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3月 29日 ～ 4月 4日  キエ フクラブ 21名
(男性 9、 女性 12)受 け入れ

3月 29日  東京観光・見学

3月 30日  東京観光・見学

3月 31日  ウエルカムパーティー (小野路屋敷)

4月 2日  町田国際協会主催行事参加

4月 3日  箱根・富士五湖など観光 。見学

5月 25日  TFF日 本大会 (仙 台市)

(佐原、高垣参加 )

5月 26～ 28日  TFFア ジア大会

(佐原、高垣参加 )

7月 20日  ブロック会議 西東京クラブ主催

東京クラブ・埼玉クラブ

西東京クラブ会員出席 (龍皇 )

9月 28日 ～ 10月 1日  ニューキャ ッスル

クラブ 27名 (男 性 11,女性 16)受 け入れ

9月 28日  東京都心観光 。見学
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オース トラリアの友人
石非 嗣代

世界大会で何度か会つたオース トラリアの友人
から、日本に渡航で秋に行くんだけれど、一週だ

けで、初めての日本なのにもう少し留まりたい、
何とかしてくれとメールが入ったのは二月ごろだ
ったろうか。知つている弱味で何とかしてあげた

くなり、佐原会長に相談 した。「三泊位でよけれ
ば・・・」と言つてくださつたので知らせたら大
喜びの返事が来た。
10月 28目 つくし野の駅でバスから降りた人たち
はみな素朴な満面笑顔だった。ちょっと聞きなれ
ない英語を話す人たちだが、楽しんで新しい友情
を作る期待に満ちた表情だ。
私達はお泊めしたご夫婦が歴史学者だったので、
江戸博物館にお連れ した。65才 以上 |ま ただだっ

たので、とてもご機嫌になり、英語のポランティ
ア解説を頼んで 3時間余り熱心に見た後駅に向か
った。両国駅でチケットを買う時私が 10円 を落
とした、彼がすばやく拾お うとかがんだら、なん

と500円 が落ちていたのだ。上機嫌が更にボルテ
ージを上げたことはい うまでもない。楽しい時は
ちょつとのラッキーで最高潮になる。その後息子
も引き合わせ、更に盛 り上がって顔のしわが増え

たのではと心配になるほどその目は笑つた。
ウエルカムパーテイ等、クラブ全体としての行動
は時間的に取れなかったが、それぞれがしつかり

友情を育てたことは、バスの見送りを見てもあき
らかだった。たまたま、来年西東京クラプの初め
ての渡航がオース トラリアだということで、つい

でに寄ることは、彼らの頭に最初にインプットさ
れてしまったようだ。来年ニューキャッスルで会
お うね―と何度も念を押されてのお別れだった。
さて、どんな渡航になることでしよう。

町田国際協会が 1ロ デイホス ト

椰川 善一

市の外郭団体として三年前に発足した町国国際

協会では、国際理解を市民に啓蒙したり、国際協
力の NG()を 援助したり、外国籍の住民に日本語
を教えたり、生活相談に乗ったりしている。その

うち私が部会長をしている交流部会は外国籍市民
との交流が目的で、日本の伝統文化の紹介セミナ
ー、日本料理の会、市内見学バスツアー、交流サ
ロンや交流パーテイなどの催しが担当である。
西東京クラプの会長だった佐原勇さんには、昌」

部会長としていろいろ補佐していただいた。アン
バサダーを迎えてのウェルカム・パーテイなどを

開かれるご自宅が、私の家から近いこともあり、
二年前にニュージーラン ドから一行が来たとき
に、フレンドシップ 。フォースに早遠入会して、
我々と同年配のベイスン夫妻を受け入れた。この

時は国際協会で茶道、華道、書道の紹介セミナー

を開いて喜んでもらった。
Fド プリ・デーン (今 日は)」

「デイヤークユ (あ りがとう)」

ロシア語とは似ているようで少し違
‐
うウクライ

ナ語、過去のいきさつもあつてロシア語はあまり

歓迎されない。全員キエフの企業や新聞社のエリ
ー ト夫妻なのに、英語の片言ができる人は 5～ 6

人、今年の受け入れはウクライナから21名 のア
ンパサダーである。

3月 29日 成田に到着、翌 30日 はかつてキユ

フのクラプにホ…ムステイしたことのある東京ク

ラブ有志の案内で、都内見物となったが最大の関
心は秋葉原。

3月 31目 は町田市山奥の公園施設でウェルカ
ム・パーテイ、折角のパーベキューが桜に雪の奇

怪な天候で停電騒ぎとなったものの、恐縮する完
全主義の日本人を尻目に彼等は慣れているのか、
平然として郷土芸能の獅子舞やお囃子に大喜び。
4月 1目 はフリー行動でそれぞれのホス ト任せ、
ほとんどがデイズニーランドのあと、また秋葉原。
そして4月 2日 は町国国際協会がデイホス ト、

市会議長訪間、リサイクルセンター視察、東京新
百景の一つである薬師池でのお花見のあと、市民
フォーラムの大調理室で一緒に天薙羅を揚げなが

らの昼食会となつた。日本に憧れと尊敬の念を抱
いている人が多く、お箸も上手に操つて茶碗蒸し

も炊き込みご飯も上々の評判。しかし日本やアメ

リカのような健康志向は希薄で、ほとんどがスモ
ーカーで野菜は替手、「秋薬原詣で」が示すよう
にまだまだハングリーな国のように見受けられ
た。

翌日|ま全員揃つて箱根観光、そして4月 4目 に

羽目から次の訪間クラプの熊本へ、ウクライナで

は入手不可能なハイテク製品をどっきり抱えて出
発していった。

書
｀
ヽ

=

メ

・

ヽ  ■



第一国 T=F3FS関 東プロッタ会議開催
2001年 7月 20目   佐原 泰子

平成 13年 7月 20目  町田駅前のホテル・ザ
・エルシいにて 初めての関東プロック会議が開
かれました。参加者は東京クラブ、埼玉クラブ、
西東京クラブの3ク ラブ22峯。

共通の話題として
: 会員募集については埼玉クラブより新聞の地
方版に FF活動の様子を載せてもらうことが有
効であること。
: 東京クラブは会員が多いので町国に近い人は
西東京クラブヘの参加を呼びかけてもらうこ
と。

: 受け入れ 。渡航で人数が集まらないときはお
互いに融通できるようにすること。

次期開催を2002年 2月  東京クラブ主催で
行 う事を決め今回のプロック会議は無事終了。

ソウルを訪間して

石目 充
10月 5目 より予定されていた南ソウルクラブ

ヘの訪間が、米国の同時多発テロによる影響で申
上になったのは、誠に残念でした。
私達夫婦は仕事の関係で翌 日の 6目 の出発 とな
り、中止すれば高額なキャンセル料を取られるこ
とから、予定通り訪間を実施 しました。
主な観光 。見学地は次の通りです。

6目 (上)仁川国際空港に到着後、金京姫会長、
主人、長男と共に、空港 (海を埋め立て造成)

周辺のかつての島へ。自砂青松。
7日 (目 )李鐘浩さん (昨年高嶋さん宅に滞在)

の案内でソウル市内の王朝時代の三官を見学、
他。古い順から徳寿宮、昌徳官と広大な庭園の

秘園、景福官。そして骨童晶店等が並が仁寺洞
通り。

3目 (月 )会長、主人、次男と共に。
利川と広州の世界陶磁器ニキスポ。城壁と城門
を残す南漢山城。オリンピック公園、総合運動
場。ソウル・タワーで夜景の見物。

9目 (火 )会長と主人に送られて、長距離′ヾスで
慶州へ。以降は割愛します。
南ソウルクラブの会員はソウル市内を流れる漢

江の南に住んでいます。会長、李さんは中層アパ
ー トに住み、中は広々としています。二人の自宅
で頂いた韓国料理は、皿数も多く、とても美味。
豊かな歴史と文化の遣産と共に、新しき、活力

を持つ街ソウル。私達は捨こで素晴らしい時を過
ごすことが出来ました。
次のソウルヘの渡航の機会に、皆様が韓国の魅

力を発見され、南ソウルクラブ会員との友好を深
められることを希望します。

支援委員会より

東京クラブ参加者
埼玉クラプ参加者
西東京クラブ参加者

石井嗣代
小林会長他 7名
佐藤ゆきえ会長他 6名

佐原泰子 石田 充
高垣 孝 村上 トシ子
椰川書一 守屋 孝
山本敏雄
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韓国渡航中止の報告
10月 5目 からの韓国交歓旅行の為に半年以上

前から、相手国の金京姫会長と連絡を取り合いソ
ウルでの行動日程や宿泊先のマッチングリス トま
で準備 し、渡航するだけになつて居ましたが、ニ
ューヨークでの多発テロが世情を騒がした為、一

部の会員の方から、この時期の飛行機による旅行
は、出来ればキャンセルしたい旨の連絡がありま
した。 そのため緊急役員会を開き、安全が確認
されるまでの交換旅行は延期する事となりまし
た。つぎの機会には、是非とも又ご参加の程宣し
くお願い申し上げます。

平成 13年 10月 10目
TFF西東京クラブ ED守屋 孝
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第 15回 日本大会、第 18回アジア太平洋

地域 会議に参加 して   高垣 孝

去る 2001年 5月 26日 、27日 に FF日 本大会、27

日～ 29日 まで、FFア ジア太平洋地域会議が仙台

国際ホテルで開かれましたので、簡単にご報告 し

ます。

まず日本大会は、FFI本部から Chip Ctter会
長、Debbi Powellさ ん (ア ジア担当)も 出席され、

総勢 132名 の方々が企国から集まりました。クラ

ブ運営や、受入れ・渡航の選定方法、各クラブ報

告等について活発な質疑応答、意見交換がなされ

ました。

主な質疑応答事項から抜粋すると、

① 会員のリクルー ト(特 に若い人達)に 苦労した

り、会費の徴収に苦労しているクラブが多いこと

がわかりましたが、やはり決め手は日頃からの PR
活動のようです。

② 渡航・受入れの成功例・失敗例を求める声が

ありましたが、日本大会、アジア太平洋地域会議、

世界大会に出ることや、各クラブのホームページ

を見ることで、ある程度解決できると思われます。

③ 交換の決定方法についての質問がありました

が、FFIと しては世界各国のクラブからの要望に

対して、過去の交換履歴を重視するとのことです。

特に一度受入れしたクラブを渡航希望すれば優先

することや、日本からは特に欧州のクラブヘの渡

航希望が圧倒的に多いので、その他の国のクラブ

を渡航希望すれば、マッチングする確立は高いと

のことです。また事前に相手クラブと根回しして、

交換希望を FFIに提出しておくのも、マッチング

に有利になるようです。

④ FFの通信手段としてインターネット活用が不

可欠ですが、公式なメー リングリス トやホームペ

ージのルール作 りが必要との意見があり、当面活

動支援委員会 と現在 日本のメーリングリス トを管

理 している郡山クラブを中心に今後のルール作 り

を含めて、インターネットの運用を考えて行 くこ

とになりました。

続いて 5月 27日 からのアジア太平洋地域会議

は、アジア太平洋地域から40名 、日本から115名

の参加者があり、特に台湾から、27名 もの参加者

があり、前回台中で開かれたアジアパシフィック

会議の台湾各クラブの熱気がそのまま伝わってく

るようでした。

初 日のウェルカムパーティでは、久 しぶ りにア

ジアの同胞 と再会でき、交流を深めることができ

ました。特に 2001年 11月 に世界大会を開くタイ

の代表からも熱心な PRのスピーチがあり、一同

すっか りその気になっていたのですが、後 日談に

な りますが、9月 の米国の同時多発テロ事件のた

め、世界大会参加を見合せた方が多かつたのは残

念でした。

2日 日、3日 日は、全体会議、各国クラブレポー

ト、松島観光等のイベン トがあり、そのあとアジ

ア各国の参加者は官城クラブヘホームステイ し、

盛会のうちに閉幕しました。

尚、2002年の日本大会は二重県津市で 5月 25

日,26日 、アジア太平洋地域会議は韓国で、5月 13

日～ 15日 に開かれる予定ですЭ

以上、簡単にご報告させていただきましたが、

内外の他クラブの FF活動を知 り、今後の我クラ

ブの渡航・受入れの参考とする上で、是非 日本大

会やアジア太平洋地域会議へ出席されること(誰で

も参加は自由)を め したい と思い ま

2002年 の主な対外行事

5月 25日 (土)～ 26日 (日 )日 本大会

二重クラブ主催 津市

5月 13日 (月 )～ 15日 (水 )ア ジア環太平洋大会

南ソウルクラブ主催 ソウル市

～ 17日 (金)済 州島観光

7月 16日 (火)～ 23日 (火)キプロスクラブ

受け入れ 愛知クラブヘ

10月 5日 (土)～オース トラリア 渡航

～ 12日 (土)マ レーブリッジクラブ訪問

～ 14日 (月 )ニューキャッスルクラブ訪問

(ニ ューキャッスルクラブは昨年 9月 に当

クラブを訪問)

15日 (月 )シ ドニー経由 帰国

大会への参加の希望は会長宛にお願いします。

渡航 と受け入れの詳細については、改めてご案内

します。

編集発行

事務局 |

ザ・フレン ドシップフォース・西東京

東京都町田市つくし野 4-13-3

佐原泰子

TEl′ :  042-795-2245    1し へX.042-795-4022
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