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It was with delightful pleasure that 

Friendship Force Manitoba hosted twenty 

Ambassadors from Friendship Force Osaka.  

We were pleased that you thought our women 

drivers were excellent drivers. You thought we 

drove long distances to some of our events, but 

to us that is an everyday occurrence.   It was       

obvious that we all love singing and dancing 

and your traditional kimonos           

and happi coats were beautiful.         

Domo Arigatou!  All our Home       

Hosts, Dinner Hosts and              

Day Hosts were overjoyed             

with the  friendliness of 

each Ambassador.  I look          

forward to meeting up with 

you again one day. 

Friendship Force Manitoba. 

President, Judy Single 

 

マニトバ渡航を終えて  池田政綱 （ED) 

 昨年８月にマニトバクラブの EDに初メール

を送って交渉を開始。受け入れ可能人数を上回

る２２名の受け入れを快諾していただき、その

後辞退した２名を除く２０名の渡航となりま

した。マニトバでは大自然に囲まれてのステイ              

        の毎日で、「我々人間は自然  

        の中で生かされているなー」  

        ということを強く感じまし  

        た。マニトバクラブ、ブラン   

       ドンクラブのメンバーの 

        温かい歓迎には心より感謝 

        です。オプショナルツアーで 

        訪れたカナディアンロッキ 

        ーの壮大さも忘れられない 

        楽しい思い出となりました。 

The Friendship Force of Osaka                    会報 ２０１６年 １１月 No.５７ 

 

 

 

 

 

 

今年度のアウトバウンドはカナダのど真ん中、マニトバ州ウイニペグ。受け入れはマニトバクラブ。一行

は池田会長を含む２０人（男４人、女１６人）。州議事堂、動物園、人権博物館、自然保護区など市内名所

見物のほか、在ウイニペグ日本人会や隣接のブランドンクラブとの交流など盛りだくさん。続くオプショナ

ルツアーはカナディアンロッキーとバンクーバー観光。有意義な１３日間だった。 
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≪ 旅 程 ≫ 

8/17 関空発 ウイニペグ着 

8/18 日本人会と交流 

マニトバ州議事堂 

ウェルカムディナー 

8/19 アシニボイン動物園 

     サンキューディナー 

8/20 ブランドンクラブと交流 

     馬車で砂丘散策 

8/21 人権博物館 

     市内散策 

8/22  フォートワイト自然保護区 

フェアウエルパーティー 

8/23 カルガリー市内観光 

8/24 バンフ国立公園 

8/25 コロンビア大氷原観光 

8/26  バンクーバー半日観光 

8/27  自由行動 

8/28  バンクーバー空港発  

8/29  関空着 

ウェルカムディナー 
ウイニペグ到着翌日の１８日夕、郊外のヘディング

レーにあるヘディングレー教会で行われた。礼拝堂で

歓迎式典のあと地下の集会室でウェルカムディナー。

チーズやハムが乗ったキッシュ、ポトサラダ、甘い甘

いケーキ、キュウリのピクルスなどメンバー手作りの

自慢の料理に舌鼓。食事のあとホストとアンバサダー

がそれぞれ紹介され、記念撮影した。 

 

アシニボイン動物園  ウイニペグ観光の１位にリスト

アップされている人気動物園。７頭の北極グマが一番の目玉。うち５

頭は野生でハドソン湾で保護されたとか。トラ、バイソン、アザラシ

など数多くの動物がいるが、なにせ広大な園内は入園者が多くいても

閑散とした雰囲気で日本の動物園とは様子が違って見えた。 

ブランドンクラブと交流  チャーターしたバスで国

道１号をまっすぐ西に。北海道でさえも体験できない延々と続く地平

線を見ながら 180キロ走ってスプルースウッド州立公園に到着。ここ

で駆け付けたブランドンクラブの１５人と対面。 

この中には昨年 10月に京都で顔を合わせた人も数人いて懐かしかっ

た。鉄の串に刺したウィンナーを焼いてホットドッグにして食べたり、

２頭立ての馬車に乗って砂丘を散策したり。 
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人権博物館 ２０１４年に開館した同博物館

はカナダにある５つの国立博物館では一番新しい。その

外観は全面ガラスで曲線美が来館者を圧倒させる。７階

建てながら階段はなく、すべてスロープで見学出来るよ

うに作られている。建物の真ん中には「希望の塔」と名

付けられた展望台があり、ユニークな設計。ナチス・ド

イツによる虐殺、ノーベル平和賞受賞のマララ・ユスフ

ザイさんの血に染まった上下服などのほか旧日本軍の

慰安婦問題も展示されていた。また日系カナダ人の強制

収容に対するカナダ政府の謝罪文も。いずれも人権とい

う微妙なテーマだけに評価は別れるところ。 

 
  

広さが６４０エーカーというから東京ドーム５６０個分に匹敵する巨大な公園。さすが世界第二の広さを

誇る国だけに公園の規模が違う。まず展示室でホッキョクグマ、アナグマのはく製と対面した後、飼育員か

ら怪我をして保護されたフクロウのリハビリ方法の説明など聞いた。園内にはバッファローも飼われている。

自然保護区ではカヌーを漕いだり、パンの元祖みたいなバナックを焼いたり、先住民が狩りに使ったスピア

ーという弓矢を飛ばしたり。 

お礼に料理 大阪クラブで恒例となっているホストに返礼を込

めての料理づくり。サーモンのカルパッチョと酢豚を作ったのは山田・

西野親子。中澤・松

香組はオムライス

に素麺。ネーミング

で話題を集めたの

は石井・細井組。作

ったキツネ寿司に

ホストが付けた料理名が「トーフ・ポケット」これには

二人とも感心しきりだった。 

Fort Whyte Alive 
（フォ－トワイトアライブ） 
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 会場はウイニペグから

北に 60キロのピータース

フィールドにあるハンツ

ロードハウスミュージア

ム。ホストの中には初めて

会場に駆けつける人もい

て道に迷う人が続出。開宴

時間が大幅に遅れた。同乗

のアンバサダーが平謝り

なのにホストはケロリ。おおらかなカナディアンと生真面目なジャパニーズ。国民性の違いを垣間見た。パ

ーティーでは浴衣姿でホストと壇上にあがり、シングル会長からウエルカムカードを受け取り、法被を羽織

って恒例の河内音頭、「さくらさくら」「故郷」を熱唱すると会場は大いに盛り上がりだった。マニトバクラ

ブの面々はお返しにラインダンスを披露してく

れた。 

 

 

 

 

 

日本人会と交流 今回の渡航の主たる目的は勿論、マニ

トバクラブとの交流。でもせっかく遠隔の地に行くならと思いつい

たのが現地ウイニペグ在留の日本人会との交流だった。昨年末にカ

ルガリーの日本領事館に紹介されたのがニューカマーズ・グループ。

彼女らの多くはワーキングホリデーでカナダにやって来てカナダ人

男性と結婚した大和撫子。会場の日本人文化センターには、ニュー

カマーズのお母さんと子供たち３４人と我々合わせ５４人が集まっ

た。まず用意してくれたカリフォルニア米のおにぎり、豚汁、漬物など頂きながら歓談。子供たちは作って

もらった折紙やカブト、それに日本から持参したお菓子に大喜び。お母さん達とは、外国での暮らしぶりを

聞いたり、熊本地震やオリ

ンピックの話などに花を咲

かせ、最後に「You Are My 

Sunshine」や「故郷」を一

緒に合唱すると涙ぐむ人も

いて大いに盛り上がった。

ＦＦとは一味違った国際交

流もいい思い出になった。 

フェアウェルパーティー 
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カナディアンロッキー 
世界遺産に指定されているバンフ、ジャスパ

ーの２つの国立公園を訪れた。三千年メートル級

の山々がそびえる壮大なスケールに感動。ボウ滝

やサルファー山へのゴンドラ観光、ひと昔前のヒ

ット曲「ブルーシャトウ」を彷彿させるレイクル

イーズ、雪上車で行ったアスバスカ氷河。公園内

には建物が原則建てられなかったり、ゴミ箱もク

マが餌を漁
あさ

らないように工夫がされているなど

手厚い自然保護策がなされていた。 

バンクーバー ここ十数年、世界で暮らしやす

い都市の上位ランクにあるカナダ第３の都市。初日は

ギャラリーやマーケットがズラリと並ぶグランビルア

イランド、ダウンタウンにある市民の公園スタンレー

パークなど見学、翌日は終日自由行動でブッチャーガ

ーデンに行く人、グラウス山に出かけた人などさまざ

まだった。 

 

山本正哲…観光ツアーでは味わうことができない経験

をしました。ウイニペグ空港に到着すると、体格のいい

ニコニコした笑顔の男性と美しく品のある女性が迎え

てくれました。私たちのホスト夫妻でした。どんな日々

が始まるか、期待と不安が入り交じった思いを抱えて到着したホスト宅は、まさに森の中の家というに相応

しい広大な庭がある家。 野ウサギ、リスを眺めながら夫妻と交流した場面は心くすぐられる懐かしい思い

出になりました。 

和田敦子…ホストのヘレンさんはいつも微笑んで優しい素

敵な女性でした。毎朝食事中に万亀子さんは辞書を片手に、

私は彼女を頼りに二人で奮闘しているのを見て私達の言い

たいことを察してレッスンをして下さいました。渡航前のメ

ールでご主人がウニペグの市長だったと知らされていまし

たが、さらに驚いたことにエリザベス女王やパウロ二世に謁

見した写真が飾られていました。教養溢れるホームステイで、

ＦＦでなければ決して味わえない思い出深い旅でした。 

アンバサダー感想記 
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細井八千代…ブリティシュ・コロンビア大学敷地内にある、

UBC人類学博物館に一人で出かけた。先住民族の作品を多

く含む太平洋地域の民俗学的・考古学的な収蔵物が所狭し

とぎっしり。館内外に学習や交流・協議を持つ場所が設置

されており、博物館のイメージを少し変える新しいものを

感じた。日本の甲冑・能面・茶道具・書道具なども展示さ

れていたが、これでは奥深い日本文化、日本民族は表せな

い…と改めて日本を意識した時間でもあった。  

河村千津子…深夜の空港到着後キョロキョロしていると、

「ＣＨＩＺＵＫＯ！」と呼びかけてくれたのが、ホストの

DENISEでした。60歳でスクールカウンセラーを退職、孫育

てに専念し、３年後に要請を受け職場に復帰したそうである。

とても家庭的でまた知的な女性であった。最初はエチケット

としてお互いに個人的な話題は避けたが、徐々に結婚、子育

て、人生観など様々な事を語り合った。ぜひわが家へと招待

をした事は言うまでもない。 

古川マツエ…ウイニペグ滞在三日目にホストのアイリ

ンと嫁で池田・宗廣両氏がステイしているリンダの２

人をサンキューディナーに招待した。レストランでは

ワインと酒蒸しの白身魚を満喫、心地よい涼風に吹か

れながら街ブラした。すると突然強烈なロックのリズ

ムに遭遇、そこは若者が踊っていた広場だった。私達

もその中に溶け込みストリートダンスを踊った。想定

外のダンスタイムで楽しいひと時を味わい、とてもい

い思い出になった。 

ショートコメント 

山本美登利…カナダは広大な国でした。そこに暮らしているホスト夫妻も優しく豊かな心の持ち主でした。

ホスト夫妻と別れる時は夫妻の優しい思いが伝わり別れ難かったです。皆様には御苦労をおかけしました。 

萬野満里子…一度は行ってみたいと思っていたカナダでした。遠く離れた異国で暮らしている日本人女性と

交流したのが印象に残りました。大変な事もあるだろうが逞しい様子に同じ日本人として誇りに思いました。 

石井宏子…サンキューデナーでホストと共にきつね寿司を作りました。アゲを手の平に乗せ酢飯を詰めて出

来上がったのを見て、彼女が名付けた料理名は「トーフポケット」。それを聞いて細井さんとビックリ。 

内山充子…ブランドン、マニトバクラブの方々との再会、そして 1週間のホームステイは楽しかった。カナ

ディアンロッキーの息をも飲む雄姿や大氷河、カルガリーやバンフの街など思い出すと今でも夢のよう。 

松香正俊…私は辛口コメント。まずエアーカナダのサービスの悪さ。座席裏のモニターがない。国内線では

ドリンクサービスは途中で打ち切り。いくつ品物を買ってもレジ袋は一つ。日本ではとても考えられない。 
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谷口るり子…カナダは壮大であった。ステイしていたウイニペ

グは広々とした土地に大きな家が建ち並ぶ住宅街であった。人

口密度の高い日本とは対照的である。私と同様、ホストの Teri

も新メンバー初めてのホスト。彼女の緊張、気遣いを垣間見た。

お疲れさま、そしてありがとう。フェアウェルパーティーでは

マニトバメンバーとダンスや歌を楽しみ、音楽や踊りに国境か

ないことを実感した。アンバサダーとして第一歩がカナダ。こ

れから友情の輪が広がっていくのが楽しみである。 

吉良末子…ステイ先のルイーズの車であちこちドライブし

たお蔭で「広大なカナダ」を実感することが出来ました。途

中で道が分からなくなると彼女は車を止めて紙とペンを持

って地元の人に聞いて無事、目的地に着いたことも。オプシ

ョナルツアーで訪れたカナディアンロッキーでは、エメラル

ドグリーンの湖や巨大な大氷原を目の当たりに感動の連続

でした。ルイーズには私の声が出ないことに最後まで気を使

わせてしまって本当に申し訳なかったと今も思っています。 

山田多津美…ホストマザーは元支援学校の先生で里親

になったり留学生を何人か受け入れたりしている心の

広い人。話し好きでお互いの子供のことやマニトバと

大阪の事など毎晩話したのが楽しかった。パパはアイ

ルランド系の紳士でよく気がつき家事も分担していた。

またもと地理と歴史の先生で詳しく説明してくれたが

私には難しくて理解できなかったのが残念だった。と

にかく 2人とも常に優しく接してくれ、カナダの大き

さと素晴らしさを体験できたとても楽しい渡航だった。 

ショートコメント 

山本万亀子…さすがカナダは大きい国。真っ直ぐに伸びた長い道 少し高い処に行けば見える地平線、地球

の丸さが実感できました。スティした地域は平屋建ての家が多かったですが、地下の広さに驚きました。 

西野文子…生まれて初めてホームステイでした。毎朝の食事から、その日の行事の会場までの送り迎えをし

ていただいたばかりか、動物園、人権博物館、自然博物館の見学と盛りだくさんのイベントに感謝します。 

中江書子…ウイニペグの在留日本人「ニューカマーズ」との交流会、なかなかこんな機会には恵まれません。

若いお母さん達でしたが、子育て、日常生活、仕事などの喜びや悩みを直接聞けてとても良かったです。 

中澤勝…日本人会との交流会で１７歳の男子高校生と知り合い、私の高校生の孫と友達になればと、アドレ

スを書いてもらいました。彼の母親の実家は西宮市と聞いて余計に親近感が湧いてきました。 

宗廣はつ子…ウイニペグでのホームステイのあと５泊６日でカルガリー、バンフ、ジャスパー、バンクーバ

ーの旅行を 18名で楽しんだ。過去に何度か行っているが今回も又景色の素晴らしさに感動する旅だった。 
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今年度の中部ブロック会議が 10月 29日、新大阪駅近くの大阪ガーデンパレスで行われました。６年ぶり

に大阪クラブが主催して、FFIの金元勅子氏をはじめ、静岡クラブ３名、愛知クラブ９名、岐阜クラブ７名、

三重クラブ８名、奈良クラブ１２名、京都・福知山クラブ１名、そして大阪クラブから１６名の計５６名が

参加しました。 

 池田会長の挨拶のあと木原副会長が議長役となって議事を進行。事前に実施したアンケートについて金山

事務局長が結果を報告した後、二つの分科会に分かれ熱心に討議。第一分科会では、①EDの選任②100日ル

ール(Fill-the-Seat Policy)への対

応策③国際情勢の緊迫化と渡航先の

選定 。 また第二分科会では、①国

内交流②クラブ内交流③会員の増強

策のそれぞれ３つのテーマについて

意見交換がなされました。 

会議の後、懇親会が開かれ、福原

宏章委員の軽妙な司会で和やかな交

流が続きました。来年の三重での再

会を約してブロック会議を終えました。  

第一分科会要旨…「昨年４月から実施された１００日ルール（渡航１００日前までに定員に満たない場合、

FFIのカタログに掲載され会員外も含め公募する制度）は欠陥があるから弾力的に運用すべき」「EDの選任

方法（公募、指名）やインセンティブ（１〜２万円の手当）

の在り方はクラブにより異なる」（司会 河村千津子） 

第二分科会要旨…「 国内交流は恒常的ではないが、ど

のクラブも過去 1回以上は実施している」「 ニュージー

ランドでの語学研修は国内各クラブのメンバー が集合

するので意見交換ができ良かった」「奈良クラブは会員増

大策として若い子育て世代を中心に準会員制度を設け、成果をあげている」（司会 長谷部純子） 

 中部ブロック会議 
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ケベックから 24名のアンバサダーが来ます 
来年度の受け入れは、カナダのケベッククラブです。ケベック

はカナダ東部にあるケベック州の州都。セントローレンス川に沿

った美しい町で人口は約 50 万人。フランス語が公用語で生活様

式や文化面でフランスの影響が色濃く残る特色のある町です。ア

ンバサダー２４名は 3月 26日に来日、西東京クラブとの Exchange

の後、4月 3日に大阪に到着の予定で１０日まで滞在します。  

(ED 金山忠夫 サブ ED山本万亀子) 

昨年に引き続き、今年も FFJの呼びかけで行われまし

た。大阪クラブからは、畑邦子さんが参加しました。以

下、畑さんの感想記から抜粋します。「１０月２日から 

１８日までニュージーランド北島のワンガヌイとタウポ

の２つのクラブ員宅にステイして英語研修と取り組みま

した。参加者は愛知、西東京、奈良など８クラブの１３

人で全員女性でした。滞在中は英語の勉強のほかにマオ

リ族の歌や踊りの観賞や牛や羊の牧場見学など行い、現

地の FFメンバーと楽しい交流を繰り広げました。私は趣味の生け花を披露、英語でクイズも交えながらデ

モンストレーションしました」 

 

 石本 志奈江・勤武さん（富田林市））… 交流を通じて外国のお客様に日本文化を体験していただ

く世界的規模の組織があることを今回初めて知りました。今年５月、宮城さん宅

にステイされた Hall夫婦と奈良に行ったり、夕飯をご一緒したり、知り合いの

知人宅でのたこ焼きパーティーなど初体験しました。これから英語を勉強して、

なんとかコミュニケーションがとれるようになりたいと思います。 

 今井 綾さん（岸和田市）… 設立の趣旨に大変興味を持ったので、知人もなく何も体験することなく

すぐ入会させていただきました。私のようなシニア世代だからこそできる国際交流を楽しみ、

いろいろな活動を通して違う文化を理解し、また日本の文化を再認識できたらと思います。

海外だけでなく日本のクラブのメンバーとも交流したいと思います。よろしくお願いします。  

 山本 正哲・美登利さん（泉佐野市）…定年退職後の第二の人生はたっぷりと自由な時間があります。

この自由な時間を有効に使えば、幸せな自分たちを第二の人生の中で発見できる

のではと思って入会しました。８月に初めてアンバサダーとしてカナダへ行き、

楽しい時間をもつことができました。そしてフレンドシップフォースの皆様の人

間性と見識の深さに頭が下がりました。私たちには大変有意義な時間でした。 

 ニュージーランド英語研修 

どうぞよろしく 新入会員です。 
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  ● 

ネーピア 

来年はネーピア（ニュージーランド）に渡航！ 
２０１７年のアウトバウンドはトルコ・アンカラのチャン

カヤクラブに決定していましたが、政情不安から急遽、中止。

代わりにニュージーランド・ネーピアに決まりました。ネー

ピアは北島の東海岸にある人口約６万人の港湾都市。北海道苫小牧市と姉妹都市。

渡航期日は来秋。受け入れ人員１５～２０人。詳細は年内に決定する予定です。 

フレンドシップフォースの第３９回世界大会が、９月１６日から３日間、アフリカ

北西部のモロッコ・マラケシュで開催されました。大会には１７カ国から１８０人が参加、日本からは西東

京クラブの石井嗣代さんら７人が出席。相互交流の問題点や会員拡大策などについて討議しました。来年は

８月にイギリス・マンチェスターで開催されます。 

第２８回日本大会が１１月１２日から２日間の日程で埼玉

県さいたま市で開かれます。「集おう！ 彩の国埼玉で 語ろう！明日のＦＦを」を

キャッチフレーズに埼玉クラブが幹事クラブとなって、FFIからジェレミ会長、全

国２５クラブから約２２０人が参加予定。大阪クラブからは池田会長ら 10人が出席

します。 

            大阪市生涯学習センター（大阪駅前第２ビル）を利用する団体・グループが、日

頃の活動を紹介する総合フェスタが１１月２３日（祝日）に同センターで開催されます。ＦＦＯは、今年も

ブースを設け活動内容を広く紹介したり、子供たちに人気のある景品つきの国旗当てクイズなどを行います。

会員の皆さんも是非ブースへ来て、来場者対応を手伝ってください。 

 

              今年は京都グループが幹事で初めて京都市内で開かれます。開会日時は１２月 1 1

日（日）午後４時半。場所はハトヤ瑞鳳閣（京都駅中央口西すぐ）。会費は５千円。詳しくは１１月中旬に

案内があります。 （担当委員 内山充子 古川マツエ） 

              第１５回総会が来年１月１５日（日）午後零時半から、大阪

市北区梅田、自然食処「たちばな」で開かれます。皆様の出席、よろしくお願いします。

合わせて懇親会も開催します。詳細な案内は別途郵送します。 

 

 

 

編集後記 

今回の紙面はマニトバ渡航が目玉。行けども行けども続

く地平線。寒冷対策で大半の住宅は地下に部屋のある平屋

建て。厳寒期にはマイナス３０度と、ウイニペグの素顔を

見聞してビックリ。参加者の感想記を読んで「百聞は一見

に如かず」を実感した。また、６年ぶりの大阪開催となっ

た中部ブロック会議を成功裏に終え、他クラブから大阪ク

ラブの団結力を称賛された。更なる発展を期待したい。（M) 
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