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「桜と富士山」のキャッチフレーズで始まったドイツ・ハノ
ーファーの受け入れでした、ED である私と同様、すべてが
繊細で、桜の開花時期も、河口湖の天気も神頼みでした。出
発当日の雨が嘘のように、翌日晴れ渡り、雪化粧した“美富
士”をホテルの窓から見たとき、拍手喝采し、抱き合いまし
た。アンバサダーの方たちは早朝の５：００頃から起きて眺
め写真に記憶を残したとか。大成功！！１９人のアンバサダ
ー（カップル５組、男性３人、女性６人）を２０１６年４月
５〜１２日までホストの方（１２家庭）にお願いし、快く引
き受けていただきました。各係りの担当の方、ディホスト、
デイナーホストの方たちの気持ち良いご協力のもとに１週間
はあっという間に過ぎました。会員の笑顔とおもてなし、私
たちが楽しんでいる姿を見て、ドイツの方たちも喜んでくれ
たと確信しています。
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共に楽しんだEDを経験して！ ED山崎 恵美子
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マッチングセレモニー 虫明 陽子

4月7日、雨の中を河口湖に向けてMT.富士
山梨クラブの鈴木会員運転のバスで、つく
し野駅を出発しました。到着後、一竹着物
美術館、FF MT富士山梨クラブ会長が運営
しているマリア幼稚園を訪問しました。幼
稚園では子供達の英語劇によるおもてなし
を受けた後アンバサダーも歌でお返し、楽
しい交流が出来ました。今回MT.富士山梨
クラブのメンバーに企画、ガイドをお願い
し、浅間神社，忍野村の案内をして頂きま
した。若いママ達の強力な協力、流暢な英
語でのガイドは大成功でした。
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河口湖ツアー 加藤 幸子

フェアウェルパーティー 稲垣 朋子

竣工したてのELEハウスにて催されたマッ
チングは、英国調？イタリア調？ともあれ
素敵なキッチンで偉大なる主婦力全開!!
軽食のつもりが、おもてなしの料理がずら
〜りと並べられました。可愛い季節の和菓
子も好評でした。吟醸日本酒で乾杯。「先
ずは顔合わせ」の企画でしたが、すっかり
寛いで和やかな関係になれました。大成功
ですよね。受入れの始まりに恒例化しても
良い、と思った次第です。

４月１０日（日） 昭和音楽大内レストラ
ンにてアンバサダー１９名を含む総勢５６
名が参加しました。洗足学園音楽大学卒業
のプロ演奏家による三味線演奏 それに加
え、宇梶会員と高石会員の息の合った二人
羽織、全員参加で盛り上がった戸ヶ崎会員
による手遊びゲーム！アンバサダーをはじ
め参加者全員の大喝采を得ました。アンバ
サダーの皆様からの西東京クラブ会員への
感謝と労いの言葉から、西東京クラブのお
もてなしの素晴らしさを知ることが出来ま
した。

マッチングセレモニーELE HOUSEでのED

河口湖ツアー幼稚園

フェアウエルパーティ三味線演奏



デイホスト・和太鼓見学 石井 嗣代

我が家はマンションなので少人数しかお招き
できません。今回はドイツ人はお一人だった
し大丈夫かしらとちょっと心配でした。
でも逆にそれは山本会員がホストしたエリザ
ベスさんにとってじっくりといろいろな話が
できたように感じました。帰り際に彼女がこ
んなにゆっくりと話せたことはとても楽しか
ったと言って非常に喜んでくれたことが私に
とってもいい思い出になりました。
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ディナーホスト 北川 賀子

初めてのホストファミリー体験

九日土曜日は、十時集合で和太鼓の部活が盛
んな都立深沢高校を訪問、見学しました。十
一人のアンバサダーは見学というよりは実習
を沢山させて貰い、大いに楽しんだようです。
一人置きに部員の高校生が付き添って身振り
でお手本を見せてくれ、真ん中で先生が拍子
を取りました。アンバサダーの希望でクラブ
として初めて実現した和太鼓の見学でしたが、
皆さん頬を染めて楽しげに太鼓を打っていま
した。高校生達の熱気も伝わってきて、若さ
を眩しく感じた半日でした。

宇梶 淑恵
アンバサダーを如何にもてなすか････期待と
同時に不安が広がりましたがメールのやり取
りを通じてその不安も消えていきました。グ
リム童話の町から来た彼女は多くの楽しい話
を聞かせてくれました。このような交流によ
る相互理解こそがFFの本来の目的なのではな
いかと実感しました。

戸ヶ崎 正次・満里
日本は初めてのポーリィーとウーリケご夫妻。
日本の第一印象は“どこもかしこもクリーンで
塵ひとつないね”。ポーリィーは、観光よりも
沢山の人と会って話すのが大事といっていて、
私もそう思っていたので意気投合できました。
ウーリケさんには食器洗いも手伝って頂きまし
た。一緒に出かけたのも楽しかったですが、日
常の些細な会話が楽しめたのがよかったです。

深沢高校での和太鼓

Elisabethさんを囲んででのディナー

こんなに仲良くなりました！

自宅で4人揃って
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平成28年1月23日、FF西東京クラブ定期
総会が行われ、昨年の活動と収支報告が承
認されました。会則の改正がなされ、会の
継続的な発展を目指して、入会金を頂く、
役員任期の改訂、役員会とクラブミーティ
ングの役割の明確化などが図られました。
事務局は山本・山崎さんから山崎・菅沼さ
んに、会報の主担当は梛川さんから山本さ
んへ、など別図の新体制が発足しました。
今後の受入れ・渡航計画、他の行事、予算
案なども承認され新年度がスタートしまし
た。いろいろ課題はありますが、皆様と力
を合わせ、フレンドシップフォースの国際
交流活動を盛り上げて参りたいと思います
のでどうぞ宜しくお願い申上げます。

定期総会・新体制の発足 石井健二（会長）
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「はい、事務局です」 菅沼 益子

上の空で聞いていたミーティング、チラッと見ただけの報告書、
そんな私に天は喝を入れたのでしょう、今では誰よりも熱心に
会議のノートを取っています。「事務局」堅苦しい言葉ですが、
物事を円滑に進めるための段取りをする世話人だそうです。皆
様のご協力の元、クラブの活動がスムーズに行えるように世話
役に徹していくつもりです。どうぞよろしくお願いします。

2016年度役員
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２年前のこの会報第１９号に、ビア
リッツ渡航交換の帰りにマハマ大統
領を訪問された記事を、２３年前の
マハマ青年ＦＦ受入の経緯も含めて、
佐原顧問が書いてくださったのを覚
えておられるでしょう。
その大統領が今回日本政府の正式招
待で来日されました。５月１８日天
皇・皇后両陛下に会見のあと、政府
公邸にて公式晩餐会が開催され、民
間からは特に関係の深い佐原顧問ら
３人が招待されました。当クラブ誕
生の頃からの詳しい関係は会報１９
号をご覧頂くとして、晩餐会では安
倍首相とガーナ大統領と三人で、
ホームステイの話題が大いに盛り上
がったと佐原顧問から伺っています。
おかげで私どもの交換活動も、国際
的な認知度を大いに挙げることがで
きました。
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気温１７度の日差しの３月３日、
１２名のクラブ員が、三溪園、昼
食、日清チキンラーメンミュージ
アムを満喫して来ました。
日本庭園の中に由緒ある日本家屋
が点在している三溪園は、見ごた
えがありました。点心のバイキン
グサービスが付いたランチは、お
口を動かしながらの皆さんの笑顔
に、満足感が感じられました。自
分だけのラーメンのカップの中に、
楽しい記憶をも詰めることが出来
た一日だったと思います。

春のイベント〜三渓園

コラム
松隈 文子



この度お仲間に入れていただきました佐藤です。田
園都市線の南町田駅から徒歩圏に住んでおります。
元々は音楽畑の人間ですが、外国には昔から興味が
あり、英語を習ったり、日本語教師のお仕事をやっ
てみたり、海外旅行、油絵が趣味です。ＦＦの活動
には大変期待しております。楽しいお付き合いをお
願い致します。

新人紹介:佐藤 薫
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Tennis Themed Exchange in Melbourne, 
Australia 2017 (ED: 佐原 泰子)
日程: 2017年1月15日〜1月22日
テーマ: テニスを通して友好を深める交換
メンバー:（西東京クラブ）ED佐原泰子、高垣孝、
山本敏雄、山本文、北川彰、北川賀子、菊池美天、
（Mt.富士、山梨）庄司日出夫、庄司マリア、鈴木
克義、落合せり
予定: ホームステイ4泊 + ホテル2泊滞在中にテ
ニス4大大会の全豪オープンを観戦。メルボルンク
ラブとの親善テニス。テニス好きが集まって国際
交流を深める交換にしたい。

2017年カナダ・ケベッククラブ受入
(ED: 高垣 孝)
昨年7月に総勢15名で渡航したカナダのケベックク
ラブが、来年3月末か４月初めに西東京クラブに来
ることが決まりました。今のところ24名(カップル
6組、女性11名、男性1名)も渡航希望者が居るそう
です。西東京クラブはともかく、次に訪れる大阪
クラブは、通常18名ぐらいしか受入ができないと
のことで、人数調整が必要になるかもしれません。
ケベッククラブ、大阪クラブとの調整で最終人数
が決まり次第、受入準備にとりかかりたいと思い
ます。皆様のご協力の程をよろしくお願いします。

2016年度渡航はバンコクへ！（ED: 八塚住子）
11月24日〜12月1日のバンコククラブ訪問が決まり、
すでに受け入れリミットの18名が確定しています。
アユタヤや水上マーケットへの訪問など、魅力的
で詳細なスケジュールが、いち早く送られてきま
した。今回は、宮城クラブと郡山クラブから計５
名の参加をいただきました。他クラブのメンバー
との交流も期待しています。
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2016年後期活動予定

７月９日(土)
FF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

9月16日（金）〜19日（月）
FF世界大会 アフリカ・モロッコ

10月18日（火）〜21日（金）
アメリカ・西ノースカロライナクラブ
ストップオーバー受入

11月12日（土）
FF日本大会 埼玉クラブ主催

11月24日（木）〜12月1日（木）
タイ・バンコッククラブ渡航
（ED 八塚住子）

12月末
会報第24号発行予定
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梛川顧問突然のご他界
FF西東京会長 石井健二

前会長、現クラブ顧問の梛川善一様、急
病のため６月３日ご逝去されましたので
謹んでお知らせします。梛川さんは
1998年にご入会後、受入・渡航など、
活発にご参加・主導下さり、８年の長き
にわたり会長を勤められ、会長を3年余
り前に退かれた後も会合によく足を運ば
れ、会報編集に意欲的に取り組んで頂き
ました。大所高所から貴重かつポイント
を得たご意見も頂きました。数々のご貢
献に深く感謝致すと共にご冥福を心から
お祈り申上げます。
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