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� 真冬には5mの積雪のアメリカ中部オハイオ州から、京都・奈良に3泊の観光の後、FF山形クラブに6泊と
いう交換を終えたアンバサダーを、15名揃って無事に迎え入れました。年齢も60代が中心で教職の経験
者が多く、先方EDとの連絡が効を奏して、荷物はリュックに小さいスーツケースという旅慣れたスタイル。
不平不満は一切なくホスト、デイホストとの自由時間をたっぷり楽しみました。!
� メインイベントとなった富士観光と台風19号襲来が重なり、その対応に一喜一憂しましたが幸い、3時間
遅れの路線バスに乗る頃は暴風も収まり、五合目から雲間に頂上をかいま見ることが出来て大感激。翌日
の国際幼稚園を含め、FF富士山梨のご協力、本当に有難うございました。今回ホストファミリーとして受入
に活躍した、市川、高垣、竹田、鳥居、松塚、虫明、山崎と加藤SubEDの会員各位、お疲れ様でした。!

ED�梛川�善一��

ＦＦ Mt.富士山梨クラブの庄司会長が園長の河口湖にある【マリア国際幼稚園】で、英語で勉強している園児
たちと、ハロウイーンの遊戯に興じるオハイオ州から来たアンバサダーたち	

ウエルカム・パーティでアンバサダー提供の!
Cupid Shuffleに、ホストも続々参加して一緒にダンス	

梛川ＥＤ宅でオハイオのＥＤ夫妻や	
石井会長夫妻を招いてディナー	

１	 東北オハイオクラブ（米）受入交換特集	
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日程表	

10/10（金）	 山形新幹線つばさ140にて、ＦＦ山形クラブから予定通り15人が元気に到着。	  
出迎えのＦＦ西東京会長ら6名が、厚木や八王子を含む８軒のホスト家庭へ引率。	

11（土）	 　デイホストの応援で皇居、浅草など都内観光	

12（日）	 江戸東京博物館や銀座など都内観光と買物	  
午後６時から成瀬総合体育館内〈フレンズ〉にて、ウエルカムパーティー	  
有金町田市副市長ら約６０名出席	

13（月）	 ホスト、デイホストと自由行動 	

14（火）	 ＪＲバスで河口湖へ。ＦＦ山梨の鈴木さんの運転と案内で富士山五合目観光	  
午後６時からレストラン〈いこい〉で、ＦＦＭｔ．富士山梨クラブと合同のディナー	  
富士リゾートホテル泊	

15（水）	 FFMt.富士山梨クラブの会長が経営の英語で教える「マリア国際幼稚園」と周辺の教育
村を見学。昼食後〈久保田一竹美術館〉を経て、西東京クラブへ午後５時半帰着。	

16（木）	 たまプラザと新百合ヶ丘からシャトルバスにて成田空港へ出発。	

河口湖一泊旅行　　　　Sub	  ED	  加藤幸子	

� � 今回オハイオ受入の最大イベン
ト、それは河口湖一泊旅行。出発
前日、大型台風が列島縦断との予
報に一番恐れていた事が現実に
なりショック。中止か決行か梛川
EDと相談、バスの出発を遅らせ決
行する事にした。それからが大変
であった。一夜明け台風一過の青
空の下、28人の一行は市が尾から
高速バスで一路河口湖へ。3時に
鈴木先生運転のバスに乗換え富
士五合目に到着。山頂に雲を被っ
た富士山を後に会食会場『いこい』
へ向う。お箸を上手に使いながら
の日本食が好評。食後テーブルを
片付け例のダンスで盛り上り、快
適なホテルへ。�
� 翌日はマリアさんの英語で教育の
幼稚園現場を見学。アンバサダー
の中には先生だった方も多く興味
津々。昼食は山梨名物『ほうとう』に
舌づつみ、完食にビックリ。土砂降
りの中、一竹美術館へ。つくし野に
着いた頃はどっぷり日が暮れてい
た。無事この旅が終った事を奇跡
に思う。マウント富士山梨クラブの
庄司会長ご夫妻や鈴木先生の大
きなお力添えで快適な旅が出来
た事に感謝申し上げたい。 �

ようやく垣間見えた富士山	

マリア国際幼稚園にて園長も入れて記念写真	
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初めての受け入れ �松塚 邦子�

初めての“受け入れ”で緊張していまし
たが、松隈さん・永田さんに助けていた
だき、また、来てくださったエミー・ビル
ご夫妻も子供好きで気さくな方だった
ので、楽しくそして無事に責任を果たす
ことができたかと思っています。!
写真の通り我が家で孫とも夕食を共に
して、八王子の獅子や狐のおはやしも
楽しんでもらいました。!

ホームステイ受け入れ感想 �鳥居�典子�

� 正直、私一人の家に向かい入れ大丈夫かしら
と心配でした。無理のないようにと心を配りまし
たが、私の杞憂でとても元気で河口湖では早
起きし散歩して、密かに一人で（？）富士山の全
体像を楽しんだとか。�
� 会員の方たちからの様々なサポートを受け、ク
ラブ全体で受け入れているという経験もした。
掃除苦手な私にこの際少し整理をするという副
産物までついた受け入れは、私の人生（オー
バーかな）にすばらしい彩りを与えてくれた今年
の一大イベントであった。皆様お元気でお帰り
になり、今は余韻を楽しんでいます。 �

初めてのホームステイ �市川�良美�

�初めてのホストで何もわからない状態でのス
タートでした。�アンバサダーのルイスはとても
利発、私が頼りない英語で何かを伝えようとす
ると、先を読んですぐ正しく確認してくれました。
妻のバーバラはとてもやさしく、笑顔で私を受
け入れてくれました。今回は大勢のかたに助け
ていただきバラエティに富んだホームステイが
できたと思います。ディナーホストの方には台
風が迫る中にも関わらずご馳走していただきま
した。デイホストの方には小田原城に連れて
行っていただき助かりました。一泊旅行ではい
ろんな会員の方とお喋りでき楽しかったです。�
本当にありがとうございました。 �

� 私自身の不調、アンバサダーの直前の入院によりキャンセルそして何時間後かにまた参加などで、
期待より不安が上回る状態で駅へ出迎えに行ったが、会ったとたん人柄の良さそうなご夫婦に不
安は飛び去った。東京見物、小田原城、大山、ディナーホスト宅、ウエルカムパーティー、河口湖ツ
アーなど一緒に楽しんでいるうちに、あっという間にすぎてしまった。直前の入院のため、山形から参
加したというご夫婦。�
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2	 関東ブロック会議　　会長　石井健二�

� 今年の関東ブロック会議は去る7月6日（日）、Mt富士・山梨ク
ラブの主催で、素晴らしい環境のエクシブ山中湖において開催
されました。参加者は西東京クラブから、梛川、山本（文・敏
雄）、加藤（幸）、虫明、社本、石井（健）（敬称略）の7名、主催
クラブから庄司日出男・マリア会長夫妻ら8名、東京クラブから
島田会長ら5名、埼玉クラブから原田会長、沼FR（議長）ら10
名、合計30名でした。直前に開催された札幌日本大会、各ク
ラブの渡航・受け入れ・クラブ内活動の報告、若い世代の取り
込みについての意見交換、受け入れ時のホストフィーやクラブ
会費等の情報共有など、とても有意義な会合でした。会議後
は懇親パーティ、有志は場所を替えてさらに歓談の場も持ちま
した。翌朝EDほか我々は河口湖に移動、10月のオハイオクラ
ブ受け入れ時実施予定の河口湖一泊旅行について下見と打
ち合わせを庄司氏らのご協力を得て行いました。!

�こんにちは。FF西東京、富士山支部の鈴木です。!
!
…とご挨拶したくなるほど、FF Mt. Fuji 山梨クラブの設立には石井さんはじめ、西東京クラブの皆
さんにお世話になりました。そんな訳で今回、オハイオクラブの富士山ツアー受入れを、喜んでお
手伝いさせてもらいました。!
� 私は本来バスドライバーなんですが、趣味で大学教員もやっている関係で、講義を早めに切り上
げてマイクロバスをレンタルし、河口湖駅に駆けつけました。富士山の天気は変わりやすいので、
少し晴れ間が見えたその日のうちにスバルラインを上り、紅葉がすでに始まっていた五合目まで
ご案内しました。!

富士山で異世代交流!
オハイオクラブ受入れをお手伝いして•••マウント富士山梨クラブ 鈴木 克義�

� 2日目は庄司会長夫妻がオーナーの、マリア国際幼稚園＆スオミ小学校の子どもたちと交流を行
いました。FFIが目指す、会員の低年齢化を先取りしている私たちとのハロウィンパーティーは、オ
ハイオの皆さんに忘れられぬ想い出を残したことでしょう。!
すでに西東京クラブとはテニス交流が行われているようですが、7月にはカナダ・ケベックへの渡
航に、私も大学生の娘と同行させてもらう予定です。今後もマウント富士山梨クラブと宜しくお付き
合いください！ !
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3	 西東京ホームページ完成　	

＜経緯＞!
� ＦＦ西東京クラブのインターネットホームページは他の幾つかのクラブ同様、
ホームページビルダーを用いて制作したものをＦＦ日本のＨＰにリンクされ、

交換の写真や会報等を中心に前WebMasterの佐々木和彦氏に更新をお願いして
来ました。しかし、同氏も高齢になられ引き継ぎのご希望があり、約２年間の
検討を経て今後はＦＦＪ事務局の金元勅子氏とコウ・システムズ社本多氏にＦ
ＦＪのＨＰ管理をお願いすると共に、各クラブのＨＰは今後自主的に運営する
方針が今夏札幌日本大会において決まりました。この決定を受け、当クラブと
して検討し、クラブ内外の最近の状況も取り込んだ新たなＨＰを立ち上げるこ

とになりました。具体的な内容は、インターネットに明るい西村千織会員にお
願いすることになり、約４ヶ月間の検討を経てこの度新たな装いでＨＰを立ち
上げて頂いたので、その内容、開き方、特徴など以下に紹介頂きます。西村さ

ん有難うございました。今後もどうぞ宜しくお願いします（石井（健）)。	 

＜使い方＞�
HPに入っていただくと右上図のようなページが開きます。�
ここで上の部分を拡大したのが下図になります。�
カーソルを持って行き白い字のところをクリックすると下図に示すのようなページに行けます。�

トップページに!
飛びます� 交換の!

説明です�

渡航•受入の!
写真も!
見られます� 本年度の!

行事予定です�

クラブ紹介と!
会報が見れます�

入会案内!
です�

当クラブを英語
で紹介してます�

トップページは6枚の写真が流れて表示されます．!
一時停止もできますので探してみてください💓!

＜ホームページの使用方法＞�
フレンドシップフォース西東京あるいはURL（http://ffw-tokyo.org/wp/）を直接入
力をして検索できるようになっています。�
＜特徴＞�
新HPは旧HPの内容を更新すると共に、デザインはWordPressのシステムを利用し
つつ改訂、また、HP掲載場所はレンタルサーバー利用（ロリポップ社）とし、将来担当
者の変更があっても対応が比較的容易なように配慮しました。�
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＜今後について＞�
今後は「会員ページ」の内容の充実とメニュー構成は会員の皆さんからの意見を反映させてより魅力的なものにし
ていきたいと思っています。会員皆さんのHPですのでいい案をみんなで考えて頂き、こうしたらよいなどのご意見
をどしどしお寄せください。�
＜メンテ・修正について＞�
� 基本方針は会報をUPする時期に合わせてメンテナンスをする所存です。修正については随時対応していきたい
と思っております。�
＜ご報告＞�
会員ページのパスワードにつきましては皆様には別途お知らせしてありますのでよろしくお願い致します。�
HP作成についてはまったくの初心者です。おかしいところが満載かと思いますのでご指摘いただければ幸いです。�
閲覧していただく方々に「楽しい」と思ってもらえるようなHPにしていきたいと考えています。�

HP担当　西村千織	
（イラストと説明　中川貴文）	

＜更に使い方＞�
タグ（黒いところ）の上にカーソル（矢印）を持って行くと隠されたページが出てきます！�
例えばトップページの所には会員のページがあり，交換プログラムの下には会則が隠れてます．�
会員のページに入るにはこのまま会員のページをクリックして秘密の言葉を入力します．�

カーソル �を隣に持って行くと．．．�

また，プロフィールの下には会報一覧が，お問い合わせ•入会案内の下には会員募集と入会申込みがあります。�

例えばプロフィールのところを直接クリックしたらFF西
東京のプロフィールが見られ，会報をクリックしたら
2005年からの会報が見られます．�

画面が小さい時は赤矢印の中にタグが隠れて
おりまして，クリックするとタグが出てきます．�
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５	 新入会員プロフィール	

宇梶叔恵	 佐藤大介	

�還暦を機に新しい事に挑戦
したく、FFメンバーの高石
さんの紹介で9月から入会
させて頂きました。今までと
は違うワクワク・ドキドキがあ
り新鮮な気持ちです。夫とト
イプードルとの3人暮らしで
す。FFを通じて、楽しく新し
い経験が出来たら嬉しく思
います。�
宜しくお願い致します。�

�10月24日は絶好のお出かけ日和。かわいいミニバスにJR上野駅公園口から8名で乗車。国際児童
図書館は、国際と名がつくだけあって、外観内容共になかなか立派な施設。次は緑濃い上野公園周
辺を抜けて下町風情の谷中銀座・よみせ通りへ。百軒近い数のお店がひしめき、そぞろ歩きの人々
で、縁日のような雰囲気。昼食場所の「HAGISO」は芸大生の下宿屋だった頃の雰囲気が残る。不
忍池のほとりの「下町風俗資料館」は大正時代の下町路地裏風景や生活の様子が再現されている。�

　コラム　	台東区めぐりんバス　東京下町散歩　	

　	

　	

　	

　	

はじめまして、こんにちは！�
神奈川県横浜市で生まれ、今
も 住 ん で い ま す 。 好 き な ス
ポーツは野球です。趣味はド
ライブです。FFに入った理由
は、学生時代から少し国際交
流に関心があったからです。
昔はNPOで働きたいという願
望もあり、社会貢献に関心が
ありました。これから何卒宜し
くお願い致します。�

竹細工の動く蛇のおもちゃ、こま、メンコ等の遊び物は手にとって
遊べる。小さな丸い茶ぶ台があり壁に座敷箒がかかっている畳
の部屋、箪笥を積んで行商する呉服屋さんの人力車等々、懐か
しい物やへぇ〜�な物がいっぱい。!
� のどかな昔を偲ぶうちに、自分たちの心もいつの間にかゆったり
したペースに。浅草でお茶の後解散。ほんに良い一日でした。 !

執筆�八塚�住子�

４	 2015年交換事業の紹介　受入ブラジル	

São José do Rio Preto（サン・ジョゼー・ド・リオ・プレト）!
������2015年4月2〜9日受入れ��ED虫明�陽子!
!
� ブラジル・サンパウロ州北西部の都市。首都サンパウロから約440Km。名称の由来は、守護聖人
Saint Joseph(São José)と市内を横切って流れるthe Black river(Rio Preto)からで、「聖ヨセフの黒
い川」という意味です。!
� 演劇・音楽など文化伝統が盛んで、スポーツもサッカーは勿
論、車椅子バスケットも国際力のあるチームとの事です。!
�「桜が観たい!!」と初春に来日しますが、彼の地は年間で最も
暑い時期（30℃以上）。「花冷え」など日本の季節も、体調に
留意しつつも楽しんで頂けたら・・・と思います。前回から半年
後の受入れですが、皆様どうぞ宜しく。また大いに楽しみま
しょう!!（写真は市の公式サイトより）!
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お知らせ  編集後記�

2015年度�予定!
 !
1月25日（日）!
2015年度�FF西東京クラブ総会�����������������
11：30〜14：30�ホテル�ザ・エルシー町田!
�3階�中華料理�龍皇!
����������!
4月2日（木）〜9日（木）!
受入�ブラジル!
サン・ジョゼー・ド・リオ・プレトクラブ!
�ED虫明�陽子�Sub�ED 稲垣�朋子!
愛知クラブ受入後の2週目の受入!
 !
6月末!
会報第21号発行!
 !
7月3日（金）〜10日（金）!
渡航�カナダ・レジョン･ドゥ・ケベッククラブ!
�ED 高垣�孝��Sub ED�菅沼�益子!
ケベッククラブとの交換後7月10日〜13日!
アメリカ・ノース・イースト・オハイオクラブ!
へのストップ・オーバー!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
写真： カナダ観光局公式ウェブサイトより!
!
7月後半予定�!
FF関東ブロック会議��さいたまクラブ主催!
 !
8月29日（土）〜31日（月）!
FF世界大会��バンクーバー・カナダ!
 !
9月27日（日）〜28日（月）!
FF日本大会��岐阜クラブ主催!
 !
12月末!
会報第22号発行 !

　ＦＦＩのＣＥＯに新しく就任したディベネ
デットさんが、今夏実施したアンケートの調
査結果が今年の世界大会で報告された。４
２ヵ国の２４９クラブから回答があり男女比
率は女７割、年齢は５６歳から７５歳が７６．

９%、９９％がパソコンを持ち５４％がIpad
かTabletを利用していて、交換活動に関する
様々な現状や今後の要望に返答して来た。８
８％が渡航と受入の両方の活動を毎年熱心に
しているが、家族での参加は５４％、個人会
員が４５％と多くなっているのが目立つ。今

年受入の東北オハイオは１５人中４組がカッ
プルとノーマルだったが、来年のケベック渡
航はカップル皆無で男性２人という珍しい構
成になった。ホスト家庭同志の息の長い草の
根交流から、会員全体が部分的に幅広く交わ

るスタイルへ。これもおそらく世界的流れに
違いない。	 

（梛川善一）	 
　	 
　例によって会報係の中川です．気がつけば

12月，今年の北陸は雪が多いらしくウチの父
は庭を駆け回っているらしいです．．．	 
　今回の目玉はオハイオクラブとの交流およ
びHPです！オハイオクラブの方々は陽気な人

が多く，楽しい時間が過ごせたと思います．
ウエルカムパーティではみんなでダンスをし
たり，手をつないで大きな輪を作るなど，友
情の輪が大きく広がったのを感じました．ま
た，長年の懸案事項であったホームページも

美しく完成し，皆さんがよく足を運んで？く
れているものだと信じております．	 
　様々な地を駆け巡っている皆さんにとって
きっと地球は庭であり，各国をホームパー
ティの様な気軽さで楽しめている，そんな気

がしております．私もカップルで巡る日を目
指し頑張ります．．．	 

（中川貴文）	 


