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梅雨の季節の事務局便り、今回は 2013 年 4 月 8 日から 14 日のタウポクラブへの渡航交

流の特集です。2012 年に FFI に世界一のクラブとして表彰されたタウポクラブの素晴ら

しさを渡航交流メンバーの感想文から感じられることでしょう。また、朝倉探訪レポート、

新入会員の紹介、シドニー受け入れ情報などの記事が続きますので、最後までお読みくだ

さい! 福岡クラブの様々な活動を通じて生まれた親睦の深まりを、更なる拡がりにつなげ

ていきましょう。 

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

初めての渡航と ED 体験                  タウポ交流 ED 音成 玲子 

フレンドシップフォース・オブ・福岡に在籍して約１０年、数々の受け入れ交流(ホストフ
ァミリーなど) や執行部役員はさせていただきましたが、渡航だけは経験がありませんでした。
あと５年間は無理かなあと思っていたところ、中村会長からニュージーランド渡航のＥＤ
( Exchange Director) 依頼のお話がありました。３年前
に福岡クラブで受け入れ Taupo Club との交流です。 

Taupo の ED は我が家で受け入れた Blair さんと伺い、
もう気持ちは NZ に飛んでいきました。NZ に行けば８
年前に受け入れた Hamilton Club の Sue にも会いたい
し、５年前に AFS 高校留学で受け入れた Caren にも会
いたい！ すでに心は NZ、そして頭に浮かぶのは愛す
る３人とその家族に会って喜んでいる私の姿でした。で
も個人的な楽しみの前に ED の役目をしっかり果たさ

なければなりません。参加者(Ambassadors)の皆さん一
人一人が素晴らしい体験をされ、また両クラブにとって
も思いで深い交流になるようにと、私は副 ED の米倉さんと相談しながら３か月間の準備を
楽しくさせていただきました。 

 ４月９日一行は無事に NZ 到着。それからの一週間は、聞きしに勝る Taupo Club のホスピ
タリティーの連続、ED の Blair さんやホストの皆様はじめメンバーの皆さんが、素晴らしい

文化体験＆交流プログラムを用意して下さり、そこここに熱意と愛情に裏付けされたサポー
ト体制が垣間見えました。 
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６日間で NZ の自然、文化、教育、行政、歴史、産業、芸術、スポーツ、レジャー等を全部

体験させていただいた感がありました。そして、過密スケジュールなのに時間や気持ちにゆ
とりを感じ、プログラムは私たち大使に主体性を持たせ、ホストは常に脇役でサポートに徹
し、いつの間にか NZ 文化の中に引き込まれているという、まさに五感をいっぱい使った劇

場型交流でした。きっと疲れていらっしゃっただろうに、笑顔を絶やさず最後まで気持ちよ
く送り出してくださった姿を思い出すにつけ、Taupo Club は「友好の使命感」で常に交流に
真っ向から取り組む素晴らしいクラブであると感服したのは私だけでしょうか。 

池田顧問がよく言われている「FF 交流は ED が一番得をする」ということをまさに体得で
きた、私にとって初めてで最高の渡航経験でした。福岡クラブの大使の皆さん、最後まで温
かく支えていただき本当に有難うございました。きっと至らない点が多々あったのでしょう
が、大過なく気持ちよく帰国できたのも皆様のお蔭と心から感謝いたします。 

そして、交流後のプライベート旅行では、初期の私の期待通りに Sue family や Caren にも

再会し、交流がさらに深まっていく喜びが倍増した思いで深い渡航となりました。 

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

再会                             水頭 八州子 

待ち合わせのタウポミュージアムに着くと、見覚えのある方がなんにんかいらっしゃって
ほっとする。新会員の笹山さんと私のホストは、３年前に我が家のアンバサダーだった明る
くて元気なアリーナさんとご主人のロスさんです。お家はタウポ湖のそばで、居間のバック
はもちろんタウポ湖。嬉しくて、ほとんど毎朝１時間程度の散歩をしましたが、毎朝違った
景色が新鮮でした。初日のウェルカムディナーには三女シャーロットさんと彼エリックさん
が一緒で、シャーロットさんは日本語が少し話せ、エリックさんのおばさんは日本人という
ことで私たちを和ませてくれました。 

数日後には、近くに住む長女マリアさんと一緒にカレーライスを作ったり折り紙を折った
り。彼女はマッサージの仕事をしているというので、私達にも施してくれました。ご家族の
思いやり、優しさをたくさん感じ取ることが出来た今回のステイ。毎日家に戻るとアリーナ
さんは私たちに「Are you happy?」「You are happy I am happy」と、お互いの幸せ確認を
していました。私もこの言葉を次回から使わせていただこうと思います。 

 

その後ハミルトンのウイルマさんとご主人バンティーさん宅にステイしました。８年前の

我が家のアンバサダーはウイルマさん（ハミルトン）と仲良しのジューンさん（オークラン
ド）でした。お宅に着くと迎えてくれたのは、バンティーさんだけではなくジューンさんと
ご主人キースさんの３人でした。ステイも一緒。オークランドに移る時にはジューンさんご
夫妻が「帰り道だから送っていくよ」実は一番気になる人がオークランドに居たのですが、
お年だし会うのは無理だろうからとお土産をジューンさんから渡して頂く事にしていたので
すが、オークランドでのランチの時、今からそちらに八州子を連れて行くからと電話を入れ
てくれました。その人はドロシー。９年と少し前、夫と初めて参加した FF 渡航でのホスト。

ご主人のエドガーは３、４年前に亡くなられていたので気になっていました。感動の再会に
なりました。ジューンさんご夫妻、合わせてくださって有難うございました。 

ニュージーランドには人の縁を強く感じました。感謝！ 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

初の渡航 タウポへ                      中尾 富士子 

  今回が初めての FF海外渡航への参加でした。
渡航先のタウポ市は北島の中央に位置し、琵琶
湖よりも大きな湖や、山々を湛えた自然いっぱ
いの街で日本とは四季が反対なので、ちょうど
木々が色づく秋を迎えていました。タウポ市長
を表敬訪問したり、学校に招かれて交流をし
たりと、普通の旅行では味わえない様々なア
クティビティーで毎日楽しく過ごしました。 

私のステイ先は学校の先生をしていたと
いうバルさんの、湖が一望できるとても素敵
なお宅でした。つたない私の英語（情けない
くらい意思が伝わらず勉強不足を反省・・）
でのコミュニーケーションでしたが、素敵な
インテリアや絵画、家からの眺望、こだわり
の庭などから醸し出される彼女の考え方や生
き方は、前向きでありながら流れに逆らわず
すべてに感謝するというもので、私の価値観
に影響をもたらせてくれました。また、バルさんは日本のことも知っていて、政治的
な問題や近隣諸国との関係、TV 文化についてなどの彼女の質問から、客観的に自分の
国について見つめる良いきっかけにもなりました。素敵な体験と貴重な時間を過ごさ
せてもらい、関わっていただいた皆さんに感謝しています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Farm Visit                                                   山口 悦子 

タウポでのホームステイ３日目のアクティビ
ティーは、私のホストである Mary さん宅で農場
見学とホームパーティー。大勢のゲストを迎える
ということで、朝から相変わらず忙しく動いてい
る Mary さんを少しでも手伝おうと、４０人分の
食器の準備や掃除などを頑張りました。Mary さ
んは沢山のパーティー料理を手早く準備されま
した。 Mary さんは酪農家でなんと１６００ha
の牧草地に１１４０頭の牛を飼っています。うち
はホルスタインで一日一回の搾乳、仕事に従事し
ているのは二人の息子さんと４人の従業員です。

Mary さんは８０歳の年齢で大きな家に一人で住み、家のひと部屋をオフィスにして
頻繁な電話にメモを取る毎日、本当に強く「サッチャーと同様に私も鉄の女よ」と言
っていました。 
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ニュージーランドのイメージは羊と思われが
ちですが、北島は牛が多く酪農産業が盛んで、全
国で５９０万頭、値段も牛一頭６～１０万円（羊
は３０００円）もします。ウールが売れなくなっ
たからで、羊は全国で３万頭（１０年前は７００
０万頭）です。どちらも自然の牧草で放牧され育
っていますが、この夏は干ばつで牧草地もグリー
ンが少なく枯れた色になっていました。そこで
Mary さんも高額なスプリンクラーを設置し川か
ら水をひいてグリーンを維持していました。 

 
パーティー後、乳牛の搾乳場を見に行きました。牛たちは上手に並んで一頭ずつ区

切られたスペースに入り搾乳され、また牧草地へと列を作って戻っていきます。ここ
では牧畜犬が大活躍。Mary さんはこの牛たちが Make money for me と言っていまし
た。 

 
今日はみんなに喜んでいただいたパーティーだったかしらと、ホスト気分の私でし

た。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

初めての FF 交流                         笹山 陽子 

 ４月８日、快晴。朝８時２０分に福岡空港国際線ターミナルに全員集合、１０時３
０分、一路ソウルへ、仁川空港に到着する。１６時５０分仁川発オークランドへ１０
時間の航路。この度の旅行に際し英会話の特訓を受けました。先生のアドバイスはと

にかく積極的に話しかけなさいとのことでした。ドキ
ドキ！ 

 ４月９日朝７時１０分オークランド空港に到着後、
現地ガイドさんとともに専用バスに乗り込む。交流の
目的地タウポに向かう途中観光も楽しめた。大自然の
中にゆったり
とした牧草地、
牛や羊や時折

馬が放牧されている。景色を眺めながらバスは
ワイトモ鍾乳洞へ。約３０００万年前に石灰岩
が形成された鍾乳洞内では石筍など天然の造
形美に圧倒された。音がよく響くのでコンサー
トが開催されることもあるとのこと。そこから
今度は洞窟へ。 

ボートに乗船し真っ暗闇の中を静かに移動す
る。ここにはグロウワーム（土ボタル）という発光性の昆虫が広範囲に張り付き、体
内から出す粘着性のある糸がまるで LED（発光ダイオード）と見間違うほどに青白く
光っていた。自ら放つ光で獲物を誘き寄せて捕獲する長い糸は、不気味でもあり強い
生命力を感じた。 
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 カントリー風のレストランでバーベキューランチをとり、一行はタウポへ。まずは
フカ滝に行く。タウポ湖から流れ始めるワイカト川の最初の滝で落差はわずか１０ｍ
だが流れは速く毎秒３０万リットル、その轟音は迫力満点だった。 

 １６時半、タウポミュージアムでようやくタウポクラブの皆さんと会う。私たちの
ホストは Mr. Ross & Mrs. Aline さん。６日間のステイはあっと言う間の楽しいひと
時でした。 FF 福岡に入会しての初体験がこれ程までに充実したものであったのは、
水頭さん始め会員の皆様のお蔭と感謝しています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ニュージーランドの地熱発電について               中村 佳代 

 今回タウポクラブとの交流に参加してこのクラブが FFI に世界一と表彰された理
由を実感できた。その感想はほかのメンバーに任せるとして私は簡単に Geothermal 
Power(地熱発電)についてレポートしたい。 

 タウポはニュージーランドの北島のほぼ中央に位置
し温泉で有名なロトルワとも近い。富士山によく似た活
火山もあった。ニュージーランドで一番大きいタウポ湖
はカルデラ湖である。その湖に沿った町タウポの北側に
大規模な地熱発電所がある。１９５８年に営業を開始し
たワライケイ地熱発電所である。私達は一週間の滞在の
うち４～５回この発電所の近く又は銀色に伸びる何本も
の長い長いパイプラインのそばを車で通った。発電所が
見渡せる高台に上がり全容も見た。タウポやロトルワ付
近の地下にはインディアン、オーストラリアンプレイト
と太平洋プレイトがぶつかっており豊富な地熱資源があ
る。 

 現在のニュージーランドの電力事情は水力が約 70％、
地熱が 13％、風力が 2％、合計でやく 80％が再生利用可

能な自然エネルギーで賄われている。残りは火力である。ニュージーランド政府は
2025 年までに 90％を自然エネルギーに変える方針だという。その為に現在地熱発電
所の拡大が推進されている。水力、風力発電は気候に左右されやすいという欠点があ
る。げんに今夏はひどい干ばつで農家などに多大な被害が出た。その点地熱は安定供
給が可能で量は無尽蔵にある。建設費用も安く自然破壊を必要としない大きなメリッ
トがある。 

 ニュージーランドは第２次世界大戦後深刻な電力不足で苦しんだ。しかし政府は戦
後幾度となく行われたアメリカによる南太平洋での核実験に反発し、以来核を国内に
持ち込まない“非核法”を制定、今も原子力発電はおろか原子力艦艇の入港すら認め
ていない。日本といろいろな意味で真反対の国事情がこれを可能にしているが羨まし
い限りである。私のホスト Roger や彼の友人たちが私に地熱発電の必要性について熱
く語ってくれた。その熱さに、私は彼らが政治に深く参加していることを肌で感じる
とともに政治に無関心ではないとしてもかなり諦めている自分を反省した。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12ned5uvo/EXP=1371046334;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU3M0X0ZNRmdmaklNQzEydmxEcTltY09qN1hNX2xsTFJYV0t2VWdjUFFGbnVVQnZsMVdoS2VzOXI4MgRwAzQ0T3Y0NEtrNDRPcDQ0S3g0NEtrNVp5dzU0YXg1NW02Nlp1NzVvbUFJT2VFb2VhV21lZVV1LldEanctLQRwb3MDMQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/img.4travel.jp/img/tcs/t/album/lrg/10/67/68/lrg_10676818.jpg
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 ニュージーランドは食料自給率が実に４００％の農業大国だかその選択をしたの
は国民である。世界中が経済大国を目指して工業化を進める中で落ち着いてニュージ
ーランドの未来を考えた国民の賢明さに学ぶことが多かった。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

温かいハート                          池田 和則 

 中川さんと私のホストの Neil & Helen Bygate 夫妻は二人とも７０歳後半、かく
しゃくかつ上品な方。タウポ湖を見下ろす高台の住宅街に居を構え、毎日タウポ湖に
たなびく霞を眺めながら朝食をとります。奥さんの Helen さんがタウポクラブの会長

と気がついたのはステイも何日か過ぎた後でし
た。 

 ホスピタリティーにおいて日本人はどこの
国の人にも負けないと自信を持っていましたが、
今回の訪問でその自信がぐらついてきました。
ぎっしり詰まったスケジュールを淡々と進めて
いくタウポクラブの人々の温かいハートが伝わ
ってきました。市長の歓迎レセプションから始
まって、学校訪問、パターゴルフ大会、水泳パ
ンツ着用の温泉体験、タウポ湖クルージング、
ロトルア訪問、送別会と、文字通り光陰矢のご

としの６日間でした。改めて FF 交流のありがたさを実感しました。 

 日本の８割の国土に４５０万人（福岡県５００万人余り）が住む広大で美しい国ニ
ュージーランドはいったいどんな国なんだろうか、今回訪れて改めて疑問がわいてき
ました。帰国後すぐ「ニュージーランドを知る６３章」をアマゾンで購入しました。
GNH の国ブータンにも勝るかもしれない「幸せの国」だと知りました。原子力発電所
は一か所もなく、稼働中の火力発電所も近い将来なくし、水力、地熱、風力、バイオ
マスでの発電のみとなる予定です。日本の家庭用電力価格は、ニュージーランドの３．
４倍、産業用は６倍です。不思議なのは酪農王国ニュージーランドの日本への輸出品
のトップは、生成の過程で大量の電力を所費するアルミニウムだということです。し
かもこの国はアルミニウムの原料となるボーキサイトは産出しません。 

  

      

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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How to Enjoy “Your” Life…?                                    中川 泰寿 

 ここ数年 FF での海外ホームステイを体験するたびに日本人の人生の楽しみ方と

彼らのそれとの違いを感じさせられる。このたびの TAUPO 訪問でも一層その感を強

くした。若い世代の人たちとの直接の接点はないが、一般的に見聞するところによる

と、彼らが人生を若い時代から大いにエンジョイして生きていることは間違いないよ

うである。我々のホストも週三回のゴルフを楽しんでいるという。まことに悠々とし

た充実した人生ではないだろうか。別に週三回のゴルフが羨ましいわけではない。彼

らの生涯を通して人生をエンジョイする姿、エンジョイできる社会が羨ましいのであ

る。 

 我が日本はどうであろうか。昨今は若者たちの間には「今この時」を楽しむ風潮

が徐々に顕著になりつつあるようだが、一般的には仕事優先で休暇もちゃんと消化で

きない現状ではないか。かつてあるホストファミリーと日本人の休暇について話をし

た時のことである。私が、日本では会社員の場合連続して休める期間は大体一週間く

らいだと話すと、そんな短い休暇で何が出来るのか？年次休暇はそんなに少ないのか

と聞いてくる。いや、年間平均的には２０日くらいの有給があるし、持越しを認める

企業も多いというと、それならもう少し長く休めばいいじゃないかと攻めてくる。職

場全体の手前そうはいかないんだと説明しても、おかしい、日本はそんな社会なのか

とあきれたと言わんばかりであった。最近では短期間の家族旅行も増えてきたが、夫

婦でゆっくりと海外旅行をということになると子育てが終わってからとか、定年退職

後の楽しみにと先送りする人が大半である。 

あまりにも生真面目で慎重すぎる日本人、もう少し楽天的に人生をエンジョイして

は？！ 

       

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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Message to Ambassadors of Friendship Force Fukuoka  

It has been our great privilege and pleasure to host you all on your exchange 

visit to Taupo. This exchange developed after our club had visited Fukuoka in the 

spring of 2010.  We all had very happy memories of your wonderful hospitality 

and the good friendships that we made at that time.  Now, through your return 

exchange to Taupo we have been able to strengthen these friendships and also 

make new ones. Thank you all for making this possible. 

It has been a wonderful experience to be the Exchange Director for your 

exchange and a special pleasure has been in cooperating with Reiko Neshige as 

your Exchange Director and in making the necessary arrangements for you to 

enjoy an eventful and memorable stay at our beautiful Lake Taupo. 

We have tried to provide you with a good sampling of our New Zealand way of life 

and to let you experience our culture, including Maori culture, our music, and our 

food.  You will have enjoyed meeting our people, including our Mayor, Rick Cooper, 

and especially your experience of living with your hosts. Your stay has been rather 

short and there is more we could show you, but we hope you will have happy 

memories of our beautiful landscape, the mountains and our lake as well as the 

Taupo community and district.                

We thank you very much for honoring us with your visit.  President Helen 

Bygate and all members of Friendship Force Taupo send you their warmest good 

wishes and thanks for being such excellent and courteous Ambassadors. We very 

much enjoyed every moment of your stay with us. Please come again, and tell your 

friends about our wonderful country.          

 

 With every good wish and in friendship.  Arigato!              Blair Major                                                
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朝倉探訪記    

梅雨のさなかにも関わらずお天気に恵まれた 6 月 8日 朝倉探訪に出かけました。（事務局報告） 

先の総会の時、FF会員であり朝倉在住の徳永さんが朝倉地区のボランテイアガイドをしていらっ

しゃるという情報から朝倉探訪の一日を計画しました。 

総勢 30名をオーバーする盛況で 10時 30分朝倉集合 8台の車に分乗して出発！ 恵蘇森・恵蘇

八幡宮・斉明天皇御陵山・漏刻・木の丸殿跡・山田堰・水神社等を案内していただき、その後徳

永邸のすばらしいお庭で和気あいあいのスペシャルランチ！？ 徳永さんの奥さまのおいしいお

料理に舌鼓をうち、アフターコーヒーも頂き、三々五々帰途に付きました。太宰府より以前の奥

深い歴史を知るにつけ、徳永さんの素晴らしいガイドのお蔭で朝倉を再発見した一日でした。あ

りがとうございました。 

 

朝倉橘広庭宮 大和朝廷と親交が深かった朝鮮半島の百済は、660 年唐と新羅の攻撃を受け滅ぼ

されたが、百済救媛の為 661 年朝倉に都を移され 朝倉橘広庭宮と名附けた。その自然の中に斉

明・天智天皇のゆかりの跡や伝承が多く点在しており歴史の深さを知ることができます。 

山田堰 人の英知を後世に伝え、持続可能な適正技術として世界に発信する！ 

江戸時代 地域の人々が度重なる川の氾濫と飢饉を克服するため地域に根ざした知恵と技術を駆

使し、地域にある資源だけを用い、地域で生き続けるために完成させた農業技術の集大成を見る

ことが出来ます。220年後の今その技術が PMS(平和医療団・日本)＝ペシャワール会がアフガニス

タン東部のインダス川の支流クナ―ル川に山田堰をモデルにした石堰を築造した。 

 

二・三連水車 水路の水面より高い土地を水田にするため、今の三連水車が作られた。１７８９

年に完成。大宰府より以前の奥深い歴史を知るにつけ、朝倉を再発見した一日でした。徳永さん、

貴重な体験をさせて下さり有難うございました。そして車を出してくださった方々有難うござい

ました。またの機会を楽しみに！ 

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

~新入会員さんです。よろしくお願いします！~ 

✿笹山陽子さん（福岡市南区野間）  ✿井上幸子さん（筑紫野市針摺東） 

✿鶴田章子さん（太宰府市五条） 

~メールアドレス変更のお知らせです！～  ✿山下峰子さん jasmine922@csf.ne.jp 

mailto:jasmine922@csf.ne.jp
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FFI よりお知らせ   

① Program Services Coordinator for Japan（日本在住スタッフ）の新任（ 6 月 1 日より） 

あしかけ１６年、FF の日本事務局として勤めて来られました石井つぐ代さんがこの度退任され、

新しく金元勅子（かなもと のりこ）さんが後任として任名されました。 

役割―日本からの渡航交換とアメリカからの受け入れ交換の担当その他事務手続きを行う。 

② 2014 年度より交換 FEE の変更（FFI の赤字を解消するため値上げします） 

③ 各クラブからの支払い（クラブ FEE・寄付金・交換 FEE など）は日本のウェブサイトから直

接支払う。（FFI が直接契約している経理事務所へ） 

2013 年交換ポリシー(改訂分のみ)  

（このポリシーは FFI の理事会で改定され全フレンドシップフォース活動の運営に適用される。） 

① アンバサダーの交換キャンセル（Ambassadors Cancellation） 

もしアンバサダーが出発日の 60 日前より前に（more than 60 days）キャンセルした場合、FFI

アンバサダーが払った FFI/FEE とホスト・FEE を全額返金します。アンバサダーが出発の 60

日前未満（less than 60days）にキャンセルした場合返金はありません。 

② 渡航 ED の FEE 割引率（ED Discount Schedule and FEE Waiver Policy）(2013 年度より) 

             

 

 

   

 

                 

20+fully paid Ambassadors, Ed receives 100% Waiver 

19                                    95 

18                                    90 

17                                    85 

16                                    80 

15fully paid ambassadors, ED receives  75% Discount 
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（ED 杉山信子 副 ED 笠村昭美）

 

シドニークラブ(オーストラリア)アンバサダー及び受入れホスト 

アンバサダーの皆様（敬称略） 

Pam & Richard Slater,  Pamera Clarke,  Rhonda Wildon,  Lesley & Andrew Nelson,  Barbara De Barkaz, 

Margaret Randall,  Regina Tan,  Robin Doohan,  Heather Rowlands,  Fayleen Melville 

ホストの皆様（敬称略） 

水頭八州子、矢島清央、帆足博之、出口洋子、上田八重子、鶴田章子、米倉史恵、隈 幸子、山下峰子、賀来述子 

快く引き受けて下さったホストの皆様どうぞよろしくお願いいたします！ 

( マッチングリストは８月に入りましたらホストの皆様に送付する予定です。) 

 10/08 Arrival 10/08(火) 集合：１1:45?　新幹線改札口(筑紫口側）
(Tues)     12:00?　　 Hakata ( Fukuoka) station

Rakugo performance in English Asakich Katsura 英語落語 　　桂あさ吉 ¥2,000
   Place :  Acros Fukuoka 場所 アクロス福岡円形ホール
Gather: 18:00 集合 18:00

   Open : 18:30～20:00 開始 18:30～20:00

 10/09 Zazen experience＆lunch 10/09(水) 座禅　体験 ¥1,500
(Wed)    Place :  Ankokuji ℡ 092-741-2770    場所：  安國寺　 中央区天神３丁目１４－４１　　

   Gather:   9:45 　　    電話：０９２－７４１－２７７０
   Open :  10:00 free in the afternoon 午後　フリー

 10/10 Making Soba　experience 10/10(木） 蕎麦打ち ¥500
(Thur)    Gather:        10:20    at Fukuoka Women's Education Center    10:20  　集合
     Open:          10:30～15:00 ℡ 092-712-2662    10:30　　開始　　15：00　　終了予定

   住所：　 福岡市中央区舞鶴2丁目５－１
　　　　　　   電話：０９２－７１２－２６６２

  10/11 Bus tour:Histrical theater＆ wonderful  hot spring 10/11(金） バス　ツアー　山鹿温泉と八千代座　 ¥3,500
(Fri)     08:45         gather in front of Hotel Centraza,Hakata station     08:45         博多駅　ホテルセントラーザ前

    09:00         departure     09:00         出発
    10:40         visit　Yachiyoza theater     10:40         八千代座、灯篭民芸館
    12:30    lunch & hot spring     12:30    昼食と温泉

14:00 visit sakecellar and some histrical place            14:00 豊前街道散策・・・味噌蔵、酒蔵（酒の試飲）
 16:00 visit Kiyomizu temple  16:00 清水寺見学
 17:00 departure  17:00 清水寺出発

    18:00        arrive at Hakata Station   18:00 博多着

 10/12 Ｇａｒｄｅｎ party　＆ Kimono experience 10/12（土） ガーデンパーティー と着物体験 ¥1,000
(Sat)    Open:          17:3011:30～       at Mrs. Koto's house    11:30～ 厚東さん宅お庭  

Thanks Dinner サンクスディナー

 10/13 Farewell party 10/13（日） フェアウェルパーティー ¥4,000
(Sun)    Open:          17:30    17:30   受付　　18：00　開始　　20：00　終了

   Start:           18:00～　　at Fuyou-Bekkan restaurant    場所：　芙蓉別館  大ホール 　　Tel: 092-471-6111
℡ 092-471-6111    住所:　　博多区東光２－５－２２

   集合：  ９：４５　開始：１０：００～

＊Departure time - uncertainSydney Exchange Schedule(2013.Oct8～Oct１４）

   場所：　 福岡市立婦人会館　”あいれふ”調理室
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8 月 3 日（土）  ＊櫛田神社・神職のお話会 その後 シドニー受け入れワークショップ＊ 

         時間：13:00～14:30 

場所：福岡学生交流会館４階 談話室 

         ★受け入れや渡航の時に役に立つと思います。 

         この機会を是非ご利用ください！ 

         その後 15:00～17:00  シドニー受け入れワークショップ 

10 月 8 日（火）～14 日(月)   シドニー・オーストラリア受け入れ          

10 月 18 日（金）       西日本会議《鳥取クラブ主催》 

10 月 19 日（土）～20 日(日)   日本大会《鳥取クラブ主催》 

11 月 22 日(金)～25 日(月)   世界大会 ニューオリンズ・アメリカ 

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

編集後記 

皆様の手元にこの事務局便りが届く頃には季節が少し変化してい

るかもしれません。暑い夏がやって来ます。体調に配慮して元気で

お過ごしください。友人から面白い写真が送られてきました。ちょっと

笑えますのでシェアー致します。 ★Restroom Sign★ →→→→ 

(編集責任者：賀来述子)             

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

FF 福岡事務局 

会長    中村紀子 〒814-0133 福岡市城南区 1-9-45 

電話&FAX：092-843-8264 jambo-tn@bun.bbiq.jp 

事務局長  厚東幸子 〒813-0002 福岡市東区下原 3-8-6 

電話：092-663-7113, 092-661-3811 FAX:092-663-7115 sallykoto@gmail.com 

FF 福岡ホームページ   http://29.pro.tok2.com/~fffukuoka/ 

FF Japan              http://www.friendshipforce.jp/index.html 

FF International    http://www.thefriendshipforce.org/ 

mailto:jambo-tn@bun.bbiq.jp
mailto:sallykoto@gmail.com
http://29.pro.tok2.com/~fffukuoka/
http://www.friendshipforce.jp/index.html
http://www.thefriendshipforce.org/

