The Friendship Force of Osaka

会報 ２０１７年 ２月 No.５８

２０１７年度

総会・懇親会

1 月 15 日
梅田「たちばな」
フレンドシップフォース大阪クラブの第１５回総会が１月１５日、大阪市北区梅田の自然食処「たちばな」
で開かれた。総会には３７人（オブザーバー２人を含む）が出席。福原宏章氏を議長に選出した後、前年度
の活動報告や会計報告に続き、委員の選任を協議、和田敦子、吉良末子両氏の新任と福原氏の退任が承認さ
れた。この後、新年度の活動計画と予算案を満場一致で議決したほか、ケベッククラブ受入れ、ネーピアク
ラブへの渡航、米高校生の受入れなどの報告や池田政綱会長による「FF 活動の現状と課題」と題した基調
講演などが行われた。

大阪クラブ委員会

２０１７年新年を迎えて
会長 池田政綱
昨年会長に就任し、新体制の一年を会員皆様
の絶大なる協力のもと何とか乗り切ることが出

池田政綱

来ました。あらためて感謝申し上げます。今年

会長

河村千津子

木原利幸

副会長・広報

は FFI 創設４０周年という節目の年でもありま

委

副会長・会計

金山忠夫
事務局

員

す。FFI の新会長 Jeremi Snook 氏も埼玉の日本
大会でのスピーチで「４０周年を共に祝おう！」
と力強く呼びかけられました。

内山充子

古川マツエ

長谷部純子

松香正俊

広報・催事

催事

広報・催事

広報

山本万亀子

細井八千代

FFO も新企画を計画しています。会員皆さん
からの楽しい企画提案も大歓迎です。今年の委
員会体制は、長年貢献頂いた福原さんが退任さ

会計監査・催事 広報・催事

れ、新委員として吉良さん、和田さんに加入頂
きました。今年も素人集団の域を脱しませんが
全員協力体制で FFO を盛り上げていく所存で

吉良末子
催事（新任）

す。皆様のご協力よろしくお願いします。
1

森本吉彦
顧問

山田多津美

和田敦子

広報・催事

催事（新任）

総会に先立って昼食を兼ねて懇親会が開かれた。和服姿の会
員もいて華やいだ雰囲気。久々に顔を合わせて近況報告したり、
昨年のマニトバ、今年のネーピアなど渡航の話、それに今年の
ケベックの受け入れなどの話題に花を咲かせていた。ここ数年、
会場にしている「たちばな」
（大阪駅前地下街）のミニ懐石は
なかなか好評。あれで１４９０円とは。催事担当の委員に感謝
感謝。

退任挨拶
ＦＦＯに入会させていただいた翌年に委員を拝名し、５年が経ちました。この間に国内
外の多くの人達と出会い、交流することができ、意義ある日々でした。これからも会員と
して皆様とご一緒させていただきます。お力添えを感謝します。ありがとうございました。
旧委員

福原宏章

新任挨拶
今年から委員になりました和田です。私はＦＦに入会して５年が過ぎ、この間素敵な人
に巡り合い、いろいろな楽しい経験ができました。これは今まで委員をして下さった方達
のお蔭だと思っています。微力ですがよろしくお願い致します。

新委員

和田敦子

本年度から委員の一員になりました「吉良」と申します。日頃から「大きな視野」で何
事にも接してられる委員の方々に敬意を持っておりました。ボサッとしている私ですが、
皆様に迷惑を掛けない様に心致します。どうぞよろしく。

2017 年度
3月5日

大阪クラブ活動予定

8 月 24 日～28 日

FF40 周年記念『哲学の道 Walking ツアー』 10 月 1 日～2 日

新委員

世界大会（マンチェスター）
日本大会（郡山）

4 月 3 日～10 日

受け入れ：ケベッククラブ

10 月 27 日～11 月 8 日

6 月 17 日～19 日

米国 Fulton 郡の高校生受入れ

11 月 23 日

総合フェスタ

7 月 15 日

中部ブロック会議（三重）

12 月 17 日

忘年会（神戸）

【お知らせ】

吉良末子

渡航（NZ ネーピア）

今年から FFI の家族会員制度が廃止され、個人会員（１５ドル）に統一され、実質値上

げになりましたが、大阪クラブの年会費は従来通り（個人４千円、家族５千円）に据え置きます。
2

2016 年総合フェスタが 11 月 23 日

総合フェスタ

大阪駅前第二ビル 5 階の大阪市立総
合学習センターで開かれた。
活動内容の発表、体験教室や講座、
フリーマーケットなど、そこを利用
している 60 の市民団体やＮＰＯが
参加した。

ＦＦＯも昨年に引き続き参加して、日ごろの活動について、世界及び日本のクラブの場所を示す図や、活
動の様子を記録した写真等を多く展示した。今年は展示物がリニューアルされて、訪れた人達は楽しい活動
の様子が良くわかる美しい写真の数々に見入ってい
た。昨年に比べ人出は少し少ないようであったが、前
日用意した国旗当てゲームの参加者に配る 100 個のお
菓子の袋はほぼ無くなった。前日の準備や当日の手伝
いに委員以外にも 10 名の会員が応援に駆け付けてく
れ、この機会に一人でも多くの方に活動を知ってもら
い入会して頂けるように頑張った。
（河村千津子）

新企画

行先

ブルネイ

期日

９月２２日～９月２５日

形態

個人旅行

経路

関空発

香港乗換

（キャセイ・パシフィック航空、ロイヤル・ブルネイ航空）
単身赴任中の夫の陣中見舞いが目的で、長女と二人でブル
ネイ・ダルサラーム国へ行ってきました。カリマンタン（旧
ボルネオ）島の北の一部にある、三重県とほぼ同面積で人口
約４０万人の国です。国民のほとんどがイスラム教徒で、一
度に５０００人収容できるモスク（礼拝所）は夜になると美
しくライトアップされ、さながらアラビアンナイトの世界で
した。国は石油と天然ガスの輸出で潤い、国民は納税の義務
はありません。さらに、医療費・教育費は無料です。スマー
トホンを持つ人は多く見かけても、やはり腕を組んで歩くカ
ップルや露出度の高い格好をした女性は見当たらず、酒類の
取締りも厳しく、静かな国…と言う印象を受けました。
（細井八千代）
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池田政綱 …２８回 FF 日本大会が昨年１１月１２日、さいたま市のホテルブリ
●

さいたま市

ランテ武蔵野で開催された。全国２６クラブから２００名を超えるメンバーが集
まり、大阪クラブからは１０名が参加した。FFI から新会長の Jeremi Snook 氏が

出席され、FFI の将来に向けての投資を積極的に進めたいとの心強い言葉に情熱を感じた。午前中の代表者
会議では、４ブロックの FR（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾚﾌﾟ）から各ブロック会
議の報告、５クラブ（札幌、広島、西東京、長崎、奈良）か
らの成功事例が発表され、活発な活動内容は大いに参考にな
った。午後からの全体会議では、テーマ交換、体験型受け入
れなどの報告が行われたあと、グループ討論で締めくくった。
最後は恒例の懇親会で盛り上がり、来年の開催地の福島・郡
山クラブのプレゼンテーションで閉幕された。

金山忠夫 …FF 日本全体で、渡航者が前年に比べ昨年は二割強(373→455 名)増えた。これは英語研修や
テーマ別渡航の成果であり、どのクラブも新しい取り組みにとても意欲的であると感じた。また、受け入れ
についての二つのクラブの実践報告も参考となる点が多かった。岐阜クラブは、「全員が 1 つ以上の行事に
参加しょう」という活動を展開しているとのこと。福岡クラブでは、受け入れ関係の諸行事を観光型から思
い切って体験型へ切り替え、能楽堂見学、そば打ち体験、茶道・書道、うちわ作り、けん玉競技、防災セン
ターでの地震・台風・火災体験、座禅などを取り上げとても好評だったとの報告があった。

河村千津子 …全体会議の中で、3 件の交換例についての報告があった中の英語研修について報告したい。
今年はアメリカ、ニュージーランドなどで行われる予定だそうだ。実施プログラムの内容を充実させ、小学
児童から保護者、大学生、成人までの次世代の参加も可能となるような工夫も考えているようである。孫と
一緒の参加などという事もできるかも。私自身は一昨年参加したが、英語を学ぶと同時に、日本各地のクラ
ブの人達と交流出来た事はとても良かった。

内山充子 …埼玉での日本大会は、２００名以上の参加で大盛会のうちに幕を閉じました。今回は FFI の
Jeremi 会長のお披露目があり、会長としての熱意を感じる事が出来、今後に期待したいと思った。グルー
プ討論会では一応にどこのクラブからも、最近は観光に流れ過ぎて FFI の精神と少しずれてきている、と
言う意見が出まし
た。討論の結果、い
ま一度立ち止まっ
て見る必要がある
のでは、という結論
になりました。今回
も良い刺激を受け
た日本大会でした。
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細井八千代 …中部ブロック会議、日本大会に参加して
感じたことは、渡航・受入れ以外でもっと楽しめることを増
やしましょう…ということでした。そのためには FF 大阪ク
ラブの皆さんにいろいろな場の提供のできるクラブつくり
をしていかなければいけないと強く思います。日本大会のグ
ループ討議で、宮城クラブの８５歳の女性が「英語はできま
せんが、パーティー係で３５年。パーティーは私が全部責任
をもってやっています」と話されたのが印象的でした。

宗廣はつ子 …昨年の日本大会は埼玉クラブ主催で行われた。１１月１２日、全国２６クラブ２００人超
の出席で、大阪クラブからは１０名で参加した。新会長の Jeremi は来日は初めてとの事、９歳の息子さん
を連れての参加だった。彼は４０代でまだ若く爽やかでフレンドリーな感じの人という印象を受けた。懇親
会では一昨年の NZ 英語研修に参加したメンバーをひとつにしたテーブルだったので、懐かしい再会で同窓
会のような盛り上がりを見せて楽しい一日だった。

飛岡文夫 …各クラブの活動内容を紹介する中でユニークな活動が紹介されたのが私には印象に残りま
した。それは受け入れ活動の中で消防署に出掛けて「地
震体験」や「火災時の煙対応」など災害時の体験を実
際にしてもらうものでした。また、お寺にでかけて座
禅体験など、単に観光だけでなく日本でしか味わえな
いプログラムを取り入れてマンネリ化しない活動を今
後展開しては、どうでしょうか。

飛岡佐恵子 …「元気だったベエ」親しみのある一声、心地よいタッチ、タッチで日本大会に火がつく。
グループ討論の悩みは全国共通、今回は成功例を聞くことができた。委員の方の粘り強い努力だと感心。懇
親会はグラスを傾ければ家族のようにリラックスムードで盛り上がる。隣席のＮさんはこれからのＦＦとの
関わり方を熱っぽく語ってくださった。今年の日本大会は福島県の郡山。元気よくＰＲされていたＮさん、
参加できることを思い描きながら帰路に着く。

山本万亀子 …私達のグループでは身体の不自由な方々の受け入れが話題になりました。現状の日本家屋
では車椅子での生活は無理なのでは、との結論になりました。私の家も一応バリアフリーにはしていますが、
玄関までの階などがあって大変です。ご主人が車椅子生活をされた経験を持った家庭の方が、押すのも大変
と言われていました。でもこれからは高齢社会ですので今後、考えなければいけない問題だと思いました。

和田敦子 …初めて日本大会に参加しました。以前から素晴らしいと聞いていましたが２００名以上の会
員が一同に集まりＦＦについて真剣に意見交換をされているのに感激しました。皆さん顔見知りの方達と楽
しくお話しされているのを見てちょっぴり羨ましく思いました。分科会では（名簿の扱いについて）各ブロ
ックから活発な意見が出されました。その中で（我がブロックに名前以外は公表して欲しくないと言う人が
いるが）と言われたのがとても印象に残りました。
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昨年の忘年会は京都グループが当番で京都へ
皆様をお迎えしたい念願が叶えられ、１２月
１１日に京都駅前のハトヤ瑞鳳館で開催しま
した。せっかくの京都なので、朝倉さんに京都
散策を計画してもらい、お蔭で忘年会への参加者は 35 名となりました。場所は決まったのに京都はメンバ
ーが少ないうえ、かくし芸もない。そこで前々から本物の「津軽の響き」を聞いて欲しくて、知人でプロの
山口光月先生にお願いして特別出演してもらった。その後、遠路沢山のグッズを持参し、協力して下さった
鼠ちゃんや突然の呼びかけに応じて「健康長生音頭」に出演して頂いた皆様に心より感謝しております。元々
元気でシャシャンと音長生き音頭でシャシャンとね。これから先の人生もこうありたいものです。又また場
に彩を添えて下さった着物姿の皆さん有難うございました。（古川マツエ）

京都駅八条口から東寺まで御土居(おどい)があった道筋に沿って歩き
ました。御土居とは、秀吉が京の都を取り囲むように造らせた城壁で、
内側は洛中、外側は洛外でした。途中に伏見稲荷のお旅所があり、今も
東寺と伏見稲荷には深い
つながりがあります。面白いことに、東寺の境内にも鎮守神
社が共存しています。また、平安京は左右対称なので、東寺
だけでなく西寺もありました。五重塔を見ながら、梅小路公
園に向かいました。京都も原爆投下の候補でしたが、京都鉄
道博物館の扇形車庫こそ原爆投下計画の候補地だったとは
驚きです。最後は、伏見城の遺構といわれる国宝の唐門の前
で記念写真を撮って、西本願寺に入りました。そこで、お坊
さんによる『お西さんを知ろう』に参加して、国宝の阿弥陀
堂と御影堂を案内してもらいました。お坊さんから聞く話は、
知らなかったり気付かなかったりしたことも多く、とても新
鮮でした。15 人の参加者で 4km ほどコースを 3 時間かけて
歩きました。次は 3 月 5 日に『哲学の道 walking ツアー』を計画しています。
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（朝倉隆夫）

ケベックから１９名のアンバサダーが来ます
４月にカナダ、ケベッククラブからのアンバサダー１９名を受け入れます。ケベック市はケベック州の州
都、セントローレンス川に面した風光明媚な都市で、公用語はフランス語ですが、そればかりでなく、フラ
ンス文化を現在に受け継いでいるとても特色ある町です。アンバサダーは、カップルが５組、女性が９名で
全員英語を話されます。受け入れるホストは、１３家族（京都地区２家族、大阪地区７家族、
神戸地区４家族）ですが、受け入れ期間中の諸行事は、大阪クラブの全員が参加して、満開の
桜とともに交流を盛り上げたいと思っています。FF の神髄は、新しい友人との触

★

れあいです。是非奮ってデイホストに参加してください。

ケベックのＥＤからメッセージ

受入 ED

金山忠夫

４月３日（月）新幹線で到着

As Exchange Director of this Exchange and Vice President
of my Club, I would firstly like to thank Mr. Takao Asakura,
former President and Mr. Masatsuna Ikeda, President and
the members of your board for agreeing to receive us and a
special thank you to the hosts families. A big thank you also
to your Mr. Tadao Kanayama Exchange Director with which
we have excellent communication
and a lot of help to make this exchange a success.
We look forward to meet you and share our similarities
and our differences to create lasting friendships. We are
eager to know about the Japanese culture. Gilles Hardy

４月４日（火）地域交流デイ
４月５日（水）フリーデイ
４月６日（木）京都ツアー
４月７日（金）奈良ツアー
４月８日（土）フリーデイ
４月９日（日）フェアウェルパーティ
大阪城オプショナルツアー
４月 10 日（月）大阪出発

アメリカから高校生を受け入れ
FFI からの要請により、下記日程、内容で米国ジョージア州フルトン郡の高校生受け入れを計画しており
ます。大阪クラブにとって初めての経験です。若者との国際交流を楽しみましょう。ご参加お願いします。
[受け入れ期間] ２０１７年６月１７、１８、１９日（暫定）
[受け入れ人数] 約１０名（総勢約３０名を奈良クラブ２０名とシェア予定）
[訪日の全日程] ６月７日～２１日（暫定）の約２週間。
主体は武蔵野三鷹クラブと広島クラブで、ホームステイで現地高校生との交流も計画されています。

新企画

楽しんでます！

私が住んでいる神戸市垂水区は、明石海峡大橋を望む淡路島の対岸の町です。
この地で 500 年の歴史があるといわれる「垂水音頭」が長きにわたり謡い踊
り継がれてきています。この「垂水音頭」を次世代に継承していこうと地元
有志で結成した「垂水音頭保存会」で活動しています。地区の小学校へ踊り
の指導に行き運動会で児童と一緒に踊ったり、地域の色々なイベントに参加
しています。しかし最たる行事は、毎年 8 月の盆踊り大会です。会場が垂水
の駅前広場という立地にも恵まれ多くの人出で賑わいます。二日目には皆さ
んに、より楽しんで頂こうと仮装をして踊ります。毎月一回、ライトアップ
された明石海峡大橋を眺めながら練習会をしています。どなたでも入会可能
です。ご参加をお待ちしています。

（稲垣かつ代）
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今年の渡航先

ネーピア （ニュージーランド） に行こう！
今年のアウトバウンドはニュージーランドの北島ネ
ーピアです。渡航について現在、先方と調整中ですが、
現時点では１０月２７日に関西空港を出発、１１月８日
●

の帰国を予定しています。ネーピアに１週間ホームステ

ネーピア

イしたあと、世界遺産のミルフォードサウンドなど南島
周遊と北島のオークランド観光を予定しています。季節
は日本の真逆で春から夏に向かう快適なシーズン。日本
大使館の協力で思い出に残るイベントも企画します。旅
程の詳細が決まり次第、案内させていただきます。受け
入れ可能人員は約２０人。会員各位の積極的な参加をお
待ちします。ED は松香正俊、サブ ED は池田政綱が担当します。

2017 年 「受入」「渡航」計画
日程
来日クラブ
3月 オリンピア・ウイットビー（アメリカ）
ケアンズ（オーストラリア）
ナーシク（インド）
ケベック（カナダ）
4月 ハリバートン（カナダ）
モンタナ（アメリカ）
ニューキャッスル（オーストラリア）
ケンプシー（オーストラリア）
5月 クライストチャーチ（ニュージーランド）
サンフランシスコ（アメリカ）
6月
タウポ・オタゴ（ニュージーランド）
サントアンジェロ・サルバドール（ブラジル）
10月 サクラメント（アメリカ）
パース（オーストラリア）
台北(台湾）
タウランガ（ニュージーランド）
11月
ウエストミシガン（アメリカ）
サンタバーバラ（アメリカ）

受入れクラブ
東京・大分
福知山・愛媛
鳥取・長崎
西東京・大阪
奈良・静岡
愛知
埼玉
新潟
郡山・三重
札幌
東京
山形
岐阜
宮城・太田群馬
三重・大分
静岡
愛知・広島
熊本・愛媛

日程
渡航先
クラブ名
1月 メルボルン（オーストラリア）
西東京・山梨
サンホセ（コスタリカ）
静岡
3月 フロリダ（アメリカ）
広島
ネパール
宮城
フライブルク（ドイツ）
大分
6月
カンサス（アメリカ）
東京
7月 メディシンハット（カナダ）
福岡
エドモントン（カナダ）
熊本
ファーレル（ドイツ）
埼玉
8月 シューヴェリン（ドイツ）
札幌
ソールズベリー（オーストラリア） 愛媛
モスクワ（ロシア）
新潟
バンクーバー（カナダ）
愛知
ペーチ（ハンガリー）
奈良
9月
ペンティクトン（カナダ）
三重
ヌメア（ニューカレドニア）
福知山・山形
メルボルン（オーストラリア）
東京
10月 ラスベガス（アメリカ）
鳥取
ネーピア（ニュージーランド）
大阪
台中（台湾）
郡山
11月 サンフランシスコ（アメリカ）
長崎
オーランド（アメリカ）
西東京
12月 ナコーンラーチャシーマー（タイ） 岐阜

*FFI 英語研修…アメリカ（５月）・ニュージーランド（８月、１０月）
編集後記
FFI は今年４０周年を迎え、スヌーク新会長の下、更なる
飛躍を目指します。大阪クラブもこれまで以上に受入れ、
渡航を通じ「生きた国際交流」を実感、充実させたいもの
です。本年も編集人一同、情報発信に努める所存です。ど
うぞよろしく。また本号から始めた新企画「行ってきまし
た」と「楽しんでます」への他薦・自薦を問わず、積極的
？
な投稿をお願いします。（M)
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