
 
 

 

 
 

 
                      アメリカ ノースカロライナ ラーレイクラブ 箱根観光 

 

２００６年予定

総  会  

２月１１日(土) １１時３０分 
       ホテル・ザ・エルシー 龍皇 

問合せ先  高垣 ０４２－７９６－６７９７ 

Woｒld Friendship Day 

 総会時に同時開催 

 

 

渡   航    

台湾  （予定）     ４月 

   問合せ先  石田 ０４２－７９５－５１１５ 
ウクライナのキエフクラブ訪問は先方の受け入れ状況 
が不備のため中止になりました 
 

日本大会 

山形    ６月１７日~１８日 
   問合せ先  梛川 ０４２－７９５－０１５１ 

世界大会 

アイルランド ダブリン   １０月１２日~１５日  

問合せ先  梛川 ０４２－７９５－０１５１ 

 

受け入れ  

アメリカ シアトル - タコマクラブ   １０月 
   問合せ先  今村 ０４６７－７７－６１７２ 
 

関東ブロック会議 

西東京クラブ主催       １１月（予定） 

The   Friendship   Force 

Ⓡ    of  Western Tokyo    
No. ６ 

2006 

January 



アメリカノースカロライナ州ラーレイクラブ受入 

ＥＤ 山本 文 

 

 
ラーレイからのプレゼントを受け取る 

花笠音頭披露で法被姿の梛川会長と佐原さん 

 
４月１日～7 日 ラーレイクラブの２１名（夫婦７組 男

性１名 女性６名）を受入れました。 私は ED が初めて

だったので、２００４年秋頃からのラーレイクラブとラーレ

イクラブの日本でのもう一つの訪問先の奈良クラブとの

メールのやりとりから始まり、次々と不安がありましたが、

クラブのメンバーに大いに助けられ 何とか ４月１日を

迎えられ当日つくし野で ラーレイクラブのみんなの顔

を見た時は本当にほっとしました。 

 

滞在中はフレンドシップの交歓の経験豊富なクラブ

だったので、会員それぞれ思い出深い交歓になったと

思っています。 

 

ウエルカムパーティでの 両クラブの慣れないけれど、

それぞれ何とかがんばったダンスも良い思い出となりま

した。 

 

    
会員達に汗だくでダンス指導（!!!）の ED Barbara 

 

               
州花 dogwood               州鳥 cardinal 

ニューカレドニア ヌメアクラブ受入 

 ED  石井 嗣代 

 

２００５年の西東京クラブの本来の交換とは別に、ヌメ

アクラブは 2004 年にできた新しいクラブであり是非日

本でホストして欲しいと FFI からのたっての要望と、東

京クラブからの協力の申し出もあり、日数を少し縮めて

5 泊として受入れをいたしました。 初め 25 人来たいと

いう事で、可能かどうか心配しましたが 2 ヶ月を切って

送られてきたアンバサダーリストには14人の名前があり

ました。オプショナルツアーの費用の苦情、本来の交

換大分に 7 人しか行かないこと、渡航側の 1 ヶ月前の

ED 交替、ばらばらの東京入りなど、どうなることやらと

言う準備段階でしたが、新しいクラブの勉強中でのこと

と、皆さん広い心でお待ちしました。 

 

 

         会員宅でのホームパーティー 

お会いしてみるとほとんどがフランス人で、明るく楽

しく、歩くのが大好き、歌ったり踊ったり、また、日本文

化への好奇心も旺盛な人が多く、活動的な 50 代、60

代の人達でした。 

いつもの事ながら準備中はいろいろ心配しますが、

交換になるとあっという間に濃密な時間が過ぎていっ

てしまいます。いつでも来てねという言葉を残して、大

分に半分、成田から戻る人が半分でしたが去っていき

ました。 

あとで FFI に聞きましたら、2006 年は受け入れも渡

航も入っているみたいで、日本に来たことが良い弾み

になったのではないかと、ひそかに自負しています。 



カピティコーストへ渡航 

                     ED  梛川善一 
 
 1999 年 6 月にニュージーランドから 25 名のアンバサ

ダーを受入れたのが、私のＦＦとの最初の関わりです。

今回はそれから 6 年ぶりに、１０月７日から２０日の間、

念願叶っての「リターン交換」が実現。ホストした方々の

家にホームステイした真のリターンは高垣さん夫妻、藤

田さんと我々夫婦の三組でしたが、お互いのフレンド

シップは一層深く永遠のものとなりました。 

 
          この車の中にみんな乗っている 
 

ＥＤのメリーさんのご主人がカピティコースト郡の市

長に再選されたこともあり、連日賑やかで活動的なイベ

ントの連続で、日本では絶対体験できない四輪駆動車

での泥道のラリーや、広大な羊農場の冒険、鳥獣保護

区カピティ島でのトレッキングに首都ウェリントンと国会

議事堂の見学など。その上夜はほぼ毎日趣向を凝らし

たパーティで、西東京の歓待に負けないように頑張っ

たそうですが、さぞ準備が大変だったろうと感嘆しきり

です。 

後半は二泊組と六泊組に分かれて南島への観光。

幸運にも快晴続きに恵まれて、マウントクックやクインズ

タウン、ミルフォードサウンドやクライストチャーチなどの

素晴らしい風光をすっかり堪能しました。Kiwi 国の大自

然と、Kiwi 人の友情に大感謝です。 

 
                 正装したミルン市長と・・・ 

         

 

ブラジル世界大会報告 

石井 嗣代 

 

今年の世界大会はブラジル、サンパウロで 11 月 2

日から 5 日まで、13 カ国から約 240 名の参加者を得て、

にぎやかに行われました。ポルトガル語と英語の飛び

交う全大会やワークショップは、今回ならではの雰囲気

です。FFI からはジョージブラウン会長、デビーパウエ

ルさん始め 6 人が来ていました。 

思いがけない懐かしい顔、アトランタのハッシンジャ

ー夫妻や、ラーレイのボブゲイさんにも会えましたが、

これは世界大会だから起きることです。また、随所で初

対面でも名札を見合ってにこやかに話し掛け合うのは

FF の大会ならではの和やかな情景です。 

日本からは 13 人の参加でした。愛知クラブの竹中さ

んは大会中に誕生日を迎えましたが、サプライズでパ

ーティの時ハッピーバースデイの大合唱が彼女を囲ん

で突然起こり、これはサンパウロクラブの企画でした。

サンパウロクラブの会員さんは家族で参加している姿

を多く見かけました。これも次世代につながる、良い方

法と感心しました。 

次回はアイルランドのダブリンで、2006 年 10 月 12

日から 15 日、2007 年は FF30 周年を祝ってワールドフ

レンドシップデイと一緒にアトランタで 3月 1 日から開催

するとの発表がありました。 

                                           

石井さん おめでとうございます！ 

 

同大会で西東京クラブの石井嗣代氏は日本のフィー

ルドレップ・コーディネーターとしての活動だけでなく、

日頃のFFに対する貢献を称え る特別賞「2005FFI 

Shining Star Awards」を受賞されました。 

 

 

Friendship購読のご案内 

FFIでは世界のフレンドシップの活動状況を Friendship 

というマガジンを通じ皆様に提供しております。 

隔月発行で価格は $１０ / 年です。 

購読ご希望の方は１月３１日までに梛川 

（042-725-0151）までご連絡ください 



第 19 回日本大会の報告    

               高垣   孝 

 
3月26日～27日の2日間、兵庫県尼崎市のホテル・

ホップイン・アミングにおいて、大阪クラブ主催の第 19

回日本大会が開かれました。 

西東京クラブからは石井さん、山本さん、高垣の 3 名 

だけの参加でしたが、全国 24 クラブから総勢 145 名の

参加者がありました。 

代表者会議での主な議決事項は、 

１） 事務局 2004 年度活動報告と会計報告の承認。 

２） ウェブサイト担当の郡山クラブ佐々木氏へ、管理

費として事務局から経費支出する事。 

３） 昨年の東京での日本大会で持ち越された案件で、

日本で統一組織を作るかどうかの問題は、ひとつ

の組織として規約に明文化しないことに決定。即

ち 24 クラブが今まで通り、各々自主性を持った活

動、運営をすることになった。 

４） 2006 年の日本大会は 6 月 17 日(土)、18 日(日)に

山形クラブが主催することに決定、代表者会議は

来年から、1クラブから1代表者、1議決権と、他に

1 オブザーバーを認めるが、発言は代表者が行

う。 

午後から次の 3 分科会が開かれた。 

① 広報活動とクラブ運営 

② 受け入れ 

③ 渡航   

（分科会の詳細は下記アドレスを参照願います） 

http://www.friendshipforce.jp/members/05/05docu.ht

ml 

 

   ２００６年渡航計画 
クラブ 月 訪問クラブ名 
西東京 ４月 Taiwan（予定） 
愛知 ４月 Germany & Belgium 
奈良 ４月 Kempsey/Cairns, Australia 
広島 ５月 Lincoln/Atlanta, USA 
長崎 ５月 Kauai/Orange County, USA 

太田群馬 ５月 Bristol、UK 
鳥取 ５月 Central Coast, Australia 
東京 ６月 Northern Illinois/Greater 

Milwaukee, USA 
静岡 ６月 Mundo Maya, Mexico 
福岡 ７月 Ottawa, Canada 
郡山 ８月 Moscow, Russia 
岐阜 ８月 Missouri-St.Louis/Western 

Montana-Missoula, USA 
大分 ８月 Decatur High School/Meｍphis, 

USA 
東京 ８月 Croatia & Germany 
山口 ８月 Noord, Netherlands 
福岡 ９月 Halle-Salle, Germany 
三重 ９月 Christchurch, New Zealand 
宮城 ９月 Sofia, Bulgaria 
埼玉 ９月 Huntsville/Louisville, USA 
札幌 ９月 Leicestershire, UK 

福知山 １０月 Birmingham, USA 
大阪 １０月 Naphon Ratchasima, Thailand 
熊本 １１月 Perth, Australia            
東京 １１月 Vietnam          
愛媛 秋 Germany & Wales  

他クラブへの渡航参加希望は事務局まで（希望に添

えない場合もあります。） 
 

 

       ２００６年度会費納入のお願い 

 
本会の活動は会員の皆様の温かいご支援によって

運営されています。本年も更なる会の発展と活動の

ために、ご協力をいただかなければなりません。 

同封の｢郵便振込用紙｣により年会費 3,000 円の納

入を２月末日までにお願いいたします。                                 

 

編集発行：ザ･フレンドシップフォース･西東京 

東京都町田市南つくし野４－１１－７      

梛川 善一 

Tel ＆Fax 042-795-0151 




