
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

    ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年もももも暮暮暮暮れようとしておりますれようとしておりますれようとしておりますれようとしております。。。。    

今年今年今年今年もももも色色色色々々々々なななな交流交流交流交流がががが行行行行われわれわれわれ、、、、実実実実りりりり多多多多いものでしたいものでしたいものでしたいものでした。。。。    

一年一年一年一年のののの締締締締めくくりのめくくりのめくくりのめくくりの福岡便福岡便福岡便福岡便りりりり、、、、盛盛盛盛りだくさんでおりだくさんでおりだくさんでおりだくさんでお届届届届けしますけしますけしますけします。。。。    

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

    

                                                                                

                                                                                            台中渡航交流台中渡航交流台中渡航交流台中渡航交流    

    

    

１０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日からからからから一週間一週間一週間一週間、、、、福岡福岡福岡福岡 FFFFFFFF クラブクラブクラブクラブとととと台湾台湾台湾台湾のののの台中台中台中台中クラブクラブクラブクラブとのとのとのとの交流交流交流交流がありましたがありましたがありましたがありました。。。。１６１６１６１６名名名名

のののの会員会員会員会員がががが渡航渡航渡航渡航をしてをしてをしてをして密度密度密度密度濃濃濃濃くくくく実実実実りりりり多多多多いものとなりましたいものとなりましたいものとなりましたいものとなりました。。。。今回今回今回今回のののの渡航体験記渡航体験記渡航体験記渡航体験記はははは、、、、渡航渡航渡航渡航メンメンメンメン

バーバーバーバーのおのおのおのお一人一人一人一人であるであるであるである中川泰寿中川泰寿中川泰寿中川泰寿さんのさんのさんのさんの、、、、””””長編体験記長編体験記長編体験記長編体験記““““をををを掲載掲載掲載掲載いたしますいたしますいたしますいたします。。。。大変興味深大変興味深大変興味深大変興味深いいいい内内内内

容容容容ですですですです。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに中川中川中川中川さんにとってさんにとってさんにとってさんにとって福岡福岡福岡福岡クラブクラブクラブクラブ入会後初入会後初入会後初入会後初めてのめてのめてのめての渡航渡航渡航渡航交流体験交流体験交流体験交流体験となりとなりとなりとなり、、、、新鮮新鮮新鮮新鮮

なななな驚驚驚驚きやきやきやきや、、、、感想感想感想感想がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれていますまれていますまれていますまれています。。。。    

    

    

    

    

台中渡航交流記台中渡航交流記台中渡航交流記台中渡航交流記はははは、、、、EDEDEDED 宗廣初子宗廣初子宗廣初子宗廣初子さんとさんとさんとさんと、、、、副副副副 EDEDEDED のののの関関関関    壽美壽美壽美壽美さんがさんがさんがさんが独立独立独立独立したものをしたものをしたものをしたものを作成作成作成作成しししし

ますますますます。。。。２０１１２０１１２０１１２０１１年初年初年初年初のののの総会総会総会総会にてにてにてにて披露披露披露披露されますのでされますのでされますのでされますので、、、、ごごごご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。    

    

ではではではでは、、、、中川中川中川中川さんのさんのさんのさんの交交交交流体験流体験流体験流体験 WORLDWORLDWORLDWORLD へいざへいざへいざへいざ！！！！    

    

    

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.64  12No.64  12No.64  12No.64  12----2010201020102010    

    



    

★★★★初初初初めてのめてのめてのめての渡航体験渡航体験渡航体験渡航体験★★★★                                                                                                                            中川泰中川泰中川泰中川泰寿寿寿寿    

    

ＦＦＦＦＦＦＦＦ福岡福岡福岡福岡ののののメンバーメンバーメンバーメンバーのののの一員一員一員一員となってとなってとなってとなって初初初初めてのめてのめてのめての他国他国他国他国クラブクラブクラブクラブ訪問訪問訪問訪問となるとなるとなるとなる今回今回今回今回のののの台中渡航台中渡航台中渡航台中渡航はははは初初初初

経験経験経験経験のののの私私私私にとってはにとってはにとってはにとっては正直出発前正直出発前正直出発前正直出発前はははは不安不安不安不安のののの連続連続連続連続でしたでしたでしたでした。。。。フォーマルフォーマルフォーマルフォーマルなななな行事日程行事日程行事日程行事日程８８８８日間日間日間日間ととととオオオオ

プションプションプションプションのののの４４４４日間日間日間日間のののの合計合計合計合計１２１２１２１２日間日間日間日間にににに及及及及ぶぶぶぶロングステイロングステイロングステイロングステイでありでありでありであり心身共心身共心身共心身共にににに大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だろうかとだろうかとだろうかとだろうかと心心心心

配配配配でしたがでしたがでしたがでしたが、ＦＦ、ＦＦ、ＦＦ、ＦＦ・・・・福岡福岡福岡福岡のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご指導指導指導指導・・・・ごごごご協力協力協力協力とととと滞在先滞在先滞在先滞在先のののの皆様皆様皆様皆様のののの暖暖暖暖かいおもてなしのおかいおもてなしのおかいおもてなしのおかいおもてなしのお

蔭蔭蔭蔭でででで大変楽大変楽大変楽大変楽しくかつしくかつしくかつしくかつ充実充実充実充実したしたしたした日日日日々々々々をををを送送送送ることがることがることがることが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。    

    さてさてさてさて、、、、今回今回今回今回のののの渡航渡航渡航渡航でででで受受受受けたけたけたけた印象印象印象印象やややや私私私私なりになりになりになりに感感感感じたじたじたじた事事事事をををを思思思思いつくままにいつくままにいつくままにいつくままに以下書以下書以下書以下書くことにしまくことにしまくことにしまくことにしま

すすすす。。。。的的的的をををを得得得得ていないこともていないこともていないこともていないことも多多多多々々々々有有有有ろうかとろうかとろうかとろうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、初体験故初体験故初体験故初体験故のののの淺智恵淺智恵淺智恵淺智恵としておとしておとしておとしてお許許許許しししし下下下下

さいさいさいさい。。。。    

    

一一一一．．．．    食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率１００１００１００１００％％％％    ～～～～    食料不足食料不足食料不足食料不足のののの心配心配心配心配のののの無無無無いいいい国国国国    

    今回滞在中今回滞在中今回滞在中今回滞在中のののの朝食朝食朝食朝食、、、、昼食昼食昼食昼食、、、、夕食夕食夕食夕食にににに際際際際してはしてはしてはしては連日連日連日連日のようにのようにのようにのように違違違違うううう料理料理料理料理をををを体験体験体験体験。。。。総総総総じてじてじてじて日本日本日本日本よよよよ

りりりり味付味付味付味付けのけのけのけの薄薄薄薄いいいい感感感感じをじをじをじを受受受受けるがけるがけるがけるが大変美味大変美味大変美味大変美味しくしくしくしく毎回大毎回大毎回大毎回大いにいにいにいに楽楽楽楽しませていただいたしませていただいたしませていただいたしませていただいた。。。。またそまたそまたそまたそ

のののの素材素材素材素材のののの豊豊豊豊かなことかなことかなことかなこと、、、、特特特特にににに野菜野菜野菜野菜とととと果物果物果物果物のののの種類種類種類種類のののの多多多多さにさにさにさに驚驚驚驚かされたかされたかされたかされた。。。。因因因因みにみにみにみに我我我我々々々々ののののホスホスホスホス

トファミリートファミリートファミリートファミリーではではではでは毎朝奥様毎朝奥様毎朝奥様毎朝奥様がががが自家栽培自家栽培自家栽培自家栽培のののの野菜数種類野菜数種類野菜数種類野菜数種類をををを使使使使いいいい朝食朝食朝食朝食をををを準備準備準備準備していただしていただしていただしていただいいいい

たたたた。。。。    

        ここでここでここでここで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共共共共にににに見学見学見学見学したあるしたあるしたあるしたある農園農園農園農園についてのについてのについてのについての話題話題話題話題にににに触触触触れますれますれますれます。。。。    

＊ トマトトマトトマトトマト農園農園農園農園～～～～台中台中台中台中からからからから台北台北台北台北にににに向向向向かうかうかうかう途中途中途中途中にににに水耕栽培方式水耕栽培方式水耕栽培方式水耕栽培方式のののの広大広大広大広大ななななトマトトマトトマトトマト農園農園農園農園があるがあるがあるがある。。。。

今年今年今年今年はははは日本日本日本日本ではではではでは異常気象異常気象異常気象異常気象のためのためのためのため大変大変大変大変なななな不作不作不作不作でででで主婦主婦主婦主婦のののの皆皆皆皆さんをさんをさんをさんを大変悩大変悩大変悩大変悩ましたましたましたましたトマトトマトトマトトマトがががが

ハウスハウスハウスハウス方式方式方式方式ののののトマトトマトトマトトマト園園園園でででで水耕栽培水耕栽培水耕栽培水耕栽培されているされているされているされている。。。。暖房暖房暖房暖房はははは使用使用使用使用しておらずしておらずしておらずしておらず年間年間年間年間をををを通通通通じてじてじてじて収収収収

穫出来穫出来穫出来穫出来るというるというるというるという。。。。高高高高さはさはさはさは３３３３メートルメートルメートルメートルをををを優優優優にににに越越越越えるえるえるえる程程程程にににに成長成長成長成長してたわわにしてたわわにしてたわわにしてたわわに実実実実をつけているをつけているをつけているをつけている

姿姿姿姿はははは一種壮観一種壮観一種壮観一種壮観ですらあるですらあるですらあるですらある。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその種類種類種類種類のののの多多多多さにさにさにさに驚驚驚驚かされるかされるかされるかされる。。。。,,,,我我我我々々々々がががが日本日本日本日本ではではではでは目目目目

にしないにしないにしないにしない珍珍珍珍しいしいしいしいトマトトマトトマトトマトがががが数数数数ええええ切切切切れないほどれないほどれないほどれないほど栽培栽培栽培栽培されてされてされてされていたいたいたいた。。。。    食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率４０４０４０４０％％％％のののの日本日本日本日本、、、、

このこのこのこの栽培法栽培法栽培法栽培法にににに習習習習うことはうことはうことはうことは出来出来出来出来ないのだろうかないのだろうかないのだろうかないのだろうか？？？？    

    

二二二二．．．．    日本日本日本日本・・・・台湾台湾台湾台湾カラオケカラオケカラオケカラオケ事情事情事情事情    

    日本日本日本日本ではではではではブームブームブームブームがががが過過過過ぎてぎてぎてぎて久久久久しくしくしくしく今今今今やすっかりやすっかりやすっかりやすっかりマイナーマイナーマイナーマイナーなななな存在存在存在存在になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった感感感感のあるのあるのあるのある

カラオケカラオケカラオケカラオケだがだがだがだが、、、、台湾台湾台湾台湾ではではではでは空前空前空前空前のののの大大大大ブームブームブームブームだというだというだというだという。。。。このこのこのこの度度度度のののの台湾滞在中台湾滞在中台湾滞在中台湾滞在中にににに数度数度数度数度カラオカラオカラオカラオ

ケケケケをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ（？）（？）（？）（？）機会機会機会機会にににに恵恵恵恵まれたがそこでのまれたがそこでのまれたがそこでのまれたがそこでの印象印象印象印象やややや感感感感じたじたじたじた事事事事についてについてについてについて少少少少しししし触触触触れたいれたいれたいれたい。。。。    

    

１１１１．．．．カラオケカラオケカラオケカラオケ大会大会大会大会へのごへのごへのごへのご招待招待招待招待～～～～台中到着後台中到着後台中到着後台中到着後３３３３日目日目日目日目にににに台中台中台中台中・・・・台南地区台南地区台南地区台南地区からからからから集集集集まったまったまったまった喉自慢喉自慢喉自慢喉自慢

のののの皆皆皆皆さんによるさんによるさんによるさんによる毎年恒例毎年恒例毎年恒例毎年恒例というというというというカラオケカラオケカラオケカラオケ大会大会大会大会ににににＦＦＦＦＦＦＦＦ・・・・福岡福岡福岡福岡のののの我我我我々々々々がががが横断幕付横断幕付横断幕付横断幕付きできできできで招待招待招待招待ささささ

れたれたれたれた。。。。当初当初当初当初こじんまこじんまこじんまこじんまりとしたりとしたりとしたりとしたカラオケカラオケカラオケカラオケをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ集集集集いであろうといであろうといであろうといであろうと思思思思っていたっていたっていたっていた我我我我々々々々のののの度肝度肝度肝度肝をぬをぬをぬをぬ

くほどのくほどのくほどのくほどの会場会場会場会場のののの広広広広さとさとさとさと参加者参加者参加者参加者のののの多多多多さにさにさにさに唖然唖然唖然唖然｡｡｡｡    噂通噂通噂通噂通りのりのりのりのカラオケカラオケカラオケカラオケ熱熱熱熱をををを実感実感実感実感。。。。    



    

９９９９時半近時半近時半近時半近くになりいよいよくになりいよいよくになりいよいよくになりいよいよカラオケカラオケカラオケカラオケ大会大会大会大会ののののスタートスタートスタートスタートであるであるであるである。。。。受付受付受付受付でででで貰貰貰貰ったったったった

参加者参加者参加者参加者ととととエントリーエントリーエントリーエントリーされたされたされたされた曲名曲名曲名曲名のののの一覧表一覧表一覧表一覧表をををを見見見見てててて再再再再びびびび唖然唖然唖然唖然。。。。エントリーエントリーエントリーエントリー者者者者５５５５

４４４４名名名名、、、、各人各人各人各人２２２２曲曲曲曲づつづつづつづつ唄唄唄唄うといううといううといううという。。。。    

    エントリーエントリーエントリーエントリーされたされたされたされた曲曲曲曲はははは全全全全てててて日本日本日本日本でもおでもおでもおでもお馴染馴染馴染馴染みのみのみのみの演歌演歌演歌演歌であるであるであるである。。。。これをこれをこれをこれを日本日本日本日本    

語語語語でででで歌歌歌歌うといううといううといううという。。。。    

    最初最初最初最初のののの歌歌歌歌いいいい手手手手のののの前奏前奏前奏前奏がががが始始始始まるまるまるまる。。。。このこのこのこの時時時時はまだはまだはまだはまだ日本日本日本日本のののの演歌演歌演歌演歌がががが好好好好きなだけできなだけできなだけできなだけで大大大大したことはしたことはしたことはしたことは

あるまいとあるまいとあるまいとあるまいと気楽気楽気楽気楽なななな気持気持気持気持ちでちでちでちで椅子椅子椅子椅子にもたれてにもたれてにもたれてにもたれて座座座座っていたっていたっていたっていたがががが、、、、男性男性男性男性のののの歌歌歌歌のののの最初最初最初最初のののの出出出出だしをだしをだしをだしを

聞聞聞聞いたいたいたいた瞬間瞬間瞬間瞬間にににに「「「「うまいうまいうまいうまい！」！」！」！」とととと思思思思わずわずわずわず身身身身をををを正正正正していたしていたしていたしていた｡｡｡｡    そのそのそのその後合計後合計後合計後合計５４５４５４５４名名名名のののの歌歌歌歌いいいい手手手手のののの熱唱熱唱熱唱熱唱

がががが続続続続くことになるがくことになるがくことになるがくことになるが、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく全員上手全員上手全員上手全員上手いいいい。。。。朗朗朗朗々々々々としたとしたとしたとした声声声声でででで情感情感情感情感をををを込込込込めてめてめてめて歌歌歌歌いいいい上上上上げるげるげるげる歌歌歌歌

声声声声にただただにただただにただただにただただ未了未了未了未了されたされたされたされた一日一日一日一日であったであったであったであった。。。。昼食昼食昼食昼食をををを取取取取りながらりながらりながらりながら大会大会大会大会はそのはそのはそのはその後後後後もももも続続続続きききき、、、、我我我我々々々々

にもにもにもにも是非一曲是非一曲是非一曲是非一曲づつづつづつづつ歌歌歌歌ってってってって欲欲欲欲しいとのことでしいとのことでしいとのことでしいとのことで池田会長以下五名池田会長以下五名池田会長以下五名池田会長以下五名がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ歌歌歌歌をををを披露披露披露披露

（？）。（？）。（？）。（？）。午後午後午後午後３３３３時時時時をををを過過過過ぎぎぎぎ５４５４５４５４名名名名のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが一曲一曲一曲一曲づつづつづつづつ歌歌歌歌いいいい終終終終えたところでえたところでえたところでえたところで我我我我々々々々はははは失礼失礼失礼失礼させてさせてさせてさせて

いただいたいただいたいただいたいただいた。。。。当日当日当日当日はははは夕方夕方夕方夕方７７７７時近時近時近時近くまでくまでくまでくまで大会大会大会大会はははは続続続続いたとのこといたとのこといたとのこといたとのこと。。。。    このこのこのこのカラオケカラオケカラオケカラオケ大会大会大会大会をををを通通通通じじじじ

てててて改改改改めてめてめてめて感感感感じじじじ反省反省反省反省ささささせられたことはせられたことはせられたことはせられたことは、、、、台湾台湾台湾台湾のののの人達人達人達人達がががが心心心心からからからからカラオケカラオケカラオケカラオケをををを愛愛愛愛しかつしかつしかつしかつ非常非常非常非常にににに

真面目真面目真面目真面目であるということであるであるということであるであるということであるであるということである。。。。我我我我々々々々日本人日本人日本人日本人のののの大半大半大半大半はははは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、、、、またまたまたまた酔酔酔酔ったったったった勢勢勢勢いいいい

でででで歌歌歌歌うといううといううといううというパターンパターンパターンパターンであるがであるがであるがであるが、、、、台湾台湾台湾台湾のののの人達人達人達人達のののの姿勢姿勢姿勢姿勢にににに見習見習見習見習わねばとのわねばとのわねばとのわねばとの思思思思いをいをいをいを強強強強くしたくしたくしたくした。。。。    

    

２２２２．．．．街中街中街中街中ののののカラオケカラオケカラオケカラオケ事情事情事情事情～～～～前記前記前記前記ののののカラオケカラオケカラオケカラオケ大会大会大会大会はははは特別異例特別異例特別異例特別異例なものではないかとのなものではないかとのなものではないかとのなものではないかとの指摘指摘指摘指摘がががが

ありそうなのでありそうなのでありそうなのでありそうなので、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま経験経験経験経験したしたしたした街中街中街中街中でのでのでのでのカラオケハウスカラオケハウスカラオケハウスカラオケハウスのののの光景光景光景光景についてについてについてについて触触触触れておくれておくれておくれておく

ことにすることにすることにすることにする。。。。そこはそこはそこはそこは日本日本日本日本ののののバーバーバーバー的雰囲気的雰囲気的雰囲気的雰囲気ののののカラオケハウスカラオケハウスカラオケハウスカラオケハウスであるであるであるである。。。。食事食事食事食事やおやおやおやお酒酒酒酒もももも飲飲飲飲めるめるめるめる

所所所所であるがであるがであるがであるが、、、、おおおお客客客客はははは皆真面目皆真面目皆真面目皆真面目ににににカラオケカラオケカラオケカラオケをををを楽楽楽楽しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる。。。。酔酔酔酔ってってってって赤赤赤赤いいいい顔顔顔顔をしたりふらつをしたりふらつをしたりふらつをしたりふらつ

いていていていて歌歌歌歌うううう人人人人などはなどはなどはなどは見見見見かけないかけないかけないかけない｡｡｡｡    中中中中にはにはにはには遅遅遅遅いいいい時間帯時間帯時間帯時間帯にもにもにもにも拘拘拘拘わらずわらずわらずわらず小小小小さなさなさなさな子供子供子供子供をををを連連連連れてれてれてれて

いるいるいるいる人人人人もいてもいてもいてもいて、、、、日本日本日本日本ではではではでは目目目目にしないにしないにしないにしない光景光景光景光景にににに文化文化文化文化のののの違違違違いをいをいをいを感感感感じるじるじるじる思思思思いであったいであったいであったいであった。。。。    

            

三三三三．．．．    羨羨羨羨ましいましいましいましい国民本位国民本位国民本位国民本位のののの善政善政善政善政    

    ガイドブｯクガイドブｯクガイドブｯクガイドブｯクにににに台湾台湾台湾台湾はははは物価物価物価物価がががが高高高高いといといといと書書書書いてありそのいてありそのいてありそのいてありそのイメージイメージイメージイメージをををを持持持持ちながらちながらちながらちながら訪訪訪訪れたれたれたれた。。。。しかししかししかししかし

ながらながらながらながら短期間短期間短期間短期間のののの経験判断経験判断経験判断経験判断ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、一般論一般論一般論一般論としてこのとしてこのとしてこのとしてこの評評評評はははは当当当当っていないのではないっていないのではないっていないのではないっていないのではない

かとかとかとかと感感感感じるじるじるじる。。。。国内国内国内国内でででで生産出来生産出来生産出来生産出来ないないないない特定特定特定特定のののの商品商品商品商品にはにはにはには一部一部一部一部そういうそういうそういうそういう物物物物もあるのかももあるのかももあるのかももあるのかも知知知知れなれなれなれな

いがいがいがいが次次次次のののの事実事実事実事実からはからはからはからは国民本位国民本位国民本位国民本位のののの逆逆逆逆のののの現象現象現象現象がががが見見見見えてくるえてくるえてくるえてくる思思思思いがするがいがするがいがするがいがするが如何如何如何如何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？    

１１１１．．．．    ガソガソガソガソリンリンリンリン価格価格価格価格～～～～車内車内車内車内からからからから時折時折時折時折ガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドのののの価格表価格表価格表価格表をををを目目目目にするにするにするにする機会機会機会機会がががが有有有有りりりり、、、、やはやはやはやは

りりりり日本日本日本日本とととと比較比較比較比較してどうかとのしてどうかとのしてどうかとのしてどうかとの思思思思いにからすぐにいにからすぐにいにからすぐにいにからすぐに計算計算計算計算してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。結論結論結論結論からからからから言言言言うとうとうとうと台湾台湾台湾台湾がががが相相相相

当安当安当安当安いいいい。。。。リッターリッターリッターリッター当当当当たりたりたりたり４０４０４０４０円以上安円以上安円以上安円以上安いといといといと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。またまたまたまた、、、、日本日本日本日本のののの二種類二種類二種類二種類にににに比比比比べべべべ更更更更にににに細細細細

分化分化分化分化されてされてされてされてガソリンガソリンガソリンガソリンのののの種類種類種類種類がががが多多多多いこともいこともいこともいことも驚驚驚驚きであるきであるきであるきである。。。。同同同同じじじじ原油輸入国同士原油輸入国同士原油輸入国同士原油輸入国同士であるからであるからであるからであるから日日日日

本本本本とととと同同同同じじじじ条件下条件下条件下条件下にあるはずであるにあるはずであるにあるはずであるにあるはずである。。。。しかるにこのしかるにこのしかるにこのしかるにこの違違違違いいいい！！！！    如何如何如何如何にににに日本日本日本日本ののののガソリンガソリンガソリンガソリン関係関係関係関係のののの

税金税金税金税金がががが他国他国他国他国にににに比比比比べてべてべてべて高高高高いかがわかるいかがわかるいかがわかるいかがわかる。。。。    



２２２２．．．．    有料道路有料道路有料道路有料道路～～～～台湾台湾台湾台湾にはにはにはには高速道路高速道路高速道路高速道路とととと快速公路快速公路快速公路快速公路((((道路道路道路道路))))のののの二種類二種類二種類二種類のののの道路道路道路道路がががが有有有有るというるというるというるという。。。。    

高速道路高速道路高速道路高速道路はははは日本日本日本日本のののの高速道路高速道路高速道路高速道路とととと同同同同じでじでじでじで有料有料有料有料であるがであるがであるがであるが、、、、快速公路快速公路快速公路快速公路とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる３３３３～～～～４４４４車線車線車線車線にににに

もももも及及及及びびびび高速高速高速高速でででで走行出来走行出来走行出来走行出来るるるる道路道路道路道路はははは無料無料無料無料だというだというだというだという。。。。高速道路高速道路高速道路高速道路にはにはにはには回数券回数券回数券回数券のののの利用利用利用利用がががが認認認認められめられめられめられ

ているようでありているようでありているようでありているようであり、、、、このこのこのこの点点点点からからからから推測推測推測推測するとするとするとすると通行金通行金通行金通行金はさほどはさほどはさほどはさほど高額高額高額高額ではなくではなくではなくではなく定定定定

額額額額やややや上限制度上限制度上限制度上限制度がががが導入導入導入導入されているのかもされているのかもされているのかもされているのかも知知知知れないれないれないれない。。。。    何何何何れにしてもれにしてもれにしてもれにしても国民国民国民国民のののの

大事大事大事大事なななな足足足足ともともともとも言言言言うべきうべきうべきうべきガソリンガソリンガソリンガソリンとととと通行料通行料通行料通行料についてこのようなについてこのようなについてこのようなについてこのような国民本位国民本位国民本位国民本位のののの

善政善政善政善政がががが施施施施されているされているされているされている国国国国がががが羨羨羨羨ましいましいましいましい。。。。    

    

    

四四四四．．．．デイナーデイナーデイナーデイナーでのもてなしにもでのもてなしにもでのもてなしにもでのもてなしにも文化文化文化文化のののの違違違違いいいい！！！！    

    今回今回今回今回のののの台湾滞在中台湾滞在中台湾滞在中台湾滞在中、、、、レストランレストランレストランレストラン等等等等ででででデイナーデイナーデイナーデイナーをごをごをごをご馳走馳走馳走馳走になるになるになるになる機会機会機会機会がががが非常非常非常非常にににに多多多多くくくく、、、、いつもいつもいつもいつも

大変大変大変大変なごなごなごなご馳走馳走馳走馳走でででで満足満足満足満足ししししたことはたことはたことはたことは言言言言うまでもないうまでもないうまでもないうまでもない。。。。さてさてさてさて、、、、このこのこのこの暖暖暖暖かいもてなしについてのかいもてなしについてのかいもてなしについてのかいもてなしについての日日日日

本本本本とととと違違違違ったったったった慣習慣習慣習慣習（？）（？）（？）（？）についてについてについてについて少少少少しししし触触触触れたいれたいれたいれたい。。。。    

＊ ホストホストホストホスト((((例例例例えばえばえばえば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))))ががががホストホストホストホストのののの知人知人知人知人やややや友人達友人達友人達友人達をををを同席同席同席同席させさせさせさせ我我我我々々々々とととと食事食事食事食事をををを共共共共にににに

させるさせるさせるさせるケースケースケースケースがががが非常非常非常非常にににに多多多多いいいい。。。。    ホストホストホストホストからからからから今晩今晩今晩今晩はははは外食外食外食外食とととと聞聞聞聞かされかされかされかされホストホストホストホストとととと我我我我々々々々だけでのだけでのだけでのだけでの

食事食事食事食事だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思ってってってってレストランレストランレストランレストランへへへへ到着到着到着到着するとするとするとすると既既既既にににに数名数名数名数名のののの友人達友人達友人達友人達がががが座座座座ってってってって待待待待っているっているっているっている。。。。そそそそ

こでこでこでこで我我我我々々々々をををを彼彼彼彼らにらにらにらに紹介紹介紹介紹介しししし、、、、彼彼彼彼らをらをらをらを我我我我々々々々にににに紹介紹介紹介紹介するというするというするというするというスタイルスタイルスタイルスタイルであるであるであるである。。。。ホストホストホストホストのののの友人友人友人友人

やややや知人知人知人知人とのとのとのとの交流交流交流交流がががが生生生生まれてまれてまれてまれて大変意義大変意義大変意義大変意義のあることでのあることでのあることでのあることで結構結構結構結構なななな慣習慣習慣習慣習であるとであるとであるとであると思思思思うううう。。。。日本日本日本日本ではではではでは

余余余余りりりり見見見見られないられないられないられない慣習慣習慣習慣習であるとであるとであるとであると思思思思うううう。。。。予期予期予期予期せぬせぬせぬせぬ喜喜喜喜びをびをびをびを感感感感じさせるこのじさせるこのじさせるこのじさせるこの慣習慣習慣習慣習をををを台湾台湾台湾台湾のののの皆皆皆皆ささささ

んのんのんのんの善意善意善意善意のののの現現現現れとしてれとしてれとしてれとして高高高高くくくく評価評価評価評価したいしたいしたいしたい。。。。    

    

    

五五五五．．．．台湾式乾杯台湾式乾杯台湾式乾杯台湾式乾杯にはにはにはには閉口閉口閉口閉口！！！！    

    これもこれもこれもこれも台湾式親愛台湾式親愛台湾式親愛台湾式親愛のののの情情情情のののの表現表現表現表現のののの一一一一つであろうつであろうつであろうつであろう台湾式乾杯台湾式乾杯台湾式乾杯台湾式乾杯

についてについてについてについて触触触触れてれてれてれて終終終終わりにしたいわりにしたいわりにしたいわりにしたい。。。。    

    滞在中滞在中滞在中滞在中にににに何度何度何度何度もおもおもおもお酒酒酒酒をををを酌酌酌酌みみみみ交交交交わすわすわすわす機会機会機会機会がががが有有有有ったがったがったがったが、、、、特特特特にににに

紹興酒紹興酒紹興酒紹興酒でのでのでのでの乾杯乾杯乾杯乾杯にににに参参参参ってしまったってしまったってしまったってしまった。。。。ビールビールビールビールでのでのでのでの乾杯乾杯乾杯乾杯もももも同様同様同様同様であるがであるがであるがであるが紹興酒紹興酒紹興酒紹興酒ははははビールビールビールビールのののの

４４４４倍程度倍程度倍程度倍程度のののの強強強強さがあるのでこたえるのであるさがあるのでこたえるのであるさがあるのでこたえるのであるさがあるのでこたえるのである。。。。既既既既にににに台湾式乾杯台湾式乾杯台湾式乾杯台湾式乾杯がどんなものかごがどんなものかごがどんなものかごがどんなものかご存知存知存知存知

のののの方方方方もももも多多多多いかもいかもいかもいかも知知知知れないがれないがれないがれないが要要要要するにするにするにするに注注注注がれたがれたがれたがれた酒酒酒酒ののののグラスグラスグラスグラスをををを飲飲飲飲みみみみ干干干干さなければならないさなければならないさなければならないさなければならない

のであるのであるのであるのである。。。。酒酒酒酒をををを残残残残したしたしたした状態状態状態状態ででででテーブルテーブルテーブルテーブルにににに戻戻戻戻そうものならそうものならそうものならそうものなら「「「「ノーノーノーノー、、、、ノーノーノーノー」」」」とととと来来来来るるるる。。。。空空空空けるとまけるとまけるとまけるとま

たたたた注注注注がれるがれるがれるがれる。。。。これをこれをこれをこれを何回何回何回何回もももも繰繰繰繰りりりり返返返返されるとされるとされるとされると完全完全完全完全にににに酔酔酔酔いがいがいがいが回回回回りりりりダウンダウンダウンダウンしかねないのでしかねないのでしかねないのでしかねないので、、、、いいいい

よいよのよいよのよいよのよいよの時時時時にはにはにはにはギブアツプギブアツプギブアツプギブアツプしてしてしてして許許許許しをしをしをしを乞乞乞乞うしかないというわけであるうしかないというわけであるうしかないというわけであるうしかないというわけである。。。。    

    

    最後最後最後最後にににに私私私私のののの今回今回今回今回のののの初渡航初渡航初渡航初渡航をををを暖暖暖暖かくかくかくかく見守見守見守見守ってくださったごってくださったごってくださったごってくださったご同行同行同行同行のののの皆様皆様皆様皆様にににに心心心心からからからから感感感感謝申謝申謝申謝申しししし

上上上上げますげますげますげます。。。。    

    



    

＜＜＜＜２０１０２０１０２０１０２０１０年度年度年度年度しっとうしっとうしっとうしっとう会報告会報告会報告会報告＞＞＞＞                                                                                                    隈隈隈隈    幸子幸子幸子幸子    

    

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年しっとうしっとうしっとうしっとう会会会会はははは会員会員会員会員のののの交流交流交流交流をををを目的目的目的目的にににに２２２２回開催回開催回開催回開催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

大大大大きなきなきなきな取組取組取組取組はありませんでしたがはありませんでしたがはありませんでしたがはありませんでしたが一人一人一人一人一人一人一人一人のののの会員連携会員連携会員連携会員連携をををを大切大切大切大切にににに実施致実施致実施致実施致しましたしましたしましたしました。。。。    音成玲子音成玲子音成玲子音成玲子さんさんさんさん、、、、

讃井美逵子讃井美逵子讃井美逵子讃井美逵子さんさんさんさん、、、、御協力御協力御協力御協力いただきいただきいただきいただき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。。。。    

        

７７７７月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））    久留米市久留米市久留米市久留米市フレンドフレンドフレンドフレンドりりりりーーーー音成音成音成音成さんさんさんさん宅宅宅宅にてにてにてにて参加人数参加人数参加人数参加人数１９１９１９１９名名名名    

さるさるさるさる人形作人形作人形作人形作りりりり水頭水頭水頭水頭さんさんさんさん指導指導指導指導のもとのもとのもとのもと会食会食会食会食をしをしをしをし皆皆皆皆さんさんさんさん熱心熱心熱心熱心にににに手作手作手作手作りりりり人形人形人形人形にににに

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ、、、、、、、、、、、、可愛可愛可愛可愛いさるいさるいさるいさる人形人形人形人形ができましたができましたができましたができました。。。。アンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダー

のおのおのおのお土産等土産等土産等土産等にいかがでしょうかにいかがでしょうかにいかがでしょうかにいかがでしょうか。。。。    

        

１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））早良区讃井早良区讃井早良区讃井早良区讃井さんさんさんさん宅宅宅宅にてにてにてにて参加人数参加人数参加人数参加人数２０２０２０２０名名名名    

音成龍二先生音成龍二先生音成龍二先生音成龍二先生[[[[音成音成音成音成クリニッククリニッククリニッククリニック」」」」医院長医院長医院長医院長ををををゲストゲストゲストゲストにににに医療医療医療医療とととと政治政治政治政治についてについてについてについて拝聴拝聴拝聴拝聴しましたしましたしましたしました。。。。会食会食会食会食をををを挟挟挟挟みみみみ

気軽気軽気軽気軽にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな医療医療医療医療にににに関関関関するおするおするおするお話話話話をしていただきとてをしていただきとてをしていただきとてをしていただきとてもももも参考参考参考参考になりましたになりましたになりましたになりました。。。。またまたまたまた今後今後今後今後のののの国内外国内外国内外国内外

のののの医療事情医療事情医療事情医療事情もももも知知知知るるるる事事事事ができができができができ有意義有意義有意義有意義なななな一日一日一日一日でしたでしたでしたでした。。。。    

講話講話講話講話のののの後後後後はははは台湾渡航台湾渡航台湾渡航台湾渡航のののの方方方方々々々々ののののワークショップワークショップワークショップワークショップにににに引引引引きききき継継継継がれましたがれましたがれましたがれました。。。。    

    

    

＜＜＜＜西日本西日本西日本西日本ブロックブロックブロックブロック会議会議会議会議＞＞＞＞    

    

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日、、、、愛媛愛媛愛媛愛媛クラブクラブクラブクラブにてにてにてにて西日本西日本西日本西日本ブロックブロックブロックブロック会議会議会議会議がががが開開開開かれましたかれましたかれましたかれました。。。。福岡福岡福岡福岡クラブクラブクラブクラブからはからはからはからは、、、、    

副会長副会長副会長副会長のののの帆足帆足帆足帆足さんがさんがさんがさんが奥様奥様奥様奥様をををを伴伴伴伴ってってってって参加参加参加参加されましたされましたされましたされました。。。。西日本西日本西日本西日本ののののクラブクラブクラブクラブそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが経験経験経験経験しているしているしているしている    

交流交流交流交流のののの際際際際のののの様様様様々々々々なななな問題問題問題問題をををを話話話話しししし合合合合いましたいましたいましたいました。。。。問題点問題点問題点問題点ははははＦＦＩＦＦＩＦＦＩＦＦＩなどなどなどなど関係機関関係機関関係機関関係機関にににに検討検討検討検討をををを依頼依頼依頼依頼していますしていますしていますしています。。。。    

    

おおおお知知知知らせがらせがらせがらせが二二二二つありますつありますつありますつあります。。。。                                                                                        

◎◎◎◎まずまずまずまず、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年にににに広島広島広島広島クラブクラブクラブクラブ主催主催主催主催でででで世界大会世界大会世界大会世界大会がががが開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。    原爆投下原爆投下原爆投下原爆投下というというというという広島広島広島広島のののの歴史歴史歴史歴史とととと    

現状現状現状現状をををを視察視察視察視察したしたしたしたＦＦＩＦＦＩＦＦＩＦＦＩのののの会長会長会長会長がががが感銘感銘感銘感銘をををを受受受受けけけけ広島広島広島広島でのでのでのでの開催開催開催開催をををを決定決定決定決定したようですしたようですしたようですしたようです。。。。    

主催主催主催主催はははは広島広島広島広島クラブクラブクラブクラブですがですがですがですが、、、、特特特特にににに西日本西日本西日本西日本クラブクラブクラブクラブにはにはにはにはサポートサポートサポートサポートがががが要請要請要請要請されることとなるでしょうされることとなるでしょうされることとなるでしょうされることとなるでしょう、、、、会員会員会員会員    

のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろ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。。。。    世界大会開催予定日世界大会開催予定日世界大会開催予定日世界大会開催予定日はははは、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日からからからから    

１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。                                                                                                

    

◎◎◎◎二二二二つつつつ目目目目はははは、、、、来年来年来年来年のののの西日本西日本西日本西日本ブロックブロックブロックブロック会議開催会議開催会議開催会議開催がががが福岡福岡福岡福岡クラブクラブクラブクラブとなったことですとなったことですとなったことですとなったことです。。。。６６６６年間他年間他年間他年間他クラブクラブクラブクラブのののの開開開開

催催催催でしでしでしでしたたたた。。。。これにこれにこれにこれに関関関関しましてもしましてもしましてもしましても会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろ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。。。。    開催時期開催時期開催時期開催時期はははは諸般諸般諸般諸般

のののの情勢情勢情勢情勢からからからから６６６６月月月月末末末末もしくはもしくはもしくはもしくは７７７７月初月初月初月初めめめめ辺辺辺辺りとなるりとなるりとなるりとなる予定予定予定予定ですですですです。。。。    

    



☆☆☆☆２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年４４４４月月月月ののののドイツドイツドイツドイツ・・・・バーレルバーレルバーレルバーレルとのとのとのとの受入受入受入受入交流交流交流交流、、、、６６６６月月月月ののののベルリンベルリンベルリンベルリンへのへのへのへの渡航交流渡航交流渡航交流渡航交流、、、、そしてそしてそしてそして秋秋秋秋にはにはにはには    

アメリカアメリカアメリカアメリカ・・・・オクラホマオクラホマオクラホマオクラホマとのとのとのとの受入受入受入受入交流交流交流交流がががが予定予定予定予定されていますされていますされていますされています。。。。今今今今一度交流一度交流一度交流一度交流のののの際際際際のののの心構心構心構心構えのえのえのえの確認確認確認確認でででですすすす。。。。    

ＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ    ｆｏｒｆｏｒｆｏｒｆｏｒ    ａａａａ    ＳｕｃｃｅｓｓｆｕｌＳｕｃｃｅｓｓｆｕｌＳｕｃｃｅｓｓｆｕｌＳｕｃｃｅｓｓｆｕｌ    ＦＦＦＦＦＦＦＦ    ＥｘｐｅＥｘｐｅＥｘｐｅＥｘｐｅriencerienceriencerience    

♡♡♡♡Remember that at all times, you represent your comRemember that at all times, you represent your comRemember that at all times, you represent your comRemember that at all times, you represent your community and country in the eyes of your new munity and country in the eyes of your new munity and country in the eyes of your new munity 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

しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。))))    

♡♡♡♡Feel free to ask quFeel free to ask quFeel free to ask quFeel free to ask questions and be willing to learn about a new culture.estions and be willing to learn about a new culture.estions and be willing to learn about a new culture.estions 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をもをもをも

ちちちち、、、、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ををを

かけていることにかけていることにかけていることにか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 new schedule and world view.Be willing to adapt to a new schedule and world view.Be willing to adapt to a new schedule and world view.Be willing to adapt to a 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世界世界世界観観観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 s questions s questions s questions 

intelligently. intelligently. intelligently. 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すよえられますよえられますよえられますよ。。。。))))    

♡♡♡♡Respect your new friendRespect your new friendRespect your new friendRespect your new friend’’’’s way of life s way of life s way of life s way of life though it may differ from your own.though it may differ from your own.though it may differ from your own.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: Walk around the block with your suitcases prior Ambassadors: Walk around the block with your suitcases prior Ambassadors: Walk around the block with your suitcases prior Ambassadors: Walk around the block with your suitcases prior to departure. Winded? Leave to departure. Winded? Leave to departure. Winded? Leave 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

息切息切息切息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, criticiPut aside condescension, criticiPut aside condescension, criticiPut aside condescension, criticism and prejudice.sm and prejudice.sm and prejudice.sm 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.    ((((交交交交流流流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なのですなのですなのです！！！！))))    

♡♡♡♡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たわせてもらったわせてもらったわせてもらっ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みをわみをわみをわ

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



    

＜＜＜＜FFI Photo Contest Winner !! >FFI Photo Contest Winner !! >FFI Photo Contest Winner !! >FFI Photo Contest Winner !! >    

    

糟屋糟屋糟屋糟屋・・・・飯塚飯塚飯塚飯塚ＧＧＧＧのののの焼本俊幸焼本俊幸焼本俊幸焼本俊幸さんがさんがさんがさんが、、、、FFIFFIFFIFFI 主催主催主催主催のののの交流写真交流写真交流写真交流写真コンテストコンテストコンテストコンテストにににに応募応募応募応募されされされされ、、、、見事見事見事見事

““““Second PlaceSecond PlaceSecond PlaceSecond Place””””ををををＧＥＴ！！ＧＥＴ！！ＧＥＴ！！ＧＥＴ！！    おめでとうごおめでとうごおめでとうごおめでとうございますざいますざいますざいます！！！！ ＮＺＮＺＮＺＮＺ・・・・タウポタウポタウポタウポとのとのとのとの交流交流交流交流のののの際際際際のののの一一一一こまこまこまこま 

でででで、、、、文化交流文化交流文化交流文化交流のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気がとてもよくがとてもよくがとてもよくがとてもよく伝伝伝伝わるわるわるわる光景光景光景光景をををを切切切切りりりり取取取取ったったったった写真写真写真写真ですですですです。。。。    

https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:21753.88https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:21753.88https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:21753.88https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:21753.88

63375510/rid:5fc27530e9779da17f13c92fefbdd9ba63375510/rid:5fc27530e9779da17f13c92fefbdd9ba63375510/rid:5fc27530e9779da17f13c92fefbdd9ba63375510/rid:5fc27530e9779da17f13c92fefbdd9ba    

    

＜＜＜＜総会総会総会総会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞    

    

２０１１２０１１２０１１２０１１年度年度年度年度 FFFFFFFF 福岡年次総会福岡年次総会福岡年次総会福岡年次総会をををを下記下記下記下記のののの予定予定予定予定でででで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。。。。    

    

日時日時日時日時    ：：：：    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日((((日日日日))))                １３１３１３１３時時時時３０３０３０３０分分分分    ～～～～    １６１６１６１６時時時時３０３０３０３０分分分分    

場所場所場所場所    ：：：：    国際交流会館国際交流会館国際交流会館国際交流会館    ４４４４ＦＦＦＦ    

終終終終了後了後了後了後    懇親会懇親会懇親会懇親会がありますがありますがありますがあります。。。。                        （（（（別途資料別途資料別途資料別途資料がありますがありますがありますがあります。）。）。）。）    

    

    

＜＜＜＜FFFFFFFF 福岡福岡福岡福岡２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの交流予定交流予定交流予定交流予定＞＞＞＞    

    

受受受受けけけけ入入入入れれれれ    ：：：：        ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日～～～～                    ドイツドイツドイツドイツ・・・・バーレルクラブバーレルクラブバーレルクラブバーレルクラブ    （（（（EDEDEDED 賀来賀来賀来賀来））））    

                                        ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１０１０１０１０月月月月 orororor１１１１１１１１月月月月            米国米国米国米国・・・・オクラホマオクラホマオクラホマオクラホマ    （（（（EDEDEDED 未定未定未定未定））））    

渡航交流渡航交流渡航交流渡航交流    ：：：：        ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日~~~~２２２２２２２２日日日日        ドイツドイツドイツドイツ・・・・ベルリンクラブベルリンクラブベルリンクラブベルリンクラブ    （（（（EDEDEDED 中村紀子中村紀子中村紀子中村紀子さんさんさんさん））））    

    

                                                                                        ((((別途募集別途募集別途募集別途募集のごのごのごのご案内案内案内案内がありますがありますがありますがあります。。。。))))    

    

    

～～～～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～～～～    

    

田中敬子田中敬子田中敬子田中敬子さんさんさんさん（（（（南南南南・・・・春日春日春日春日・・・・筑紫野筑紫野筑紫野筑紫野Ｇ）Ｇ）Ｇ）Ｇ）    

河野明美河野明美河野明美河野明美さんさんさんさん（（（（糟屋糟屋糟屋糟屋・・・・飯塚飯塚飯塚飯塚Ｇ）Ｇ）Ｇ）Ｇ）    唐澤祥子唐澤祥子唐澤祥子唐澤祥子さんさんさんさん（（（（早良早良早良早良・・・・西西西西・・・・城南城南城南城南Ｇ）Ｇ）Ｇ）Ｇ）    

浅田孝子浅田孝子浅田孝子浅田孝子さんさんさんさん（（（（早良早良早良早良・・・・西西西西・・・・城南城南城南城南Ｇ）Ｇ）Ｇ）Ｇ）    

    

入会希望入会希望入会希望入会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くださるくださるくださる方方方方、、、、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。。。。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致送付致送付致送付致しますしますしますします。。。。    

    

    



～～～～事務局事務局事務局事務局よりよりよりより～～～～    

    

＊＊＊＊会費会費会費会費についてについてについてについて＊＊＊＊    

    

    会費会費会費会費：：：：    ４４４４，，，，００００００００００００円円円円((((１１１１年間年間年間年間))))        家族会員会費家族会員会費家族会員会費家族会員会費：：：：    １１１１，，，，００００００００００００円円円円((((１１１１年間年間年間年間))))    

    

    新入会時新入会時新入会時新入会時のののの会費会費会費会費：：：：    ６６６６，，，，００００００００００００円円円円    （（（（会費会費会費会費４４４４，，，，００００００００００００円円円円＋＋＋＋入会費入会費入会費入会費２２２２，，，，００００００００００００円円円円））））    

                （（（（６６６６月以降月以降月以降月以降にににに入会入会入会入会されたされたされたされた場合場合場合場合はははは会費会費会費会費がががが半額半額半額半額となりとなりとなりとなり、、、、会費会費会費会費２２２２，，，，００００００００００００円円円円＋＋＋＋入会費入会費入会費入会費２２２２，，，，００００００００００００円円円円でででで    

                                                                                                                                                                        合計合計合計合計４４４４，，，，００００００００００００円円円円となりますとなりますとなりますとなります。）。）。）。）            

    

＊＊＊＊振込先振込先振込先振込先についてについてについてについて＊＊＊＊    

    

        ☆☆☆☆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    

    

    

年度初年度初年度初年度初めにめにめにめに振込用紙振込用紙振込用紙振込用紙がががが送付送付送付送付されますされますされますされます。。。。    早早早早めのめのめのめの振込振込振込振込みをみをみをみを、、、、どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろ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。。。。    

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

        

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年はははは渡航受入交流活動渡航受入交流活動渡航受入交流活動渡航受入交流活動のほかにのほかにのほかにのほかに西日本西日本西日本西日本ブロックブロックブロックブロック会議主催会議主催会議主催会議主催というというというという大大大大きなきなきなきな役目役目役目役目をををを担担担担いますいますいますいます。。。。    

どうかどうかどうかどうか、、、、皆様皆様皆様皆様のののの多大多大多大多大なごなごなごなご協力協力協力協力をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろ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。。。。    

    

役員会役員会役員会役員会よりよりよりより    ～～～～    We wish you all A Happy New Year !We wish you all A Happy New Year !We wish you all A Happy New Year !We wish you all A Happy New Year !    
    

    

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    82828282 人人人人（（（（正会員正会員正会員正会員６６６６7777 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 11111111 月現在月現在月現在月現在))))    

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/ 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


