
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新緑新緑新緑新緑がががが目目目目にしみるにしみるにしみるにしみる季節季節季節季節となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    カナダカナダカナダカナダ・・・・オタワクラブオタワクラブオタワクラブオタワクラブとのとのとのとの交流交流交流交流がががが終終終終わりわりわりわり、、、、ほっとほっとほっとほっと    

されていることでしょうされていることでしょうされていることでしょうされていることでしょう。。。。    さてさてさてさて、、、、装装装装いもいもいもいも新新新新たにたにたにたに会報会報会報会報をおをおをおをお届届届届けいたしますけいたしますけいたしますけいたします。。。。    

                                                                                                                                                                                                                             

 

交流初体験交流初体験交流初体験交流初体験！！！！                                                                                                    副会長副会長副会長副会長        帆足帆足帆足帆足    博之博之博之博之 

そのそのそのその１１１１．．．．砂風呂砂風呂砂風呂砂風呂・・・・温泉体験温泉体験温泉体験温泉体験    

    これはこれはこれはこれはオタワクラブオタワクラブオタワクラブオタワクラブののののアンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーにとってのにとってのにとってのにとっての初体験初体験初体験初体験。。。。    砂風呂砂風呂砂風呂砂風呂もももも露天風呂露天風呂露天風呂露天風呂もももも体験体験体験体験されされされされ、、、、満足満足満足満足されされされされ

たようでたようでたようでたようで、、、、ジョイクジョイクジョイクジョイクラブラブラブラブのののの絵画絵画絵画絵画、、、、コンサートコンサートコンサートコンサート鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞のののの後後後後のののの日本食昼食日本食昼食日本食昼食日本食昼食とともにとともにとともにとともに、、、、大成功大成功大成功大成功のののの企画企画企画企画でしたでしたでしたでした。。。。    

    

そのそのそのその２２２２．．．．白魚白魚白魚白魚のののの踊踊踊踊りりりり喰喰喰喰いいいい    

    ちょうどちょうどちょうどちょうど旬旬旬旬であったであったであったであった‘‘‘‘白魚白魚白魚白魚のののの踊踊踊踊りりりり喰喰喰喰いいいい’’’’。。。。ウェルカムパーティーウェルカムパーティーウェルカムパーティーウェルカムパーティーでのでのでのでの目玉料理目玉料理目玉料理目玉料理ににににアンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーはははは    

興味津津興味津津興味津津興味津津。。。。食食食食べるべるべるべる直前直前直前直前のののの緊張緊張緊張緊張したしたしたした顔顔顔顔、、、、顔顔顔顔。。。。    飲飲飲飲みみみみ込込込込んだんだんだんだ後後後後のののの食感食感食感食感にににに驚驚驚驚いたりいたりいたりいたり安心安心安心安心したりしたりしたりしたり。。。。それはそそれはそそれはそそれはそ

れはれはれはれは盛盛盛盛りりりり上上上上がりましたがりましたがりましたがりました。。。。    

    

そのそのそのその３３３３．．．．日本文化体験日本文化体験日本文化体験日本文化体験    

    着物着物着物着物のののの着付着付着付着付けがけがけがけが大変重労働大変重労働大変重労働大変重労働なのだとなのだとなのだとなのだと初初初初めてめてめてめて知知知知りましたりましたりましたりました。。。。マイワイフマイワイフマイワイフマイワイフとそのとそのとそのとその姉姉姉姉がおがおがおがお手伝手伝手伝手伝いすることいすることいすることいすること

でででで手助手助手助手助けになったようでけになったようでけになったようでけになったようで何何何何よりでしたよりでしたよりでしたよりでした。。。。習字習字習字習字、、、、折折折折りりりり紙紙紙紙、、、、茶道茶道茶道茶道のののの体験体験体験体験とととと、、、、アンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーのののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは神妙神妙神妙神妙

にににに、、、、或或或或いいいいはははは嬉嬉嬉嬉しそうにしそうにしそうにしそうに楽楽楽楽しんでおられましたしんでおられましたしんでおられましたしんでおられました。。。。    

    

そのそのそのその４４４４．．．．初初初初めてのめてのめてのめてのスピーチスピーチスピーチスピーチ    

サンキューディナーサンキューディナーサンキューディナーサンキューディナーのののの終盤終盤終盤終盤にににに、、、、各各各各テーブルテーブルテーブルテーブルからからからからスピーチスピーチスピーチスピーチをするをするをするをする人人人人をじゃんけんでをじゃんけんでをじゃんけんでをじゃんけんで決決決決めましたがめましたがめましたがめましたが、、、、とととと

てもてもてもても盛盛盛盛りりりり上上上上がりがりがりがり、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど当当当当たってしまったたってしまったたってしまったたってしまった私私私私ののののスピーチスピーチスピーチスピーチをををを皆皆皆皆さんさんさんさん喜喜喜喜んでくださりんでくださりんでくださりんでくださり、、、、望外望外望外望外のののの喜喜喜喜びでしたびでしたびでしたびでした。。。。    

少少少少々々々々のののの（？）（？）（？）（？）アルコールアルコールアルコールアルコールがががが幸幸幸幸いしたようですいしたようですいしたようですいしたようです。。。。    

    

総合的総合的総合的総合的にににに、、、、すべてのすべてのすべてのすべての企画企画企画企画がががが素晴素晴素晴素晴らしくらしくらしくらしく、、、、アンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーももももホストホストホストホストもももも楽楽楽楽しんだのではないでしょうかしんだのではないでしょうかしんだのではないでしょうかしんだのではないでしょうか。。。。    

    

フレンドシップフレンドシップフレンドシップフレンドシップ    

☆☆☆☆福岡便福岡便福岡便福岡便りりりり☆☆☆☆    
                                            No.60  5No.60  5No.60  5No.60  5----2009200920092009    

    



    

＜＜＜＜役員会役員会役員会役員会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞                                                    

４４４４月月月月９９９９日日日日（（（（木木木木））））於於於於・・・・国際交流会館国際交流会館国際交流会館国際交流会館    １３１３１３１３：：：：００００００００～～～～    

・・・・オタワオタワオタワオタワ受入受入受入受入れれれれ交流交流交流交流についてについてについてについて。。。。    

・・・・９９９９月月月月ハワイハワイハワイハワイ渡航渡航渡航渡航、、、、１１１１１１１１月月月月ガーデナーガーデナーガーデナーガーデナーGroupGroupGroupGroup    

    受受受受けけけけ入入入入れについてれについてれについてれについて。。。。    

・・・・福岡福岡福岡福岡しっとうしっとうしっとうしっとう会会会会のののの今後今後今後今後のののの活動活動活動活動についてについてについてについて。。。。    

・・・・ＦＦＦＦＦＦＦＦ福岡便福岡便福岡便福岡便りのりのりのりの新新新新しいありしいありしいありしいあり方方方方についてについてについてについて。。。。                                                        このこのこのこのメンバーメンバーメンバーメンバーでででで頑張頑張頑張頑張りますりますりますります！！！！    

・・・・２０１０２０１０２０１０２０１０年度年度年度年度のののの受入受入受入受入れれれれ（（（（ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド））））、、、、渡航渡航渡航渡航                                    水頭水頭水頭水頭    野口野口野口野口    賀来賀来賀来賀来    隈隈隈隈    渡辺渡辺渡辺渡辺                        

    （（（（台中台中台中台中））））についてについてについてについて。。。。                                                                                                                    池田池田池田池田                        帆足帆足帆足帆足    

    
    

＜＜＜＜２０１０２０１０２０１０２０１０年度渡航受入年度渡航受入年度渡航受入年度渡航受入れのおれのおれのおれのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞    

＊＊＊＊渡航渡航渡航渡航はははは台中台中台中台中クラブクラブクラブクラブ、、、、出発出発出発出発はははは１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日のののの予定予定予定予定ですですですです。。。。    

＊＊＊＊受入受入受入受入れはれはれはれは下下下下記記記記ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランドののののＴａｕｐｏＴａｕｐｏＴａｕｐｏＴａｕｐｏクラブクラブクラブクラブですですですです。。。。    

Taupo, New Zealand to Shizuoka and Fukuoka, Japan  

Departure Date: April 01, 2010 

Taupo - http://friendshipnz.orconhosting.net.nz/profile/taupo/taupo.html 

交流期間交流期間交流期間交流期間はははは４４４４月月月月１１１１日日日日からですからですからですからです。。。。上記上記上記上記ＴａｕｐｏＴａｕｐｏＴａｕｐｏＴａｕｐｏ Club ののののホームページホームページホームページホームページをををを見見見見てててて下下下下さいさいさいさい。。。。 

 

いずれのいずれのいずれのいずれの交流交流交流交流ももももＥＤＥＤＥＤＥＤをををを募集募集募集募集しておりますしておりますしておりますしております。。。。是非是非是非是非ともというともというともというともという方方方方、、、、副副副副ＥＤＥＤＥＤＥＤからというからというからというからという方方方方 

どうぞどうぞどうぞどうぞ事務局事務局事務局事務局までおまでおまでおまでお知知知知らせらせらせらせ下下下下さいさいさいさい。ＥＤ。ＥＤ。ＥＤ。ＥＤとしてのとしてのとしてのとしての交流交流交流交流はははは、、、、特別特別特別特別のものをあなたにのものをあなたにのものをあなたにのものをあなたに 

もたらしますよもたらしますよもたらしますよもたらしますよ！！！！！！！！！！！！ 

                ✿    ✿    ✿    ✿    ✿ 

～～～～    ＳｐｅｃｉａｌＳｐｅｃｉａｌＳｐｅｃｉａｌＳｐｅｃｉａｌ    ＴｈａｎｋｓＴｈａｎｋｓＴｈａｎｋｓＴｈａｎｋｓ    ～～～～        

交流のたびに行われる日本文化体験で使用される、着物、帯などを、いつも管理し、メンテナンスを 

し、運搬もして下さっている木下隆子木下隆子木下隆子木下隆子さんさんさんさん、書道の用具を保管管理して下さっている厚東幸子厚東幸子厚東幸子厚東幸子さんさんさんさん、 

折り紙の準備をいつもして下さる中村英子中村英子中村英子中村英子さんさんさんさん、そして茶道のすべてをお任せしている隈隈隈隈    幸子幸子幸子幸子さんさんさんさん 

（もちろん他にも沢山の方々に支えられているのですが） 

                   ♡♡♡♡     ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます    ♡♡♡♡ 



    

☆☆☆☆新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介☆☆☆☆    

徳永萬利徳永萬利徳永萬利徳永萬利さんさんさんさん    （（（（福岡県朝倉市福岡県朝倉市福岡県朝倉市福岡県朝倉市））））    －－－－        帆足博之帆足博之帆足博之帆足博之さんのさんのさんのさんの紹介紹介紹介紹介ですですですです。。。。    

山田浩子山田浩子山田浩子山田浩子さんさんさんさん    （（（（福岡県柳川市福岡県柳川市福岡県柳川市福岡県柳川市））））    －－－－        渡辺久美子渡辺久美子渡辺久美子渡辺久美子さんのさんのさんのさんの紹介紹介紹介紹介ですですですです。。。。    

笠村昭美笠村昭美笠村昭美笠村昭美さんさんさんさん    （（（（福岡市東区福岡市東区福岡市東区福岡市東区））））        －－－－        渡辺多佳子渡辺多佳子渡辺多佳子渡辺多佳子さんのさんのさんのさんの紹介紹介紹介紹介ですですですです。。。。    

    

新入希望新入希望新入希望新入希望のののの方方方方をををを紹介紹介紹介紹介くださるかくださるかくださるかくださるかたたたた、、、、事務局事務局事務局事務局までおまでおまでおまでお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。入会申込書入会申込書入会申込書入会申込書をををを送付送付送付送付いたしいたしいたしいたし

ますますますます。。。。    

    
                                                                                                                        

各種大会各種大会各種大会各種大会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

★西日本ブロック会議：FFFFFFFF 大分大分大分大分    担当担当担当担当    10101010 月月月月((((世界大会前世界大会前世界大会前世界大会前))))九重高原九重高原九重高原九重高原でででで開催予定開催予定開催予定開催予定        

    

★ 世界大会：    11111111 月月月月 19191919 日日日日～～～～22222222 日日日日    沖縄沖縄沖縄沖縄パシフィックホテルパシフィックホテルパシフィックホテルパシフィックホテル    

 

           

❤❤❤❤福岡福岡福岡福岡しっとうしっとうしっとうしっとう会会会会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ❤❤❤❤    

                   

 

 

 

 

 

 

 

地域別地域別地域別地域別グループグループグループグループ・・・・グループリーダーグループリーダーグループリーダーグループリーダーのののの紹介紹介紹介紹介    

 

１．中央・博多地域 渡邊多佳子さん ２．早良・西・城南地域  賀来 

３．南・春日・筑紫野 水頭八洲子さん ４．東 木下隆子さん 

５．宗像・北九州 峰 陽子さん  ６．糟屋・飯塚 松本正規さん  

７．久留米・佐賀 音成玲子さｎ 

      

地域内連絡地域内連絡地域内連絡地域内連絡などなどなどなど、、、、宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします！！！！    

・・・・・・・・・・・・会員会員会員会員のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの連携連携連携連携とととと来福来福来福来福されるされるされるされるアンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーのためにのためにのためにのために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

                                                                                                                                                    一緒一緒一緒一緒にににに着付着付着付着付けをけをけをけを学学学学びましょうびましょうびましょうびましょう。。。。    

日時は未定ですが場所は会員の東区の木下隆子さんのご自宅を提供していただく事になりました。１１月交流

の前に日程をお知らせ致します。奮奮奮奮ってごってごってごってご参加下参加下参加下参加下さいさいさいさい。。。。                担当：隈 幸子 

 



    

✿✿✿✿Capital Ottawa Club Capital Ottawa Club Capital Ottawa Club Capital Ottawa Club 交流体験記交流体験記交流体験記交流体験記✿✿✿✿    

３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日からからからから２５２５２５２５日日日日ののののオタワクラブメンバーオタワクラブメンバーオタワクラブメンバーオタワクラブメンバーとのとのとのとの温温温温かいかいかいかい交流交流交流交流をををを体験体験体験体験されたされたされたされた    

ホストファミリーホストファミリーホストファミリーホストファミリーのののの皆様皆様皆様皆様のののの感想体験記感想体験記感想体験記感想体験記ですですですです。。。。    

 

 

今度今度今度今度ははははオタワクラブオタワクラブオタワクラブオタワクラブにににに!!!!                                                                        隈隈隈隈    幸子幸子幸子幸子    

    

 前半受け入れでフランクご夫妻との出会いを体験させていただきました。 

いつもながら喜びと不安を感じながら空港での出会いにはじまりあっと言う間の 

前半受け入れでした。 お互いに日加の観光の話に夜遅くまで話に花が咲きました。 

片言の私のおしゃべりにも熱心に耳を傾けて下さいました。我が家の食事も全部食されて安堵いたしました。 又、

福岡クラブの方々とのオタワでの出会いも懐かしげに語られたこともにも大変親しみを感じました。グループで行っ

たカナダしか知りませんでしたので、FF でのカナダ交流をぜひ体験して見たい気持ちになりました。 

 

後半は中村紀子さんとバトンタッチでしたが、楽しく一緒にお付き合いしていただきました。厚東さんの家にも伺

い楽しいひとときを過ごしました。 

なにわともあれ無事に帰国されて本当によかったと感じています。 

 

 

ゆびきりげんまんゆびきりげんまんゆびきりげんまんゆびきりげんまん                                                                                渡辺多佳子渡辺多佳子渡辺多佳子渡辺多佳子    

    

クリスマスカードでカナダでお世話になったグレン夫婦、リチャード夫婦が 

福岡にみえると知って、どうしてもどちらかのカップル を受け入れしたいと 

 考えていた折の昨年末、義母が入院し、どうなる事かと大分心配しましたが、 

一月末義母も退院してどうにか元気になり、私がリチャード夫婦を、グレン夫婦を野口さんが受け入れ出来て本

当に嬉しく思いました。お二人共、とても穏やかで気心も分かっていたので、毎日楽しく、あっという間の一週間で

した。 

 

今回、ランチホスト (喜多さん）、ディナーホスト(水頭さん、藤野さん、西尾さん）それに、私の友達でまだ会員

ではないのですが、ウエルカムパーティーに出席し、又、デイホストとして柳川まで案内してくれた人、沢山の方々に

協力して頂き、とても助かりました。我家が舞鶴公園から歩いて４－５分の所にあり、丁度、桜のシーズンで、二

人は毎日の様に(出発の日までも！)朝、散歩に行って、桜の福岡を堪能した様です。 

又、いつか紅葉の季節にプライベートでカナダに行く事を約束，指切りげんまんして別れました。 



    

Capital Ottawa ED Glen & Dian Capital Ottawa ED Glen & Dian Capital Ottawa ED Glen & Dian Capital Ottawa ED Glen & Dian からのおからのおからのおからのお手紙手紙手紙手紙    

Thanks so much for a terrific exchange.  All of us had a fantastic time!!  You and your club should pat 

yourselves on the back for putting on such a great exchange and giving us a fun time.  We all have new 

friends and fond memories that will never be forgotten. 

Our travels to Hiroshima, Kyoto, Nara and Tokyo were also excellent.  We had perfect weather for the 

cherry blossoms and they were at their peak in all locations fortunately.  We enjoyed each of our stops and 

had lots of fun.  We also had great Japanese guides to help us get around and explain everything to 

us.  Your country has so much history that we will forget a lot, but it was interesting and a beautiful 

country and beautiful people. 

  Any visitors from your club or friends of your club members are welcome to come and visit us 

anytime.  We would love to see you again.  Just let us know. 

  Thanks again for such a great exchange               

In friendship Glen and Diane Robinson Ottawa 

    

入会入会入会入会のののの動機動機動機動機になりましたになりましたになりましたになりました                                    笠村笠村笠村笠村    昭美昭美昭美昭美    

 

オタワオタワオタワオタワ交流交流交流交流ではではではでは、、、、デイホストデイホストデイホストデイホストとしておとしておとしておとしてお手伝手伝手伝手伝いいいい致致致致しましたしましたしましたしました。「。「。「。「私私私私のののの英語英語英語英語でででで案内案内案内案内できるのかしらできるのかしらできるのかしらできるのかしら？」？」？」？」とととと、、、、心配心配心配心配しししし

ましたがましたがましたがましたが、、、、当日当日当日当日はいろいろなはいろいろなはいろいろなはいろいろな事事事事をおをおをおをお話話話話ししながらししながらししながらししながら、、、、一日一日一日一日とてもとてもとてもとても楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごしましたごしましたごしましたごしました。。。。    

    交流交流交流交流にはにはにはには英語力英語力英語力英語力もさることながらもさることながらもさることながらもさることながら、、、、それそれそれそれ以上以上以上以上にににに一緒一緒一緒一緒にににに楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごそうというごそうというごそうというごそうという姿勢姿勢姿勢姿勢とととと、、、、そのそのそのその気持気持気持気持ちをちをちをちを相手相手相手相手にににに

伝伝伝伝えることだとえることだとえることだとえることだと実感実感実感実感しましたしましたしましたしました。。。。    またまたまたまた、、、、日本日本日本日本のことをのことをのことをのことを伝伝伝伝えるにはえるにはえるにはえるには、、、、私私私私のののの日本日本日本日本にににに関関関関するするするする知識知識知識知識もももも磨磨磨磨かなければとかなければとかなければとかなければと

思思思思いましたいましたいましたいました。。。。これがごこれがごこれがごこれがご縁縁縁縁でででで入会入会入会入会いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

 

    

国際交流国際交流国際交流国際交流だなだなだなだな～～～～                                                                                                                                西尾西尾西尾西尾    成子成子成子成子    

        

私私私私のののの家家家家ににににステイステイステイステイされたされたされたされたジネッテジネッテジネッテジネッテさんはとてもさんはとてもさんはとてもさんはとても気気気気のののの付付付付くくくく女性女性女性女性でしたでしたでしたでした。。。。    松本貞子松本貞子松本貞子松本貞子さんのさんのさんのさんの急病急病急病急病でででで、、、、急急急急きょきょきょきょ、、、、    

私私私私とととと小倉小倉小倉小倉さんのさんのさんのさんの両家両家両家両家ににににステイステイステイステイされたのですされたのですされたのですされたのです。。。。    

JOYJOYJOYJOY 倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部でのでのでのでの事事事事、、、、帰帰帰帰りりりり間際間際間際間際、、、、倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部のののの彼彼彼彼らにらにらにらにカナダカナダカナダカナダののののバッチバッチバッチバッチをををを渡渡渡渡すためすためすためすため、、、、手手手手にににに一杯一杯一杯一杯もってもってもってもって    

走走走走っていくっていくっていくっていくジネッテジネッテジネッテジネッテさんさんさんさん、、、、彼彼彼彼らのびっくりしたらのびっくりしたらのびっくりしたらのびっくりした顔顔顔顔、、、、そしてそしてそしてそして、、、、嬉嬉嬉嬉しそうなしそうなしそうなしそうな顔顔顔顔。。。。    

これがこれがこれがこれが国際交流国際交流国際交流国際交流だなぁだなぁだなぁだなぁ～～～～ってってってって、、、、ふっふっふっふっとととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。            



    

工夫工夫工夫工夫しましたしましたしましたしました！！！！                                                                                                                                厚東厚東厚東厚東    幸子幸子幸子幸子    

    

今回受今回受今回受今回受けけけけ入入入入れたれたれたれたジョンジョンジョンジョンととととコンラッドコンラッドコンラッドコンラッドごごごご夫妻夫妻夫妻夫妻はははは初初初初めてのめてのめてのめての渡航渡航渡航渡航でででで、、、、ホームステイホームステイホームステイホームステイはちょっとはちょっとはちょっとはちょっと    

不安不安不安不安そうでしたそうでしたそうでしたそうでした。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、もうもうもうもう一人一人一人一人ののののホストホストホストホストのののの瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸さんとさんとさんとさんと相談相談相談相談してしてしてして、、、、前半前半前半前半とととと後半後半後半後半とととと分分分分けないでけないでけないでけないで、、、、小小小小さなさなさなさな必要必要必要必要

なものだけなものだけなものだけなものだけ持持持持ってってってって北九州北九州北九州北九州にににに行行行行きききき、、、、最後最後最後最後のののの日日日日はまたはまたはまたはまた福岡福岡福岡福岡にににに戻戻戻戻りりりり我我我我がががが家家家家ににににステイステイステイステイしししし、、、、出発出発出発出発はははは他他他他ののののメンバーメンバーメンバーメンバーとととと

一緒一緒一緒一緒にににに広島行広島行広島行広島行のののの新幹線新幹線新幹線新幹線にににに乗乗乗乗るというるというるというるという方法方法方法方法をとりましたをとりましたをとりましたをとりました。。。。    

    渡航渡航渡航渡航したしたしたしたメンバーメンバーメンバーメンバーのののの中中中中にににに親親親親しいしいしいしい方方方方もいたようでもいたようでもいたようでもいたようで、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをもらいながをもらいながをもらいながをもらいながらららら何何何何ののののストレスストレスストレスストレスもなくもなくもなくもなく楽楽楽楽

しくしくしくしく交流交流交流交流をををを楽楽楽楽しんだようですしんだようですしんだようですしんだようです。。。。交流交流交流交流がががが始始始始まるまるまるまる少少少少しししし前前前前にににに、、、、ホストホストホストホスト予定予定予定予定のののの松本貞子松本貞子松本貞子松本貞子さんがさんがさんがさんが倒倒倒倒れられれられれられれられ入院入院入院入院されまされまされまされま

したのでしたのでしたのでしたので、、、、ホームステイホームステイホームステイホームステイ予定予定予定予定だっただっただっただったゲストゲストゲストゲストとととと一緒一緒一緒一緒にににに病院病院病院病院におにおにおにお見舞見舞見舞見舞いにいにいにいに行行行行きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、貞子貞子貞子貞子さんのさんのさんのさんの早早早早いごいごいごいご回回回回

復復復復をををを祈祈祈祈っていますっていますっていますっています。。。。    

    

                                                                                                                                        

MapleMapleMapleMapleTeaTeaTeaTea                                                                                                                                                中村中村中村中村    紀子紀子紀子紀子    

    

アンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーははははフランクフランクフランクフランクととととメアリーメアリーメアリーメアリー夫妻夫妻夫妻夫妻でででで、、、、初初初初めてのめてのめてのめての日本訪問日本訪問日本訪問日本訪問とかでとかでとかでとかで日本日本日本日本のののの文化文化文化文化やややや習慣習慣習慣習慣にとてもにとてもにとてもにとても興味興味興味興味

があるがあるがあるがある方方方方々々々々でしたでしたでしたでした。。。。食食食食事事事事のののの後後後後はおはおはおはお茶茶茶茶やおやおやおやお酒酒酒酒をををを飲飲飲飲みながらみながらみながらみながら、、、、遅遅遅遅くまでくまでくまでくまで両国両国両国両国のののの文化文化文化文化のののの違違違違いなどにいなどにいなどにいなどに話話話話がががが弾弾弾弾みまみまみまみま

したしたしたした。。。。このこのこのこの時時時時のちょっとしたのちょっとしたのちょっとしたのちょっとしたエピソードエピソードエピソードエピソードをををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。メールメールメールメール交換交換交換交換でででで、「、「、「、「私私私私たちたちたちたち夫婦夫婦夫婦夫婦はははは２００６２００６２００６２００６年年年年ののののオタワオタワオタワオタワとのとのとのとの

交流交流交流交流にににに行行行行きましたきましたきましたきました」」」」とととと書書書書きましたらきましたらきましたらきましたら、「、「、「、「何何何何かかかかカナダカナダカナダカナダからからからから持持持持ってきてほしいものはないかってきてほしいものはないかってきてほしいものはないかってきてほしいものはないか」」」」とのとのとのとの問問問問いいいい合合合合わせのわせのわせのわせの

メールメールメールメールがありましたがありましたがありましたがありました。。。。考考考考えたえたえたえた末末末末ににににカナダカナダカナダカナダ土産土産土産土産にににに Maple TeaMaple TeaMaple TeaMaple Tea をををを買買買買ってってってって帰帰帰帰りりりり皆皆皆皆でででで楽楽楽楽しんだことをしんだことをしんだことをしんだことを思思思思いいいい出出出出してしてしてして、、、、

それをおそれをおそれをおそれをお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。ところがところがところがところが我我我我がががが家家家家にににに来来来来てててて Maple Tea Maple Tea Maple Tea Maple Tea をををを見見見見せてせてせてせて「「「「初初初初めてめてめてめて Maple TeaMaple TeaMaple TeaMaple Tea のことをのことをのことをのことを知知知知りりりり、、、、

スーパースーパースーパースーパーにににに行行行行ってもってもってもっても売売売売ってなくてってなくてってなくてってなくて，，，，買買買買ったこともったこともったこともったことも飲飲飲飲んだこともないんだこともないんだこともないんだこともない。。。。これはこれはこれはこれは旅行者相手旅行者相手旅行者相手旅行者相手のののの商品商品商品商品だだだだ」」」」とととと言言言言われわれわれわれ

てびっくりしましたてびっくりしましたてびっくりしましたてびっくりしました。。。。私私私私がががが「「「「ケベックケベックケベックケベックのののの友達友達友達友達ががががメープルメープルメープルメープルのののの森森森森ややややメープルシロップメープルシロップメープルシロップメープルシロップ工場見学工場見学工場見学工場見学にににに連連連連れてれてれてれて行行行行ってくってくってくってく

れれれれ、、、、そこでそこでそこでそこで Maple TeaMaple TeaMaple TeaMaple Tea をををを買買買買ったしったしったしったし、、、、トロントトロントトロントトロントのののの街街街街でもでもでもでも Maple TeaMaple TeaMaple TeaMaple Tea をををを買買買買ってってってって帰帰帰帰ったったったった」」」」とととと話話話話すとまたびっくりですとまたびっくりですとまたびっくりですとまたびっくりで

すすすす。。。。早速早速早速早速 Maple TeaMaple TeaMaple TeaMaple Tea をいれるとをいれるとをいれるとをいれると、、、、甘甘甘甘いいいいカナダカナダカナダカナダののののメープルメープルメープルメープルのののの香香香香りをりをりをりを楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら、「、「、「、「初初初初めてめてめてめて味味味味わうわうわうわうカナダカナダカナダカナダのののの

味味味味でででで、、、、日本人日本人日本人日本人からからからからカナダカナダカナダカナダのことをまたのことをまたのことをまたのことをまた一一一一つつつつ学学学学んだんだんだんだ」」」」とととと大笑大笑大笑大笑いいいい。。。。楽楽楽楽しいしいしいしい出会出会出会出会いのひといのひといのひといのひと時時時時でしたでしたでしたでした。。。。おおおお世話下世話下世話下世話下ささささ

いましたいましたいましたいました皆様有難皆様有難皆様有難皆様有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。    

    

メモメモメモメモ魔魔魔魔                                                                                                                                                                讃井讃井讃井讃井    美逵子美逵子美逵子美逵子    

    

私私私私はははは交流交流交流交流のののの後後後後、、、、日記日記日記日記やややや写真写真写真写真のののの整理整理整理整理をするをするをするをする際際際際、、、、建物建物建物建物やややや、、、、訪訪訪訪れたれたれたれた場所場所場所場所、、、、珍珍珍珍しいしいしいしい食食食食べべべべ物物物物、、、、そしてそしてそしてそして新新新新しいしいしいしい友人友人友人友人

のののの名前名前名前名前などがなどがなどがなどが思思思思いいいい出出出出せなかったりしてせなかったりしてせなかったりしてせなかったりして大変困惑大変困惑大変困惑大変困惑いたしますいたしますいたしますいたします。。。。好奇心好奇心好奇心好奇心はははは人並人並人並人並にありにありにありにあり、、、、    

そのそのそのその時時時時はははは一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命にににに見聞見聞見聞見聞きしたりしてきしたりしてきしたりしてきしたりして、、、、少少少少々々々々ののののメモメモメモメモをとるのですがをとるのですがをとるのですがをとるのですが、、、。、、、。、、、。、、、。    

今回今回今回今回ののののアンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーのおのおのおのお一人一人一人一人はははは、、、、まるでまるでまるでまるで新聞記者新聞記者新聞記者新聞記者のようにいつものようにいつものようにいつものようにいつもメモメモメモメモをしていましたをしていましたをしていましたをしていました。。。。

帰国後帰国後帰国後帰国後にいただいたにいただいたにいただいたにいただいたメールメールメールメールにはにはにはには、、、、全全全全てのてのてのての名前名前名前名前をををを、、、、わがわがわがわが孫孫孫孫たちのたちのたちのたちの名前名前名前名前までもまでもまでもまでも正確正確正確正確にににに記記記記していましたのにはしていましたのにはしていましたのにはしていましたのには

感心感心感心感心いたしいたしいたしいたしましたましたましたました。。。。充足充足充足充足のののの交流交流交流交流をもつをもつをもつをもつ一一一一つのつのつのつの方法方法方法方法ですねですねですねですね。。。。    



    

    

 

           思思思思いいいい出出出出ののののページページページページ 

 

 

                               

           

                           

 

                          

 

                        

                     

  日本文化体験日本文化体験日本文化体験日本文化体験のののの折折折折のののの写真写真写真写真ですですですです。。。。オタワオタワオタワオタワのののの皆皆皆皆さんさんさんさん 

着物着物着物着物のののの着付着付着付着付けけけけ、、、、茶道茶道茶道茶道、、、、折折折折りりりり紙紙紙紙、、、、そしてそしてそしてそして書道等書道等書道等書道等をとてもをとてもをとてもをとても 

真剣真剣真剣真剣にににに、、、、楽楽楽楽しげにされていましたしげにされていましたしげにされていましたしげにされていました。。。。右右右右のののの写真写真写真写真はははは、、、、白魚白魚白魚白魚のののの踊踊踊踊りりりり喰喰喰喰いいいいをををを初体験初体験初体験初体験 

ののののアンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーですですですです。。。。勇気勇気勇気勇気をををを讃讃讃讃えたいえたいえたいえたい！！！！！！！！    



    

Otawa/Fukuoka Otawa/Fukuoka Otawa/Fukuoka Otawa/Fukuoka 交流交流交流交流    会計報告会計報告会計報告会計報告    

項       目 入     金 (円) 支     出 (円) 備     考 

交換 Fee@$100×16 名 149,104  1$=93.15 

交流費 100,000  一般会計 

バスツアー 48,100  会員@3700×13 名 

ウェルカムパーティ 94,500    

サンキューパーティー 105,000  アンバサダーより 

〃 21,170  会員 6 名＋ライス(170 円) 

    

バスツアー バス代  71,650 
高速代及び 

ドライバー昼食代含む 

〃   昼食代  98,525 吉花亭 

ウエルカムパーティ  172,000  

文化体験  経費  6,738  

サンキューディナー  132,260 

１人\3,885 の飲食代を 

１人￥3,500 として、 

不足を交流費で補助。 

郵送代  1,360 リーフレット郵送 

ED 手当  20,000 印刷連絡費含む 

     

  
517,874 502,533 +15,341 



    

ＦＦＦＦＦＦＦＦのおのおのおのお手本手本手本手本                                                                                        中村中村中村中村    佳代佳代佳代佳代    

    

先先先先々々々々回回回回ののののアトランタアトランタアトランタアトランタ、、、、先回先回先回先回ののののカナダカナダカナダカナダののののシャーブロックシャーブロックシャーブロックシャーブロックとほぼとほぼとほぼとほぼ同同同同じじじじスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールでででで今回今回今回今回もももも    

行動行動行動行動したしたしたした。。。。先回先回先回先回２２２２回回回回ともともともとも””””忙忙忙忙しすぎるしすぎるしすぎるしすぎる””””とかなりのとかなりのとかなりのとかなりの不満不満不満不満をををを買買買買ったのでったのでったのでったので今回今回今回今回もももも恐恐恐恐るるるる々々々々予定予定予定予定をををを話話話話したがしたがしたがしたが、、、、

彼彼彼彼らららら（（（（VVVVic&ic&ic&ic&BBBBonnie)onnie)onnie)onnie)はははは快諾快諾快諾快諾してくれたしてくれたしてくれたしてくれた。。。。    

「「「「自分自分自分自分たちはたちはたちはたちは出来出来出来出来るだけこのるだけこのるだけこのるだけこの国国国国のののの文化文化文化文化とととと人人人人とのとのとのとの交流交流交流交流をををを楽楽楽楽しみたしみたしみたしみたいいいい、、、、    

休休休休むのはむのはむのはむのは帰国帰国帰国帰国してからでいいしてからでいいしてからでいいしてからでいい」」」」とととと F.FF.FF.FF.F のおのおのおのお手本手本手本手本のようなのようなのようなのような答答答答えがえがえがえが    

返返返返ってきたってきたってきたってきた。。。。こういうこういうこういうこういう人人人人はやりやすいはやりやすいはやりやすいはやりやすい。。。。当然当然当然当然ながらながらながらながら心通心通心通心通うううう交流交流交流交流がががが出来出来出来出来たたたた。。。。    

受受受受けけけけ入入入入れれれれ中中中中にににに叔母叔母叔母叔母がなくなるがなくなるがなくなるがなくなるアクシデントアクシデントアクシデントアクシデントがががが起起起起きききき,,,,そのそのそのその関係関係関係関係でででで博多駅見送博多駅見送博多駅見送博多駅見送りにりにりにりに    

僅僅僅僅かかかか３３３３分分分分!!!!間間間間にににに合合合合わなかったことがわなかったことがわなかったことがわなかったことが心残心残心残心残りではあるがりではあるがりではあるがりではあるが再会再会再会再会をををを信信信信じているじているじているじている。。。。    

 

    

    

いろいろあったけどいろいろあったけどいろいろあったけどいろいろあったけど                                                                            宗廣宗廣宗廣宗廣はつはつはつはつ子子子子    

    

天候天候天候天候にもにもにもにも恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた一週間一週間一週間一週間のののの滞在滞在滞在滞在でででで、、、、オタワオタワオタワオタワのののの皆様皆様皆様皆様はははは、、、、例年例年例年例年よりよりよりより 10101010 日日日日もももも早早早早いいいい桜桜桜桜のののの開花日開花日開花日開花日（（（（3333 月月月月 18181818 日日日日））））にににに福福福福

岡空港岡空港岡空港岡空港にににに到着到着到着到着されされされされ、、、、満開満開満開満開のののの桜桜桜桜にににに見送見送見送見送られてられてられてられて 3333 月月月月 25252525 日無事博多駅日無事博多駅日無事博多駅日無事博多駅からからからから広島広島広島広島にににに向向向向かわれましたかわれましたかわれましたかわれました。。。。    

ゲストゲストゲストゲストのののの LIZALIZALIZALIZA はははは今回今回今回今回のののの渡航渡航渡航渡航をををを考考考考ええええ入会入会入会入会されたそうでされたそうでされたそうでされたそうで FFFFFFFF 経験経験経験経験 6666 ヶヶヶヶ月月月月とのとのとのとの事事事事でしたでしたでしたでした。。。。    

LISALISALISALISA はははは、、、、とてもゆっくりしたとてもゆっくりしたとてもゆっくりしたとてもゆっくりした人人人人でででで、、、、出出出出かけるかけるかけるかける前前前前にににに出発時刻出発時刻出発時刻出発時刻をおをおをおをお知知知知らせしてもらせしてもらせしてもらせしても、、、、そのそのそのその時刻時刻時刻時刻にはまだにはまだにはまだにはまだ準備中準備中準備中準備中とととと

いったいったいったいった状態状態状態状態なのですなのですなのですなのです。。。。そんなわけでそんなわけでそんなわけでそんなわけで、、、、集合時刻集合時刻集合時刻集合時刻にぎりぎりにぎりぎりにぎりぎりにぎりぎりセーフセーフセーフセーフからのからのからのからのスタートスタートスタートスタートでしたでしたでしたでした。。。。そのそのそのその後後後後、、、、彼女彼女彼女彼女のののの

性格性格性格性格をををを学習学習学習学習しししし、、、、口口口口うるさくうるさくうるさくうるさく言言言言ってってってって時間時間時間時間をををを意識意識意識意識してもらうようにしましたしてもらうようにしましたしてもらうようにしましたしてもらうようにしました。。。。    

オタワオタワオタワオタワのののの皆皆皆皆さんはとてもさんはとてもさんはとてもさんはとても友好的友好的友好的友好的でしたでしたでしたでした。。。。またまたまたまた、、、、懇親会懇親会懇親会懇親会でのでのでのでの福岡福岡福岡福岡クラブクラブクラブクラブのののの出出出出しししし物物物物にもにもにもにも共感共感共感共感されてされてされてされて、、、、自分達自分達自分達自分達

もももも取取取取りりりり入入入入れようとれようとれようとれようと言言言言われていましたわれていましたわれていましたわれていました。。。。とてもとてもとてもとても気持気持気持気持ちのちのちのちの良良良良いいいい人達人達人達人達でしでしでしでしたたたた。。。。    

JOYJOYJOYJOY クラブクラブクラブクラブへのへのへのへの訪問訪問訪問訪問のののの後後後後バスツアーバスツアーバスツアーバスツアーでででで佐賀佐賀佐賀佐賀のののの古湯温泉古湯温泉古湯温泉古湯温泉「「「「吉花亭吉花亭吉花亭吉花亭」」」」へのへのへのへのバスツアーバスツアーバスツアーバスツアーはとてもはとてもはとてもはとても良良良良いいいい企画企画企画企画でしでしでしでし

たたたた。。。。    デーホストデーホストデーホストデーホスト、、、、ランチホストランチホストランチホストランチホスト、、、、ディナーホストディナーホストディナーホストディナーホストとしておとしておとしておとしてお手伝手伝手伝手伝いいいい下下下下さいましたさいましたさいましたさいました皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんには心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝いたしいたしいたしいたし

ておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、沢山沢山沢山沢山のののの方方方方々々々々とのとのとのとの出会出会出会出会いにいにいにいに THANK YOU.THANK YOU.THANK YOU.THANK YOU.！！！！！！！！！！！！    

  

 

 

 

 

 

 



    

FFJapan Outbound 2009, 渡航計画渡航計画渡航計画渡航計画    

渡航渡航渡航渡航クラブクラブクラブクラブ    Outbound Club    No.    日程日程日程日程 Date    渡航先渡航先渡航先渡航先 Destination    
人数人数人数人数    

people    
E D    

愛知愛知愛知愛知 Aichi    9148914891489148    3/153/153/153/15----30303030    
Waikato &  

Manuwatu, New Zealand    
10101010    橋本橋本橋本橋本    忠幸忠幸忠幸忠幸    

岐阜岐阜岐阜岐阜 Gifu・・・・宮城宮城宮城宮城 Miyagi    9150915091509150    3/213/213/213/21----4/24/24/24/2    Cairo, Egypt    17171717    草野草野草野草野    敏治敏治敏治敏治    

太田群馬太田群馬太田群馬太田群馬 Ota-Gunma    9160916091609160    5/85/85/85/8----        
Canadian Capital Region, Canada & 

Southern New Jersey, USA    
11111111    宮崎宮崎宮崎宮崎        恭恭恭恭    

札幌札幌札幌札幌 Sapporo    9162916291629162    4/94/94/94/9----        Kaohsiung, Taiwan        19191919    南南南南    有美子有美子有美子有美子    

東京東京東京東京 Tokyo    9165916591659165    4/234/234/234/23----5/85/85/85/8    
Las Vegas & 

Lower Columbia, USA    
        檜山檜山檜山檜山    照子照子照子照子    

長崎長崎長崎長崎 Nagasaki    9156915691569156    5/145/145/145/14----22222222    Luebeck, Germany    15151515            

愛媛愛媛愛媛愛媛 Ehime・・・・鳥取鳥取鳥取鳥取 Tottori    9169916991699169    5/145/145/145/14----22222222    Ankara, Turkey        23232323    
峯峯峯峯        洋子洋子洋子洋子    

森森森森        保久保久保久保久    

東京東京東京東京 Tokyo    9166916691669166    5/275/275/275/27----6/96/96/96/9    Baku, Azerbaijan        20202020    守矢守矢守矢守矢    正子正子正子正子    

静岡静岡静岡静岡 Shizuoka    9163916391639163    6/6/6/6/----    Whidney Island, USA                        

郡山郡山郡山郡山 Koriyama    9152915291529152    6/106/106/106/10----20202020    Calgary, Canada    20202020    矢部矢部矢部矢部    宏子宏子宏子宏子    

熊本熊本熊本熊本 Kumamoto    9153915391539153    6/16/16/16/1----    Tbilisi, Georgia            CanceledCanceledCanceledCanceled    

京都福知山京都福知山京都福知山京都福知山    

KyotoFukuchiyama    
9154915491549154    7/7/7/7/----    Bavaria, Germany                松下松下松下松下        洋洋洋洋    

大分大分大分大分 Oita    9158915891589158    9/9/9/9/----    
Herne & 

Kiel, Germany    
                

山形山形山形山形 Yamagata    9167916791679167    7/7/7/7/----    Pikes Peak Region, USA            神宮神宮神宮神宮    崇子崇子崇子崇子    

                        

奈良奈良奈良奈良 Nara    9157915791579157    8/278/278/278/27----9/79/79/79/7    
Manitoba, Canadat & 

Eastern Nebraska, USA    
                

広島広島広島広島 Hiroshima    9151915191519151    9/219/219/219/21----        
Auckland-North Shore & 

Taupo, New Zealand    
10101010            

福岡福岡福岡福岡 Fukuoka    9149914991499149    9/9/9/9/----    Honolulu, USA                    

    



    

ＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ    ｆｏｒｆｏｒｆｏｒｆｏｒ    ａａａａ    ＳｕｃｃｅｓｓｆｕｌＳｕｃｃｅｓｓｆｕｌＳｕｃｃｅｓｓｆｕｌＳｕｃｃｅｓｓｆｕｌ    ＦＦＦＦＦＦＦＦ    ＥｘｐｅＥｘｐｅＥｘｐｅＥｘｐｅriencerienceriencerience    

＜＜＜＜素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい交流交流交流交流をををを体験体験体験体験するためのするためのするためのするための１６１６１６１６のののの‘‘‘‘こつこつこつこつ’’’’＞＞＞＞    

♡♡♡♡RemembRemembRemembRemember that at all times, you represent your community and country in the eyes of your new er that at all times, you represent your community and country in the eyes of your new er that at all times, you represent your community and country in the eyes of your new er that at all times, you represent your community and country in the eyes of your new 

friends. friends. friends. friends.     （（（（新新新新しいしいしいしい友人友人友人友人のののの目目目目にににに映映映映るるるる貴方貴方貴方貴方はははは、、、、地域地域地域地域のののの、、、、或或或或はははは国国国国のののの代表代表代表代表なのですよなのですよなのですよなのですよ。）。）。）。）    

♡♡♡♡Smile, laugh, cry, hug and open your heart..Smile, laugh, cry, hug and open your heart..Smile, laugh, cry, hug and open your heart..Smile, laugh, cry, hug and open your heart..    ((((‘‘‘‘自然自然自然自然なあなたなあなたなあなたなあなた’’’’でいましょうでいましょうでいましょうでいましょう。。。。))))    

♡♡♡♡Show your appreciation to those who assist or entertain you..Show your appreciation to those who assist or entertain you..Show your appreciation to those who assist or entertain you..Show your appreciation to those who assist or entertain you..    ((((交流交流交流交流をををを支支支支えているえているえているえている方方方方々々々々にににに、、、、感謝感謝感謝感謝しししし

ましょうましょうましょうましょう。。。。))))    

♡♡♡♡Feel free to ask questions and be willing to learn about a new culture.Feel free to ask questions and be willing to learn about a new culture.Feel free to ask questions and be willing to learn about a new culture.Feel free to ask questions and be willing to learn about a new culture.    ((((相手相手相手相手のののの文化文化文化文化にににに興味興味興味興味をもちをもちをもちをもち、、、、

気軽気軽気軽気軽にににに質問質問質問質問をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう。。。。))))    

♡♡♡♡Be sensitive to your friendBe sensitive to your friendBe sensitive to your friendBe sensitive to your friend’’’’s financial situation and help accordingly.s financial situation and help accordingly.s financial situation and help accordingly.s financial situation and help accordingly.    （（（（相手相手相手相手にににに金銭的金銭的金銭的金銭的なななな負担負担負担負担をかをかをかをか

けていることにけていることにけていることにけていることに対対対対してしてしてして気気気気をををを使使使使いましょういましょういましょういましょう。）。）。）。）    

♡♡♡♡Be willing to adapt to a Be willing to adapt to a Be willing to adapt to a Be willing to adapt to a new schedule and world view.new schedule and world view.new schedule and world view.new schedule and world view. ( ( ( (急急急急にににに変変変変わるわるわるわるスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールやややや世界観世界観世界観世界観にににに柔軟柔軟柔軟柔軟

でいましょうでいましょうでいましょうでいましょう。。。。))))    

♡♡♡♡Be yourself, but your best self ! Be yourself, but your best self ! Be yourself, but your best self ! Be yourself, but your best self !     ((((自然自然自然自然なあなたでなあなたでなあなたでなあなたで、、、、でもでもでもでも一番素敵一番素敵一番素敵一番素敵なあなたでいましょうなあなたでいましょうなあなたでいましょうなあなたでいましょう。。。。))))    

♡♡♡♡Educate yourself about your own country so you can answer your friendEducate yourself about your own country so you can answer your friendEducate yourself about your own country so you can answer your friendEducate yourself about your own country so you can answer your friend’’’’s questions intelligently. s questions intelligently. s questions intelligently. s questions intelligently. 

((((自分自分自分自分のののの国国国国のことをよりのことをよりのことをよりのことをより学学学学びましょうびましょうびましょうびましょう。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、質問質問質問質問ににににスマートスマートスマートスマートにににに答答答答えられまえられまえられまえられますよすよすよすよ。。。。))))    

♡♡♡♡Respect your new friendRespect your new friendRespect your new friendRespect your new friend’’’’s way of life though it may differ from your own.s way of life though it may differ from your own.s way of life though it may differ from your own.s way of life though it may differ from your own.    ((((おおおお世話世話世話世話になるになるになるになる友人友人友人友人のののの

暮暮暮暮らしらしらしらし方方方方をををを、、、、たとえそれがたとえそれがたとえそれがたとえそれが自分自分自分自分とととと違違違違っていてもっていてもっていてもっていても、、、、尊重尊重尊重尊重しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。))))    

♡♡♡♡Experience new foods, new ideas, new sounds, new sights ! Have fun !Experience new foods, new ideas, new sounds, new sights ! Have fun !Experience new foods, new ideas, new sounds, new sights ! Have fun !Experience new foods, new ideas, new sounds, new sights ! Have fun !        ((((食食食食べべべべ物物物物、、、、新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ方方方方、、、、

聞聞聞聞こえてくるこえてくるこえてくるこえてくる音音音音、、、、そしてそしてそしてそして新新新新しいしいしいしい景色景色景色景色、、、、そのすべてをそのすべてをそのすべてをそのすべてを楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう！！！！))))    

♡♡♡♡Ambassadors: WalkAmbassadors: WalkAmbassadors: WalkAmbassadors: Walk around the block with your suitcases prior to departure. Winded? Leave  around the block with your suitcases prior to departure. Winded? Leave  around the block with your suitcases prior to departure. Winded? Leave  around the block with your suitcases prior to departure. Winded? Leave 

something at home.something at home.something at home.something at home.    ((((出出出出かけるかけるかけるかける前前前前にににに、、、、近所近所近所近所ををををスーツケーススーツケーススーツケーススーツケースをををを持持持持ってってってって歩歩歩歩きまわってみましょうきまわってみましょうきまわってみましょうきまわってみましょう。。。。    もしもしもしもし息息息息

切切切切れしたられしたられしたられしたら、、、、荷物荷物荷物荷物をををを少少少少しししし減減減減らしましょうらしましょうらしましょうらしましょう。。。。))))    

♡♡♡♡YouYouYouYou’’’’ll need a bilingual dictionary, personal gift or two, and a very open mind.ll need a bilingual dictionary, personal gift or two, and a very open mind.ll need a bilingual dictionary, personal gift or two, and a very open mind.ll need a bilingual dictionary, personal gift or two, and a very open mind. ( ( ( (持持持持っていくものはっていくものはっていくものはっていくものは、、、、

辞書辞書辞書辞書、、、、ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした贈贈贈贈りりりり物物物物、、、、そしてそしてそしてそして偏見偏見偏見偏見のないのないのないのないハートハートハートハート。。。。))))    

♡♡♡♡Put aside condescension, criticism and prejudice.Put aside condescension, criticism and prejudice.Put aside condescension, criticism and prejudice.Put aside condescension, criticism and prejudice.    ((((恩着恩着恩着恩着せがましいせがましいせがましいせがましい気持気持気持気持ちやちやちやちや批判批判批判批判、、、、そしてそしてそしてそして先入観先入観先入観先入観、、、、

そういうものはおいていきましょうそういうものはおいていきましょうそういうものはおいていきましょうそういうものはおいていきましょう。。。。))))    

♡♡♡♡Remember, your new friends are just family youRemember, your new friends are just family youRemember, your new friends are just family youRemember, your new friends are just family you’’’’ve never met before.ve never met before.ve never met before.ve never met before.    ((((交流交流交流交流でででで貴方貴方貴方貴方がががが出会出会出会出会うううう人人人人々々々々

はははは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの新新新新しいしいしいしい家族家族家族家族なのですよなのですよなのですよなのですよ！！！！))))    

♡♡♡♡Remember to leave or post a thank you card.Remember to leave or post a thank you card.Remember to leave or post a thank you card.Remember to leave or post a thank you card.    ((((使使使使わせてもらっわせてもらっわせてもらっわせてもらったたたた部屋部屋部屋部屋をををを出出出出るるるる時時時時、、、、おおおお礼礼礼礼ののののカードカードカードカードをををを置置置置

いていていていて行行行行きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。    或或或或いはいはいはいは、、、、必必必必ずずずず感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを込込込込めためためためた手紙手紙手紙手紙をををを送送送送りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。))))    

♡♡♡♡ＩｆＩｆＩｆＩｆ    ｓｏｍｅｏｎｅｓｏｍｅｏｎｅｓｏｍｅｏｎｅｓｏｍｅｏｎｅ    ｉｓｉｓｉｓｉｓ    ｔｏｏｔｏｏｔｏｏｔｏｏ    ｔｉｒｅｄｔｉｒｅｄｔｉｒｅｄｔｉｒｅｄ    ｔｏｔｏｔｏｔｏ    ｓｍｉｌｅ，ｓｍｉｌｅ，ｓｍｉｌｅ，ｓｍｉｌｅ，    ｊｕｓｔｊｕｓｔｊｕｓｔｊｕｓｔ    ｇｉｖｅｇｉｖｅｇｉｖｅｇｉｖｅ    ｔｈｅｍｔｈｅｍｔｈｅｍｔｈｅｍ    ｏｎｅｏｎｅｏｎｅｏｎｅ    ｏｆｏｆｏｆｏｆ    ｙｏｕｒｓｙｏｕｒｓｙｏｕｒｓｙｏｕｒｓ    ！！！！    

（（（（もしもしもしもし、、、、ほほほほほほほほ笑笑笑笑むこともむこともむこともむことも出来出来出来出来ないくらいないくらいないくらいないくらい疲疲疲疲れているれているれているれている人人人人がいたらがいたらがいたらがいたら、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの優優優優しいしいしいしい微笑微笑微笑微笑みをわけみをわけみをわけみをわけ

てあげましょうてあげましょうてあげましょうてあげましょう！！！！））））                                                                        これでこれでこれでこれで完璧完璧完璧完璧！！！！！！！！    ✿✿✿✿    ✿✿✿✿    ✿✿✿✿    



    

＜＜＜＜事務局事務局事務局事務局よりよりよりより＞＞＞＞    

★★★★カナダカナダカナダカナダ・・・・オタワクラブオタワクラブオタワクラブオタワクラブとのとのとのとの交流直前交流直前交流直前交流直前にににに入院入院入院入院されたされたされたされた松本貞子松本貞子松本貞子松本貞子さんはさんはさんはさんは、、、、退院退院退院退院されましたされましたされましたされました。。。。そんなそんなそんなそんな中以前中以前中以前中以前よりよりよりより

申申申申しししし出下出下出下出下さっていたさっていたさっていたさっていた着物等着物等着物等着物等をををを早速早速早速早速おおおお送送送送りりりり下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。文化体験文化体験文化体験文化体験でででで使使使使わせていただきますわせていただきますわせていただきますわせていただきます。。。。有難有難有難有難うごうごうごうご    

ざいましたざいましたざいましたざいました。。。。早早早早くのくのくのくの復帰復帰復帰復帰、、、、おおおお祈祈祈祈りりりり致致致致しておりますしておりますしておりますしております。。。。        

着物着物着物着物のごのごのごのご寄附寄附寄附寄附（（（（男性用男性用男性用男性用もももも））））大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎ですですですです。。。。事務局事務局事務局事務局までおまでおまでおまでお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。    

    

★★★★今年今年今年今年のののの‘‘‘‘福岡福岡福岡福岡しっとうしっとうしっとうしっとう会会会会’’’’のののの活動活動活動活動はははは、、、、会員間会員間会員間会員間のののの FrienshipFrienshipFrienshipFrienship をををを深深深深めめめめ、、、、またまたまたまた交流交流交流交流のののの際際際際のののの‘‘‘‘戦力強化戦力強化戦力強化戦力強化’’’’というというというという

面面面面でもでもでもでも大変良大変良大変良大変良いいいい企画企画企画企画となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ誘誘誘誘いいいい合合合合わせてごわせてごわせてごわせてご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。    

    

★★★★今今今今までまでまでまでニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターをををを年年年年１１１１回回回回、、、、事務局便事務局便事務局便事務局便りをりをりをりを４４４４，，，，５５５５回出回出回出回出していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、合体合体合体合体させましたさせましたさせましたさせました。。。。よりよりよりより進化進化進化進化ささささ    

せるべくせるべくせるべくせるべく、、、、会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様からからからからのごのごのごのご意見意見意見意見ごごごご感想感想感想感想あればあればあればあれば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。またまたまたまた、、、、投稿投稿投稿投稿もももも welcome!welcome!welcome!welcome!ですですですです。。。。パソコンパソコンパソコンパソコンのののの    

知識不足知識不足知識不足知識不足でででで（（（（勉強中勉強中勉強中勉強中デスデスデスデス））））なかなかなかなかなかなかなかなか思思思思うようにいかないところうようにいかないところうようにいかないところうようにいかないところ多多多多々々々々ですですですです。。。。そのそのそのその helphelphelphelp もももも大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎ですですですです。。。。宜宜宜宜しくしくしくしく

おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします（。（。（。（。良心的良心的良心的良心的でででで安価安価安価安価なななな印刷屋印刷屋印刷屋印刷屋さんをごさんをごさんをごさんをご存知存知存知存知でしたらでしたらでしたらでしたら事務局事務局事務局事務局までおまでおまでおまでお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください！）！）！）！）    

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    

    

TFFTFFTFFTFF 福岡事務局福岡事務局福岡事務局福岡事務局                                    会員数会員数会員数会員数    ９９９９５５５５人人人人（（（（正会員正会員正会員正会員７７７７9999 名名名名、、、、家族会員家族会員家族会員家族会員１１１１6666 名名名名））））    
    福岡市南区警弥郷３－４５－１３ 

 会     長  池田和則 ０９２－５９１－８７１９ dubrovnik-107#jcom.home.ne.jp 

 事務局広報   賀来述子 ０９２－８１２－３０３０ kaku3happy#nag.bbiq.jp (#-�@) 

 ホームページ 福岡クラブ専用   http://www.friendshipforce.jp/fukuoka/index.html  

                                         （現在制作中です。） 

 FFJ（日本）     http://www.friendshipforce.jp/ 

            FFI（本部）   http://www.thefriendshipforce.org/    

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    

    

FFJapan Outbound 2009 FFJapan Outbound 2009 FFJapan Outbound 2009 FFJapan Outbound 2009 渡航計画渡航計画渡航計画渡航計画    ～～～～つづきつづきつづきつづき～～～～    

大大大大阪阪阪阪 Osaka    9159915991599159    9/9/9/9/----    Vogtland & Varel, Germany                

東京東京東京東京 Tokyo    9164916491649164    9/9/9/9/----    West of Scotland, UK        宮本宮本宮本宮本    晴子晴子晴子晴子    

山口山口山口山口 Yamaguchi    9168916891689168    10/310/310/310/3----10101010    Western North Carolina, USA        村野村野村野村野    司郎司郎司郎司郎    

埼玉埼玉埼玉埼玉 Saitama    9161916191619161    9/9/9/9/----    
Horowhennua & 

Wellington, New Zealand    
                

        9015901590159015    11/1911/1911/1911/19----22222222    沖縄世界大会沖縄世界大会沖縄世界大会沖縄世界大会                

三重三重三重三重 Mie    9155915591559155    11/11/11/11/----        Vietnam            

    


