
活動報告

■ 6 月 23 日 第 3 回役員会

・ハーフマラソン交流会実行委員会の総括

・故 Tom Boucher 氏への寄せ書き

・ニュース第 11 号の発送

■ 8 月 11 日 第 4 回役員会

・「せんだい地球フェスタ 2008 」協議

■ 9 月 8 日 第 5 回役員会

・「せんだい地球フェスタ 2008 」準備

・ニュース第 12 号の発送

今後の行事

■ 9 月 21 日（日）

せんだい地球フェスタ 2008

Sendai World Festa 2008

せんだい
地球フェスタ
2008
まるごと体感！せかいのパーク

9 月 21 日（日）
10:00 ～ 16:00
入場無料 仙台国際センター
オレンジクラブは2階（正面階段を上がって左

側)に出展しております。

お待ちしておりますので、是非お立ち寄りくださ

い。

www.justmystage.com/home/orangeclub/

お知らせコーナー

私の渡米歴と思い出

佐々木弘

平成 8 年(1996 年)のオリンピックは、アメリカ・アトランタ

で行われました。

アトランタでは、オリンピック開催の前年の平成 7 年の

秋に、宣伝を兼ねてか、オリンピック・マラソンコースを使っ

て、市民マラソン大会を催しました。これに参加を申し込

みました。約 21 キロのハーフマラソンです。これが私の渡

米の 1 回目です。

平成 10 年(1998 年)の秋に、仙台市スポーツ振興事業

団が姉妹都市のアメリカ・ダラスにマラソンランナーを派遣

することになっていて、私もランナーの一人として参加し、

ハーフを走りました。

次からの渡米は、「仙台・リバサイド交流連絡会」等が主

催するものです。過去 2 回のアメリカ滞在で、その間何回

か市とか、民間団体主催のパーテーがありますが、 1 ラン

ナーと言えどもパーテーで微笑だけでは済まされない面も

あり、英会話の出来ない不自由さを痛く感じていました。

そんな中、仙台・リバサイド交流会主催の市民訪問ツア

ーは、平成 11 年(1999 年)10 月 20 日から 27 日までの

間、リバサイドを訪問しました。私もツアーの 1 人として参

加しました。リバサイドに着いてから、現地市民団体側の

色々の説明の中の一つにカリフォルニア大リバサイド校に

よる英語学習の説明がありました。中卒程度の語学力なら

誰でも入れてくれるとのことです。帰国後、貰って来た横

文字の入学案内を辞書を引きながら何とか理解し、アメリ

カ大使館に自分でビザの申請もし、認証済みのパスポー

トを貰いました。

そして翌年の平成 12 年 3 月末に渡米し、同月 30 日に

加大リバサイド校の Extension center に入校しました。ここ

は、 1 年を春、夏、秋、冬の 4 期に分け、 1 期が 10 週間

で、まず春の学期に入りました。授業は午前 9 時から昼食

をはさんで午後 3 時まで、勿論英語だけでの授業です。

殆ど分かりません。入って 2 週間くらい経ってから、これは

とても授業について行けないと思い、下の級にクラス替え

を申し出ました。クラス分けは、 100 点台から 500 点 台ま

で 5 段階に分け、入校する時に、テストをしてクラス分けを

します。私は偶々 300 点台でした。クラス替えの申し出に

対して、もう少し頑張ってみてはと主任の先生から激励さ

れ、却下されました。各期末に終了試験が科目ごとにあり

ます。科目の Reader には、この他に英語の単行本を読ん

で、読後感を書かせるものが加えられております。これに

はほとほと弱りました。 200 頁くらいの単行本でしたが、辞

書を引き引き何時間もかけて 10 頁くらい読んでギブアッ

プしました。それで日ごろお世話になっているブッシェ洋

子さんに頼み込み、読後感を書いて頂き、おかげで

Reader の期末採点は、 B だったようです。入校してから

は、春の学期をせめて持ちこたえればと思っていたが期

末の試験結果から、夏の学期には上のクラスに進級出来

ることとなり、そこで又苦しい 10 週のレッスンを終え、 9 月

の末に半年ぶりで風邪一つひかずに塩釜に戻って来まし

た。

学生の滞在中の宿泊先は、大体ホームステー、寄宿
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舎、アパート等で、学校側が世話してくれてホームステー

を選ぶのが一番多い。経費も登校、下校のマイカーでの

送り迎え、昼食弁当をいれた三食付で月 575 ドルです。

私も出来ればホームステーを希望してましたが、学校側か

ら受け入れ手が見つからないと言われ、さもあらんと思い

つつ寄宿舎に入りました。当時 66 歳の私は、学校では、

教職員、学生を通じて最年長者でした。寄宿舎は、 1 泊

が 22 ドルで月 660 ドルです。これに食費が加わりますか

ら相当割高です。寄宿舎で 3 ケ月過ごした頃、日本人学

生が泊まっていたホームステー先が、私をお世話してもい

いと言う方が現れ、そこに移りました。ホストは、オランダ生

まれの私と同年輩のアメリカ人です。奥さんは、フィイリピ

ン出身の東洋人で、市内の病院の看護婦さんでした。ホ

ストは、現役を離れており、仕事を持っている奥さんの代

わりに食事の準備、洗濯等家事一切を仕切り、私の登校、

下校の送り迎えもホストだけが受け持っていました。 ほ

ぼ、半年の在学期間中， I.R.C.仙台部会の皆さんには、

色々とお世話頂きました。当時の部会長は、キャシーさん

でしたが、何かと気遣いして頂きました。

オレンジクラブは、平成 14 年(2002 年)の春頃の打ち合

わせ会で、ミッションインランの時期に合わせて、リバサイ

ド訪問の日程を決めることとし、リバサイドからの情報のも

と 11 月 8 日から 17 日までの日程で、リバサイドを訪問し

ました。その時のリバサイドでの主な行事は、ミッションイン

ラン参加とゴスキーシニアセンターでの日本文化の紹介

等でした。ミッションインランには、 10 キロに庄子幹雄さん

と私の 2 名、５キロウオーキングには、 2 名の不参加以外

は全員参加しました。 I.R.C.のキャシーご夫妻や秀子さん

もウォーキングに参加しておりました。

何年か前から計画されていたリバサイドの日本庭園造

営工事は、着工の運びとなり平成 18 年(2006 年)3 月 9 日

に鍬入れ式を済ませました。先発隊に続き 4 月 12 日から

1 週間造営工事ボランティアツアーの一員として参加しま

した。庭園は、出来上がり「結心庭」と命名され、平成 19

年(2007 年)3 月 20 日には、現地ホワイトパークで関係者

参列のもと、仙台市からリバサイド市への贈呈式も挙行さ

れました。日本庭園「結心庭」は、仙台市とリバサイド市と

の絆をより一層深くし、ここを訪れる人びとの、心を癒して

くれることでしょう。

＜右端が筆者＞

このように私の渡米歴は、平成 7 年秋のアトランタマラソ

ン参加に始まり、平成 10 年のダラスマラソン、平成 11 年

秋の「仙台・リバサイド交流会」の市民訪問ツアー、平成

12 年の U.C.R.Extension center 在学、平成 14 年秋のミッ

ションインランの参加、平成 18 年 4 月の日本庭園造営工
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事のボランティアツアーと 6 回を数えました。

振り返ってみますと、 I.R.C.仙台部会の皆さんには、特

に Extension center の約半年の間、折に触れ気をかけて

頂きました。前にも触れましたが単行本の読後感でブッシ

ェ・洋子さんの助力がなかったら、私は落第の憂目をみた

と思います。ご主人のトムさん、部会長のキャシーご夫妻、

まさ子ご夫妻、ハウタラご夫妻、垣原ご夫妻、ちよひさん、

ひで子さんその他の方々にも食事に招かれたり、ドライブ

に誘われたりして楽しい思い出となっています。それと 3

ケ月間のホームステーで分かりましたが、彼等の日常生活

とか食事が実に質素だということです。それに較べ現在の

日本の食生活の贅沢さ、飽食さ、真剣に考え直さねばと

思っている次第です。

過日、洋子 Boucher さんからお礼状が届けられまし

た。その中から Tom's Last written word をご紹介いたしま

す。

Tom’s Last written word

To my family, to my friends

My life on earth has come to end.

I’m in Heaven with my Lord,

Whom I love and adored,

I bow and kneel at His throne,

For now I’m in my Heavenly home.

Do not despair, let sorrows pass,

I’m in that special place at last.

We will meet again some day,

In God’s Heaven that for us was made.

Yoko Boucher & Thomas Boucher

特別紹介コーナー


