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                                                                           No.75 

 

梅雨の季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

2015 年最初の会報発行にあたって新会長中川泰寿さん 

からのご挨拶を掲載いたします。 

 

 

＜ご挨拶 ＞          フレンドシップフォース福岡会長 中川 泰寿 

２０１５年最初の当クラブの会報を発行するにあたって新会長に挨拶のため弱干のスペース

を与えるとのことですので事務局の厚意に甘えさせていただくことにします。 

 この度中村前会長の後を受け当クラブの会長の大役を担うことになりました。中村前会長

の肌理細かい周到な仕事ぶりには及びもつかないことを承知の上でお引き受けすることに致

しました。副会長をはじめ他の役員の皆さんと協力しながら基本的には前会長時代の方針を

踏襲しつつ少しでも新基軸を出せるよう頑張って行きたいと考えております。会員の皆様の

引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。 

さて、 先般の WFD（フレンドシップデイ）の席上でも申し上げたように、現在 FF では

幾つかの課題を抱えております。世界的傾向としての会員の高齢化、会員数の減少、交流参

加者の減少、財政基盤強化、等々の問題が有り FF 本部ではそのための施策を種々検討して実

施に移し始めています。 

若年層の取り込みのための特別な企画、ワールドイクスチェンジ、フィルザシートポリシ

ー、交流フィーの改定､等が実施されています。 

我々福岡クラブも本部方針をサポートしていく必要が有ります。皆さんの周りの友人・知人

に入会を勧めていただき、また皆さんご自身も是非積極的に交流（渡航）にご参加いただく

ようお願いします。 当クラブの活動を更に活性化するために会員の皆さんからの斬新なア

イデアを期待しています。当クラブの会報に関しても皆さんからのフリーな投稿（FF と関係

の無い内容でも可）があれば会員の皆さんの関心が更に高まるのではないかと思います。会

員の皆さんに披露したい話題があれば事務局にご相談下さい。 

 

 

 

The Friendship Force of Fukuoka 

 



 2 / 14 

 

悲しいお知らせがあります。長年 FF 福岡クラブに多大な貢献をされた 

会員の水頭八州子さんが亡くなられました。心よりご冥福をお祈りいたします。 

昨年 5 月ロングアイランド渡航中に水頭さんは体調不良を訴えられました。その折にお世

話下さった ED の中村佳代さんからの追悼文を掲載させていただきます。 

 

 

水頭八州子さんを偲んで                中村 佳代 

 

「八州子さん、今どこですか？  何をしていますか？」 

私は毎日幾度となく空を見上げては心の中で尋ねています。その度に

苦痛から解き放たれて穏やかな顔で微笑えんでいる八州子さんの優

しい顔が目に浮かびます。 

５月１６日の朝、野口さんからあなたの訃報を聞いて私はどれだけ

取り乱したことか。あなたがロングアイランドで緊急手術を受けたのが去年の５

月１７日。 

ちょうど１年後にあなたは逝ってしまいました。 

交流中に起きた悪夢のようなあの出来事を思い出さない日はありません。 

あなたはいつも穏やかで優しいけれど芯の強い人でした。最後の最後まで誰にも

心配をかけたくない一心で体の不調を隠していたのですね。ついに病院に行って

「今すぐ、手術をしなければあなたは助かりません」とドクターに言われた時の

貴女が受けた衝撃はいかばかりだったでしょう。貴女は「日本に帰ってから手術

を受けたい」と訴えたけれどそんな選択肢はなかった。思い出すたびに胸が張り

裂けそうです。 

手術の後、お見舞いに行ってあなたの痛々しい姿を見たとき思わず肩を抱いて

泣いてしまいました。あなたも泣いたよね。そして言ったあの言葉が今も私を泣

かせます。 「佳代さん、私、古希まで生きたい」と。 

「家族の方がいらっしゃるまであなたのそばにいる」と言い張る私にあなたは 

毅然として「皆さんには病状は告げないで。そして元気に旅を続けて欲しい」と

いいましたね。私はまさに後ろ髪をひかれる思いで旅を続けました。 

ロングアイランドでの１週間の入院、数日間のホストの家での滞在後あなたは

迎えにみえたお嬢さんと帰国し再び福岡の病院に入院しました。 

その後の３か月間、私たちは一切あなたと連絡が出来ませんでした。当然です、

あなたは非常に困難な現実に向かい合って必死に病魔と闘っていたのですから。 

ただでさえ細かったあなたは７キロも体重が減り、医者からは余命半年と告げら

れどうやって心を支えていくことが出来たのでしょうか。私には想像もできませ

ん。あなたは本当に勇敢だった。そして家族の皆様が貴女と一緒に闘った。 
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貴女に再び会えたのは去年の８月３０日でした。抗がん剤が効いているとかで

あなたは以前のあなたに戻っているように見えました。 

「病気になって多くのことに気が付いた。家族の絆が深まっ

た、悪いことばかりではない」と微笑んでいましたね。何か

を突き抜けたような澄んだ微笑みでした。私にはまぶしくみ

えましたよ。 

ロングアイランドから帰国後も私は ED として八州子さん

の経過を報告するためにお世話になった方々とメールを続け

ていました。その中で、皆さんは異口同音にこう言っていま

した。 

「八州子は素晴らしい、日本女性特有の謙虚さの中に美しさと優雅さと強い心を

持っている。素敵で美しい女性だ、私たちはみんな八州子を愛している」という

ものでした。 まさに貴女はその通りの女性でした。貴女は私たちの誇りです。 

「次の渡航は二人で参加しようね」と約束していたのにかなわなくなってしま 

いました。とても寂しいです。でも又会いましょうね。それまで ひとまず  

さようなら。 

（生けられたお花は水頭さんの作品です。） 

 

 

＜ドイツ・フォクトラントクラブとの受入交流報告＞ 

 

まずは４月８日(水)から 15 日(水)の８日間の受入交流の報告からです。受け入れた

のはドイツ・フォクトラントクラブの 15 名のアンバサダーです。雨の多い期間で

したが、行事が行われた日々は良いお天気となりました。福岡クラブとの交流が

終わった後、アンバサダー達は箱根に向かい温泉宿に宿泊し富士山も見る事が出

来て満足されたようです。始めに、交流の時一番得をするのは ED なのだという

持論の ED 池田さんの報告です。大変ではありますが、それは本当です！ 

 

★ED 業務を終わって★             池田 和則(７４才) 

  

一昨年、２０１３年４月、福岡クラブの１６名のアンバサダーは、

第２８回目の海外渡航として、音成玲子 ED のもとタウポを訪れまし

た。タウポクラブのブレア－(１９２９年生まれ)さんは当時８３才、

元気で ED の任務をこなしておられました。今回ブレアさんの活躍に触発され、が

らにもなく男気を出してしまい、ED をやってもいいよと言ったのがそもそもの失

敗でした。 
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 最初ホストの希望者が少なくて、どうなることかと心配しました。

慣れない業務に、ED を返上できたらなと思うこともしばしばありま

した。しかしながら、女性群の努力でホストもそろい、また国を超え

た交流事業を途中で投げ出すという無責任な行動もとれず、ED 業務

を何とか続けてきました。幸い一つの事故もなく、無事交流を成功させることが

でき、ED の責任を果たせてほっとしています。 

 大阪クラブの ED 森本さんには、アンバサダーの博多駅到着日時、時間、出発時

間、相手側とのフィーの処理、新幹線チケットの手配など、手間のかかる作業を

すべてやっていただき、助かりました。 

 二日目、千石荘の駐車場に現れた Beate Wagner さんから黄金のウサギのチョコ

レート(スイスの老舗リント社製)とカードを受け取りました。カードには「With 

Best Greeting from Herta Hega, Vienna. Please come again !」とありました。それは、

ウイーンクラブの会長Herta Hega (ハータ・ヘガー)さんからのプレゼントでした。 

 ２００１年６月に福岡クラブの１９名は、第１４回目の海外渡航としてウイー

ンを訪れました。それ以前から、ウイーンを渡航先として希望するクラブはたく

さんあり、福岡クラブが渡航できたのは幸運でした。渡航希望者は二十数名いま

したが、１９名しか受け入れられないとのことで、数名の渡航希望者には渡航を

断念していただきました。そのときの私と矢島さんのホストが、当時、ウイーン・

クラブ会長で ED のハータ・ヘガーさんでした。それ以来、交流が続いています。 

 ドイツ・クラブの全国総会(大会？)にウイーンから参加していたハータ・ヘガ

ーさんがフォークトラントクラブの福岡クラブ訪問を知り、このプレゼントを預

かったとのこと。ＦＦの交流の有り難さを実感しました。 

 今回の交流では、心配していた温泉体験を（ペースメーカー装着の Dieter 

Neumann さんは入らず）皆さんはとても楽しんでおられました。初日の裸の付き

合いのスタートで、その後くだけた交流ができたと思っています。また中川会長

宅茶室でのお茶体験は、会長自らのお手前ということもあり、お茶の味もひとき

わ味わい深く、ゲストのみならずＦＦ福岡の皆さんにとっても、幽玄の世界に浸

るひとときだったと思います。 

 滞在中、１本の電話以外トラブルの情報はありませんでした。その電話相談と

いうのは、ゲストが雨の中散歩に出たまま２時間たっても帰ってこない、警察に

も届けているという心配の電話でした。「そのうち帰ってくるでしょう」と返事

したら、やがて「無事に帰ってこられました」という安堵の電話でした。幸い、

ゲストはその後すぐ帰宅し事なきを得ました。「これからは、我が家の電話番号

と住所のメモを渡して散歩に行かせます」という教訓の報告がありました。 

 Christine さんのフェアウェルパーティでのアドリブ琴演奏にはびっくりしまし

た。コーラス前に、琴演奏者の藤川さんが弦を爪でつま弾く演奏の仕方を数分間

教えていました。野バラや第九のコーラスによくマッチした演奏に、尺八演奏家

の中野文敏さんも驚いておられました。 
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１５日、Dieter & Helga Neumann 夫妻以外は、２泊の予定で箱根に向かいました。 

Roedel 夫妻は、新小倉から乗車し、博多駅乗車組と無事合流できました。 

この時点で私の ED 業務は無事終了しました。最後に、ホスト、デイホスト、その

他この交流の成功のためにご協力いただいた会員の皆さんに ED として、心からお

礼を申し上げます。 

 ４月２２日、Guenter さんから下記のメールが届きました。英語としてどうかと

思う部分もありますが、「楽しかった」という意味はよく分かります。来年は、

ハンガリー経由で、フォークトラントまで足を伸ばしましょうか。 

 

Dear Kazu, 

 we are good in Germany back and the everyday life us has again. 

All was perfect. We have a lot learned over Japan and his people. 

Many, many thanks for the perfect organization. 

We all have very nice memoirs on Japan. The last days in Hakone we had very nice 

weather. We said it was a last gift from Japan for the rainy days in Osaka and Fukuoka. 

We hope, we can us see in Germany again. When your club want go to Hungary 2016, we 

can organize a second week in Vogtland. Please, write you us and we can find together the 

best way for your trip. 

In friendship 

Guenter 

 

★ホストを体験して★                    鶴田 章子 

   

今回は後半のみ、１名という条件で引き受けました。アンバサダーが男性とな

り、娘には反対されました。しかも中川会長宅からの移動、娘夫婦との同居を始

めて 2 週間あまり‥‥。 とても不安を感じながらのスタートでした。 

でも、他のメンバーの方の支えは、とても励みになりました。アンバ

サダーの方もベテランでありとても気さくな人柄で助かりました。 

何よりも頼もしかったのは、娘夫婦と焼酎を交しながら歓談してい

る時、家族の温かさを改めて感じました。言葉だけでなく、理解しようとする気

持ちがどんなに大切かを学んだような気がします。３日間でしたけど、とても有

意義な時間を過ごすことができたと思います。 

 

★FF VOGTLAND CLUB のホスト体験★             石井 照男 

 

今回のホスト体験は、２０１２年５月の米国ニユーヨーク・ロングアイランド

の WESTON ご夫妻に続いての２度目であり、我々夫婦にとりその準備と受け入れ時

のストレスは幾分軽減されたように感じました。 
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AMBASSADOR のドイツは、世界大戦時の同盟国で共に敗戦を味わった国であり、 

我々が対応した NEUMANN ご夫妻には、大いに親近感を持って対応できたようです。 

ご夫妻は、温和で人柄もよく、礼節正しく信頼おける方々でホスト役としても好

印象を持てました。（特に、時間を守ることについては、非常に厳守されドイツ

国民性？の一端を感じられました。） 

また、今回、デイホストに徳永さん（朝倉市を案内）、笠村さん（博多を案内）

をお願いしましたが、お二人とも熱心に対応頂き AMBASSADOR の印象も大変良く感

謝いたしております。ホストを受け入れるに当たっては事前のデイホストとの打

ち合わせの実施と両者の円滑なる連携が重要であり、このことが AMBASSADOR の印

象にも大いに影響するとの確信を致しました。 

                           

フォークトラント交流決算書(案） 

項  目 収 入 支 出 備   考 予算額 

交換Ｆｅｅ 180,000   $100×15 名 1 ドル 120 円換算 270,000 

交流費 100,000   ＦＦ会計より 100,000 

千石荘 

34,900   参加者負担金 32 名分 34,900 円   

  67,400 （食事＋入湯）2,200円×２３名＝50,600円 

66,000   （食事代のみ）1,700 円×９名＝15,300 円 

  その他 1,500 円 

お茶会   10,000 中川家お茶代 10,000 

そば打ち 

15,000   参加費負担金  500 円× 30 名 10,000 

  18,238 材料代  15,238 円 12,500 

  指導者交通費 1,000 円×3 名 3,000 

    調理室使用料は無料   

厚東宅 

パーティー 

33,000   参加者負担金 1，000 円×３３名 20,000 

  30,973 飲食料品代等 30,000 

フェアウエル 

パーティー 

111,000   参加者負担金 120,000 

  190,000 飲食代 3，500 円×50 名分 175,000 

    「竹和」交通費 5,000 円×3 名 15,000 

ＥＤ手当   10,000 ＥＤ、副ＥＤ 5，000 円×２名 10,000 

雑  費   2,400 反省会の際の不足金   

合  計 473,900 329,011 差引合計 ＋144,889 円 198,500 

＊＄1⇒120 円で計算 
   

ホストフィーは一人＄１００なので、＄５０分を返還しました。(１＄⇒119 円換算) 
 

フォークトラントクラブから 267，750円(119円×＄150×15名)受領。(１＄⇒119円換算) 
 

＊会計担当は副 ED の田中僚一さんでした。ED、副 ED ともにお疲れ様で

した！ 
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＜新潟クラブとの国内交流＞ 

 

５月新潟クラブとの交流に１０名の方が参加され、よい交流体験となりました。 

５月 10 日(日)に出発、12 日(火)に帰福というスケジュールでした。感想文とは別に日本

最初のフレンドシップフォースクラブとしての活動の歴史を、交流に参加されました皆様

からなにかの機会にぜひお聞きしたいと思いました。それでは皆様の“旅”がどんなもの

だったのか、お読みください。 

 

☆新潟国内交流報告☆                    厚東 幸子 

 

２０１３年「札幌日本大会」の行事の一つである「分科会」新潟ク

ラブの副会長さんと同席になり、ＦＦの今後についていろいろ話し合

う機会がありました。又そのあとで開かれた親睦会でも隣り合わせの

席になり、これも何かの縁と国内交流の話を切り出しましたところ、快く引き受

けて下さりとんとん拍子に交流計画が具体化して行きました。実はそれ以前、福

岡クラブ内でも 新潟クラブはＦＦ日本最初のクラブとして長い歴史と多くの国

内外交流をされているクラブということでそのノウハウをお聞きしたいし、是非

交換したいという希望がありました。                  

そして５月１０～１２日、２泊３日の予定で 総勢１０名、新潟へ向け出発、多く

の新潟クラブの幹事さんたちの出迎えを受け交流が始まりました。 

まず、ここでサプライズ！１０数年前新潟クラブから一緒にペルーへ渡航した

坂本さんも合流！美しいカーネーションが女性全員にプレゼント！ 

訪問初日、北方博物館での交換会にはＦＦ日本立ち上げにご尽力された、御年８

８歳の伊藤文吉氏もおいでになり貴重なお話を拝聴！又多くの新潟クラブの会員

の方々とも交流でき和やかな時間を過ごすことが出来ました。その伊藤邸の歴史

は大変興味深く戦後の農地改革の歴史を垣間見る稀有な体験をすることが出来ま

した。又その週は樹齢１５０年の藤の花も満開！夜のライトアップも素晴らしく

「百聞は一見に如かず」ほんとに来ることができてよかったと思いました。 

 

５月１０日(日) ９：１５新潟空港着―１２：３０ 城下町村上町家めぐり･オシャ

ギリ会館・武家屋敷見学― 昼食－新発田清水園（堀部安兵衛伝承館・酒蔵見学）

－１６：３０北方博物館見学・茶会―１７；３０交換会―北方博物館併設の「大

呂庵」に宿泊 

５月１１日(月) ８；４０北方博物館出発―奥只見ダム・発電所見学―昼食―西福

開山堂(石川雲蝶の彫刻)－１８：００夕食交換会 

５月１２日(月) ８：４０東急イン出発―トキメッセー信濃川クルーズ―昼食―白

根大凧会館―豪商齋藤家別邸見学等―新潟空港発福岡へ 
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この３日間は新潟クラブの綿密なスケジュールのもと、細かな配慮とやさしさ

に包まれた交流でした。福岡クラブと新潟クラブではその内容にかなり違いがあ

りますが、多くの事を学んだ交流でした。創設以来、初めての２泊国内交流でし

たが実行できてほんとによかったと思っています。 

 

☆新潟国内交流報告☆                    清水 一枝 

        

5 月 10 日福岡空港を出発、新潟空港での歓迎は国内交流初体験の私には新鮮な

ものでした 国際交流並みにＦＦの垂れ幕・多人数の笑顔・それに母の日とてカ

ーネーションの花束の歓迎でした  

城下町村上町屋に吊るされた沢山の鮭を見学できたのは驚きでした。吟味して選

定した鮭をいくつかの過程を経て後北西の冷たい風に当てアミノ酸の発酵をじっ

くりと三週間ほど吊るして待つその過程を見学できました 頭から尾まで一部た

りとも無駄にせず美味しく食べつくすという東北の人の心意気を見た気がしまし

た 

今日の宿泊の大呂庵の庭園内で新潟ＦＦクラブ会長夫人自らの歓迎を受け野点

風にしつらえられた緋毛氈に落ち着き美味しい和菓子・お抹茶を頂きました     

北方文化博物館では非公開の施設を含め囲炉裏・有名人の書・贅を尽くした庭園

等を見学しまた伊藤文吉八代当主の家系図は興味深いものでした 

その後やはり庭園内にある（みそ蔵新館）での歓迎会です 

パーティはＦＦ新潟クラブ会長伊藤文吉氏の歓迎の挨拶で始まりました 88 歳の

端正な風貌に細見の体型で凡人では経験できない体験やＦＦとの関わりを流暢に

淡々と話して下さいました 後で聞いた話ではいつも流暢すぎて長話になるらし

いのですが私は長いとは感じませんでした 私共は例の（ポンチかわいや）を披

露し幾人かは一緒に輪になって踊って下さったようです その後美味しい新潟の

お酒を頂きました 普段は飲めない私もついつい飲み 勧め上手なのか 美酒の

せいか 美味しい食事をしながら私共のテーブルでは其々の方言の話題で盛り上

がりました また 会長の指示で何か洒落た演出をという事で各々のテーブルに

人数分のキャンドルが置かれ 皆で合唱の時には、ライトを少し暗くしてちょっ

とロマンティックな雰囲気でした 

 ライトアップに照らされた藤棚を通って大呂庵のわが宿に戻ると檜風呂が待っ

ていて 大きめの湯に旅の疲れを癒されました 今治のふかふかタオルに藍染の

上下布団、どこまでも日本文化の粋意を満喫出来た夜でした 

 翌朝は鳥のさえずりで目覚め私共が宿泊した部屋は炉が掘ってありお茶室だと

いう事に気づきました その他にもその建物内にお茶室が幾つかあるという事で

した 新潟米の和食の美味しかった事！食事処に掛かっていた少肉多菜をはじめ

とする（長寿十則）の耳の痛いこと 贅を尽くすといえば庭園内の（三楽亭）が

あります 茶室ではすべて三角形で成り立っているのです 畳、調度品 引出 
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等々 財力と建物の美しさ面白さを狙っての遊び心でしょう 不思議な感覚で楽

しみました    

 北方博物館で用意してくれた小型バスで一路北へ 新潟県は長い県で 日本一

の水力発電所只見ダムの見学 発電所の中を特別に案内して貰いました それに

まだ 2ｍ近く積雪がありスキー場のスロープを滑り降りる人影をちらほら見るこ

とができました。夕食は北の海の幸 甘海老の大きいこと 生うにの美味しいこ

と そして日本酒も！ 

 そして今日は最終日 ３１階展望台から新潟の街を見まわしました 高い建物

が少なく 360 度眼下に日本家屋の一軒一軒の屋根が見渡せるのです 福岡の眼下

にはビル群がそびえる光景に慣れている私には不思議な光景でした 過疎化が進

んでいて一人あたりの面積が広いことを実感しました 北朝鮮間の連絡船万景峰

号が以前停泊していた港も見えました また市街地を散策していた時に横田めぐ

みさんが最後に目撃されたという路地を案内され北朝鮮 ロシア間の感覚が私共

よりずーっと近いと感じました その後信濃川クルーズをウォーターシャフルに

乗って楽しみました 初夏というより晩春の季節感で少々肌寒く後半はキャビン

から海辺の光景を楽しみました  その後北方文化博物館分館である豪商斎藤家

別邸の訪問 ここは迎賓館の役目を目的に建てられた邸宅で常に行き届いて手入

れされ 庭師が常に樹木の管理をしているという庭園でした モミジの新緑の美

しかったこと！ 

 本当にすがすがしい美味しいいい旅でした 新潟の皆様どうも有難うございま

した ガイドをして下さった朴訥な語り口調が快く耳に残っております 

いつの日にか 今度は博多へきんしゃい まっとうけんね 

 

 

☆新潟で思ったこと☆                    児玉 和美 

 

この度の FF 新潟との交流は、私の想像を大きく超えた素晴らしいものでした。

眼下に広がる広大な水田。大呂庵の広間での伊東会長のお話から始まりキャンド

ルサービスで終わる充実したウエルカムパーティー。村上の鮭。北方博物館（豪

農豪商の館）。野点。うす氷。雲蝶の彫刻。良寛様の書。奥只見シルバーライン（全

長２２キロの内１８キロのトンネル）。発電所。信濃川クルーズ。笹団子。その他

諸々。雪とお酒に越後獅子、田中角栄元首相、といった言葉でしか新潟を知らな

かった私は驚きの連続でした。しかし考えてみれば、南の九州から新潟は遠い北

国ですが、東京（江戸）とは本州陸続きでうんと近いのですよね。今まで気が付

きませんでした。その文化に驚きというより圧倒されてしまいました。重厚にし

て爽やかな雰囲気で私たちを受け入れて下さり、貴重な体験をさせて頂いた新潟

FF の皆様に厚く御礼申し上げたいと思います。また、中川会長はじめお世話下さ

った FF福岡のメンバーにも感謝いたします。 
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 サイゴニヒトツ老女のヒトリゴト（いつの日か新潟の皆様をお迎えした時、私達

はどのようにしたら良いのでしょうかしら。アリノママトハイウモノノチョット

キガカリ。） 

 

    新潟クラブとの交流の写真です。 

  北方文化博物館(伊藤邸)の前の咲き誇る藤の花 

    奥只見ダム・発電所 

  塩引きしゃけ 

  しろね大凧会館 

               キャンドルサービス 
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＜クラブ親睦旅行＞ 

 

今年は新潟国内交流もありましたので、日帰り文化体験ツアーを計画しました。 

 

日時 6 月 27 日（土）  

10:20        フレンドリー(久留米市中央町 38-17) 集合 

10:30~11:45 講話「世界は今」  講師 田中天元氏（田中塾塾長） 

11:45~12:30  ランチ(フレンドリーにてお弁当) 

12:45~13:25  蝶屋美術館見学＆着物プロジェクト（Imagine One World）  

13:30~15:30  綺麗な絣のコースター作り(西原糸店) 

15:30~16:00  ティータイム(認知症予防ほっとカフェ「城南ふれあい倶楽部」) 

16:00~       お時間ある方は久留米の観光スポットを 1~2箇所ご案内します。 

 

参加費 3000円(コースター作り、お弁当、茶菓代など) 

 

  

＊交通手段＊ 

 

自家用車-- ナビの目的地を音成クリニック 久留米市中央町 38-17 か 0942-36-6855 に設定 

        ※フレンドリー&クリニックのパーキングは 12台分あるのですが、土曜日は 13時 

まで診療ですので、パーキングが一杯でしたら近くのコインパーキングに止めて 

ください。(案内します) (昼食後はほぼ移動可能だと思います) 

 

JR-- 快速: 博多発 9:29ー10:07久留米着、  新幹線: 博多 9:46ー10:05久留米 

          ※タクシーでクリニック(明治通り本町交差点)まで初乗り料金です。 

 

西鉄--特急: 天神駅 9:30ー10:00久留米着、快速: 天神 9:09ー9:49久留米 

          タクシーでクリニック(明治通り本町交差点)まで 700 円ぐらいです。 

          ※因みに両駅からバスで来られる場合は、下車バス停は「本町」です。 

            JRバス停からは 2つ目、西鉄バス停からは 3つ目です。 

 

（申し込み要領は別途お手元にお届けいたしました。） 
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＜2015 年後半の交流と 2016 年の交流・行事等予定＞ 

 

 

渡航 2015 年 10 月 シドニークラブ ＆ バンダーバーグクラブ 

          （オーストラリア） 

受入 2016 年 5 月予定 タムワースクラブ ＆ ホバートクラブ 

            （オーストラリア） 

西日本会議 大分竹田クラブ 

 

日本大会 岐阜クラブ 9 月 27、28 日 

 内容、申し込みについては会報の最後にあります。 

世界大会  バンクーバー・カナダ 8 月 29~31 日 

 

 

＜新入会員の紹介＞  

★ 服部晴美様  〒811-2201 粕屋郡志免町桜丘 1-12-8 

  (糟屋・飯塚)  電話 080-5266-4297 

                 メールアドレス  harumi-ha.0807t@ezweb.ne.jp 

 

★ 原田美佳子様 〒820-1103 鞍手郡小竹町勝野 4001-9 

          電話 0949-62-3604 

                 メールアドレス  chopin441@yahoo.co.jp 

 

★ 山下 栄爾様 ( 家族会員で入会 ) 

  (糟屋・飯塚) 〒811-2201 糟屋郡志免町桜丘 2-17-4 

         電話 092-936-3989 

         メールアドレス jasmine922@csf.ne.jp 

 

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

FF の名札を希望される会員の方は下記事務局まで FAX で申し込みください。 

その際、名前の表記がアルファベットになりますのでわかりやすくご記入ください。（例：

TARO FUKUOKA, NOBUKO KAKU 等） 

 

住所、TEL、e-mail、をお書きの上下記まで FAX 下さい。 

＊名札申込み FAX 先：092-812-3030 賀来 事務局 

************************************************************** 
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＜編集後記＞ 

中川新会長が挨拶の中で述べていますように、会員の皆様参加型で FF 福岡を活性

化させたいと事務局も思っております。折々にご案内しておりますブログという

発表の場もあります。旅をされてのちょっとしたエピソードやおすすめグルメ等

の紹介とか、習い事で得た知識やコツ、イベントなどのお知らせ、交流行事など

への提案、はたまたご意見、ご批判など何でも構いません、役員会だけが動いて

いるクラブではなく全員が何かを提供し何かを得るという会となって欲しいもの

です。もちろんいつもご協力下さっている方々がいらしてこそ今まで続いてきた

のは紛れもない事実です。さらに、そしてもっとコミュニケイトしていきましょ

う！             (パソコンの仕事を手伝って下さる方募集中！) 

 

 

編集・発行 Friendship Force of Fukuoka 

（フレンドシップフォース オブ 福岡） 

 

会長    中川泰寿 taiju.n@poppy.ocn.ne.jp 

副会長        音成玲子 rneshige@yahoo.co.jp 

事務局   賀来述子 kakunobuko2009@live.jp 

 

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

ブログ    ： http://fffukuoka.exblog.jp/ 

 

＜ドイツ・フォクトラントクラブとの交流の写真＞ 

良くお似合いです！          素晴らしい竹和の皆さんの演奏    真心の手作りクッキー 

 

 

 

 

 

 

 

えい！や～！           写真、撮っとかなくっちゃ！！       良い記念になりましたね。 

 

mailto:taiju.n@poppy.ocn.ne.jp
mailto:rneshige@yahoo.co.jp
mailto:kakunobuko2009@live.jp
http://29.pro.tok2.com/~fffukuoka
http://fffukuoka.exblog.jp/
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＜日本大会のご案内＞ 

 

毎年開催される日本大会ですが、今年は岐阜クラブの主催で行われます。 

会議日程、オプショナルツアーなどの詳細は以下のごとくです。参加を希望され

ますかたがおられましたら役員・事務局にお知らせください。 

 

＊9 月 27 日（日）代表者会議 受付 午前 9:30～10:00 

代表者会議    午前 10:00～12:00 

                       昼食       午後 12:00～1:00     

全体会議 受付   午後 12:00～1:00    

            全体会議     午後 1:00～5:00 

            懇親会 受付   午後 5:30～5:45 

            懇親会      午後 5:45～8:00 

＊9 月 28 日（月）オプショナルツアー 

   (A)ユネスコ世界文化遺産の白川郷 ～貸切バス:東海北陸道を利用(6,000 円・昼食付) 

   (B)ミシュラン三つ星の高山市 ～貸切バス:東海北陸道を利用(5,500 円・昼食別) 

   (C)中山道木曽路（馬籠宿）～貸切バス:名神・中央道を利用(5,600 円・昼食付) 

   (D)岐阜市の歴史的景観地区 ～市内バス利用(バス代 1 回 210 円、昼食等は個人払い) 

   (E)ゴルフコンペ ～プレー代(8,500 円程度・昼食付)、参加料(500 円・賞品代) 

 

＊会場：ホテル グランヴェール岐山  http://grandvert.com/home/           

        〒500-8875 岐阜市柳ヶ瀬通 6 丁目 14 番地 

TEL：058-263-7111 FAX：058-263-5517 

＊会費：会議参加費：2000 円 (一人) 

昼食代（9 月 27 日）：ビュッフェ形式 1080 円（税込）    

懇親会（9 月 27 日）：8000 円（税、サービス料込） 

 

＊宿泊先：ホテル グランヴェール岐山  79 名宿泊可能 

   9 月 26 日（土）シングル、ツイン、和室（3~5 名） 

1 泊朝食付き（一人）7200 円（税込） 

9 月 27 日（日）シングル、ツイン、和室（3~5 名） 

1 泊朝食付き（一人）6200 円（税込） 

 ★宿泊につきましては各自で申し込みをお願いします。割引料金の適用になりますので 

FF 岐阜の会議に参加される旨をホテル側にお伝え下さい。 

 

★締め切りは６月 23 日(火)です。 


