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        【 平成30年 1月27日 発行 】 

   
   Go beyond in 2018 会 長  弓手 博                                               

                                                       

 

2017年FF広島は皆様のご協力により充実した一年になりました。特に、インバウンドのウエスタンミシガン・クラ

ブ20名の方々を交えて、ホームパーテイやフリーデイの行事など様々な活動を演出していただいたおかげで、会員・

非会員を問わず大いにキズナが深まりました。その結果、ウエスタンミシガン・クラブからは、近い将来FF広島のカウ

ンター・ヴィジットを受けたいとのオファーがあり、皆様のボランテイアー精神にあらためて感謝しています。      

次は、See you again in Kalamazoo！を実現しナイト 

そして、アウトバウンドのロサンジェルス・ホームステイ英語研修には、国内の他クラブからも参加者を得て、

Farmers’Market、Cooking、Gardening、Shopping、ハリウッド・ボウル・コンサートなど、普通のアメリカ人のように地

元の生活文化を体験しながら、Enjoy the local culture with the local people、アメリカ第二の巨大都市ロサンジェル

スにおいて、夢のような「アメリカン・イングリッシュ＆ライフスタイル」を楽しむことができたのです。 

Thank you, FF Los Angeles! もっと生活英語を楽しまナイト  

   

このように、ココロの「若返り」をキーコンセプトに、2017年は「活動の多様化と組織の活性化」を進めてきました。

たしかに、インバウンド・アウトバウンドの両方において、会員の方々のクリエイテイブな体験への志向と、ダイナミック

な参加意欲を様々な場面において強く感じました。インバウンド・アウトバウンドのキーパーソンHC・AC（Host Coordi-

nator・Ambassador Coordinator）や、会議や交流会の司会なども、すべて初めての方々に引き受けていただき好評

を得ました。また、新たに発足した サンシャイン・シンガーズ・ダンサーズには、交流の中で歌ったりYOSAKOIを踊っ

たり、雰囲気をダイナミックに盛りあげてもらいました。 

Where words fail, music speaks、歌って踊ってココロの交流を楽しまナイト 

  

以上、今日まで積み重ねてきたFF広島の「若さレガシー」をもとに、2018年からは「魅力ある交流づくり」を組織の

コア・バリューに位置付けて、日々の活動にさらなる工夫と改善を加えていきたいと思います。その中心は、やはり、

「子どもや若者のチカラ」を借りることになると思います。この一年間だけでも高齢者会員が次から次へと退会にな

り、今後、この傾向には歯止めはかけられないでしょう。まさに、これこそがFF広島にとって深刻かつ最大の問題であ

り、だからこそ、子どもや若者のチカラを取り入れる具体的な方策を考えなければ組織の未来はないと言えるかも知

れません。 

そして、「魅力ある交流づくり」を考える場合大切なのは、① アクテイビテイー（音楽・芸術・スポ－ツ）活動や ② コ

ミュニケーション（市民・若者の参加とコミュニテイ－の再生） ③ マルテイカルチャー（国際性・多様性と共生社会へ

の志向） などの三要件をFFの活動にできるだけ取り入れることだと思っています。 

The more we get together, the happier we’ll be. 老若男女がもっと集まらナイト 

   

このようなポイントを念頭に、社会に開かれたFF広島の「魅力ある交流づくり」をブレることなく着実に進めること。

同時に、FF広島の社会貢献活動について広く理解してもらうために、2018年1月中にFF広島のウエブサイトを開設す

ること。海外他クラブとのTeleconferencingを進め、国内他クラブとのコミュニケーションにも先端的ICTを導入するこ

と。そして、ツネイシみらい財団やヒロシマ平和交流基金などへも応募し、「アメリカ高校生の日本文化研修旅行（6

月）」、「Xalapaクラブ・メキシコ受入れ（11月)」、「オーストラリア・イングリッシュ＆ライフスタイル研修（9月）」、その他

SOH（4月オーストラリア、5月カナダ）を成功させること。さらに、NPO千年の里、福山と尾道市内の小・中・高等学校、

大学、専門学校などとの連携にいっそう取り組むこと などを重点に地道な交流活動を展開していきます。 

For your friends are my friends and my friends are your friends. 国際交流にはグローカルな視点をもたナイト 

 

  引き続き皆さまからのご協力をお願い申しあげます。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515839558/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3B1YmxpY2RvbWFpbnEubmV0L2ltYWdlcy8yMDE3MDEvMDVzL3B1YmxpY2RvbWFpbnEtMDAwNDU0N2h1aS5qcGc-/RS=%5EADBWaM86gKSdm8vQ7OvAgyPqOf0FV8-;_ylt=A2RimVvFjlhatggAJhSU3uV7
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 第19回フレンドシップフォース西日本ブロック会議を広

島クラブが担当し、昨年9月9日(土)尾道市千光寺山荘で開

催しました。 

  九州からは福岡、大分、長崎、熊本、四国からは愛媛、中

国は鳥取、広島の７クラブが集まりました。開催地の尾道

市は日本遺産に認定された町として脚光を浴びており観光

客が多く見受けられ特に外国人が多いようです。そういっ

た中で平谷祐宏市長さまを来賓にお迎えしてごあいさつをいただきました。またNPO法人千年の里、

監事 市川周蔵さまにもご参加いただき会場に花を添えていただきました。 

   そのほかFFの関係者はFFI リージョナルサポートマネージャーの 金元勅子さま、西日本ブロック長

（ FR ) の峯洋子さまの出席をいただきました。 

   この会議のメインテーマはグループ討議の “会員の高齢化に伴う活動の停滞傾向にどう対処する

か”サブテーマとして  1、新規会員をどのように勧誘するか。2、合同受け入れと合同渡航の対応。

総勢52名が8グループに分かれて討議。若者もシニア会員も参加できる交流内容の創造、他団体の行

事に積極的に参加し、FFの活動を幅広くPRし、新規会員を勧誘する取り組み等、これからの活動に

生かせる意見交流ができました。 

 

 第2部の懇親会は夕食をとりながら各々のテー

ブルの間をメンバーが入り乱れて酒を酌み交わ

し、歓談し、楽しいひとときを過ごしました。 

アトラクションはカラオケ、広島クラブによる踊

り、マジックで盛り上がりました。来年度は愛媛

クラブにより松山市で10月14(日)に実施されま

す。再会を誓って別れを告げました。 

                         実行委員長 神森 且視 
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西日本ブロック会議 報告 

 
 

 

 

 2017年10月1日に郡山市で開催されました日本

大会に弓手会長と共に参加しました。プログラムは以

下の通りです。 

 ＦＦＩDirector Matthew Nedik氏あいさつ、参加

クラブ紹介(日本25クラブ参加者数214人)、FFIボー

ド報告、ブロック会議報告、更に参加者が20グループに分かれＦＦの活動で直面する身近

な問題につき活発な討議が行われました。 

 ＦＦは会員の高齢化に伴うクラブの停滞傾向がありますが事前アンケート調査結果では

2017年のＦＦ日本の会員数は1162人と一時の減少傾向を脱しており、新入会員の66％

が65歳以上で、入会要因としては”交際交流に関心がある知人友人への声かけ”が最も有

効であるとのアンケート結果が出ており、ＦＦの活性化につながる新入会員の勧誘のヒント

になるかと思われます。また、日本大会に参加されている方の嬉々とした表情に触れ、現在

在籍している会員がＦＦを楽しみ、ＦＦに満足していることが大切であることを強く感じま

した。                         事務局長 猪原 俊郎 

第29回日本大会に参加して 
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８月１９日 

 ロスアンジェルスに到着した翌日、Farmer’s Market に朝皆集合しました。

Farmer’s Marketは1934年に農家の方たちが新鮮な野菜や果物を持ち寄って始めた市

場で、今では果物、お土産屋、フード屋台など200店舗近くが並ぶマーケットです。マー

ケットで各自が選んできたBrunchを楽しみながら各Host とAmbassador がペアで次々

に前にでてお互いを他己紹介して、一気に皆和やかになりました。続いてscavenger 

hunt が行われ、各組のHostとAmbassadorと一緒にFarmer’s Market 内（福山駅と

駅前Bus 停をすべて合わせたくらいの範囲に駄菓子屋、ケーキや、食事処、土産物や等が

混然と入り混じっていますので、初心者は全く地理が分かりません。）を見て回り、 

scavenger hunt の答えを見つけながら、しっかり英語でコミュニケーションがとれるよ

うに、工夫されていました 。 

 夕方よりDel  Rey  Yacht  Club,  Marine  Del  ReyでWelcome partyが開催され

Executive Class の雰囲気を味わいながらDinner とEnglish conversation を楽しみま

した。 
上と左下はFarmer’s MarketのRestaurantで自分のhostを紹介しているところです。 

右下はDel Rey Yacht Club からのYacht harborの眺めです。  

４ 



 

 

   

８月２０日 

   Getty Center へ行きました。これはUSAでも有数の絵画collectionを誇る美術館です。 

有名な建築家Richard Meierによって設計された美術館の内外共に（ガーデンを含み）芸術

感にあふれたものです。 Ambassador は２グループに分かれてボランテイアガイドの説明

で、ゴッホなどの代表的な作品を観賞しました。自分の着ている衣服とマッチする作品を選

んで、その理由を皆に英語で説明する等、ユニークな絵画鑑賞もしました。  

 
   

    夕方から野外音楽堂、“ハリウッド・ボウル”へ行きました。９５年の歴史があり、座席

数は17,376席。 持ち物検査のあと無事入場しましたが、その広さに圧倒されました。        

    演奏されたのは“Jazz fusion”系の音楽で約2.5時間。観客の多くが黒人で、演奏中も

一緒になってエネルギィッシュに踊っていました。Jazz系は彼らに人気があるのでしょ

う。 

５ 

ゴッホの作品 Getty Center 庭  



 

 

 

８月２２日 

   今回のおもてなしへの返礼として、広島お好み焼きを作ってhostの方々に食べていただ

きました。焼きたてのお好み焼は、瞬く間に完食！ 楽しいThanks Dinnerでした。 

 

８月２３日 

  South Coast Botanic Garden, Pt. Vincent Interpretive Center, Wayfarer’s 

Chapel 等をBus tour しました。その後ロスアンジェルス港をクルージング し楽しみま

した。 

 

 

 
                                                                                                                             

  

                     

                
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   夜はFarewell party。よさこいの踊り、英語カラオケ、広島福山紹介を行い楽しいひと

時をともに過ごしました。           AC 川嵜 武博   Co-AC 森川 悦子 

６ 



 

 

    

 2017 年10 月31 日(火)から11 月7 日(火)までWestern Michigan から２０名のアン

バサダーを受入れました。 

                           赤色がWestern Michigan 

   今回、HC とCo-HC を経験させて頂きました。二人

共初めてのことで戸惑うことばかりでしたが、諸先輩

方、FF 会員の皆さまから多くのサポートを頂きまし

た。振り返れば２０１７年4 月にAC のLyn とのメー

ルのやり取りは１００通を越えました。 

   とくに印象に残っていることはHC とCo-HC でメー

ルの意図する所の解読に一緒に格闘したことが二人に

とって本当に貴重な体験になり充実した１年を過ごすこ

とが出来たと思っています。 

 

10 月31 日(火) オリエンテーション(福寿会館) 

11 月 1 日(水) Welcome Party(松永コミュニティセンター) 

11 月 2 日(木)常石造船、神勝寺座禅体験 

11 月 3 日(金)平和公園、原爆資料館 

11 月 4 日(土)宮島観光 

11 月 5 日(日)Free day 

11 月 6 日(月)鞆の街散策(鞆中学生によるガイド) 

11 月 7 日(火)京都に出発 
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 今回はambassador(Peg)が体調を崩されましたが、会長始め、みなさんの連携で快復 

されその後すべての交流に参加することが出来ました。また、平和公園、宮島へは広島 

と福山とで連携をとり,足の不自由な方(Jerry)も楽しく旅を満喫されました。 

 ホスト間での宿泊の連携もとてもスムースに流れました。このことこそFriendship& 

 Hospitality の素晴らしさだと、心が”ほっこり”しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 フリー・ディには尾道観光、サイクリングなどで楽しまれました。 

８ 

造船技術の最先端を見学に 禅メディテーションの世界に 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   またFarewell Party では各ambassador の特技やみんなで楽しめるゲームを用意して頂

いたり、ダンスや歌やマジックなど楽しい雰囲氣で国を越えた交流が出来、大変ありがたい

ことだと思っています。みんなで参加できる出し物が楽しさをもり上げる最高のものだと確

信出来ました。そんなアイディアを持って深く関われば関わるほど大きな感動を貰えるもの

だとも感じています。 

 皆さま、ご協力ありがとうございました。         HC 小川 徹  Co-HC 久田 悦子 
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2018年渡航（Out  Bound）  
   本年の渡航先はアメリカ合衆国のアリゾナ州 
（愛称：The Grand Canyon State）南東部に位
置する内陸都市ツーソン（Tucson）です。人口は
約53万人で近郊のトゥームストーンにはOK牧場 
の決闘で知られるOK牧場があります。 
 下記の通り準備を進めております。 
参加者：12名（広島クラブ単独）               
出発：3月15日 広島空港出発 
交換：3月15日～21日迄ツーソンクラブ 
   にホームステイ 
オプショナルツアー：3月22日～24日 
行先：グランドキャニオン 
                AC 猪原 俊郎 

英語研修旅行 i n  オーストラリア  
   今年の英語研修旅行は、オーストラリアのＮｏｒｔｈ Ｍｏｒｅｔｏｎ club 

とＳｕｎｓｈｉｎｅ Ｃｏａｓｔ ｃｌｕｂ の共催で行われます。  

 Ｎｏｒｔｈ ＭｏｒｅｔｏｎもＳｕｎｓｈｉｎｅ Ｃｏａｓｔも海が綺麗で、

素敵な海岸線と山には、カンガルーやコアラなどが生息しています。 

 日本との時差は1時間で、生活に慣れやすい場所です。 
【 日 程 】 
９月３日～10 日迄 ノースモレトンクラブにホームステイ 
９月10 日～17 日迄 サンシャインコーストクラブにホームステイ 
  まだ定員に若干の余裕があります。早めに申し込みを。                                                             
                           AC 小川 徹 

Globa l  You th  P rogram  
 次世代交流と日米若者文化交流をめざして、Global Youth Program を6月8
日（金）～6月18日（月）≪10泊11日≫に実施します。このプログラムは、
FF 武蔵野、FF 富士山とFF 広島の３クラブがホストクラブとなり実施します。 
 FF広島のホスト日は、６月１１日（月）～６月１５日（金）の≪４泊５日≫
です。 

【 活 動 内 容 】 

６月１１日（月）Welcome receptionとオリエンテーション  

６月１２日（火）福山市立福山中・高等学校との交流 

６月１３日（水）宮島観光と広島平和学習（慰霊碑・原爆ドーム、原爆資料館等見学） 

６月１４日（木）常石造船所見学、神勝寺座禅学習 Farewell Party 

６月１５日（金）福山から東京へ移動             HC 廣森彌生  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/OK%E7%89%A7%E5%A0%B4%E3%81%AE%E6%B1%BA%E9%97%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/OK%E7%89%A7%E5%A0%B4%E3%81%AE%E6%B1%BA%E9%97%98
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 ２０１４年１月に始めた英会話サロンは、今

年の１月で５年目を迎えます。昨年の９月ま

で、月２回（水曜日）弓手会長宅の３Ｆラウン

ジに、英語力をつけようと会員が集い、繋がり

合える楽しさを満喫してきました。１０月から

Jon Prevatt先生に替わって、ケニア出身の

Eric Munene先生にご指導していただいていま

す。日時も、月１回第三金曜日に変更していま

す。それぞれ、先生の指導方法は異なります

が、文化の違いを学び、英語コミュニケーション力が向上し、何よりも楽しい、 

楽しい時間です！そしてこの力がＦＦ広島の活動の原動力ともなっています。 

  さらなる発展を！ 

 

 継続は力なり！－ ５年目を迎える英会話サロン －  

 
 
 
 

 
現在、三次地区の会員は7名です。三次地区会員の集まりは余りありませんが、それ

ぞれが仕事やボランティア活動、地域行事にがんばっています。 
そんな私達が少なからず関わっている活動に、三次市で行なわれている中学生のホー

ムステイ事業があります。毎年、夏休み期間中に三次市の中学生が、カーター元大統領
の出身地であるジョージア州アメリカス市を訪問し、去年で26回目になりました。また
ここ最近ではアメリカス市の子ども達が三次市を訪問するようになりました。 

三次地区の会員もこの事業の支援をしている国際交流協会の運営や通訳、またアメリ
カとの連絡などの手伝いをしています。お互いの国を訪問し、いろいろな体験をするこ
とは子ども達の将来にとって
とても良いことだと思ってい
ます。 

FFの活動とカーター元大統
領やジョージア州には太い繋
がりがあります。FFの活動と
三次市で行なわれている活動
がこれからも発展して、2つの
国の友好関係が続いていくこ
とを希望しています。今後も
三次地区の会員もこの活動を
応援していきます。 

三次地区だより  みんな元気です！  



 

 

 

 

 

 

【 塩山理美湖 さん 】 
 森川さんのご紹介で入会しました。大好きな箏演奏で文化交流できれば幸いです。宜し

くお願いします。 

  

                                    【 相方由紀恵 さん 】 

  はじめまして。昨年の秋よりFFの会員になりました相方由紀恵です。住んでる街が鞆の浦

という事もあり、今までに何度か知り合った外国人を案内しました。その度にもっと上手く日

本の文化を英語で伝えられたらと少しずつ英語の勉強を続けています。(早速11月にはミシ

ガン州からのアンバサダーの案内を手伝い、良い経験ができました。) 微力ながら少しでも

皆さんの力になれればと思っていますのでよろしくお願いします。 

 

【 助宮美智子 さん 】 
 昨年秋からメンバーに参加させて頂いております助宮美智子と申します。新市町で小さ

なcafe を営んでいます。 

 60の手習！5年程前から40年振りに英語に触れるようになりました。たまにボランティアで

ホームステイを受け入れています。その延長で、この度、FF広島 に参加しました。これから

徐々に自分に出来ることを選んで活動に参加しようと思っています。どうぞよろしくお願い致し

ます。 
 

【 田辺 尚子 さん 】 
 中・高・大学で英語を教えてきました。試験のための英語の勉強も大切ですが、民間の

生活レベルでの国際交流を英語で楽しむことの重要性を痛感しています。4月から職場が

福山になりますので、好機と思い入会いたしました。どうぞよろしくお願いします。 
 

【 村島 公司 さん 】 
 私は尾道市立美木中学校に勤務しております村島公司と申します。英語教育に30年

近く従事してきました。これまでに色々な子どもたちを海外に引率してきました。今、本校では

オーストラリアに姉妹校を作りたいと考えています。どうぞよろしくお願い致します。 

  － 新 会 員 紹 介 － 
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  【 編集後記 】  
  新年早々から寒さが厳しくなっていますが、新会員の方々が多数入会され、ＦＦ広島

は寒さを吹き飛ばす程の熱気に満ちています。  

      広報委員のメンバーをはじめ、たくさんの方にご協力いただき、無事に第１2号を発

行することができました。ありがとうございました。           

（ 編集委員  廣森 彌生 小川 正樹 ）    

 ＦＦ広島 ホームページアドレス  http://www.friendshipforcehiroshima.org 

http://www.friendshipforcehiroshima.org

