
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

    輝輝輝輝くくくく緑緑緑緑をををを揺揺揺揺らすそよらすそよらすそよらすそよ風風風風のののの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。。。。今回今回今回今回のののの福岡便福岡便福岡便福岡便りはりはりはりは、、、、    

寒暖寒暖寒暖寒暖のののの差差差差がががが気気気気になったになったになったになった時期時期時期時期のののの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とのとのとのとの交流報告交流報告交流報告交流報告とととと    

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おしらせのおしらせのおしらせのおしらせ、、、、そしてそしてそしてそして秋秋秋秋のののの台中渡航台中渡航台中渡航台中渡航のののの情報情報情報情報をおをおをおをお伝伝伝伝えしますえしますえしますえします。。。。    

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *  * * * * ** * * * * * * * * *  * * * * ** * * * * * * * * *  * * * * ** * * * * * * * * *     

    

    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・・・・タウポクラブタウポクラブタウポクラブタウポクラブ    交流体験記交流体験記交流体験記交流体験記    

    

    帆足博之帆足博之帆足博之帆足博之さんさんさんさん、、、、水頭八洲子水頭八洲子水頭八洲子水頭八洲子さんさんさんさん、、、、はじめてのはじめてのはじめてのはじめてのＥＤＥＤＥＤＥＤ体験体験体験体験おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした。。。。TaupoTaupoTaupoTaupo とのとのとのとの様様様様々々々々なななな    

やりとりやりとりやりとりやりとり、、、、アンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダー及及及及びびびび会員会員会員会員さんへのおさんへのおさんへのおさんへのお知知知知らせらせらせらせ、、、、そしてそしてそしてそして行事行事行事行事のののの進行進行進行進行にににに関関関関るるるる細細細細かいかいかいかい作業作業作業作業などなどなどなど    

ごごごご苦労多苦労多苦労多苦労多々々々々だったことでしょうだったことでしょうだったことでしょうだったことでしょう。。。。しかしおしかしおしかしおしかしお二人二人二人二人のおのおのおのお蔭蔭蔭蔭でででで、、、、交流交流交流交流はとてもはとてもはとてもはとてもスムーズスムーズスムーズスムーズにににに進進進進みみみみ、、、、沢山沢山沢山沢山

のののの思思思思いいいい出出出出ややややエピソードエピソードエピソードエピソードをををを生生生生んでんでんでんで無事終了無事終了無事終了無事終了しましたしましたしましたしました。。。。GOOD JOB ! & Thank you so much !GOOD JOB ! & Thank you so much !GOOD JOB ! & Thank you so much !GOOD JOB ! & Thank you so much !    

    

    

✿✿✿✿日本食日本食日本食日本食はははは美味美味美味美味しいしいしいしい????                                                                                                        中村中村中村中村    紀子紀子紀子紀子・・・・孝孝孝孝    

    

私達私達私達私達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はははは、、、、姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市であるであるであるであるオークランドオークランドオークランドオークランド在住在住在住在住ののののジョンジョンジョンジョンととととマーガレットマーガレットマーガレットマーガレット

夫妻夫妻夫妻夫妻でしたでしたでしたでした。。。。ジョンジョンジョンジョンのほうはのほうはのほうはのほうは若若若若いいいい時時時時ラグラグラグラグビービービービーやややや野球野球野球野球をしていたをしていたをしていたをしていたスポーツマンスポーツマンスポーツマンスポーツマンでででで、、、、温厚温厚温厚温厚なななな

人人人人でしたでしたでしたでした。。。。マーガレットマーガレットマーガレットマーガレットはややはややはややはやや太太太太めのめのめのめの人人人人でででで足足足足がががが痛痛痛痛そうでしたがそうでしたがそうでしたがそうでしたが、、、、博多博多博多博多にににに着着着着いたいたいたいた日日日日はははは

「「「「福岡福岡福岡福岡はははは暖暖暖暖かいかいかいかい」」」」とほっとしたとほっとしたとほっとしたとほっとした様子様子様子様子でででで、、、、疲疲疲疲れをれをれをれを見見見見せずせずせずせず東長寺東長寺東長寺東長寺やややや櫛田神社櫛田神社櫛田神社櫛田神社をゆっくりをゆっくりをゆっくりをゆっくり見見見見てててて

回回回回りましたりましたりましたりました。。。。またまたまたまた彼女彼女彼女彼女はははは毎日丁寧毎日丁寧毎日丁寧毎日丁寧にににに日記日記日記日記をつけをつけをつけをつけ、、、、そのそのそのその日行日行日行日行ったところをったところをったところをったところを詳詳詳詳しくしくしくしく書書書書いていいていいていいてい

たのにはたのにはたのにはたのには感心感心感心感心しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

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.63  6No.63  6No.63  6No.63  6----2010201020102010    

    



食事食事食事食事についてはについてはについてはについては、、、、ごごごご希望希望希望希望によりによりによりにより初初初初めはめはめはめは日本食日本食日本食日本食にしたのですがにしたのですがにしたのですがにしたのですが、、、、味噌汁味噌汁味噌汁味噌汁だだだだ

けはおけはおけはおけはお気気気気にににに入入入入りなのにりなのにりなのにりなのに、、、、後後後後はははは少少少少しししししかしかしかしか食食食食べないのでべないのでべないのでべないので日頃日頃日頃日頃はははは小食小食小食小食なのかななのかななのかななのかな

とととと思思思思ったったったった。。。。またまたまたまた日本食日本食日本食日本食ののののバイキングバイキングバイキングバイキング““““木木木木のののの花花花花ガルテンガルテンガルテンガルテン””””でででで夕食夕食夕食夕食をををを共共共共にしたのにしたのにしたのにしたの

ですがですがですがですが、、、、思思思思ったほどったほどったほどったほど食事食事食事食事はははは進進進進みませんでしたみませんでしたみませんでしたみませんでした。。。。しかししかししかししかし、、、、我我我我がががが家特製家特製家特製家特製ののののポテトポテトポテトポテトののののスープスープスープスープ

やややや洋風洋風洋風洋風のののの料理料理料理料理、、、、イタリアンイタリアンイタリアンイタリアン、、、、ステーキステーキステーキステーキにするとにするとにするとにすると、「、「、「、「すごくおいしいすごくおいしいすごくおいしいすごくおいしい、、、、紀子紀子紀子紀子はとてもはとてもはとてもはとても料理料理料理料理がががが

上手上手上手上手」」」」ととととベタベタベタベタほめだったほめだったほめだったほめだった。。。。どうやらどうやらどうやらどうやら本音本音本音本音はははは違違違違ったようでしたったようでしたったようでしたったようでした。。。。    

    

フリーディーフリーディーフリーディーフリーディーににににロボスクエアロボスクエアロボスクエアロボスクエア、、、、防災防災防災防災センターセンターセンターセンターにににに行行行行きききき、、、、元気元気元気元気のいいのいいのいいのいい子供達子供達子供達子供達とととと一緒一緒一緒一緒でででで

子供子供子供子供にににに帰帰帰帰ったようなったようなったようなったような体験体験体験体験がががが楽楽楽楽しかったようでしたしかったようでしたしかったようでしたしかったようでした。。。。またまたまたまた、、、、今回今回今回今回はははは杉山杉山杉山杉山さんからさんからさんからさんから日曜日日曜日日曜日日曜日

ののののホークスホークスホークスホークスととととファイターズファイターズファイターズファイターズ戦戦戦戦のののの券券券券をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、プロプロプロプロ野球野球野球野球ををををドームドームドームドームでででで見見見見るるるる貴重貴重貴重貴重なななな体験体験体験体験をしをしをしをし

てててて、、、、とてもとてもとてもとても喜喜喜喜んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。本当本当本当本当にににに有難有難有難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。。。。    

    

    

✿✿✿✿余裕余裕余裕余裕！！！！                                                                                                                                    渡邊渡邊渡邊渡邊    多佳子多佳子多佳子多佳子    

    

今回今回今回今回のののの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からのからのからのからのゲストゲストゲストゲストはははは、、、、本当本当本当本当ははははカナダカナダカナダカナダ人人人人ごごごご夫妻夫妻夫妻夫妻でででで、、、、夏夏夏夏ははははカナダカナダカナダカナダ

にににに住住住住みみみみ、、、、冬冬冬冬はははは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でででで暮暮暮暮らすというらすというらすというらすという、、、、私私私私にはにはにはには大変羨大変羨大変羨大変羨ましいましいましいましい人人人人たちでしたたちでしたたちでしたたちでした。。。。    

毎朝毎朝毎朝毎朝ごごごご主人主人主人主人はははは私私私私のののの作作作作るるるる朝食朝食朝食朝食とはとはとはとは別別別別にににに自分自分自分自分ででででオートミールオートミールオートミールオートミールをををを２０２０２０２０分分分分くらいかけてくらいかけてくらいかけてくらいかけて作作作作りりりり、、、、

それをそれをそれをそれを先先先先にににに食食食食べてべてべてべて、、、、そのそのそのその後奥後奥後奥後奥さんとともにさんとともにさんとともにさんとともに私私私私のののの用意用意用意用意したしたしたした朝食朝食朝食朝食をををを全部食全部食全部食全部食べられるのでべられるのでべられるのでべられるので

すすすす。。。。    

サンクスディナーサンクスディナーサンクスディナーサンクスディナーではではではでは、、、、ごごごご主人主人主人主人がががが２２２２種類種類種類種類ののののケーキケーキケーキケーキ（（（（前日前日前日前日おおおお菓子専門店菓子専門店菓子専門店菓子専門店へへへへ

材料材料材料材料をををを一緒一緒一緒一緒にににに買買買買いにいにいにいに行行行行きましたきましたきましたきました））））をををを、、、、奥奥奥奥さんがさんがさんがさんがメインメインメインメイン、、、、さらださらださらださらだ、、、、スープスープスープスープそしそしそしそし

ててててデザートデザートデザートデザートをををを作作作作ってってってって、、、、私私私私のののの息子家族息子家族息子家族息子家族もももも一緒一緒一緒一緒にににに美味美味美味美味しくしくしくしく頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。    

    

今回今回今回今回ももももデーホストデーホストデーホストデーホストにににに浦田浦田浦田浦田さんさんさんさん、、、、笠村笠村笠村笠村さんそしてさんそしてさんそしてさんそして中川中川中川中川さんさんさんさん、、、、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にににに河東河東河東河東ささささ

んんんん、、、、喜多喜多喜多喜多さんそしてさんそしてさんそしてさんそして西尾西尾西尾西尾さんとさんとさんとさんと、、、、沢山沢山沢山沢山のののの方方方方々々々々のごのごのごのご協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、私私私私はははは途中途中途中途中でででで数回数回数回数回ジムジムジムジムにににに

行行行行くことがくことがくことがくことが出来出来出来出来たほどたほどたほどたほどストレスストレスストレスストレスもももも無無無無くくくく大大大大いにいにいにいに楽楽楽楽しむことがしむことがしむことがしむことが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。ありがとうございありがとうございありがとうございありがとうござい

ましたましたましたました。。。。    

    

    

✿✿✿✿そのうちそのうちそのうちそのうちトンガリロトンガリロトンガリロトンガリロででででハイキングハイキングハイキングハイキング！！！！                                                                        水頭水頭水頭水頭    八洲子八洲子八洲子八洲子    

    

ロスロスロスロス、、、、アリアリアリアリナナナナ夫妻夫妻夫妻夫妻はははは年齢年齢年齢年齢がほぼがほぼがほぼがほぼ同同同同じとじとじとじと言言言言うこともありうこともありうこともありうこともあり、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど気気気気はははは使使使使いませんいませんいませんいません    

でしたでしたでしたでした。。。。奥奥奥奥さんのさんのさんのさんのアリナアリナアリナアリナはははは明明明明るくるくるくるく元気元気元気元気、、、、ごごごご主人主人主人主人ののののロスロスロスロスははははスピルバーグスピルバーグスピルバーグスピルバーグ似似似似でいつもでいつもでいつもでいつも    

優優優優しくしくしくしく微笑微笑微笑微笑むむむむ。。。。おおおお二人二人二人二人はははは日本日本日本日本にとてもにとてもにとてもにとても興味興味興味興味をををを持持持持ってありってありってありってあり、、、、朝食朝食朝食朝食はほとんどはほとんどはほとんどはほとんど毎日和食毎日和食毎日和食毎日和食でででで

したしたしたした。。。。味噌汁味噌汁味噌汁味噌汁、、、、卵焼卵焼卵焼卵焼きききき、、、、トラウトトラウトトラウトトラウトのののの塩焼塩焼塩焼塩焼きはきはきはきは勿論勿論勿論勿論。。。。納豆納豆納豆納豆、、、、明太子明太子明太子明太子、、、、酢味噌酢味噌酢味噌酢味噌もももも完食完食完食完食。。。。    



またまたまたまた気遣気遣気遣気遣いのあるおいのあるおいのあるおいのあるお二人二人二人二人でしたでしたでしたでした。。。。安元安元安元安元さんごさんごさんごさんご夫妻夫妻夫妻夫妻ががががデイホストデイホストデイホストデイホストをしてをしてをしてをして下下下下さったさったさったさった時時時時はははは、、、、

「「「「タカコタカコタカコタカコがががが全部支払全部支払全部支払全部支払をしてくれたをしてくれたをしてくれたをしてくれた。。。。」」」」とととと申申申申しししし訳訳訳訳ないというないというないというないという顔顔顔顔でしたでしたでしたでした。。。。安元安元安元安元さんさんさんさん御夫妻御夫妻御夫妻御夫妻にはにはにはには    

初初初初めてのめてのめてのめてのデイホストデイホストデイホストデイホストにもにもにもにも拘拘拘拘らずらずらずらず、、、、一日中一日中一日中一日中おおおお付付付付きききき合合合合いいいい下下下下さりさりさりさり有難有難有難有難うううう御座御座御座御座いいいいましたましたましたました。。。。    

    

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後後後後はははは食事食事食事食事をををを何処何処何処何処かでとかでとかでとかでと思思思思っていたのですがっていたのですがっていたのですがっていたのですが、「、「、「、「オサムオサムオサムオサム((((夫夫夫夫))))はどうしはどうしはどうしはどうし

てててていいいいるのるのるのるの？？？？」」」」とととと心配心配心配心配されされされされビールビールビールビールとととと果物果物果物果物をををを買買買買わわわわれたのでれたのでれたのでれたのでおおおお惣菜惣菜惣菜惣菜をををを買買買買ってってってって自宅自宅自宅自宅でででで夕食夕食夕食夕食。。。。    

    

新車祈願新車祈願新車祈願新車祈願のおのおのおのお祓祓祓祓いのいのいのいの時時時時はははは、、、、おおおお二人二人二人二人ともともともとも神妙神妙神妙神妙にににに車車車車のののの横横横横にににに立立立立ってありましたってありましたってありましたってありました。。。。とてもとてもとてもとても珍珍珍珍

しいしいしいしい体験体験体験体験をしたとをしたとをしたとをしたと喜喜喜喜んでもらえましたんでもらえましたんでもらえましたんでもらえました。。。。    

    

ごごごご夫妻夫妻夫妻夫妻ははははハイキングハイキングハイキングハイキングがおがおがおがお好好好好きできできできで、、、、私達夫婦私達夫婦私達夫婦私達夫婦もももも好好好好きですのできですのできですのできですので、、、、次回次回次回次回

はははは一緒一緒一緒一緒ににににトンガリロトンガリロトンガリロトンガリロををををハイキングハイキングハイキングハイキングしょうとしょうとしょうとしょうと約束約束約束約束しましたしましたしましたしました。。。。私私私私どもをどもをどもをどもを    

助助助助けてくださったけてくださったけてくださったけてくださった皆様皆様皆様皆様、、、、感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

 

❤❤❤❤ロスロスロスロス＆＆＆＆アリナアリナアリナアリナからのからのからのからの手紙手紙手紙手紙（（（（福岡福岡福岡福岡のあとのあとのあとのあとヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパをををを旅旅旅旅していますしていますしていますしています。）。）。）。）    

 

Dear Yasuko and Osamu 

  

Your good luck charm worked really well. If we had stayed longer in Japan we would have been 

stuck and then our daughter would have been very disappointed!  We have been having a good 

time in Austria. It has been busy. Last night we arrived back in Vienna as last week we went to 

Budapest for 3 days and walked and walked all around the central city area. We thought that it 

was a very interesting city. There is so much history in the old buildings and they are magnificent 

to look at. We have also been staying in a village near the border between Austria and Hungary 

where Charlotte's boyfriend's family lives. It is a very pretty village and last Sunday we went for a 

long bike ride. It was a lovely day.  

We had a lovely time with you in Fukuoka and we expect to see you some time in New Zealand. 

Thank you so much for your hospitality. We have lots of special memories. I hope you had a 

good rest after we left and that Osamu is training for his mountain climbing. I must go and book 

some air tickets to Ireland now. 

  

Best wishes to you all 

Aline     

    

    

    



✿✿✿✿COLLEENCOLLEENCOLLEENCOLLEEN                                                                                                                                                    宗廣宗廣宗廣宗廣    初子初子初子初子    

    

4444 月月月月５５５５日日日日（（（（月月月月））））    

NZNZNZNZ からのからのからのからのゲストゲストゲストゲスト    COLLEENCOLLEENCOLLEENCOLLEEN をおをおをおをお出迎出迎出迎出迎ええええ    コリーンコリーンコリーンコリーンのののの発音発音発音発音をををを注意注意注意注意されましたされましたされましたされました。。。。夜夜夜夜はははは夫夫夫夫のののの手作手作手作手作りりりり

ののののハッシュドビーフハッシュドビーフハッシュドビーフハッシュドビーフをををを二人二人二人二人でおでおでおでお食事食事食事食事。。。。ワインワインワインワインをををを少少少少しししし    

４４４４月月月月６６６６日日日日（（（（火火火火））））    

彼女彼女彼女彼女はははは、、、、朝食朝食朝食朝食ににににパンパンパンパンもごもごもごもご飯飯飯飯もももも食食食食べないべないべないべない人人人人でででで、、、、コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー、、、、フルーツフルーツフルーツフルーツ、、、、ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト。。。。たまにたまにたまにたまにプラスプラスプラスプラスゆゆゆゆ

でででで卵卵卵卵でででで十分十分十分十分なななな人人人人。。。。厚東厚東厚東厚東さんさんさんさん宅宅宅宅でのでのでのでのウエルカムパーティウエルカムパーティウエルカムパーティウエルカムパーティででででファッションショウファッションショウファッションショウファッションショウもありもありもありもあり楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごごごご

すすすす。。。。    

    

４４４４月月月月７７７７日日日日（（（（水水水水））））    

阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇へへへへバスツアーバスツアーバスツアーバスツアー    火口火口火口火口ははははガスガスガスガスがががが発生発生発生発生していてしていてしていてしていて登登登登れずれずれずれず。。。。    温泉体験温泉体験温泉体験温泉体験        解散後皆解散後皆解散後皆解散後皆さんとさんとさんとさんと一緒一緒一緒一緒

にににに夕食夕食夕食夕食はははは外外外外でででで済済済済ますますますます。。。。    

    

４４４４月月月月８８８８日日日日（（（（木木木木））））    

フリーデーフリーデーフリーデーフリーデー    関関関関さんがさんがさんがさんがデイホストデイホストデイホストデイホストをしてをしてをしてをして下下下下さるさるさるさる。。。。牛房牛房牛房牛房さんのさんのさんのさんの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天神天神天神天神とととと大宰府大宰府大宰府大宰府へへへへ。。。。    

夜夜夜夜はははは小倉小倉小倉小倉さんとさんとさんとさんと山下峰子山下峰子山下峰子山下峰子さんでさんでさんでさんで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。。。。小倉小倉小倉小倉さんさんさんさん宅宅宅宅ででででコリーンコリーンコリーンコリーンはおはおはおはお琴琴琴琴のののの体験体験体験体験をするをするをするをする。。。。    

    

４４４４月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））    

文化体験文化体験文化体験文化体験がががが終終終終わってわってわってわって夫夫夫夫のののの北九州北九州北九州北九州ののののアパートアパートアパートアパートにににに行行行行きききき、、、、夜夜夜夜    夫夫夫夫ははははコリーンコリーンコリーンコリーンとととと「「「「NICE MEET YOUNICE MEET YOUNICE MEET YOUNICE MEET YOU」」」」

三人三人三人三人でおでおでおでお家家家家ごごごご飯飯飯飯してしてしてして話話話話がががが弾弾弾弾むむむむ。。。。    

    

４４４４月月月月 10101010 日日日日（（（（土土土土））））    

フリーデーフリーデーフリーデーフリーデー    おおおお弁当弁当弁当弁当をををを持持持持ってってってって英彦山英彦山英彦山英彦山へへへへドライブドライブドライブドライブ。。。。英彦山英彦山英彦山英彦山ではおではおではおではお祭祭祭祭りがあってりがあってりがあってりがあって「「「「神輿神輿神輿神輿」」」」がががが三基出三基出三基出三基出

てててて石段石段石段石段をををを駆駆駆駆けけけけ降降降降りるのをりるのをりるのをりるのを見見見見てててて彼女彼女彼女彼女はははは““““EXCITINGEXCITINGEXCITINGEXCITING！！！！！！！！””””でででで思思思思いがけずいがけずいがけずいがけずグッドタイミンググッドタイミンググッドタイミンググッドタイミング。。。。このこのこのこの日日日日

はははは私達私達私達私達のののの結婚記念日結婚記念日結婚記念日結婚記念日だったのでだったのでだったのでだったので近近近近くのくのくのくのレストランレストランレストランレストランでおでおでおでお祝祝祝祝いをするいをするいをするいをする。。。。津軽三味線津軽三味線津軽三味線津軽三味線ととととギターギターギターギターののののライライライライ

ブブブブでででで楽楽楽楽しいしいしいしいイベントイベントイベントイベントでしたでしたでしたでした。。。。    

    

4444 月月月月 11111111 日日日日（（（（日日日日））））    

朝福岡朝福岡朝福岡朝福岡へへへへ移動移動移動移動。。。。    途中厚東途中厚東途中厚東途中厚東さんさんさんさん宅宅宅宅ででででコリーンコリーンコリーンコリーンはははは降降降降りりりり、、、、厚東厚東厚東厚東さんがさんがさんがさんがランチホストランチホストランチホストランチホストのののの人人人人のののの所所所所にににに連連連連れれれれ

てててて行行行行ってくれてってくれてってくれてってくれて私達私達私達私達はははは FAREWELL PARTYFAREWELL PARTYFAREWELL PARTYFAREWELL PARTY でででで合流合流合流合流するするするする。。。。彼女彼女彼女彼女のののの趣味趣味趣味趣味ははははダンスダンスダンスダンスだがとてもだがとてもだがとてもだがとても上手上手上手上手。。。。    

私私私私とととと同同同同じじじじ趣味趣味趣味趣味でででで楽楽楽楽しくしくしくしくダンスダンスダンスダンスするするするする。。。。    

    

    

    

    



4444 月月月月 12121212 日日日日（（（（月月月月））））    

一週間一週間一週間一週間はははは大変大変大変大変だったけどだったけどだったけどだったけど別別別別れはれはれはれは寂寂寂寂しいしいしいしい。。。。とてもとてもとてもとても楽楽楽楽しいしいしいしい気気気気のののの合合合合うううう女性女性女性女性でしたでしたでしたでした。。。。今度今度今度今度はははは NZNZNZNZ のののの我我我我がががが

家家家家へへへへ｢｢｢｢どうぞどうぞどうぞどうぞ｣｣｣｣とととと言言言言っていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきました。。。。    さらにさらにさらにさらに極極極極めつけはめつけはめつけはめつけは「「「「あなたあなたあなたあなた達達達達がががが来来来来てくれるてくれるてくれるてくれる事事事事がががが決決決決まっまっまっまっ

たらたらたらたらクイーンサイズクイーンサイズクイーンサイズクイーンサイズののののベッドベッドベッドベッドをををを買買買買ってってってって待待待待ってってってっていいいいるわるわるわるわ」」」」。。。。    最後最後最後最後までまでまでまでユニークユニークユニークユニークななななコリーンコリーンコリーンコリーンでしたでしたでしたでした。。。。    

    

    

✿✿✿✿初初初初ののののＥＤＥＤＥＤＥＤ体験体験体験体験                                                                                                                                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．．．．    E.D.E.D.E.D.E.D.初体験初体験初体験初体験：：：：    水頭水頭水頭水頭さんもさんもさんもさんもＥＤＥＤＥＤＥＤ初体験初体験初体験初体験でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、渡航渡航渡航渡航やややや受入受入受入受入ホームステイホームステイホームステイホームステイ経経経経

験験験験もももも豊豊豊豊かかかかなななな良良良良ききききパートナーパートナーパートナーパートナーにににに恵恵恵恵まれてまれてまれてまれて仕事仕事仕事仕事がががが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。    Taupo E.D. ColinTaupo E.D. ColinTaupo E.D. ColinTaupo E.D. Colin とのとのとのとの

連絡連絡連絡連絡ででででややややややややこしいこしいこしいこしい質問質問質問質問にににに対対対対するするするする回答回答回答回答についてはについてはについてはについては経験豊富経験豊富経験豊富経験豊富なななな先輩先輩先輩先輩のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんにアドバイアドバイアドバイアドバイ

ススススをををを頂頂頂頂きききき参考参考参考参考にしながらにしながらにしながらにしながら進進進進めましためましためましためました。。。。大変感謝大変感謝大変感謝大変感謝しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

そのそのそのその２２２２．．．．    E.D.ColinE.D.ColinE.D.ColinE.D.Colin ごごごご夫妻夫妻夫妻夫妻：：：：    ColinColinColinColin ははははレイクサイドレイクサイドレイクサイドレイクサイド観光地観光地観光地観光地タウポタウポタウポタウポでででで宿泊宿宿泊宿宿泊宿宿泊宿をををを経営経営経営経営しししし

ていたようでていたようでていたようでていたようで、、、、大変几帳面大変几帳面大変几帳面大変几帳面でででで、、、、E.D.E.D.E.D.E.D.経験経験経験経験もももも豊富豊富豊富豊富なななな方方方方でしたでしたでしたでした。。。。ゴルフゴルフゴルフゴルフややややガーデニングガーデニングガーデニングガーデニングがががが

好好好好きなきなきなきなゼントルマンゼントルマンゼントルマンゼントルマンでででで私私私私ととととのののの会話会話会話会話はそうはそうはそうはそう長長長長くくくく続続続続かないのですがかないのですがかないのですがかないのですが女性女性女性女性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とととと

のののの会話会話会話会話になるとになるとになるとになると一転一転一転一転してしてしてしてオシャベリオシャベリオシャベリオシャベリがががが延延延延々々々々とととと継続継続継続継続するのするのするのするのにはにはにはには大変驚大変驚大変驚大変驚きましたきましたきましたきました！！！！彼彼彼彼はははは

魚介類魚介類魚介類魚介類がががが苦手苦手苦手苦手なななな様子様子様子様子でででで、、、、ビールビールビールビールをををを好好好好むようでしたむようでしたむようでしたむようでした。。。。        

JanetJanetJanetJanet はははは現役現役現役現役のののの看護婦看護婦看護婦看護婦のようですのようですのようですのようです。。。。ハンドクラフトハンドクラフトハンドクラフトハンドクラフト（（（（パッチワークパッチワークパッチワークパッチワーク））））がががが趣味趣味趣味趣味でででで日本柄日本柄日本柄日本柄のののの

地味地味地味地味なななな感感感感じのじのじのじの色合色合色合色合いがいがいがいが好好好好まれまれまれまれ、、、、日本日本日本日本のののの着物柄着物柄着物柄着物柄のののの端布端布端布端布をををを妻妻妻妻のののの美奈子美奈子美奈子美奈子がががが何種類何種類何種類何種類ももももプレプレプレプレ

ゼントゼントゼントゼントしししし日本語日本語日本語日本語しかしかしかしか出来出来出来出来ないないないない美奈子美奈子美奈子美奈子ともともともとも、、、、なんとなくなんとなくなんとなくなんとなく会話会話会話会話がはずんでいるがはずんでいるがはずんでいるがはずんでいる様子様子様子様子でしたでしたでしたでした。。。。    

ColinColinColinColin 家家家家のののの敷地敷地敷地敷地はははは広広広広くくくくガーデニングガーデニングガーデニングガーデニングもももも好好好好きなきなきなきな様子様子様子様子でででで、、、、特特特特にににに花花花花にはにはにはには大大大大

変興味変興味変興味変興味をををを示示示示しししし””””ストックストックストックストック（（（（CommonCommonCommonCommon    ｓｓｓｓtotototoｃｋｃｋｃｋｃｋ)”)”)”)”をいつのをいつのをいつのをいつの間間間間にかにかにかにか買買買買ってってってって来来来来

ててててプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントされましたされましたされましたされました、、、、玄関玄関玄関玄関にににに花瓶花瓶花瓶花瓶にににに入入入入れれれれ飾飾飾飾っていますっていますっていますっています。。。。        

そのそのそのその３３３３．．．．    Welcome partyWelcome partyWelcome partyWelcome party：：：：    天気天気天気天気をずっとをずっとをずっとをずっと心配心配心配心配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好天好天好天好天

にににに恵恵恵恵まれまれまれまれ、、、、ホットホットホットホットいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。広広広広いいいい庭庭庭庭とととと屋敷屋敷屋敷屋敷をををを提供提供提供提供してしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました、、、、厚東厚東厚東厚東さまさまさまさま御夫妻御夫妻御夫妻御夫妻

にはにはにはには大変感謝致大変感謝致大変感謝致大変感謝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。。。。またまたまたまた牛房牛房牛房牛房さんのさんのさんのさんの FashionFashionFashionFashion    showshowshowshow    もももも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

皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんには大変楽大変楽大変楽大変楽しんでしんでしんでしんで頂頂頂頂いたいたいたいた様子様子様子様子でしたでしたでしたでした！！！！牛房牛房牛房牛房さんにさんにさんにさんに感謝感謝感謝感謝いたしましょういたしましょういたしましょういたしましょう。。。。    

そのそのそのその４４４４ . . . .バスツアーバスツアーバスツアーバスツアー：：：：    阿蘇山阿蘇山阿蘇山阿蘇山、、、、内牧温泉内牧温泉内牧温泉内牧温泉、、、、阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇プラザホテルプラザホテルプラザホテルプラザホテルにてにてにてにて昼食昼食昼食昼食。。。。日本料理日本料理日本料理日本料理とととと掛掛掛掛

けけけけ流流流流しししし温泉露天風呂温泉露天風呂温泉露天風呂温泉露天風呂をををを満喫満喫満喫満喫。。。。日本料理日本料理日本料理日本料理もももも露天風呂露天風呂露天風呂露天風呂もももも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ににに大変好評大変好評大変好評大変好評でででで、、、、佳佳佳佳

代代代代さんはじめさんはじめさんはじめさんはじめ数人数人数人数人ででででホテルホテルホテルホテルをををを数件数件数件数件をををを下見下見下見下見してしてしてして決決決決めためためためた効果効果効果効果がががが出出出出たよたよたよたようでうでうでうで、、、、これもこれもこれもこれも下見下見下見下見メメメメ

ンバーンバーンバーンバーのののの方方方方々々々々のおのおのおのお陰陰陰陰とととと感謝感謝感謝感謝いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    阿蘇山頂阿蘇山頂阿蘇山頂阿蘇山頂のののの天候天候天候天候がががが悪悪悪悪くくくくロープウェーロープウェーロープウェーロープウェーがががが運運運運

行中止行中止行中止行中止となりとなりとなりとなり、、、、大観峰展望台大観峰展望台大観峰展望台大観峰展望台（（（（阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇５５５５岳岳岳岳がががが一望一望一望一望））））へへへへ行行行行ったがったがったがったが風風風風がががが強強強強くくくく一部一部一部一部ははははバスバスバスバスのののの中中中中

からのからのからのからの展望展望展望展望ととととなりなりなりなり残念無念残念無念残念無念残念無念！！！！！！！！    

そのそのそのその５５５５．．．．    Day HostDay HostDay HostDay Host    ：：：：    ワイフワイフワイフワイフがががが英語英語英語英語ををををシャベレシャベレシャベレシャベレないないないない上上上上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へのへのへのへの食事食事食事食事ササササ

ービスービスービスービスがががが一週間一週間一週間一週間もももも続続続続くとくとくとくと大変大変大変大変なのでなのでなのでなので    ということでということでということでということで佳代佳代佳代佳代さんさんさんさん、、、、厚東厚東厚東厚東さんさんさんさん、、、、児玉児玉児玉児玉さんさんさんさん、、、、峰峰峰峰ささささ

んんんん達達達達がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ    Day HostDay HostDay HostDay Host をしてをしてをしてをして下下下下さったのでさったのでさったのでさったので大変助大変助大変助大変助かりかりかりかり、、、、感謝感激雨感謝感激雨感謝感激雨感謝感激雨あられでしあられでしあられでしあられでし



たたたた！！！！またまたまたまた Colin&JanetColin&JanetColin&JanetColin&Janet やややや、、、、Roger&CoraliaRoger&CoraliaRoger&CoraliaRoger&Coralia、、、、TonTonTonTonnininini さんさんさんさん達達達達もももも他他他他のののの Host familyHost familyHost familyHost family ととととのののの

交流交流交流交流がががが出来出来出来出来てててて、、、、喜喜喜喜んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。    

そのそのそのその６６６６．．．．    Farewell party Farewell party Farewell party Farewell party ：：：：    Buffet style Buffet style Buffet style Buffet style でででで料理料理料理料理もおいしくもおいしくもおいしくもおいしく、、、、ボリュームボリュームボリュームボリュームもありもありもありもあり、、、、会会会会

場場場場がががが畳敷畳敷畳敷畳敷きにきにきにきに改装改装改装改装されていたのでされていたのでされていたのでされていたので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方方方方々々々々はははは日本的日本的日本的日本的なななな雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気ででででフェアウフェアウフェアウフェアウ

ェルェルェルェル    パパパパーティーーティーーティーーティーをををを楽楽楽楽しまれたのではとしまれたのではとしまれたのではとしまれたのではと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。乾杯乾杯乾杯乾杯のののの音頭音頭音頭音頭とりはとりはとりはとりは初初初初めてのめてのめてのめての事事事事でででで

緊張緊張緊張緊張しししし、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが未未未未だだだだコップコップコップコップににににビールビールビールビールをををを注注注注いでいないのにいでいないのにいでいないのにいでいないのに、、、、”Cheer”Cheer”Cheer”Cheerssss””””とととと叫叫叫叫んでしまんでしまんでしまんでしまいいいい

大失敗大失敗大失敗大失敗でしたでしたでしたでした！！！！反省反省反省反省しておりますしておりますしておりますしております。。。。小倉小倉小倉小倉さんのさんのさんのさんの歌歌歌歌もももも素晴素晴素晴素晴らしくらしくらしくらしく、、、、ひょっとこひょっとこひょっとこひょっとこ踊踊踊踊りもりもりもりも全員全員全員全員

参加参加参加参加でででで、、、、タウポタウポタウポタウポののののダダダダンスンスンスンスももももよかったよかったよかったよかった。。。。    余談余談余談余談ですがですがですがですが、、、、ColinColinColinColin さんからさんからさんからさんから初日初日初日初日 4/54/54/54/5 にににに頂頂頂頂いたいたいたいた

ネクタイネクタイネクタイネクタイががががパーティーパーティーパーティーパーティー用用用用ににににピッタリピッタリピッタリピッタリののののデザインデザインデザインデザインだったのでだったのでだったのでだったので締締締締めてめてめてめてブレザーブレザーブレザーブレザーをををを着着着着ててててパーテパーテパーテパーテ

ィーィーィーィーにににに参加参加参加参加したらしたらしたらしたら、、、、ColinColinColinColin とととと JanetJanetJanetJanet からからからからブレザーブレザーブレザーブレザーにににに良良良良くくくく合合合合っているとっているとっているとっていると喜喜喜喜んでんでんでんで頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。    

そのそのそのその７７７７．．．．    新幹線博多駅出発新幹線博多駅出発新幹線博多駅出発新幹線博多駅出発→→→→広島広島広島広島へへへへ：：：：    ホスホスホスホストファミリートファミリートファミリートファミリー全員全員全員全員プラプラプラプラ

ットホームットホームットホームットホームまでまでまでまで見送見送見送見送りりりり、、、、思思思思わずわずわずわず涙涙涙涙されるされるされるされる ambassadorambassadorambassadorambassador のののの方方方方々々々々もももも散散散散

見見見見されましたされましたされましたされました。。。。    

            

先輩先輩先輩先輩のののの皆様皆様皆様皆様、、、、地区会員地区会員地区会員地区会員のののの皆様皆様皆様皆様のののの強力強力強力強力ななななサポートサポートサポートサポートやややや副副副副 E.D.E.D.E.D.E.D.水頭水頭水頭水頭ささささ

んのんのんのんの協力協力協力協力によりによりによりにより何何何何とかとかとかとか E.D.E.D.E.D.E.D.をををを務務務務めるめるめるめる事事事事ができができができができ大変感謝大変感謝大変感謝大変感謝しておりますしておりますしておりますしております、、、、本当本当本当本当にありがとにありがとにありがとにありがと

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。。。。    

    

❤❤❤❤コリンコリンコリンコリン＆＆＆＆ジャネットジャネットジャネットジャネットからのからのからのからの手紙手紙手紙手紙    

 

Hi Hiro and Minako. 

 We're back home now from our wonderful experience in Japan and wish to thank you for your 

part in making our stay so enjoyable in Fukuoka. We certainly picked a good time to visit as the 

cherry blossoms were beautiful.  

  

For many ambassadors, it was their first experience of Japanese culture, and without exception 

they were thrilled with their host pairings and the program offered by you. We enjoyed the culture 

day and everything you offered us. And thank you for the welcome and farewell dinners. 

 We especially enjoyed our day at Mt Aso with the beautiful scenery and banquet. And for 

showing us so many places of historic interest round Fukuoka.  

 Janet is having a great time sorting out the patchwork material you gave her and again thanks 

you for your generosity. 

 We also thoroughly enjoyed our later times at Shizuoka, Hiroshima, Kobe and Kasukabe, 

Tokyo. 

 Again, thanks to you both, and keep in touch,     Colin & Janet Ridge. ED for Taupo 

    



 

✿✿✿✿たけのこたけのこたけのこたけのこ    とととと    SAKSAKSAKSAKEEEE    とととと    福岡福岡福岡福岡    とととと                                                                                    厚東厚東厚東厚東    幸子幸子幸子幸子    

    

ＥＤＥＤＥＤＥＤのののの帆足帆足帆足帆足さんさんさんさん、、、、副副副副ＥＤＥＤＥＤＥＤのののの水頭水頭水頭水頭さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして準備準備準備準備ににににサポートサポートサポートサポートにににに大活躍大活躍大活躍大活躍だっただっただっただった野口野口野口野口さんさんさんさん、、、、役員役員役員役員のののの皆皆皆皆

様様様様、、、、大変大変大変大変おおおお世話世話世話世話になりましたになりましたになりましたになりました。。。。無事全無事全無事全無事全てててて終了終了終了終了したしたしたした今今今今、、、、どどどどーーーーっとおっとおっとおっとお疲疲疲疲れがれがれがれが出出出出たとたとたとたと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いいいい

いいいい思思思思いいいい出出出出となるといいですねとなるといいですねとなるといいですねとなるといいですね。。。。    

                                        

TONNITONNITONNITONNI はごはごはごはご主人主人主人主人をごをごをごをご自宅自宅自宅自宅にににに残残残残してひとりでのしてひとりでのしてひとりでのしてひとりでの参加参加参加参加。。。。前週前週前週前週ののののホームステイホームステイホームステイホームステイ先静岡先静岡先静岡先静岡ではではではでは友人友人友人友人のののの

ココココリーンリーンリーンリーンとととと一緒一緒一緒一緒でしたがでしたがでしたがでしたが福岡福岡福岡福岡ではではではでは一人一人一人一人。。。。最初二人一緒最初二人一緒最初二人一緒最初二人一緒がががが良良良良かったのではとかったのではとかったのではとかったのではと思思思思いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、そんそんそんそん

なななな心配心配心配心配はははは必要必要必要必要ありませんでしたありませんでしたありませんでしたありませんでした。。。。何何何何でもでもでもでも興味興味興味興味がありがありがありがあり特特特特にににに食食食食べべべべ物物物物がががが一番一番一番一番。。。。季節柄季節柄季節柄季節柄「「「「たけのこたけのこたけのこたけのこ」」」」真真真真

っっっっ盛盛盛盛りりりり！ＮＺ！ＮＺ！ＮＺ！ＮＺにはにはにはには缶詰缶詰缶詰缶詰しかしかしかしか見見見見たことたことたことたことがないらしくがないらしくがないらしくがないらしく、、、、煮煮煮煮たものではたものではたものではたものではイメージイメージイメージイメージがわかないのでがわかないのでがわかないのでがわかないので産直市産直市産直市産直市

場場場場でででで確確確確かめかめかめかめ、、、、挙句挙句挙句挙句はははは我我我我がががが家家家家のののの隣隣隣隣のののの竹林竹林竹林竹林にににに行行行行ってってってって一本堀上一本堀上一本堀上一本堀上げげげげ納得納得納得納得しししし、、、、毎日食卓毎日食卓毎日食卓毎日食卓にににに登場登場登場登場！！！！    

                                        

興味興味興味興味のそののそののそののその次次次次はははは「「「「日本酒日本酒日本酒日本酒」。」。」。」。福岡福岡福岡福岡にににに来来来来てはじめててはじめててはじめててはじめて口口口口にしたにしたにしたにしたＳＡＫＥＳＡＫＥＳＡＫＥＳＡＫＥはもらいはもらいはもらいはもらい物物物物だったのでだったのでだったのでだったので極上極上極上極上。。。。

余程美味余程美味余程美味余程美味しかったのでしょうねしかったのでしょうねしかったのでしょうねしかったのでしょうね～、～、～、～、ビールビールビールビールにもにもにもにもワインワインワインワインにもにもにもにも知知知知らんらんらんらん顔顔顔顔でででで、、、、毎日毎日毎日毎日グビグビグビグビグビグビグビグビ♪♪    

    

興味興味興味興味そのそのそのその３３３３はははは「「「「人人人人」。」。」。」。色色色色々々々々なななな方達方達方達方達ににににデイホストデイホストデイホストデイホストをしていただきましたがをしていただきましたがをしていただきましたがをしていただきましたが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ個性豊個性豊個性豊個性豊かなかなかなかな方方方方

達達達達とのとのとのとの出会出会出会出会いにいにいにいに感動感動感動感動。。。。会会会会ったったったった人人人人のののの名前名前名前名前はははは覚覚覚覚ええええるまでるまでるまでるまで何度何度何度何度もももも復唱復唱復唱復唱していたのにはしていたのにはしていたのにはしていたのには感心感心感心感心してしてしてしてしまっしまっしまっしまっ

たたたた。。。。何何何何でもでもでもでもイージーゴーイングイージーゴーイングイージーゴーイングイージーゴーイングでででで割割割割りりりり切切切切ってしまうってしまうってしまうってしまう私私私私はははは反省反省反省反省しきりしきりしきりしきり・・・・・・・・・・・・。。。。大大大大いにいにいにいに見習見習見習見習わなくてはわなくてはわなくてはわなくては。。。。    

    

見習見習見習見習わなくてはとわなくてはとわなくてはとわなくてはと思思思思ったこともうったこともうったこともうったこともう一一一一つつつつ。。。。人人人人とととと話話話話すすすす時最後時最後時最後時最後までまでまでまで聞聞聞聞かずにかずにかずにかずに返事返事返事返事をしたをしたをしたをした人人人人にににに、、、、最後最後最後最後まままま

でででで話話話話をさせてくれとをさせてくれとをさせてくれとをさせてくれと毅然毅然毅然毅然とととと言言言言っていたのにはっていたのにはっていたのにはっていたのには、、、、思思思思ってってってってもやらないことだったのでこれももやらないことだったのでこれももやらないことだったのでこれももやらないことだったのでこれも感心感心感心感心。。。。    

                                        

福岡福岡福岡福岡、、、、特特特特にににに我我我我がががが家家家家ではではではではホストホストホストホストがががが急急急急にににに変変変変わったりわったりわったりわったり、、、、雨雨雨雨がががが降降降降ったらったらったらったら予定予定予定予定がががが変更変更変更変更されたりとかされたりとかされたりとかされたりとか、、、、計画計画計画計画

があってがあってがあってがあって無無無無いようないようないようないような行動行動行動行動をしていたのでをしていたのでをしていたのでをしていたので、、、、ミステリーツアーミステリーツアーミステリーツアーミステリーツアーのようだったのではないでしょうかのようだったのではないでしょうかのようだったのではないでしょうかのようだったのではないでしょうか。。。。

きちんときちんときちんときちんと予定予定予定予定通通通通りだったりだったりだったりだった静岡静岡静岡静岡とはとはとはとは違違違違ってそれはそれでってそれはそれでってそれはそれでってそれはそれで‘‘‘‘Make a differenceMake a differenceMake a differenceMake a difference’’’’でででで楽楽楽楽しんでもらえしんでもらえしんでもらえしんでもらえ

たとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。    

                                        

福岡福岡福岡福岡でのでのでのでのステイステイステイステイ最後最後最後最後のののの夜夜夜夜、、、、フレンドシップフォースフレンドシップフォースフレンドシップフォースフレンドシップフォースのののの PledgePledgePledgePledge    ((((誓誓誓誓いいいい・・・・約束約束約束約束))))    をををを二人二人二人二人でででで見直見直見直見直しなしなしなしな

がらがらがらがら FFFFFFFF のののの会員会員会員会員であることのであることのであることのであることの誇誇誇誇りをりをりをりを再確認再確認再確認再確認するするするする 静静静静かなかなかなかな時間時間時間時間をもてたをもてたをもてたをもてた

のはのはのはのは幸幸幸幸いでしたいでしたいでしたいでした。。。。    

そのそのそのその‘‘‘‘PledgePledgePledgePledge’’’’    をををを最後最後最後最後にににに終終終終わりとしますわりとしますわりとしますわりとします。。。。    

          

          

 

 



☆☆☆☆    Friendship Force PledgeFriendship Force PledgeFriendship Force PledgeFriendship Force Pledge    ☆☆☆☆    

    

As a member of Friendship ForAs a member of Friendship ForAs a member of Friendship ForAs a member of Friendship Force,ce,ce,ce,    
I I I I recognizerecognizerecognizerecognize that I can make a difference. that I can make a difference. that I can make a difference. that I can make a difference.    

I I I I recognizerecognizerecognizerecognize that I have a mission. that I have a mission. that I have a mission. that I have a mission.    
That mission is to be a friend to the people of the world.That mission is to be a friend to the people of the world.That mission is to be a friend to the people of the world.That mission is to be a friend to the people of the world.    

As I embark upon this adventure,As I embark upon this adventure,As I embark upon this adventure,As I embark upon this adventure,    
I know that others will be watching me.I know that others will be watching me.I know that others will be watching me.I know that others will be watching me.    

I know that through my example to my fellowI know that through my example to my fellowI know that through my example to my fellowI know that through my example to my fellow citizens citizens citizens citizens    
And the people of other nations,And the people of other nations,And the people of other nations,And the people of other nations,    

The cause of friendship, love and peace can be furthered.The cause of friendship, love and peace can be furthered.The cause of friendship, love and peace can be furthered.The cause of friendship, love and peace can be furthered.    
I can make a difference.I can make a difference.I can make a difference.I can make a difference.    

 

 

 

✿✿✿✿ＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒさんをさんをさんをさんを迎迎迎迎えてえてえてえて                                                                                                                徳永徳永徳永徳永    萬利萬利萬利萬利 ・・・・静子静子静子静子 

 

わくわくわくわくわくわくわくわく期待期待期待期待しながらどんなしながらどんなしながらどんなしながらどんな人人人人がががが我我我我がががが家家家家にににに来来来来られるのだろうられるのだろうられるのだろうられるのだろう？？？？とととと思思思思いついついついつつつつつ連絡連絡連絡連絡がががが入入入入

りりりり、、、、みるとなんとみるとなんとみるとなんとみるとなんと８０８０８０８０歳歳歳歳！！！！ええっええっええっええっ！？！？！？！？というというというという感感感感じがじがじがじが本音本音本音本音ででででああああったったったった。。。。音成音成音成音成さんのさんのさんのさんの話話話話をををを聞聞聞聞きききき、、、、

とにかくとにかくとにかくとにかく積極的積極的積極的積極的ででででとてもとてもとてもとても紳紳紳紳士士士士であることがわかりであることがわかりであることがわかりであることがわかり、、、、よしよしよしよし！！！！ありのままでありのままでありのままでありのままで行行行行こうとこうとこうとこうと女房女房女房女房とととと

語語語語りまりまりまりましたしたしたした。Ｂｌａｉｒ。Ｂｌａｉｒ。Ｂｌａｉｒ。Ｂｌａｉｒさんのさんのさんのさんの８０８０８０８０歳歳歳歳ととととははははとてもとてもとてもとても思思思思えないえないえないえない若若若若ささささ、、、、正直正直正直正直ささささ、、、、人生人生人生人生そのものそのものそのものそのもの

をををを実実実実によくによくによくによく楽楽楽楽しんでしんでしんでしんでいいいいるということがるということがるということがるということが話話話話のののの中中中中やややや、、、、表情表情表情表情からからからから読読読読みみみみ取取取取れたれたれたれた。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく幅幅幅幅がががが広広広広

いいいい、、、、何何何何カカカカ国訪問国訪問国訪問国訪問されましたかとされましたかとされましたかとされましたかと尋尋尋尋ねるになんとねるになんとねるになんとねるになんと６５６５６５６５カカカカ国以上国以上国以上国以上とのとのとのとの答答答答えがえがえがえが返返返返ってってってってきたきたきたきた。。。。日日日日

本本本本もももも１０１０１０１０回訪問回訪問回訪問回訪問、、、、福岡福岡福岡福岡はははは初初初初めてとのことでめてとのことでめてとのことでめてとのことで、、、、日本日本日本日本がががが好好好好きできできできで女房女房女房女房のののの料理料理料理料理のののの食食食食べっぷりべっぷりべっぷりべっぷり実実実実にににに

食欲食欲食欲食欲モリモリモリモリモリモリモリモリでびっくりのでびっくりのでびっくりのでびっくりの毎日毎日毎日毎日であったであったであったであった。。。。    

    今回今回今回今回のののの訪問訪問訪問訪問にににに際際際際ししししＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒさんにさんにさんにさんに先先先先ずずずず最初最初最初最初にににに尋尋尋尋ねたねたねたねたのはのはのはのは、、、、小小小小・・・・

中学生中学生中学生中学生のののの英語英語英語英語ののののレッレッレッレッスンスンスンスンをおをおをおをお願願願願いしていいでしょうかいしていいでしょうかいしていいでしょうかいしていいでしょうか？？？？    ＹｅｓＹｅｓＹｅｓＹｅｓとととと

のののの返事返事返事返事でででで幹事幹事幹事幹事のおのおのおのお母母母母さんにさんにさんにさんに連絡連絡連絡連絡しししし４４４４////１０１０１０１０午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時よりよりよりより６６６６畳一畳一畳一畳一間間間間

ののののドリームハウスドリームハウスドリームハウスドリームハウス（（（（童里居夢童里居夢童里居夢童里居夢））））でででで行行行行うことをうことをうことをうことを伝伝伝伝えたえたえたえた。。。。小学小学小学小学生生生生９９９９名名名名、、、、

中学生中学生中学生中学生１１１１名名名名、、、、おおおお母母母母さんさんさんさん５５５５名名名名がががが参加参加参加参加になりになりになりになり、、、、床床床床がががが抜抜抜抜けるけるけるけるのではとのではとのではとのではと心配心配心配心配

したしたしたした。。。。幸幸幸幸いにいにいにいに天気天気天気天気がよくがよくがよくがよく春春春春らしくらしくらしくらしく芝生芝生芝生芝生がががが心地心地心地心地よくよくよくよく、、、、庭庭庭庭ででででレッスンレッスンレッスンレッスン開開開開

始始始始となったとなったとなったとなった。。。。緊張緊張緊張緊張をほぐすためにもをほぐすためにもをほぐすためにもをほぐすためにもＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒさんにさんにさんにさんに、、、、ニュージランドニュージランドニュージランドニュージランドのことをのことをのことをのことを紹介紹介紹介紹介しししし

てもらいてもらいてもらいてもらい、、、、私私私私がががが通訳通訳通訳通訳したしたしたした。。。。島島島島のののの成成成成りりりり立立立立ちちちち、Ｔａｕｐｏ、Ｔａｕｐｏ、Ｔａｕｐｏ、Ｔａｕｐｏのことのことのことのこと、、、、人間人間人間人間１１１１人人人人にににに対対対対しししし羊羊羊羊４４４４頭頭頭頭がががが

いることなどいることなどいることなどいることなど・・・・・・・・・・・・。。。。そしてそしてそしてそして次次次次はははは生徒生徒生徒生徒たちのたちのたちのたちの自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介。。。。最最最最高高高高学年学年学年学年のののの中学生中学生中学生中学生よりよりよりより１１１１人人人人ずつずつずつずつ

行行行行ったったったった。。。。うまくうまくうまくうまく話話話話せるせるせるせる子子子子もいればもいればもいればもいれば、、、、ノートノートノートノートをををを見見見見てもなかなかてもなかなかてもなかなかてもなかなか言言言言えないえないえないえない四苦八苦四苦八苦四苦八苦四苦八苦するするするする子子子子。。。。



「「「「ハイハイハイハイ！！！！頑張頑張頑張頑張らんねらんねらんねらんね！」！」！」！」とととと声援声援声援声援をををを送送送送っているおっているおっているおっているお母母母母さんさんさんさん。。。。    またまたまたまたＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒさんのさんのさんのさんのおおおお褒褒褒褒めめめめ

のののの言葉言葉言葉言葉にににに子供子供子供子供はははは喜喜喜喜びびびび、、、、もじもじしているときはもじもじしているときはもじもじしているときはもじもじしているときは助助助助けけけけ船船船船をををを出出出出ししししたりしてたりしてたりしてたりして４０４０４０４０分分分分ののののつもりつもりつもりつもりがががが

時計時計時計時計をををを見見見見るとるとるとると既既既既にににに１１１１時間時間時間時間はははは優優優優にににに過過過過ぎているぎているぎているぎている。。。。本当本当本当本当にににに和和和和やかにやかにやかにやかに青空青空青空青空のもとのもとのもとのもと、、、、一人一人一人一人ひとひとひとひとりがりがりがりが

ＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒさんとさんとさんとさんと語語語語りりりり、「、「、「、「外国人外国人外国人外国人とととと初初初初めてめてめてめて話話話話したしたしたした！」！」！」！」のののの感動感動感動感動がががが強強強強くくくく、、、、ニュージランドニュージランドニュージランドニュージランドにににに

行行行行きたいというきたいというきたいというきたいという小学小学小学小学５５５５年生年生年生年生。。。。彼彼彼彼らにとってらにとってらにとってらにとって興奮興奮興奮興奮とととと緊張緊張緊張緊張のののの実実実実にににに楽楽楽楽しいしいしいしい貴重貴重貴重貴重なひとなひとなひとなひと時時時時だっただっただっただった

とととと思思思思うううう。Ｂｌａｉｒ。Ｂｌａｉｒ。Ｂｌａｉｒ。Ｂｌａｉｒさんもこんなのはさんもこんなのはさんもこんなのはさんもこんなのは初初初初めてめてめてめてであったとであったとであったとであったと言言言言われわれわれわれ、、、、最後最後最後最後ににににＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒさんさんさんさん

にににに感謝感謝感謝感謝のののの拍手拍手拍手拍手をををを送送送送りりりりレッスンレッスンレッスンレッスンはははは終終終終わったわったわったわった。。。。    

        

２０００２０００２０００２０００年前年前年前年前のののの弥生時代弥生時代弥生時代弥生時代、、、、平塚川添遺跡平塚川添遺跡平塚川添遺跡平塚川添遺跡でででで勾玉勾玉勾玉勾玉をををを作作作作りりりり、、、、朝倉朝倉朝倉朝倉のののの三連水車三連水車三連水車三連水車・・・・秋月秋月秋月秋月のののの歴史歴史歴史歴史・・・・

九州国九州国九州国九州国立博物館立博物館立博物館立博物館「「「「パリパリパリパリにににに咲咲咲咲いたいたいたいた古伊万里古伊万里古伊万里古伊万里のののの華華華華」」」」をををを楽楽楽楽しんでいただきしんでいただきしんでいただきしんでいただき、、、、思思思思いいいい出出出出をいっぱいをいっぱいをいっぱいをいっぱい

ももももってってってって帰帰帰帰られたられたられたられた。。。。    

そのそのそのその時時時時そのそのそのその時時時時をををを楽楽楽楽しみしみしみしみ、、、、女房女房女房女房ははははＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒＢｌａｉｒさんからさんからさんからさんから言言言言われたわれたわれたわれた””””チャチャチャチャーーーーミングミングミングミング””””にににに無心無心無心無心

にににに喜喜喜喜びびびび、、、、「「「「よかったなぁよかったなぁよかったなぁよかったなぁーーーー」」」」とつくづくとつくづくとつくづくとつくづく思思思思いいいい、、、、本当本当本当本当にいいにいいにいいにいい経験経験経験経験をさせてもらったとをさせてもらったとをさせてもらったとをさせてもらったと夫婦夫婦夫婦夫婦

ともにともにともにともに感謝感謝感謝感謝していますしていますしていますしています。。。。おおおお世話世話世話世話下下下下さいさいさいさいましたましたましたました皆様皆様皆様皆様にににに感謝感謝感謝感謝致致致致ししししますますますます。。。。有難有難有難有難うううう御座御座御座御座いましたいましたいましたいました。。。。    

 

    

    

    

    

    ★★★★思思思思いいいい出出出出のののの写真写真写真写真★★★★    

    

    

                            ↑↑↑↑ＪＲＪＲＪＲＪＲ博多駅博多駅博多駅博多駅でおでおでおでお出迎出迎出迎出迎ええええ    

    

                                                                                                Tea ceremony,Tea ceremony,Tea ceremony,Tea ceremony,    calligraphy and kimono calligraphy and kimono calligraphy and kimono calligraphy and kimono ↓↓↓↓        

    

    



～～～～会長会長会長会長のののの一言一言一言一言～～～～    

今秋今秋今秋今秋のののの台北交流台北交流台北交流台北交流、、、、及及及及びびびび来年春来年春来年春来年春ののののベルリンベルリンベルリンベルリン渡航渡航渡航渡航のののの成功成功成功成功をををを願願願願っていますっていますっていますっています。。。。長長長長いいいい FFFFFFFF 福岡福岡福岡福岡のののの会会会会

長長長長もももも来年来年来年来年４４４４月月月月でおでおでおでお役役役役ごごごご免免免免ですですですです。。。。しかししかししかししかし元気元気元気元気でありでありでありであり続続続続けるけるけるける限限限限りこのりこのりこのりこの活動活動活動活動にににに関関関関わっていきたいとわっていきたいとわっていきたいとわっていきたいと思思思思

っていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこの会会会会にににに出逢出逢出逢出逢ったおったおったおったお蔭蔭蔭蔭でででで、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな人生人生人生人生をををを歩歩歩歩んでいるとんでいるとんでいるとんでいると思思思思ったりもしていますったりもしていますったりもしていますったりもしています。。。。    

    

～～～～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よりよりよりより～～～～    

来来来来るるるる７７７７月月月月４４４４日日日日((((日日日日))))１１１１１１１１時時時時よりよりよりより久留米久留米久留米久留米ののののフレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリーにてにてにてにて今年初今年初今年初今年初のしっとうのしっとうのしっとうのしっとう会会会会をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、添付申添付申添付申添付申しししし込込込込書書書書をごをごをごをご覧覧覧覧になりになりになりになり多多多多くのくのくのくの皆様皆様皆様皆様にににに参加参加参加参加くださいますようくださいますようくださいますようくださいますよう希望希望希望希望しますしますしますします。。。。    

    

～～～～新入会員新入会員新入会員新入会員さんのさんのさんのさんの紹介紹介紹介紹介～～～～    

南南南南    地区地区地区地区        ・・・・・・・・・・・・・・・・    坂本順子坂本順子坂本順子坂本順子様様様様        船越純子船越純子船越純子船越純子様様様様                

どうぞよろしくどうぞよろしくどうぞよろしくどうぞよろしく！！！！！！！！    

～～～～事務局事務局事務局事務局よりよりよりより～～～～    

★★★★総会総会総会総会でででで誕生誕生誕生誕生したしたしたした支援支援支援支援グループグループグループグループのののの皆様皆様皆様皆様、、、、グループグループグループグループのののの名前名前名前名前をををを考考考考えましょうえましょうえましょうえましょう！！！！    大小大小大小大小ののののイベントイベントイベントイベントのののの提提提提

案大歓迎案大歓迎案大歓迎案大歓迎ですのでですのでですのでですので、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、自由参加型自由参加型自由参加型自由参加型でででで「「「「大濠公園歩大濠公園歩大濠公園歩大濠公園歩こうこうこうこう会会会会」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「美味美味美味美味しいおしいおしいおしいお茶飲茶飲茶飲茶飲みましょみましょみましょみましょ

会会会会」」」」とかとかとかとか、、、、メールメールメールメール等等等等でのでのでのでの呼呼呼呼びかけをびかけをびかけをびかけを気軽気軽気軽気軽にしてにしてにしてにして下下下下さいさいさいさい。。。。    クラブクラブクラブクラブ内内内内フレンドフレンドフレンドフレンドシップシップシップシップをををを培培培培いましょういましょういましょういましょう。。。。    

★★★★ホームページホームページホームページホームページ等等等等でおでおでおでお知知知知らせしましたがらせしましたがらせしましたがらせしましたが、、、、秋秋秋秋のののの台湾渡航台湾渡航台湾渡航台湾渡航のののの時期時期時期時期がががが決定決定決定決定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは添添添添

付付付付のののの渡航申込書渡航申込書渡航申込書渡航申込書にてにてにてにて確認下確認下確認下確認下さいさいさいさい。。。。    またまたまたまた、、、、２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年６６６６月月月月（（（（予定予定予定予定））））,,,,ドイツドイツドイツドイツ・・・・ベルリンベルリンベルリンベルリンののののクラブクラブクラブクラブとのとのとのとの渡航渡航渡航渡航

交流交流交流交流がががが正式正式正式正式にににに認認認認められましためられましためられましためられました。。。。    EDEDEDED をををを希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方、、、、事務局事務局事務局事務局までまでまでまでおおおお申申申申しししし出下出下出下出下さいさいさいさい！！！！    

★★★★昨今昨今昨今昨今のののの天候天候天候天候のめまぐるしいのめまぐるしいのめまぐるしいのめまぐるしい変化変化変化変化にににに驚驚驚驚いているいているいているいている編集者編集者編集者編集者ですがですがですがですが、、、、会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様、、、、ごごごご自愛下自愛下自愛下自愛下さいさいさいさい。。。。    

    

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo    

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    ７８７８７８７８人人人人（（（（正会員正会員正会員正会員６３６３６３６３名名名名、、、、家族会員家族会員家族会員家族会員１５１５１５１５名名名名））））    
                                               (2010                                           (2010                                           (2010                                           (2010 年年年年４４４４月月月月３０３０３０３０日現在日現在日現在日現在))))    

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://29.pro.tok2.com/~fffukuoka/index.html 

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

            FFI（本部）   http://www.thefriendshipforce.org/ 
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☆☆☆☆会費会費会費会費のののの振込先振込先振込先振込先：：：：    取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい金融機関金融機関金融機関金融機関はははは郵便局郵便局郵便局郵便局ですですですです。。。。☆☆☆☆    

加入者名加入者名加入者名加入者名    ザザザザ・・・・フレンドシップフォースフレンドシップフォースフレンドシップフォースフレンドシップフォース・・・・オブオブオブオブ福岡福岡福岡福岡    

口座記号番号口座記号番号口座記号番号口座記号番号    ０１７６００１７６００１７６００１７６０－－－－３３３３    ５３０２０５３０２０５３０２０５３０２０    


