
活動報告

■ 5 月 9 日 リバサイド選手団仙台到着

Jason Newstrom選手

Karla E.Adams選手

Bob Bishop 引率者

■ 5 月 10 日 リバサイド市との交流協議

■ 5 月 11 日

①第18回仙台国際ハーフマラソン大会

②表彰式・お別れパーティ

③国際姉妹・友好・交流促進締結都市交流会

■ 5 月 12 日 市主催による観光ツアー

■ 5 月 13 日 オレンジクラブによる観光案内

■ 5 月 14 日 離仙

今後の行事（予定）

■ ノース高校サッカーチーム来仙

■ リバサイド姉妹都市・ハーフマラソン大会

■ リバサイド姉妹都市ゴルフトーナメント大会

■ せんだい地球フェスタ 2008 9 月 21 日（日）

■ 5 月 9 日 23 時 47 分仙台駅到着。深夜にもか

かわらず有志が花束で出迎えた。

■5月10日15時、リバサイド市との交流協議が江

www.justmystage.com/home/orangeclub/

●お願い ：今後の行事（予定）については今の

ところ詳しい情報は入っておりません。わかり次第

お知らせいたしますが、迅速に情報伝達するた

め、メールアドレスをお持ちの方は差し支えない

範囲で登録いただきたくお願い申し上げます。

●お詫び： 5 月 11 日の交流会について、各団

体割当制となったため、会員の方々全員にご案

内することができなかったことについてお詫びい

たします。

陽グランドホテルで行われた。

仙台市側から歓迎の挨拶のあと、これまでの取り

組み状況について報告があった。リバサイド市側か

らは仙台委員会組織の再編成のこと、リバサイド姉

妹都市ハーフマラソンと姉妹都市ゴルフトーナメン

トを今年計画していること、七夕フェスティバルを来

年予定していること等について話があった。

出席者：リバサイド市側からリバサイド国際姉妹

都市委員会仙台委員会共同委員長ボブ・ビショッ

プ氏とカーラ・アダムス氏、及びジェイソン選手。仙

台市側から仙台リバサイド交流連絡会、仙台リバサ

イド青少年交流協会、仙台リバサイド奨学会、仙台

男子厨房に入ろう会、仙台高等学校、仙台国際交

流協会、仙台市交流政策課

■ 5 月 11 日ハーフマラソン大会当日。 小雨の中、

過去最多の1,000人を超える選手が杜の都仙台

を駆け抜けた。注目された特別招待選手の野口

みずき選手が実力どおり優勝した。リバサイドチー

ムのジェイソン選手は812人中466位、カーラ選手

は150人中131位と健闘した。

力走するジェイソン選手（青いゼッケン）



力走するカーラ選手 （ピンクのゼッケン）

■ 11 日 13 時 45 分から、ホテル仙台プラザにお

いて、表彰式・お別れパーティが盛大に

行われたが、足の踏み場もないほどであった。

選手や関係者でごった返す中、ようやく彼らを捜し

出し、市長に紹介して写真に納めることができた。

梅原仙台市長と（ホテル仙台プラザ）

■ 11 日 18 時から、江陽グランドホテルにおい

て、国際姉妹・友好・交流促進締結都市等交流

会が131名の出席のもとに行われた。

交流会で当会の紹介をする相原さん

カーラ選手と当会のメンバー

撮影したビデオをカーラ選手に贈る佐藤さん

今年の交流会は実行委員会方式で運営された。

参加人数は各団体割当制となり、当会には 10 名が

割当てられたが、それでも日仏協会とともに一番多

い割り当てであった。

実行委員会メンバー：仙台国際姉妹都市交流会

会、仙台リバサイド交流連絡会、東北日米協会、仙

台日仏協会・アリアンスフランセーズ仙台、宮城・ベ

ラルーシ協会、仙台市日中友好協会、仙台男子厨

房に入ろう会、仙台国際交流協会

■ 12 日、姉妹都市選手団一行は、仙台市主

催の観光ツアーを楽しんだ。

■ 13 日、リバサイドチームはオレンジクラブ役

員の引率により市内観光を楽しんだ。

13 日 11 時にホテル仙台プラザを出発し、市内観

光に向かった。田村氏・勝亦氏・鈴木の 3 氏に車の

提供を、また相原氏・清水氏・河部の 3 氏に同行を

お願いした。

はじめに瑞鳳殿を訪れ、しばし閑静な佇まいに

身を置いた。

次に国際センターに立寄り、仙台リバサイド両都

市姉妹都締結 50 周年記念の象徴の一つである

Giant Orange の前で記念写真を撮った。国際交流協

会の池田副理事長に挨拶したところ、以前リバサイ

ド市を訪問したことがあるということであった。



Giant Orange を前に（国際センター）

昼食の時間となったので、一旦一番町に戻り、

「千房」でお好み焼きを堪能した。「千房」から市役

所までは徒歩で移動。

市役所では「リバサイドの鐘」の前で記念写真を

撮った。例年、姉妹都市の選手団が市長表敬訪問

する際、この鐘を撞くイヴェントが行われていたが、

諸般の事情により今回から廃止となった。

「リバサイドの鐘」の前で（仙台市役所）

仙台城跡では市内を一望しながら政宗騎馬像前

で記念撮影を行った後、境内のお土産店でしばし

買い物を楽しんだ。

仙台城跡にて

3 時半過ぎにホテルに戻り、ここで、当会からの

お土産として楽天グッズを贈呈した。

ジェイソン選手は藤田宅へ、カーラ選手は加藤

宅へ、ボブ氏は鈴木宅へと、それぞれのホームステ

イ先へ向かった。

藤田宅のジェイソン選手

加藤宅のカーラ選手

鈴木宅のボブ氏



■ 14 日朝 9 時 44 分、関係者の皆さんに見送ら

れて、ボブ氏、カーラ選手、ジェイソン選手は東京

へ向かった。

出発前、新幹線改札口前にて

こうして慌ただしくも充実した 5 日間の日程を無

事終了することができました。忙しい中、時間を割

いてご協力くださった次の方々に心から感謝しま

す。

相原、加藤、勝亦、河部、佐藤、清水、陶、鈴木、

田村、藤田、今崎（以上敬称略）、その他関係各位

訃 報 !!

リバサイドの洋子さんのご夫君 Tom Boucher 氏が

5 月 2 ７日天に召され永眠されました。謹んでご冥

福をお祈りいたします。

なお、田村さんのお計らいにより、当会からは次

のメッセージをお送りいたしました。

洋子様 会葬の皆様によろしくお伝えくださ

い。私どものメッセージは以下の通りです。

He was so helpful to our sister-city activities not only

with composing that Sister City Song but also with other

many kinds of support. We know that he wrote,

"Through the years, we have done so much together. We

will do much more for common purpose."in the song.

Those words are really encouraging us. His memory will

stay long with those words on us. And now, we all hope

and believe that he has his own gentle and peaceful

time.
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カーラ選手のデザイン

編集後記

第18回仙台市国際ハーフマラソン関係行事の

報告が、私が担当してから初めて発行するニュー

スとなりました。まだまだ 拙 いものですが、今後、
つたな

会員の皆様のご協力をいただきながらより良いも

のにしていきたいと思います。つきましては、ご執

筆、ご投稿の他、会の運営に対するご意見など何

でも結構ですので、お寄せいただければ幸いで

す。

鈴木健治


