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２０１６年度 ＦＦ広島総会報告                      

 １月２３日（土）広島国際プラザ研修室で、２０１６年度FF広島定例総会及び研修会を開

催。３４名のご参加を頂きました。総会では、２０１５年度のFF総会以降入会された新会員

さんの自己紹介後、弓手会長さんより、これからのFF広島の方向性―『グローバルな視野を

持って，地域コミュニテイーづくりができるように、生涯学習共同体づくりを目指し、内外

に積極的に働きかける活動をする―具体的には、[Stay America (Canada ,Australia, 

New Zealand),Learn English] の手作りプログラムを創出する』―を英語で話され、総

会行事に入りました。 

午前中の総会では 

 ①２０１５年度の事業報告 ②２０１５年度会計報告 ③２０１５年度会計監査報告 

 ④２０１６年度の事業計画 ⑤２０１６年度予算計画 ⑥役員改選 ⑦規約改正 

の７つの議案が審議され、承認されました。 

総会資料は全会員さんへ、配布しています。ご欠席の方には、メールで総会資料を送付して

います。詳しい内容は総会資料をご覧ください。 

 ⑦号議案－規約改正（案）ついて報告します。 

 

 

 

 

※２０１７年度の総会で規約改正を行い、２０１７年度から家族会員の会費は  

   ５,０００円となります。          
 

 

 

 

 

     

会費について、来年度より、家族会員の会費を４,０００円から５,０００円とする。 

【 規約改正理由 】 

今までは、ＦＦＩへのクラブ費用を家族会員でも、個人会員として、納入していたが、  

来年度よりFFIの規定に従い、家族会員は ２５ ドル、個人会員は １５ ドル納入する。 

（２ページへ続く） 

        【 総会の様子 】 

        【 平成２８年２月２９日 発行 】 
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   午後は１０月４日（火）からの受け入れ交換（Mexico Coatepec クラブ）に向

け、『メキシコを知ろう！』をテーマに特別研修会を行いました。広島市立大学の博

士課程で彫刻について研究をしている、メキシコからの留学生、Omar Rosales 

Ambriz（Mr.）さんが、『Economic, Social and Cultural Characteristic of 

Mexico』の演題で、メキシコの地理・社会の特徴、

経済、食文化や宗教について画像を使い、英語で分か

りやすくスピーチをして下さいました。知らないこと

ばかり！！興味関心は深まり、Coatepec クラブと

の交流が今から大変楽しみになってきました。食文化

への質問が多く，研修会は大変盛り上がりました。あ

の有名なテキーラというアルコール度数の高い蒸留酒

は、リュウゼツラン（Ａｇａｖｅ，アガベ）から造ら

れており、Tequilaはその土地の名前から付けられたこと等々・・・。 

メキシコの公用語はスペイン語。Gracias（グラスィアスーありがとう）！だけでな

く、受け入れ交換までには少しスペイン語の学習もしなければ・・・と色々な思いを

抱いた研修会にもなりました。 

特別研修 －メキシコを知ろう！－ 

The meeting with members of the FF Hiroshima was a very 

interesting and funny experience for me, I had the oppor-

tunity to talk about my culture and know the doubts about 

Mexico. I recommend you start studying some Spanish, basic 

phrases, for communication to be a little easier with Coatepec 

members. I wish you good luck!!     Omar Rosales Ambriz 

       【 「ＦＦの歌」「ふるさと」合唱 】 
【 神森さん、オリジナル手品の披露 】 
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【 英会話サロン 】  

 FF広島福山地区英会話サロンは2014年

から始まって今年で３年目を向えます。 

 私は去年の９月から参加させてもらって 

４ケ月が経とうとしていますが、気分的に

は１年位続けてる感じがします。というの

も 昨年１０月の「ラスベガス他クラブの

受け入れ」でGeorgeさんを受け入れて 楽

しく充実した時を過ごすことが出来たから

です。 

 英会話サロンでは受け入れ時、「こういう風に話したらいいよ！」とか、「こんな風に説明して

あげたら」とかの実践英語を教えて頂き、大変有り難かったです。その後も今年度の渡航による交

換や受け入れによる交換の場所のいろんな情報を丁寧に説明してもらい、インターネットで検索

し、その場所に行った気分に浸っております。 

 サロン出席の皆さんからのいろんな海外や日本の情報に触れるにつけ、その場所の歴史や風土を

学ぶきっかけを作ってもらう貴重な「英会話サロン」だ

と思っています。FF広島福山地区英会話サロンを通じ

て、出来るだけ多くの人と日本文化や世界の音楽などを

通して繋がることが出来たら これに勝る幸せはありませ

ん。 

  英会話については駆け出しの私ですが、海外の人と少し

でも心の交流が出来るように英会話力を育むつもりで毎

週サロンに出向いています。 

 これからも皆さん、どうぞよろしくお願い致します。                    

                   （小川  徹） 

【 なでしこ会 】  

「なでしこ会」は歌の練習を兼ねた親睦会として２０１３年７月に発足しました。女性中心に月

１回程度集まっていますが、だれでも参加できるオープンな会です。受け入れや渡航の際に役立つ

ことだけでなく、お花見など楽しい行事を企画して活動しています。 

歌は阿部さんの上手なリードとピアノ伴奏で気持ち良く歌っています。ここからウエルカムパー

ティーやフェアウエルパーティーで歌うジェスチャーつきの歌が生まれ、パーティーを盛り上げて

います。 

美味しいもの大好きなメンバーなので、時には

西条まで足をのばし島崎さん推薦のレストラン

でランチをし、島崎さん宅にお邪魔してお茶を

いただきながらおしゃべりをしたり、また、李

さんのお宅で念願の小籠包の作り方を教えてい

ただき楽しいひと時を過ごしたりしています。

年１回はポトラックパーティーを行っていま

す。昨年の受け入れの際のポトラックパー

ティーも成功しました。 

今年はさらに、英会話しながら平和公園や宮島

をガイドしたいというみんなの思いを具体的に

していく予定です。       （松本  浩子）  

 ３年目を迎えて － 英会話サロン・なでしこ会の活動 － 
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※ 英会話サロンは毎週水曜日開催、なでしこ会は原則月１回開催 

こ れ か ら の ス ケ ジ ュ ー ル 

日  程 内   容 

１月30日       ＦＦＪ ＥＤ研修会（東京 三鷹） 講師 弓手会長、猪原事務局長  

３月１日 
   New Plymouth  渡航第１回ワークショプ  弓手会長宅 

 ＥＤ 猪原俊郎、CO－ED  川嵜武博  

４月       New Plymouth 渡航第２回ワークショップ 弓手会長宅 

５月１８日～２８日   
   New Plymouth （New Zealnd） 渡航（１４名） 

 ※ 他クラブの参加者を含む  

6月          ＥＤ研修会 

9月          西日本ブロック会議（熊本） 

9月16日～19日 
   FF World Conference （Marrakesh, Morocco） 

 初めてのアフリカ開催  新しいＦＦ会長 Jeremi Snook 就任 

10月4日～10日  
   Coatepec （Mexico）受け入れ交換 

   ＥＤ 廣森彌生、ＣＯ－ＥＤ 山本鈴子 

10月30日～11月3日   
   Stop Over Hospitality （FF Niagara広島訪問）  

   ＥＤ 川嵜武博、ＣＯ－ＥＤ 竹内征治 

11月１２日    ＦＦ日本大会 （さいたま市） 

 

 

   

  【 渡辺 絹子さん 】 

  友人に背中を勢いよく押され、今がする時チャンスだと思い入会しました。新たな出会   

 いを楽しみにしています。 

  

  【 坂井 惠子さん 】 

  森川悦子さん、渡辺絹子さんと同じ英会話教室で、ＦＦに誘っていただきました。 

  5年前にニュージーランドにホームステイして、また行きたいと思っていました。 

  いいチャンスに巡り合えたことに感謝しています。英会話はまだまだですが、よろしく  

 お願いします。 

  － 新 会 員 紹 介 － 

編集後記  
 特別研修で講演されたOmarさんや新会員の方々をはじめ皆様から編集員のもとにお寄せいただ

きました多くの写真や原稿のおかげでNewsletter 第8号をお届け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 ・ 松本浩子 ・ 小川正樹 ） 



 

 


