 勲・晶子
総ての面で Scale の大きい
America の 一 端 を 実 感 。
Home Stay を通して異文化
も体験。
HartfordのBettyは、
高齢に拘らず、忙しい ED を務めながら私達を親切に
迎えて下さいました。感謝、感謝。Northern Illinois
の DiBrito 夫妻(Italy 系)とは、深夜迄、楽しい会話が
出来ました。加えて、Chicago では、１昨年受け入れ
た友人の CAROLYN OLSON と再会、Matsuyama
での想い出話に花が咲きました。Exchange の素晴ら
しさを再認識しました。

狐走る庭 'It's all good' 佐々木 毅・太美子
1700 年代を真似た家の中は
アンティークの家具など多数、
'It's all good'と書いた「立て札」
が象徴する芝生の庭に感動。夕
食は森の中のテラスでバーベキ
ュー、センスのよい食器に盛ら
れた手料理、コネティカットワインでおしゃべりを楽
しんだ。日本文化に関心を示し、書道や舞扇などとて
も喜んだ。
「卯月花 ホストの笑顔 耀けり」

アメリカンライフ
安田 京子
コネチカットは？歳のマーサ、
イリノイは 85 歳のジーンが私
のホスト。二人とも夫を看取っ
て今は一人住まい。深い森の中、閑静な家はとても居
心地が良く、リスや鹿、クマまでもが訪れた。愛車で
ハイウェーを飛ばす腕は頼もしいが…、どきっ！彼女
達の強くしなやかな生き方を２０年後の私はできるだ
ろうか…。

再会の旅

初めてのアメリカ渡航
山内 則子
ヨーロッパの街並みに魅
せられていた私でしたが、ビ
ッ グ な ま さ に ｢ This is
America ｣を目のあたりにした２週間は大げさに言え
ば人生観を変えるほどのものでした。あらためて今、
写真を見ながらスケールの大きなアメリカ人の生活の
余韻を楽しんでいます。

老々交流を楽しむ

玉井 哲治・培子
今渡航はステイ先二か所、
他に観光有り、トラブル有り
で話題は実に豊富。ホストは
何れも平均年齢 80 歳以上の
老夫婦、今迄とは一味違う交
流体験だった。老々交流も味なもので、これを大いに
楽しんだ。広く豊かで華やかなアメリカ、種々の社会
問題を抱えるアメリカ、大国アメリカの陰陽の一部を
直に見聞出来た興味深い渡航だった。

北米訪問 鷲尾 守正
米国は広い。一軒当たりの
敷地も、家も。二カ所のホー
ムステイを通じて、シニアラ
イフと、米国の勤勉さを学びました。というのもウェ
ルカムもフェアウェルもポトラックのパーティーで済
ませるのですから。
私たちも見習うべきでしょうか…。

対照的なホームステイ
峯 英司・洋子
1 週目は大型犬 3 頭(1 頭
63kg）と子犬 1 匹。まず車にび
っくり。臭いと天井まで貼りついた毛。家のソファは
5

十分に話せない私でしたが、台所での交流を初め、ホ

三津浜界隈の散策

大坪 絢子

スト夫妻との交流の喜びを感じながら、その手ごたえ
の体験を述べさせていただきました。また未会員であ
るゲストに、私のＦＦとの出会いと加入の動機も紹介

5 月 11 日

して。

のハイキン

3 年前、私の住む大洲在住の会員のお宅に私も含め

グは、伊予鉄
三津浜駅の

彼女の友人達が十数人招待され、その場に当時のＦＦ

レトロな駅

役員の方達が集まっておられました。国際交流に取り

舎から始ま

組むＦＦ活動の話や、その年のトルコ渡航の様子のス

りました。三

ライド写真を見せてもらいながら紹介されたのが印象

津浜は中世

的で、こんな素晴しい国際交流の場があったのかと興
味を持ったのが、私のＦＦ加入の動機でした。

期に河野水軍の拠点として、江戸時代には参勤交代の
発着港として栄えた町で、近代商港として発展し、新

今回は愛媛新聞の記者も同席されて、翌日の愛媛新

旧文化の融合が至る所に見られます。昭和 9 年築の「白

聞に写真も一緒にその様子を掲載されたので、多くの

楊会館」は、愛媛女子師範卒業生用に造られた洒落た

人々にその存在を知っていただけたのではないかと。

建物で、現在はレストラン。「濱田医院」も洋風で、

次回はもっと多くのお客様が参加され、ＦＦの輪が
拡がっていくことを願っています。

モダンさは大正期とは思えません。これらと対照的な
のが、「高橋家」「河野家」「近藤家」「木村家」な

ネックレス作りに参加して
中村 緒由美

どの旧家で、昼食の「森家」もその一つ。俳諧ゆかり
の家だけあ
って、碧梧桐
の句が掛か

手仕事って範囲が広いですね。本来苦手で、原則し

っていまし

ません。でも振り返ってみれば、要らなくなったスカ

た。ここの名

ートやベストを解いて、それを型紙にして新しいベス

物は鯛飯。お

トスーツ（？）を作るという暇なことをしたこともあ

焦げに誘われてお代わりをし、蓄音機の懐かしい曲に

りました。ボードウィービングという織物には結構は

心が揺さぶられました。行程の最後は「渡し舟」。対

まって、作ったセーターは今でも着ていますが、何本

岸までたった数分ですが、頬を撫でる風が爽やかでし

も織ったマフラーは人にあげて、自分には一本も残っ

た。この日の歩数は 1 万強で、私にとっては数日分。

ていません。
手仕事に惹きつけら

それでも疲れなかったのは、花に目を留め、語らいな

れるのは、その仕事の

がら歩いたからでしょうか。

種類よりもそれに使う

「ワールド・フレンドシップ・デーの集い」
に参加して
山内 則子

材料ではないかと思い
ます。「ああ、この布
が好き。」「この糸を

イギリス

使ってみたい。」とついつい買ってしまいます。皆さ

でのホーム

んも沢山ためているでしょう。このネックレス作りも

ステイ体験

材料が大きな魅力。今あるものがリサイクルできるだ

を発表させ

けでなく、そのリサイクル材の作り出す思いがけない

ていただく

美しさが、みんなを惹きつけたのでしょう。軽いし、

機会を得ま

手軽に使えるし、ウフフッですね！じゃ、また次の手

した。英語も

仕事の会を楽しみにしています。
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会 員 自 己 紹 介
松山市

松下 愛佑
村上さんからのご紹介で、入会さ
せていただきました。
いつも楽しそうにお話をされてい
て、
ずっと FF の魅力を感じていまし
た。是非みなさんと一緒に活動をさ
せていただきたいと思い、join する
ことを決めました。国境を越えてフ
レンドシップを築いていくことは、FF メンバーだけで
なく周りにもプラスの影響を与えることができ、FF は
素晴らしいグループだと思います。
私は英語教室を開いています。まだまだ駆け出しで
未熟者ですが、皆さんから刺激を受け多くを吸収して
いこうと思います！そして、
どんどん FF 活動にも参加
をしていきたいと思っておりますので、何卒よろしく
お願いいたします。

東温市

矢野 通子
昨年 12 月、コムズでの国際交流
ボランティア講座で峯会長によりＦ
Ｆ愛媛のご説明とお誘いを受け、そ
の場で入会を決めました。仕事を退
職するに当たって、これからは社会
への貢献と自分の成長が望めるボラ
ンティアをやりたいと思ってこの講座に参加していた
ので、その感覚にぴったり合ってうれしかった。
今年、3 月 24 日から田中さん宅で受け入れられるフ
ライブルグに関してお話をお伺いし、一緒に空港にお
迎えに行き、2 回デイホストをやらせて頂いた。英語
は片言英語しか出来ないけれど、夢中だった。心は通
じたと思える。
来年はコスタリカに渡航したい。
また、
我が家にも受入れしたいと思っています。英会話の勉
強も頑張ります。
どうぞ、
よろしくお願いいたします。

「英 語 で 話 す 集 い」 に参加しませんか？

佐藤 学・洋子

フレンドシップ・フォースの受入や渡航などで英語を使わなけれ
ばならない時が度々あります。こんな時自然に英語が口から出てき
て会話がはずめば楽しく面白いでしょうね。｢英語で話す集い｣は英
語で会話を楽しみ、英語力を伸ばそうとスタートし 1 年余りです。
毎月第２、第４水曜日 午後２時―４時 佐藤宅（979-6173）
OPEN HOUSE です。
レベルは関係なし。費用もいらず、英会話に興味のある方は誰で
もＯＫです。是非ご参加下さい。

伊 予 万 歳 （松づくし） を 出 し 物 の 定 番 に ！
今年６月の Connecticut 渡航で伊予万歳
（松づくし）
を披露した。我々FF 愛媛の渡航は相手クラブの 35 周
年記念行事の一環と位置付けられ、昼食会にはゲスト
スピーカーとしてFFIのGeorge Brown会長が招待さ
れていた。そ
こでお祝いの
気持ちを表せ
るお目出度い
出し物として
愛媛県中予地
方に約360年
前から伝わる
万歳（祝福芸）
「松づくし」を踊ることにした。中西フ
サヱさんのお世話で北条別府双葉会を主催している平

野修先生に教えて頂いた。頭に被っている折頭巾は矢
野和子さんの製作。Connecticut では 7 人で踊り、
Northern Illinois では 4 人で踊った。アメリカ人のみ
ならず日本人
会員にも大好
評であった。
将来的には皆
で替わり合っ
て練習し、誰
でも渡航・受
入れの時に踊
れるようにしたいと思っている。早速の出番は秋の
Omaha 受入れの Welcome Party である。皆さん、一
緒に練習しましょう！楽しいですよ！（川端満子）
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2013 年 前 半 活 動 報 告
月 日

行 事

担 当

活 動 内 容

1/20（日）

コムズで遊ぼう

大塚潤子

コムズで活動している団体の発表会に参加
展示とステージ発表（ケニアのサファリツアーなど）

2/3（日）

春季総会 会報 47 号発行

3/9（土）

ワールド FF デー（WFD）

事務局
会報編集委員
久保玲子

3/24（日）
~31 (日)

受入れ：フライブルグ/ドイツ ED：松葉睦子

4/15（月）

手仕事の会
石丸 明・和子邸

矢野和子
澤田洋子

松山市民会館第４会議室にて
2012 年後半活動報告 2013 年活動計画など
FF の創設と主旨の説明、渡航・受入れの体験発表、
活動が愛媛新聞に写真入りで紹介された。
アンバサダー17 名 受入れ家庭 10 家族
平年より早い桜が満開の中での受入れとなった。
21 名参加 会費 200 円
ネクタイ生地で作るネックレスを製作

5/11（土）

ハイキング: 三津浜界隈散策

佐藤 学
玉井哲治

参加者 14 名 港山〜梅津寺を散策
昼食は「鯛や」で鯛釜飯を堪能した。

ED：川端満子

Connecticut に 26 名が 7 泊 8 日のホームステイ。
（途中で Boston に 1 泊旅行）
Northern Illinois に 17 名が 3 泊 4 日のホームステイの
予定だったが、飛行機が飛ばず 2 泊 3 日になった。

6/3（月）
渡航：Connecticut/U.S.A.と
~11 (火） Northern Illinois
~18 (火）

2013 年 後 半 行 事 予 定
月 日
8/4（日）

行 事
夏季総会 会報 48 号発行

担 当
事務局
会報編集委員

9/13（金）

料理の会

矢野和子
澤田洋子
ED：石丸教子

10/5（土） 受入れ：
~11（金） Omaha,Nebraska/U.S.A.
Greater Des Moines, Iowa
10/18（金） 西日本ブロック会議
10/19（土） 日本大会
~20（日）
11 月中
日帰り研修
（または一泊研修）
11 月中旬

世界大会
New Orleans/U.S.A.

12/1（日）

忘年会

鳥取クラブ

活 動 内 容
コムズ 4F 視聴覚室 A
2013 年前半活動報告 2013 年後半活動予定など
（受入れ・渡航の様子をパワーポイントで紹介）
コムズ 3F 調理室
講師：渡邊ゆう子
アンバサダー16 名 受入れ家庭 9 家族
6 日（日）Welcome Party 東京第一ホテル 11Ｆ
松山城・石手寺、お茶席、しまなみ潮流体験など予定
6 名が参加予定

鳥取クラブ

10 名が参加予定

玉井哲治

目的地未定
現在のところ参加予定者無し

中西 皓
峯 洋子

東京第一ホテル

＊渡航 ：2014 年 3 月コスタリカ ED：石丸和子
＊受入れ：2014 年 5 月カンピナス/ブラジル
10 月ホノルル/USA
Stopover（3 泊までの短いステイ）
：2014 年 11 月末〜12 月初め ベルギー
編集後記

編集発行
編集者

コネチカット渡航は各自素晴らしい思い出と共に無事終えることができました。後半はオマハ受入れなど
各種楽しい行事が目白押しです。皆様こぞってご参加ください。また会報について、その他何かお気づきの
ことがありましたら、是非お聞かせください。皆様のご意見を心からお待ちしています。
2013 年 8 月 4 日発行
大塚、川端、久保、安田、矢野和

フレンドシップ・フォース愛媛 No.48
〒790-0003 愛媛県松山市三番町 5 丁目 9-1-302

