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2012 年の激動の年が早くも終わろうとしています。尖閣列島・竹島問題等々報道を見るのもつらい日々が続きました

が、それでも月日は淡々と過ぎていきます。FF 福岡も諸行事を終え、来年度の始動に向けて動きつつあります。来年

はタウポ渡航・サラトフ受け入れがあります。2012 年を振り返るとともに 2013 年はきっと良い年になり事を願って

事務局便りをお届けします。 

イギリス・デボン渡航記  

    ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰ ＦＯＲＣＥ ＯＦ ＤＥＶＯN     

 

Ｖｉｓｉｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ  Ｆｏｒｃｅ ｃｌｕｂ ｏｆ Ｆｕｋｕｏｋａ，Ｊａｐａｎ 

Ｔｕｅｓｄａｙ ４ｔｈ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ２０１２ ｔｏ Ｔｕｅｓｄａｙ １１ｔｈ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ２０１２ 

 

9 月  4 日      Ａｒｒｉｖe Hｅａｔｈｒｏｗ    Ｈｏｓｔｓ ｔｏ ｍｅｅｔ ｍｉｎｉｂｕｓ at Moto Services ａｎｄ ｔａｋｅ ｈｏｍｅ  

9 月  5 日      ＤＥＶＯＮ Ｗｏｒｌｄ Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｓｉｔｅ ｖｉｓｉｔ、              Ｊｕｒａｓｓｉｃ Ｃｏａｓｔ ｃｒｕｉｓｅ．  

      Wａｌｋ to the Bath House for the Welcome Lunch   Exmouth Blue Plaque walk.  

 Thｅ ｏｌｄ ｈｏｍｅｓ ｏｆ ｌａｄｙ Ｎｅｌｓｏｎ， Laｄｙ Ｂｙｒｏｎ ａｎｄ Ａｄｍｉｒａｌ Ｓｉｒ Ｆａｒｆａｘ Moresby   

9 月  6 日      Loyal Albert Memorial Museum,   

Guidhall for rｅｃeption with the Ｍａyor         Tour of the ancient Guildhall 

9 月  7 日      Ｖｉｅｗｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔａｔｕｅ ｏｆ Ｓｉｒ Ｗａｌｔｅｒ.  

Ｄｒｉｖｅ ｔｏ Ｃｏｎｎａｕｇｈｔ Ｇａｒｄｅｎｓ ａｎｄ Ｊａｃｏｂｓ ｌａｄｄａｒ Ｓｉｄｍｏｕｔｈ 

                Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｅｖｅｎｉｎｇ ａｔ ｔｈｅ Ｓｔ Ｏｌａｖｅｓ Ｈｏｔｅｌ     Lｅａｒｎ ｓｉｍｐｌｅ Ｓｃｏｔｔｉｓｈ ｄａｎｃｉｎｇ     

 Ａｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｄｉｎｎｅｒ  

9 月  8 日       ＦＲＥE  

9 月  9 日      Ａｇａtha Christie Festival in Torbay.     Ｔｏｒｑｕａｙ ｆｏｒ ｌｕｎｃｈ Ｏ．Ａ．ａｎｄ ｔｏ ｅｎｊｏｙ ｔｈｅ Fｅｓｔｉｖａｌ    
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9 月 10 日      Ｒｉｖer and Ｃａｎａｌ Ｃｒｕｉｓｅ ｆｒｏｍ Ｅｘｍｏｕｔｈ ｔｏ Ｅｘｅｔｅｒ        

 Ｆａｒｅｗｅｌｌ Ｄｉｎｎｅｒ  

9 月 11 日      Leave  

 

DEVON 交流会計報告 

内 訳 入   金 出   金 詳    細 

交流費 ６３０，０００  ￥４５，０００×１４名    

FFI/FEE  １１３，７５８ ＄１００×１４名   １，４００×８１．２５６ 

FEE 追加分  ２８，３２６ ＄２５×１４名 ３５０×８０．９３２ 

DEVON バス代  ６９，６００ ヒースロー空港～DEVON バス代 ￡４８０×１４５ 

DEVON/FEE  ２８５，６００ ￡１５０×14名 ￡2100×１３６ 

法被代  ４，７２５ ￥３１５×１４名 

ED 手当  ４２，０００ ￥３，０００×１４名 

副 ED手当  １４，０００ ￥１，０００×１４名   

計 ６３０，０００ ５５８，００９ 630,000 - 558,009 = 71,991 = 5,412.2   渡航者に返金 

                                                               別途 航空運賃+空港税

等  

渡航参加者：賀来述子・杉山信子・中村紀子・中村孝・石井照男・石井禎子・瀬戸紀子・瀬戸則之・米倉史恵・笠村昭美・渡邊多佳子 

帆足博之・帆足美奈子・隈 幸子(14名) 

 

イギリスなのに良いお天気！            ＥＤ  賀来述子 

９月４日から１１日のイギリスのデヴォンの交流はお天気に恵まれ、一日だけのイギリスらしい雨も含めてそれ

は素晴らしいものでした。アンバサダーの皆さんの感想文からもそれが窺えると思います。ED の Keith をはじ

めデイホストもなくずっと私たちに付き添ってくださったデヴォンの皆様、ありがとうございました！！ 

デボン渡航              会長 中村紀子                                              

赤い服を着たらまさにサンタクロースにみえる私達のホストのマイクは、ニュー

キャッスル大学で社会学を 30年間教えて、16年前に早期退職、デボンへ帰郷し

たという。今は絵画、彫刻、詩などを時々教えているとか、家は彼の作品の絵や

彫刻で一杯、まるで小さな美術館であった。奥様のブレンダさんを 4年前に亡く

して以来一人住まいで、私達が朝食作りを手伝いガスコンロの使い方が上達する

と、また来て食事を一緒に作ってとのリクエストがあった。 

沢山の感動の一つは、ディナーに招待されたマイクの幼友達アレン宅が築 400年の古い蘆ぶき屋根の家で、大き

な梁や柱、壁に支えられた内部は素敵にアレンジされて、まるでおとぎの国に出てくるような家であった。また
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お茶を頂いた陶芸家の家も築 500年の歴史を持つ家で、部屋が一個ずつ一列に連なった縦長の家（long house）

で、大きな樫材で作られた床はくねり、段差のある家だったが、彼らはこの古い家を遺産として誇りにし、楽し

んで生活していた。日本でも 250年の歴史を持つ白川村の合掌造りの家など、ぜひ、次の世代に受け継いでいっ

てほしいものです。 

マイクの家はエクセター市から 40分くらい離れた 1000人ほどのニュートン・ポップルフォード村にある。この

界隈は、牛や羊などを守るため道路の両脇が高く、垣根になっている道路（hedge road）で、ここを車で 30か

ら 40マイルで通り過ると、今どこを走っているか分からない。突然丘の上から広い草原を見たかと思うと、ま

た坂を下りてその狭いヘッジロードを右へ左へと曲がりながら、まるで迷路を通っている感じであった。 

消費税は 20％、しかし医療費、教育費なども無料で、糖尿病の彼が朝夕自分でしているインシュリン注射や薬

代も無料とのこと、しかし他のヨーロッパの国と同様に移民問題は深刻な課題であるようでした。 

私にとって 5回目の FF渡航の旅でしたが、どこへ出かけても新しい出会いにワクワクし、デボンでも FFメンバ

ーの方々の優しい、素晴らしいおもてなしに感謝・感謝の一週間でした。私たちは市民大使であり、福岡のこと

や日本のことを紹介しながらも、訪問国の人々の生活や考え、国情などを沢山学ぶことがありました。「百聞は

一見にしかず」とはよく言ったもので、本で学ぶことと、現実に見て聞くとは大いに違うことを今回も改めて認

識した FFの旅でした。また、日本が大好きなマイクと福岡での再会を約束したデボンでの旅でもありました。  

EDの賀来さん、副 EDの杉山さん、本当にお疲れ様でした。今回のデボン渡航は天気に恵まれて何の事故もなく

帰国でき、皆様に感謝いたします。 

デボンホームステイにあたっての感想            石井照男 

私共夫婦にとっては、今回が初めての渡航ホームステイでしたが、EDの賀来

様はじめベテランの皆様にアドバイスを頂きながら実のある有意義なホーム

ステイが出来、お陰様で｢行って良かった｣との充実感を味わうことが出来ま

した。 

これまでの海外への渡航は、全てがガイド付きの旅行でしたので特に感ぜら

れました。 

ホームステイ先のアービンさんは、79歳の独り暮らしでしたが。友人のジェニーさん（Cornwallの FFメンバー

で日本 FFの経験もある女性）をむかえ、私共をお世話頂きました。 

アービンさんの現役時代はエンジニアーでかつ趣味もゴルフと言う小生とは似かよったところが根底にあり、お

互いに信頼関係を持っての交流が出来て良かったと思っています。 

アービンさん・ジェニーさんとの付き合いの中での第一印象は、英国人は日本人と性格的に似通ったところがあ

るような気がしました。（今年５月に我が家へ米国ニューヨーク州ロングアイランドからのご夫妻のステイ体験

を比較しての事かもしれませんが……。） 

我々夫婦に対する気配り、こまやかさ、温かい親切心 等々が共に生活するなかで自然に感ぜられました。 

ステイ先は、ロンドンから車で約３～４時間ほどのところにある EXMOUTH で人口が３５０００人ほどの英国運

河のそばにある閑静な町でした。ここでの山歩き、英国で初めてのゴルフ、キャラバンハウス、パブ体験、運河
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クルーズ、世界遺産見学 等々異国の家庭に入っての交流・体験はこれまで味わったことのない新鮮さを感じる

ことが出来ました。また、文化交流の場で、趣味の詩吟が思いがけなくも役立ち、アンコールまで飛び出し心に

残る経験をすることが出来ました。これらの体験を、更に広め、深めていくにもコミュニケーション能力、特に

英会話能力併せて気力・体力の重要性も痛感致しました。 

同行頂き御世話頂いた FF福岡の先輩諸氏に心から感謝と御礼を申し上げます。 

 ★超、めちゃ楽しかった交流★  米倉史恵 

帰国して一か月が過ぎやっと日常がもどってきた。ゆっくりお茶などしなが

ら、イギリスでの写真やパンフレットなど整理をしている。さて、杉山さん

と私のホストになる、バーバラとアランとの対面は、夜も更けた１０時過ぎ

エクセターにある駐車場の一角で始まった。私たちはそれからまたハーザリ

ーのステイ先まで、静まり返った街や真っ暗な牧草地の道を、車は猛スピー

ドで走り、１時間程で到着した。交流行事はほとんどエクセターを中心に行われたため、盛りだくさんの行事全

てに参加することは、離れたところにいる私たちには困難だった。そのため静かな田園風景を満喫することとな

った。毎朝畑で取れたてのラズベリーをふんだんに食べ、アランがハーザリーの街を案内するため私たちを連れ

出した時には、牧場沿いの道に、野イチゴやブラックベリーがあちこちにあり、口に含みながら歩いたものだっ

た。古い教会、可愛い雑貨店、郵便局などを巡り、所々にある萱葺きの屋根が苔むし，心なしか浪打静かにハー

ザリーをつつんでいた。ダルトモアー国立公園では、ヒースの花咲く原野に野生の馬やポニー、放牧の羊等近く

で見ることができ、コーンウオールでは、地平線の彼方まで緑また緑の丘陵地が続き、その向こうから上ってく

る雲に感嘆の声を上げたものだった。また、エクセターでの交流が遅く終わり、車で帰宅途中のこと、オーケー

ハンプトンをすぎようとするところで、急に霧が立ち込め乳白色の中にすっぽり入ってしまった。ヘッドライト

の明かりだけで進んでいると、時々くる対向車のライトがぼーっと見えたかと思うとすーっと消え幻想的でスリ

リングなドライブもあった。今思い起こすと、次々に浮かぶ光景は若いころ読んだ英文学作品の中に私が想像を

膨らませた景色そのものでした。 

ところで、その後回ったソールズベリーやロンドンはアクティブでハプニング続きでしたが、基本計画があった

ため臨機応変に対応でき４人で行動する心強さを感じたものです。不覚にも私が転んで額を打った以外は、”超、

めちゃ”楽しく帰国の長いフライトも余韻に浸るには足りないほどでした。 

終わりにバーバラとアランには、思ったことや感謝している気持をその場で伝えることが出来ればもっと会話が

楽しかったのではと、語学力アップを切実に感じたものです。また初めてホームステイを体験しこれは準備した

ら便利かなと思えるものなど小さなことに気が付いたことです。ホストには、言葉では言い表せないほど親切に

していただき感謝でいっぱいです。そして、それは私がホストする時のお手本になったのです。 

今回の交流のため、いろいろ心を砕かれた関係者の皆様有難う御座いました。 

Devon 雑記                       中村 孝               
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飛行機に乗ったら、持参のイギリス旅行案内本を読むつもりで

したが、面倒臭くなり、全く予備知識のないままに Devon に着

きました。9月初旬、到着時の Devon の気候は意に反して冷涼

で、残暑きびしい福岡とは大違いでした。ホストの Mike Stott

氏は大柄で、そのまま赤い服を着て、大きな袋を担げばサンタ

クロース（紀子の感想）の風貌でした。彼の生まれは 1939年，私と同じ歳、境遇も多少共通するところもあり、

興味深い滞在になりました。   

＊ヘッジ（生垣）気質 

Mike宅は Exeter市郊外の田舎（Newton Poppleford）にあり、いささか木々に埋もれた彼の家を出発し、毎日

会の行事に車で出かけました。車窓から見える景色を期待していたのですが、ああ！ヘッジロード（hedge road ）、

周りが見えません。車は道の両端をふさぐ木立を縫って走り，大きな木はトンネルをつくり道に覆いかぶさって

いました。Exeterなどの市街地は別でしょうが、田園部では道は勿論、田畑も家も生垣に囲まれているようで

した。そこで出会った Devonの住人達、築 500年とかの伝統的蘆ぶき屋根を持つ家に住む Devon焼き職人夫婦、

築 400年の家に住む Mike 氏の幼友達家族，それに Mike氏等々、何れも則を超えず、控え目で温かく、それで

いて個性がある。これは私のイギリス人に対する先入観、渋面、理屈っぽい、プライドがあり近付き難い等のメ

ージと違っていました。これは、この地方の比較的温暖な気候や環境からくるヘッジ気質、ヘッジ文化とでも言

えるのかもしれない。 

＊Devon、新しい発見 

Exmouthから遊覧船で世界遺産 Jurassic Coast を見て回りました。鉄分の多い赤い崖、圧巻である。この時、

やっと思い出した。古生代デボン紀はこの地 Devonの地層に由来する！！ 何故か懐かしい気分になりました。

また、後日訪れた Beer海岸から見た白い石灰石の崖、これまた数億年前の世界がありました。 

Exeter 大聖堂に向かう途中、ドレーク船長やウオーターローリー卿が利用したという食堂？があった。前者は

海賊船長として有名だったし、後者はエリザベス一世の寵臣で、新世界から持ち込んだ煙草を吹かしていたら、

主人が燃えていると勘違いした召使から水をかけられた話、歩く貴婦人（エリザベス一世？）が水溜りにさしか

かると、さっとマント脱ぎ、水溜りに被せ、跪いたあのダンディー男。私の高校時代の英語の教科書の話です。 

アガサ・クリスチー、ネルソン夫人、それに、アーネスト・サトーも Devon 所縁の人でした。Mike氏 がサトー

の墓に案内すると言い出すまで、この地 Devonとの関係など全く知りませんでした。Ottery Saint Maryの教会

墓地でやっと見つけた墓碑には Earnest Satowの名があり、日本で活躍したことも書いてありました。この時、

サトーは佐藤ではなく英名が Satow であることに初めて気がつきました。帰国後、あらためて、彼の著書数冊

を借り受け、今「一外交官が見た明治維新」を読み返しているところです。因みに、彼の息子久吉は London大

学や王立植物園で学んだ著名な植物学者であり、日本山岳会の設立にも関わったようです。 

Exeterの町はずれに昼食に出かけ、帰り際にこざっぱりした店々を見て回った。中に陶磁器専門店があり、一

段高いガラスケースの中に値段の張りそうな英国作家達の作品が入っていました。その中に備前焼のコーヒーカ

ップ？？ 近づいて作家名を見ると、Philip Leach, あのバーナード・リーチのお孫さんでした。工房は Devon 

北部の Hartlandにあるそうです。余談ですが、リーチは小鹿田が大層気に入り一週間位滞在したそうです。窯

元には、当時作られた「水差し」が今でもあります。 



FrendshipForce 

魚食には興味があり、滞在中は努めて魚料理を食べ、魚屋を覗きました。Exmouthの 船着き場で 4～5人の人達

が擬餌針で釣をしていた。釣果は 20ｃｍ程の小ぶりなサバ、持ち帰って食べるとのことでした。近傍の魚屋、

ここにも同じサイズのサバを売っていました。Beer 海岸では小さな漁船が数匹の 40～50ｃｍ位のエイを水揚げ

していました。この魚種達、後日なんと London, Harrodsの食品売り場で再びお目にかかりました。日本では小

アジは食べても、小サバは商品価値がない。後者は切り身でしたが、古くなるとアンモニア臭がするので、日本

のデパ地下ではお目に懸ったことがない。調理法の違いもあるのでしょうが、これも小さな発見でした。 

全く予備知識もなく、今回の訪問に参加したのですが、結構面白い発見がありました。帰国後、Googleの航空

写真で見ると、Devonは田園地帯、木立に縁どられた広大な畑地、その中に町や村の家々が点在していました。

私達が訪問した時は、草地の他は作物らしいものは見当らないし、放牧の牛や羊もまばらでした。この国の農業

はどうなっているのだろうと思ってしまいました。もし次に機会があれば、今度は英国中部の工業地帯に行って

見たいと思いました。 

其処にはきっと私が考える渋面の英国人がいるはずですから。 

 

  初めての Britain への旅                          

                  隈 幸子 

 

９月４日インチヨン経由にて旅の始まりです。残暑厳しい日本を離れ気分もわくわくでした。 

Ｈｅａｔｈｒｏｗ空港にホストのＣｒｉｓｔｉｎａさんがお出迎えに来ていただき初対面にもかかわらずとて

も身近な印象さえ感じました。家に到着なりジョークのはじまりです。ホストのＫｅｉｔｈ氏の挨拶は「あなた

のバックはなんて重いのかきっとお金とティアラそしてオ‐ブンを持って来たんですか｝で、すっかりリラック

スでのスタ―トとなりました。 

翌日からスケジュールがいっぱいでＪｕｒａｓｓｉｃ Ｃｏａｓｔのクル‐ズは少しばかりのお手揚げで疲れ

ました。 

２日目からは連日食事会そして見物やフリーの日があり賀来さんと列車で出かけ街の一部を堪能しました。道等

親切に教え下さりホットな気分になりました。又連日 Cristinaさんがお料理を作って下さり本当に心温まるお

もてなしに感銘しました。そして私も少しばかりのお返しができればと思い持参した茶道具でお茶を１服差し上

げました。 

私ははじめてのイギリスでしたがすべての事に感動し又ホストの方々の行動力に感服しました。９月１１日お別

れの日になりましたが又いつの日か再会出来ます事を祈りながらデボンを後にしました。EDさんはじめお世話

になった方々にお礼申し上げます。 

あこがれの国             瀬戸紀子  

イギリスは以前から一回は行ってみたい憧れの国の一つでした。願いが叶

ったのは、二人の方のキャンセルで，渡航を諦めていた私達夫婦に権利が
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巡って来た訳ですが意義のある交流を持てた事に大変満足できた一週間でした。 

ホストのご家族の環境は丁度カナダのオタワに似た静かで広い庭のあるお家で毎朝小鳥の鳴き声で目を覚まし

時々リスも姿を現し、夕方は海に沈む夕日を眺め食事が出来る大変心地良い場所にありました。デボンのあの環

境の良さはどう受け継いで来たのでしょう。あの自然の美しさは遠い昔から守られて来たのでしょう。 

ホストのご家族はテリーさん、ジーンさんそれに娘さんの三人家族で孫娘さんは、世界を旅をしていて私達がス

テイを始めた翌日、旅をともにしているボーイフレンドからパリでプロポーズされ喜びの電話がジーンさんに掛

かり急きょパリからボーイフレンドを紹介する為帰って来る事になって、一挙に七人が寝起きを共にする事態に

なり、寝室は足りるのかと思ったら、若者二人は翌朝キャンピングカーで寝ていた次第です。 

ステイ六日目の朝ジーンさんが急病で大変心配な事態になりフェアウェルパーティもご夫妻とも欠席されまし

た。でもデボンを発つ朝はイギリスの伝統的な朝食ですよとジーンさんの美味しい朝食を頂くことが出来少し安

堵しながらお別れしました。今回も大変意義のあった交流だと確信していますが、今回は以前とは少し違った感

覚を抱きました。私達が他のメンバーより遅れて渡航が決まった為個人的に決定をせざるを得なかった事が幾つ

かあったことです。渡航を希望していてもその間に色々の事情が起きてきます、それを克服してようやく希望の

渡航交流が叶います。健康状態や家庭の事情等も年齢が上がればより深刻になる事でしょう。複雑な気持ちが交

流以前に湧いてきた事は確かです。出遅れた私達をカバーして戴いた方たちにお礼を申します。 

Devon 交流の思い出           杉山信子                  

                

9 月 4日～11日の 1週間、私達 14名はイギリス

のデボンクラブとの交流を楽しみました。デボン

はイギリス南西部のコーンウォール半島の中部

に位置し、ダルトモアを筆頭に 3つの国立公園を有し、どこを見ても絵になる風光明媚なところでした。おも

な産業は酪農ですが、2001年に発祥した「口蹄疫」でかなりの打撃を受け、今でもその影響を引きずってい

る様子です。ヒースロー空港から車で 3時間半の道のり、私達を迎えてくれたのは今まで見たこともない美し

い夕焼けと夕闇に浮かぶ荘厳なストーンヘッジ・・・素晴らしい交流のはじまりです。                              

州都エクセターで私達はホストファミリーの出迎えを受けて各家庭へ。私と米倉さんはそれからまた１時間、

満天の星に導かれてバーバラとアランのお宅に。お宅はエクセターからダルトモア国立公園に沿って西に

50kmのハザリー。 築 400年の歴史ある建物を現代風にアレンジされてとても住み心地の良い快適なお宅で

した。庭には季節の野菜や果物が栽培され、それを使った料理でもてなしていただきました。珍しかったのは

「ランナービーンズ」と呼ばれる豆です。蒸していただきましたがとても美味しくて何度もお代りをして呆れ

られました。ハザリーはハザリーモアと呼ばれる丘稜地帯です。毎年 9月 15日にここハザリーはモーターバ

イクのスピード競技が行われ、この狭い道をバイクが猛スピードで走り抜けるのだそうです、きっとその影響

があるのだと思いましたが、自然豊かな牧歌的な道をどの車も時速 100km以上の猛スピードで走ります。私達

には到底マネの出来ないスピードですが、後日ユーチューブでその光景を見る事が出来納得しました。バーバ

ラとアランのお宅にお世話になった事をとてもうれしく思います。私達を心からもてなしてくれました。「以

前に行った日本でのもてなしのお返しをしている・・・」バーバラが教えてくれました。今回の交流で沢山の

事を学ぶ事が出来ました。この経験を次の交流に生かしたいと切に思った交流でした。 
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デボン渡航記                    渡邊多佳子                                         

イギリス、デボン、それは日本から遠く、ソウルで飛行機を乗り継ぎロ

ンドンまで１２時間以上。それからまた、バスで３時間半、ホストの家

に着いたのは夜遅く、丸一日かかった感じで、元気者の私も少々疲れ気

味でした。しかし、次の日からそこがどんなに美しい町で、近くにジェ

ラシックコースという地層が赤茶色の珍しい海岸、天井が素晴らしい歴

史ある教会、ダークムーアという小高い丘のナショナルパーク、海あり

山あり、また運河のある川ありで、鳥たちも種類が多く、自然がとても

素敵なところだと知ったのです。毎日お天気にも恵まれて、おまけに花

が美しい季節で、特にあじさい、ベコニア、野生のシクラメンそれはそれは綺麗でした。ホストのご夫婦は決

して若くはないのに快く私たちを受け入れて頂き、それにディホストもなく大変だったと思います。本当に心

から感謝しております。私もまだまだ頑張らねばと思います。将来私の孫が英会話の勉強をしたいと言ったと

き、私はデボン行きを薦めます。きっと！ 

パム と ジョン                    笠村昭美 

渡邉さんと一緒にステイさせて頂いたのは、八十才くらいと思われるご

夫婦のところでした。お疲れではないかしら、と心配するくらい密なス

ケジュールをこなしてくださいました。お二人はお互い助け合って生活

なさっておられました。ジョンはかってエクセターの市長をなさってい

ましたが、「仕事との両立は忙しかったけど、パムが助けてくれた」と

感謝。車の運転はドライバーがジョンで、パムはナビゲーター。パムの

誘導が無ければ、車は動かないのではないか、と思われるくらいでした。 

パムのすごく早口のおしゃべりをずっと静かに聞いているジョン。汚れた食器を洗うジョンに、私達がいくら「お

手伝いします」と言っても、「これは自分の仕事だから、」とやらせてくれませんでした。時には手をつないで

歩くお二人。デボンの美しい景色と共に忘れられないご夫婦でした。 

初めての渡航体験記（Ｄｅvon in England）            帆足美奈子 

今迄何度かの受入は体験していたが渡航は今回が初めてで、ましてや、ア

イキャンノットスピークイングリッシュの私は、主人だけが頼りの旅でし

た。往路飛行機で１３時間余り、ロンドン空港からホームステイ先までバ

スで３．５時間、そして翌日から観光船でのクルーズで乗り物酔い、すっ

かり体調を崩してしまい、EDのキースさん宅で、同じく乗り物酔いの隈

さんとで休養することになりました。隈さんが持参された、おかゆに梅干

し・インスタントみそ汁を御馳走になりやっと落ち着きました。これが初
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めての渡航体験の始まりでした！ 

私達のホストファミリーは Des さんと Loraine さん （私たちと同年代かな）、お庭とサンルームが併設され、

その手入れされたお庭にもその人柄がうかがえました。そしてとても細やかなお心遣いをいただきました。奥様

のロレインさんの実にテキパキとした家事のやり方、ホスト振りを見せて頂き、私も参考にしたい、、、と多く

のものを感じた次第です。毎日いろいろなところへ案内して下さいました。。。 

EXCETER 市役所訪問、市長と面会（初めての経験）、古代の教会見学、English garden, 

Agatha Christieの別荘等々イギリスの歴史と伝統が心に響いてくるような、時の流れを忘れてしまうような。。。

そんな気分を味わった毎日でした。行く先々で出会った人々に、派手ではないけれど古くから物事を大切にゆっ

たりとした心で生活しておられるようすがかんじられました。狭い道路での車の離合時の譲り合いにはお互いに

手を挙げごくあたりまえのように合図をしている様子が印象に残っています。 

私にとってこの一週間本当に素晴らしい幸せな時間でした。特にフリーデイの日は古城、Castle Drogo見学と、

併設する庭園散策しての帰り道で、小川の傍らのレストランに立ち寄り、森と小川とアーチ橋を眺めながらのラ

ンチタイムは、私の心の中にもゆったりとした時間が流れるような、とても幸せなひと時でした。 

最後に EDの賀来さん始めご一緒して下さいましたメンバーの皆様、大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。 

              天ケ瀬温泉親睦旅行          

    

9 月 29日と 30日 FF福岡創立以来始めて企画した一泊親善旅行は和気あいあいのうちに楽しくそして実りある

親睦を一層深めた旅行となりました。前日の天気予報では台風が接近！当日の天候が危ぶまれましたが誰も言わ

ないのに「雨天決行」。当日のキャンセルもなく当然のように時間通り集まって出発！さすが物事に動じない会

員の皆さん！  

天ケ瀬温泉行きは 会員の方からじっくり、ゆっくり皆さんとお話したいと要望が

あり実現した初めての企画でした。補助席を入れて 28名迄 OKでしたが結局 17名の

参加で出発しました。天ケ瀬温泉ホテルから博多駅までの往復無料送迎バス付きで

1 泊 2食付き 12,000円という超お得な旅でしたが、とてもいいお湯で食事もおいしく、お天気も台風接近中の

ため暑くも寒くもなくしのぎやすい２日間でした。  

行く途中「高塚地蔵」にお参り、温泉に着くとまず一風呂、それから食事と親睦会、デボン渡航の皆さんも多く

参加され 自己紹介の後 デボン渡航の感想 その後児玉和美さんの指導のもと FF福岡の定番になりそうな

「ぼんちかわいや」の練習、その後 各部屋に移動 世界大会で広島記念堂の「貞子の像」に収める千羽鶴の作

成。一心不乱に鶴を折って下さったので短い時間でたくさんの鶴を折ることが出来ました。みんなで腰(!)をの

ばして、又一風呂！立ちのぼる湯けむりを見ながらうとうとと夢の中。 
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翌日は隈幸子さんの故郷で幼馴染の経営される果樹園「やまんどん」で梨の試食。そしてめずらしい「梨カレー」

で昼食。その後「道の駅」に寄って博多駅に直行の予定がた～くさんのカカシとヒガン花の群生地の見学、「葡

萄の樹」で焼き立てのアップルパイ、「はとまめや」で「豆」やら「みたらし団子」をつまみ、道の駅では夕食

の買い物、予定外のストップが多かったにもかかわらず時間通り最終地点の博多駅に到着。お疲れ様でした！ 

こんな「はやわざ」さすが「さばけた」FFの面々。ほ～んとに密度の濃い、2日間でした。又企画して！と一声

に役員一同気をよくし、次の旅行をどこにしようかと思案しながら家路に着きました。 

参加者：中村紀子・帆足博之・中村佳代・笠村昭美・渡邊多佳子・賀来述子・児玉和美・宗廣初子・山下峰子・石井照男・石井禎子 

鹿島精利・田中敬子・米倉史恵・杉山信子・厚東幸子・隈 幸子（以上 17 名） 

 

 

Hiroshima for Peace and Friendship     

Friendshiｐ Force 35th World Conference  

Oct. 31-Nov. 2, 2012 Hiroshima, JAPAN 

 

平成 24年 10月 30日から 11月 3日まで広島で FFI主催による世界大会が開催されました。秋晴れの中、20カ

国から 370名余りの参加者、そして日本からもガラパーテイのみの参加者を入れると 250名余りの方が参加され、

平和を願う私たちにとっては大変ぴったり場所で、森川会長をはじめとする広島クラブの会員さん全員の全面的

なご協力本当にお疲れさまでした。(支援委員会より)

国際平和 NGO 広島で初の大会 22 カ国・地域から参加 

国際交流を通じて世界平和を目指す非政府組織（NGO）「フレンドシップ・フォース」（本部・米国アトランタ市）の世界大

会が 31日、広島市中央区の広島国際会議場で開幕した。22カ国・地域の約 370人が参加し、2日まで日本文化や広島

の歴史を学ぶ。初日は茶道や書道、折り紙などのワークショップが人気を集めた。着物の着付けを体験したサリー・コイル

さん（シカゴ市）「着物を着ると、日本の女性の心を感じる」と話していた。大会では期間中、約 30のプログラムがある。1日

はヒロシマデ―とし、参加者は被爆資料館（中区）を見学したり、被爆者から体験を聞いたりする。フレンドシップ・フォース

は 1977 年に設立し、会員数は 60カ国・地域の約１万 8 千人。世界大会の日本主催は新潟市（92 年）に続き 2度目（平

成 24 年 11 月 1 日（木）中國新聞掲載） 

Revised Workshop Plan 

10 月 30 日   レジストレーション カクテルパーテイ(各クラブ会長)     

10 月 31 日   国際会議場  開会式   全体会とワークショップ 

11 日 １日   国際会議場  全体会   ワークショップ      

平和公園の見学   元安川で燈籠

流し 

11 月 2 日   ANA クラウンプラザホテル 閉会式 オプショナルツアー   

   ガラパーテイ  
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11 月 3 日   オプショナルツアー  

11 月 4 日   ホームステイの開始（4 泊 5 日） 

※ 大会参加費 \27,000（交通宿泊費は含みません）       

ＦＦＩよりお知らせ 

世界大会では、毎年各受賞者が表彰されます。以下の方々です。ウエイン・スミスメダルは愛知名誉顧問に続いて 

新潟クラブの伊藤文吉さんが二人目です。 森川広島クラブ会長 特別賞 おめでとうございます。 

 

Club of the Year (2)               FF Taupo  (New Zealand) Colin Ridge accepted by club 

president 

FF Louisville (USA)                Toko Yomura who played a role in starting the Club 

Volunteer of the Year(2)          Ramona McGee FF Sarasota (USA-formar US field rep) 

Larry Kurtz FF Greater Hamilton and Burlington (Canada-former club president) 

Roadrunner／ the largest number of delegates that come from the furthest away 

FF Manitoba (Canada) 

Friendliest Award Male             Heriberto Morales FF Heredia 

Friendliest Award Female          Yoshiko Koizumi FF Sapporo  

Special Award as Conference Host   James  Morikawa  FF Hiroshima Club President 

Wayne Smith Medal                Bunkichi  Ito  FF Niigata President 

 

 

世界大会に参加して   

 「広島ゆえの意味深い、素晴らしい大会」    

                        

河

東

佑

子 

広島での世界大会を楽しみにしていました。あの悲惨

な体験を克服したような美しい町並み、広い通りに緑

も豊か、ホテルから国際会館まで行き来するのが楽し

く、途中たくさんの記念碑に、やはり広島だなと身の

引きしまる思いをしながらも軽やかに歩きました。10

月 31日、開会式では、ジョ―ジ・ブラウン氏と、広

島県副知事の強く平和を願う歓迎の挨拶がありまし

た。 

そこでカナダの古い友人に会え、１０年ぶりの再会に

抱き合って喜びました。昼食の間に、家族の写真を見

せあい、写真を撮りあいました。そこで同じマニトバ

のジーンを紹介してもらいました。彼女の話し方は、

ゆっくりで明快だったので、午後は、彼女のワークシ

ョップに参加しました。通訳機が付きませんので、前

列に座って、耳を澄ましましたが、聞き損いがあった

かもしれません。でも発音の良さ、スピード、そして

理路整然としたプレゼンによく理解できたと思って

います。テーマは、地元のメディアに、ＦＦの理念と

活動を理解してもらう実践方法でした。地域のすべて

のメディアにメールを送ることから始めたそうです。

努力の甲斐あって、だんだん浸透し、新聞にも大きく
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報道され、テレビでは、モーニングショーや、アフタ

ヌーンショーにも出演し、一時は、朝から晩まで電話

がひっきりなしに掛かってくる状態だったそうです。

「やるな」と感心しました。 

もう一つ「ホストを楽しみましょう」というワークシ

ョップが印象的でした。伝統食を作ったり、食べたり

や、トレッキング、川下りなど、ちょっと勇気の要る

行事。真冬のカナダに招き、暑い国のゲストに雪の遊

びを体験してもらったり、びっくりでした。奈良クラ

ブの報告は羨ましく感じました。アンバサダーの滞在

中、真ん中に、京都旅行を入れるとのことでした。デ

イホストがアンバサダーを案内し、ホストはその間ち

ょっと休憩。 

１１月１日広島の会長の森川さんの［ご自分の原爆体

験］のお話がありました。スクリーンに写真を写しな

がらの説明に、原爆の悲惨さを感じ、平和への思いを

改めて決意させられました。最後の［少女のドレス］

のスライドは、胸に迫るものがあり、１２歳の孫の姿

が彷彿とし、涙が溢れました。 

夕方、平和記念会館と平和公園を巡り、心寒く感じた

のは、急に冷え込んだ夕風の冷たさの所為だけではな

かったかも。 

２日には、原爆の詩の朗読を聞き、涙が溢れて困りま

した。安芸ノ島を訪ね、海中の朱の鳥居に感動し、紅

葉谷の美しい景色に心安らぎ、美味しい紅葉まんじゅ

うとアナゴ入りの蒲鉾を土産に、ホテルに戻りました。 

夜のガラパーティでは、久し振りで会った友人や、新

しくできた友達と食事を楽しみ、ダンスで賑う会場を

後に名残を惜しみながら、新幹線に乗り込みました。

楽しい３日間をありがとう

広島世界大会参加雑感        

            池田和則                           

これまで，私は，ブダペストでの世界大会や，オース

トラリア，ソウルでのアジアパシフィック大会などに

参加してきましたが，今回の広島における世界大会ほ

ど，テーマのしっかりした，また，そのテーマがきち

んと参加者の方々に伝わった大会はなかったと思い

ます。 これは，広島クラブの森川会長をはじめとす

る広島クラブの皆様の，被爆の実相を世界に伝え核の

ない世界を作りあげたいという思いが実を結んだ結

果だと思います。広島大会は，今後の世界大会の在り

方に一石を投じたといえるでしょう。すなわち，世界

大会と名のつく以上，世界平和に向けたきちっとした

テーマを持った大会とするということです。 

私は，大会期間中，広報活動をどうすべきかの分科会

に出ました。カナダのあるクラブが，冬，零下３０度

まで気温が下がり，多くの人々がフロリダなど暖かい

地方に避寒するところで，その冬の期間中，インドネ

シアからのアンバサダーを受け入れ，大成功の交換が

できたという経験談でした。特筆されるは，会長の報

道機関に対する広報活動で，連日，テレビ，新聞に報

道され，交換後，会員申込みが殺到したという後日談

でした。私は，１１月３日にブータン映画，思いを運

ぶ手紙の上映会をいたしました。定員を超える方々が

会場に来られ，うれしい悲鳴を上げました。その

成功は，西日本新聞を始め，マスコミに大きく

取り上げられたことによるものでした。福岡ク

ラブも，交流をマスコミに取り上げてもらうなどの努

力をすれば，会員増加につながるのではないかと思い

ました。 

その他の感想 
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①  参加してとてもよかった。参加してみなければわからないことがある。 

②  FFの仲間と交流出来てよかった。旧友にも会う事が出来た。 

③  今回は平和を祈念するという大きな理念がありとても有意義な大会だった。 

④  夕食を一緒に食べる機会が少なかったので FEEをもう少し上げてもいいので夕食も一緒にしたほうがよい。 

⑤  福岡クラブから 12名もの参加があったし、各ワークショップのお手伝いもできたので役に立ったと思う。 

Post Conference Homestay  
アメリカ・ニュージャー州から 7名、ハワイから 2名、ブラジルから 1名 計 10名のアンバサダーが世界大会

終了後福岡入り 秋晴れの中、ホスト・デイホスト・会員の皆様との 4泊 5日の交流を楽しみました。短い間で

したが皆様のあたたかいおもてなしにアンバサダーの方々も素晴らしい交流だったと感謝されました。ロングア

イランド交流の後、ニュージャージーに来ませんかとうれしいお誘いがありました。交流がかなうとうれしいで

すね。

受け入れホスト：児玉和美・上田八重子・渡辺多佳子・水頭八洲子・米倉史恵・賀来述子・讃井美逹子 

                 ニュージャージーＥＤ Ｓｕｅ Ｈｏｋｅより メッセージ     

Thank you and your club so much for hosting our group after FFI Conference. 

We had a wonderful time and enjoyed our hosts, the wonderful food and the great views.  

It was fun wearing the kimonos. Everyone we met was so gracious and hospitable. 

I hope you know that you are always welcome to visit us at any time. 

 In Friendship,  

Sue Hoke 

 

Fay さんをホストして    米倉史恵                       

11 月 4日博多駅から始まった Fayさんとの出会いは、8日の早朝

福岡空港での見送りで終わった。毎日 CNNなど海外ニュースを見

たいと希望し、大統領選挙、世界の動き、ドルレートや株価など

をチェックしていた彼女は、6月まで世界主要都市 14か所に展開

する弁護士集団に秘書として働いていた方でした。それでキャリ

アウーマンとしての片鱗をうかがわせる場面もありましたが、10人いた兄弟の写真や姪，甥、従兄弟たちなど

の写真を持ってきていて、25年間未亡人としての生活を埋めるに十分な家族を大切にする姿がありました。 
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彼女はジャマイカ出身です。1963年に合衆國にわたった年は、J・ケネディが暗殺された年で重大事件がと重な

り決して忘れられない年になったそうです。それで、私の夫がジャマイカ発の音楽であるレゲエ、サルサ、、マ

ンボなどラテン音楽をかけると、体でリズムをとり 歌を口ずさみました。小さいころから体のしみついている

音楽には、体が自然に反応するのでしょう。リラックスして過ごしてもらいたいと思ったものです。 

又、コーヒーのナンバーワンと言われているブルーマウンテインは、なぜか合衆国では売られていないそうです。

デパートで見つけてお土産として買っていました。このコーヒーもジャマイカ産です。私も奮発して 100%ブル

ーマウンテインを購入して家で挽きました。香りと円やかな味は絶妙なハーモニーで、彼女は私を見て、日本で

覚えたての「いいねー！いいねー！」を連発していました。 

今後は冬がとても寒いニュージャージーの家を処分して暖かいフロリダへの移住計画を持っていましたが、そこ

では教会を通じてホームレスへのスープキッチンのボランテイアをしたいというアメリカ魂も持ち合わせてい

ました。 

中高年の方との交流は住む場所の違いはあっても、その方の生きている時代や生き方など共感できるものが多く、

とても興味深いものがあります。そして彼女には、女性として独立して生活し、自から決定できる力強さがあり

ました。彼女とは短い期間でしたが一緒に暮らし、私の世界が又一つ広がりました。お手伝い下さった皆様あり

がとうございました。 

 Ana Caetano from Rio de Janeiro  賀来述子 

日本に来るのに 8年かかったという Anaは、好奇心と独立心が旺盛なとても旅慣れた人

でした。大濠の NHK,（お孫さんの為にキャラクターグッズを購入。 近所の中規模モー

ル（スーパーの出店の「いもけんぴ」を味見して購入） 大宰府（七五三で着物姿の子

供と交流、菊、そして相撲取りと記念撮影） 福岡タワー(穴の中から顔出し記念撮影) 

着物体験（素敵な帯の形にうっとり） オープンバス（寒くなくてよかった！）串カツ

レストラン(おいしいを連発) 野口さん宅の日本情緒あふれたディナーパーティ（素晴らしいお料理と濁り酒を

堪能）そして夜景最高フェアウェルパーティ。4日間という短い交流でしたが、中身の濃い交流が出来たと思い

ます。地球の反対側から来た Anaは言います、「本が書けるような人生よ！」と。そのほんの一端を知って、私

自身の人生の不思議も感じました。これも FFの大きなメリットの一つです。Not a place but people. 

私の興味は人にあります。今回の“ひと”は、ホストしていた 4日間、何のストレスも感じることなく自然に接

することが出来た稀有な人でした。体力をつけなくっちゃ！ ブラジルは遠くて近くなりました。お世話下さっ

た皆様、いろいろとご苦労がおありでしたでしょう。お蔭様で素敵な交流を体験できました。本当にありがとう

ございました。 

ジャマイカンとアフリカンアメリカンの素敵なアンバッサダーとの交流         上田八重子 
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１1月４日から８日まで、バージニア州のアーリンさん（７２歳）とデラウ

ェア州のグレンさん（６６歳）のホストをしました。アーリンさんはジャマ

イカからアメリカに移住し、４０年間ニューヨークに住み、現在は雪から逃

れるためバージニアに移り住んでいらっしゃる背筋のピンとしたボーイッ

シュで几帳面な方で、一方のグレンさんは旅行と人間が好きな元ハイスクー

ルの数学の教師で、誰にでも話しかける楽しい方で料理や掃除はご主人任せ

の陽気なアフリカンアメリカン、身体も声も迫力のある愉快なご婦人でした。 

博多駅でお会いした途端、もう何年も前から知り合いのようなハグをして私達の楽しい交流は始まりました。お

二人とも、大の旅行好きで、初めての経験や新しい人と出会うことが旅行で一番やりたいことだとお聞きし、い

くつかオプションを提案しました。 

Ⅰ日目は今年４月にオープンした宗像海の道資料館と、菊花展開催中の宗像大社に案内しました。京都や広島で

の菊花展は蕾だったそうで、グッドタイミングの菊を見てとても喜んでいました。夕方は近くの教会で行われる

英語礼拝に参加した後、牧師さんの家族と夕食をとりました。 

２日目はウエルカムランチと着物の文化体験にお連れしました。その後、櫛田神社と博多町屋を案内しました。 

3日目は田主丸の保育園を見学して、とても楽しみにしていた柿狩りをしました。アメリカでは輸入ものしかな

く，高価だがあまり新鮮ではなく、期間も短いとのことで、つい取りすぎて予算オーバーだったかも。家に帰っ

ても、皮に栄養があり便秘に効くということで皮ごと何個も食べていました。浮羽の道の駅ではレストランの昼

食に出たレンコンや銀杏の原形を見て喜んでいました。 

4日目は近くの藤島部屋の相撲朝稽古を見に行きました。力士たちの激しい練習と苦しそうな荒い息遣いや、裸

に近い大きな体を見て少しショックのようでした。 朝食後、ご近所の草月流の先生のお宅に我が家の庭から採

った花材と、前日の柿をお土産に持って伺い、生け花体験をしました。先生が８５歳の一人住まいのご婦人で、

健康維持に関心が高い二人は健康の秘訣を熱心に聞いていました。先生も素晴らしい交流経験ができたことをと

ても喜ばれました。午後からは友人の中高齢者の英語教室にお連れし自己紹介したり、英語の歌を歌ったりして

楽しみました。３時過ぎから明日の帰りの準備とフェアウェルパーティの準備をして、油山の森のレストランに

行きました。我が家からは少し遠かったですが、夜景がきれいで料理もとても美味しかったです。 

5日目は朝 5時起きで６時 15分に家を出てジェットスターの搭乗口まで送ってお別れをしました。 

対照的なお二人でしたが、ステイの心得をきちんとわきまえた方々で、気持ちよく、楽しく交流ができました。

また新たな、いい思い出のページができたことを、お世話してくださった方々皆様に感謝します。 

ニュージャージーのご夫妻を受け入れて  児玉和美                       

Sue and Larre Hoke 奥様は体格も良く何事にも積極的で良く食べ良くお話も

される方。御主人は、妻が良くしゃべるから僕はその分黙っているのだと言っ

たそうですが、本当に無口で、食事も決まったものにしかあまり関心がないと

いう正反対の方でした。 

真最中の大統領選挙ではオバマ支持。我が家でもいつも選挙の行方を気にして

ニュースを見ていました。なるべく寛いで頂いて、出来るだけフクオカに来て
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よかったと思ってもらいたいと、そればかりを考えていましたが、つくづく感じたのは 1人ではどんなに頑張っ

ても限界があるということ。終始サポートして下さった中村佳代さん、焼本さん、我が家でのささやかな夕食会

に参加協力して下さった皆様のおかげで、本当に良い時間が持てたし、皆様のおかげで想像していた以上に楽し

い交流ができました。 

空港でお別れのとき、今度ニュージャージーにいらっしゃいと Sueが言ってくれたので、また家にもゆっくり来

てくださいねと言ったら、「あの、住所聞いてないけど」。4泊 5 日滞在していたのにうっかりしていました。

大笑いしました。楽しかったです。サポートしてくださった皆様、本当にありがとうございました。 

ハワイからの親子                   渡邊多佳子                       

私のゲストはハワイからの親子でした。お母さんのロビーは４年前のハワイ渡航でのホストで、私が彼女のこと

を知っていたので今回福岡でのホストとして私を氏名されたのでしょう。彼女は膝を痛めて手術をし、膝を曲げ

にくいので和室ではなくベットにしてほしいと聞いていました。それに小麦粉アレルギーでお米・お茶がダメで

す。娘のキャシィも胃の手術をして食が細く、アンパン・おにぎり・アイスコーヒー・リポビタンＤをいつも持

ち歩いていて今回親子ともども食べ物にとても気をつけていてディホストの中川さん、笠村さん、デイナーホス

トの喜多さん、野口さんにも大変気を使わせてしまい本当に申し訳なかったです。 

帰る日の昼食に彼らに何を食べたいかと聞くと「すき焼き」というので和食レストランに連れて行きました。二

人はすき焼き定食をぺロリと食べたのにはびっくり！ちなみにご飯は五穀米でした。 

     

2 月３日       定期総会（福岡学生交流会館                 懇親会 於：御膳屋      

３月１日       ワールドﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟデイ                     

４月９日~１６日（出発は８日） タウポ・ニュージーランド渡航            ED   音成玲子 

５月              サラトブ・ロシア受け入れ              ED  杉山信子 

10 月 19 日~20 日  西日本会議・日本大会  鳥取クラブ主催 

秋          懇親会（計画中） 

１１月２２日~２５日  世界大会  ニューオーリンズ・アメリカ 

       

 

2013 年度会費 納入のお願い 

振り込み先 郵便局 口座番号 ０１７６０－３－５３０２０ ザ・フレンドシップフォース・オブ・福岡 

入会金:2,000 円 年会費:4,000 円 家族会員：1,000 円 2013 年 1 月末日までに納入をお願い致します。 

 

フレンドシップフォース 福岡  

会 長    中村紀子  福岡市城南区七隈 1-9-45 電話＆FAX：092-843-8264  jambo-tn@bun.bbiq.jp 

mailto:jambo-tn@bun.bbiq.jp
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事務局    厚東幸子  福岡市東区下原 3-8-6 電話：092-661-3811,663-7113  sallykoto@gmail.com 

ユーチューブ       http://youtu.be/MpsmｋKUAO×RQ 

ホームページ 賀来述子  http://29.pro.tok2.com/~fffukuoka/ 

編集後記 

もうご覧になった方もいらっしゃると思いますが FF 福岡のホームページが出来ています。とてもよくできています。

是非ご覧ください。事務局便りも PC で見られるからいいのではとご意見もあると思いますが、紙の味があった方がい

いというご意見も多々あります。しばらくはしっかりコピーして会員の皆様にお届けしたいと思います。 
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