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ORANGECLUB

http://orangeclub.sakura.ne.jp
■ 活動報告
リバサイド市民訪問団来仙

9月14日、仙台市の国際姉妹都市、米国リバサイド市から、
市民訪問団8名が支援金80,666ドル（621万円）を携えて仙
台市を訪れた。来仙したのは、ジョー・ホブズさん（グロー
ブ・コミュニティ教会牧師）、ステファン・カナイさん（リバサイ
ド日本教会牧師）、ブライアン・パークさん（グローカル・アウ
トリーチ創設者）、トッド・ロススペンサーさんリバサイド・コミュ
ニティオ教会牧師）、テリー・リーさん（プレンティフル・ハー
ベスト創設者）、デビー・リンさん（ニュー・デイ・クリスチャン
教会リーダー）、グレース・マニュアルさん（ザピス・ジーザ
ス・ポッターズ・ウィール・アセンブリー牧師）、カイル・レディ
クさん
9月17日、仙台国際センターで交流会が行われた。参加者
数は39名。

2011 せんだい地球フェスタ
●地球フェスタ２０１１が例年と同じ80団体の参加、約3,800
名の来場者を迎えて盛大に行われた。
今年は、東日本大震災に対する国内外からの支援への感
謝の気持ちをこめて、「世界中の友達へありがとう」がテーマ
に掲げられた。
仙台国際センターは今年開館20周年記念を迎えた。この
節目の年にあたり、仙台リバサイド交流連絡会
には、
他の団体とともに、「あなたは多年にわたり国際交流活動を
通して仙台国際センターの発展に尽力されました。よってこ
こにその功績をたたえ感謝の意を表します」と感謝状が贈ら
れた。当日の賑わいの様子を写真で紹介する。

開会式

市民訪問団の皆様

オレンジクラブのブース

参加者全員で
オレンジクラブのスタッフ

国際姉妹都市会議（リバサイド市）

賑わうブース

平成23年9月30日と10月1日にリバサイド市で開かれた姉妹
都市連合2011パン・パシフィック会議へ、伊藤仙台副市長
等仙台市の訪問団とともに、オレンジクラブのメンバー等が
自費で参加した。
参加したのは、オレンジクラブの加藤新一さん、勝亦薫さん、
山崎卓男さん、大和文明さん、グループ「GOZAIN」の朴澤
公代さん。
一行は、現地のボランティアと一緒にホワイトパークの日本
庭園「結心庭」の手入れを行った他、リバサイド市議会で東
日本大震災の被災状況と謝辞をスピーチした。日本庭園を
造った際リバサイド市から加藤さんに贈られた感謝状が今
回の津波で流されてしまったが、その複製が改めてロバリッ
ジ市長から贈られた。併せて、加藤さんの功績に対して新
たに感謝状が贈られた。

応対するスタッフ

無事に終えて

一行（朴澤さんを除く）は、現地に20日滞在し、リバサイド市
民と交流し親交を深めた。帰国後はリバサイドのパームスプ
リング博物館から託された千羽鶴を東六郷小学校に届ける
等、新たな交流の橋渡しも行った。
感謝状

10/3（月） 加藤、山崎、勝亦 3 名“メトロリンク”で LA へ移動
宿泊ミヤコホテル 3 泊 4 日
10/4（火） サンディエゴ・ティワナ（メキシコ）観光
10/5（水） 終日 ユニバーサルスタジオ観光
10/6（木） LA からリバサイドへ戻る
10/7（金） “さよならパーティー”出席（RCC 構内）
10/8（土） LA 発 日本へ
アメリカへ発つ前には 3 週間どうやって過ごそうかと心配し
ていたが、上記のように毎日毎日何かをやっていた為、あっ
と言う間に過ぎてしまった。3 週間の間に雨に降られたのは
たったの 1 日。しかも楽しみにしていた 10 月 5 日のユニ
バーサルスタジオでの午前中。台風のようなすごい雨・・・。
半年ぶりの雨を仙台から持って来たと現地の人達にひやか
された。
毎朝、食事の準備をしてくれた加藤さんに感謝します。
又、早朝散歩のあと、おいしい“コーヒー”を毎朝ニコニコ顔
で出してくれた“トキさん”ありがとうございました。

■ 勝亦薫さんからの寄稿
9 月 20 日（火）0:30 節電の為、うす暗い東京の夜景をあ
とに、羽田空港を“デルタ航空”で発つ。11 時間余で LA 空
港着。
ブシェ洋子さん、斉藤綾さんが出迎えてくれて２台の車で
お世話になるデービスさん宅へ直行。又、夜。太陽を拝み
たい!!
以下 帰国迄の３週間の行動
9/21（水） 日本庭園の手入れ、清掃、（RCC の学生さん達
が手伝う）
夜、島津さん宅へ招待される。
9/22（木） 洋子さん宅パーティー
9/23（金） AM.ホワイトパーク、ミッションイン、図書館他散
策
夕方より マーク氏主催のパーティー
9/24（土） デービス宅、トキさん宅（向いの家）の芝刈り、枝
打ち、果樹林の植樹作業
9/25（日） ロス・ロングビーチ方面へ斉藤綾さんの案内でド
ライブ。（加藤・山崎・勝亦）
9/26（月） デービス宅 小パーティー AM 買物
9/27（火） 14:20～ リバサイド市役所・市議会へ挨拶
9/28（水） デービス宅 大パーティー AM 買物
9/29（木） 市役所屋上に 5 本の“七夕”を飾る作業（30 日、
1 日の為の準備）
9/30（金） 夕方 レセプション 於ミッションイン 2 泊
10/1（土） 姉妹都市会議
10/2（日） ロバリッジ市長と“早朝散歩”に参加 市民約 30
名

■ 大和文明さんからの寄稿
悪夢の 2011 年もあと数日となり、新たな気持ちの切り
替えが己の戒めとしているところです。
私たち 5 人は、2011 年 9 月 30 日と 10 月 1 日の両日に
渡って行われた「国際姉妹都市連合 2011 パン・パシ
フィック会議」に参加のため両日の前後 20 日間に渡っ
て行ってまいりました。会議当日の 2 日間はホテルに 2
泊する他リバーサイド側が準備してくれたホームステ
イでお世話になりました。
さて、私達が到着したその日から行く先々で被災地仙台
からのお客様として、それはそれは熱い歓迎振りでした。
派手なパフォーマンスはありませんが、近年の日本パー
ティー同様そこには気遣い・親切・思いやり、さまざま
な思いのこもったまさに暖かい歓迎のパーティーでし
た。
聞くところに依ると、アメリカ経済も年々厳しく低迷す
るなか、市民生活も節約ムードが高まっている。こうし
た状況下に於いて、姉妹都市仙台のために民間レベルで
さまざまな救援活動を行ったと聞かされ、強く胸を打ち、
アメリカ人の人情味溢れた思いには感銘と尊敬の念を
抱きました。
たまたま今回リバーサイド市議会の席で多くの市民の
見守るなかで、純粋な市民のご好意に対して感謝とこれ
からもリバーサイド市民の皆様とのつながりをより一

層深めていきたいと云った抱負を伝える機会を与えら
れ、これがニュースとして 2 日間に渡って報道され、
私達の飾らない素直な気持ちを伝えることが出来たこ
とに満足しているところです。
私個人的には、姉妹都市 50 周年記念行事として日本庭
園を造りに参加したのが最初のリバーサイド訪問でし
た。その後、リバーサイドには多くの友人が出来、毎年、
しかも長期に渡ってリバーサイドを訪ねています。今回
の訪問でも新たな友人が出来ました。言葉の世界だけで
なく、文字通り姉妹都市「兄弟」同様の交流を希望して
いるところです。

■ 朴澤公代さん（グループ GOZAIN）からの寄稿
去る９月３０日～１０月１日の２日間にわたり米国カリフォ
ルニア州リバサイド市において国際姉妹都市会議が開催さ
れ、会議に参加することを主目的に１４年ぶり２回目のリバ
サイド市訪問を果たしました。５月初旬、多額の震災義援金
を携えロバリッジ市長以下数名のリバサイド市訪問団が来
仙され、そのランチレセプションに参加させていただく機会
を得たことから実現した幸運を振り返っています。
姉妹都市仙台が大変なことになったというリバサイド市民
からの思いやりに深く感銘し、仙台市民としてお礼を言いた
い気持ちもありましたし、震災後一ヶ月の４月にリバサイドの
プレス・エンタープライズ社からの取材をお手伝いしたとき
から、もう一度訪れたいと思っていたところでしたので、１４
年前の仙台・リバサイド姉妹都市４０周年に初めて訪問した
ときから親交を得ました現地在住歴３０年以上のブッシェ・
洋子さんからお誘いを受け、即断即決しました。
先ず一人で会議参加への登録と会場となるホテル・ミッ
ションインへの宿泊予約を済ませたものの、どのような旅行
計画を立てたものか迷っているところへ、洋子さんからリバ
サイド市議会で仙台市民訪問団の紹介をするのでそれに
合わせて来るようにと言われ、ホームステイをさせていただ
けることになり、洋子さん宅に４泊することになりました。
リバサイド滞在中の一週間は、先に現地入りしリック・デー
ビスさん宅にホームステイしていた男性陣４名と洋子さんと
の６名でほとんど行動を共にしました。洋子さんと二人で買
い物や亡きご主人、トムさんのお墓参りもしました。毎日のよ
うに地元の方たちとのパーティーが催され「男子厨房に入
ろう会」の皆さんの腕によりをかけた料理で会が盛り上がりま
した。私も少しだけお手伝いしましたが、主婦歴数十年の
私もこの料理人の方たちには感服しました。私が彼らの役

に立てたことと言えば、翻訳・通訳分野でした。何といっても
式典前日に市役所のラリットさんから渡された「平和への祈
りのことば」の日本語への翻訳に苦労したことがよい思い出
です。
また、市役所の女性職員の方に市内を案内していただき男
性４名への日本語訳をしたことも、あまり日頃経験しないこと
でしたので緊張しましたが、よい勉強になりました。
以前、仙台～松島をご案内したご年配のアメリカ人チャー
ルズさんご夫妻が車で１時間ほどのところにお住まいで、洋
子さんの計らいにより再会することが出来たことが何より嬉し
かったことです。

チャールズさんご夫妻を囲んで（後列左端が筆者）
もう一つの目的として、姉妹都市５０周年記念としてホワイ
トパークの一隅に造園された日本庭園「結心庭」を見ること
がありました。完成まで大変なご苦労があったことが分かり
ましたし、命名・揮毫された故藤井市長のことが偲ばれまし
た。

「結心庭」の前で
今回の姉妹都市会議開催を記念して、ホワイトパーク入
口付近に立てられた姉妹都市標識を仙台市民として最初
に見ることが出来たのは光栄でした。特にリバサイドの姉妹
都市として一番上に仙台の標識が日本の方角を向いてい
るのが誇らしく思えました。

東六郷小学校の児童たちがお礼にとパームスプリング博物
館に贈った色紙

UCR 佐藤玲子先生、東六郷小学校訪問
姉妹都市標識の前で→

平成23年12月16日、佐藤玲子先生がパームスプリング博
物館からの千羽鶴関係のDVDを携えて小学校を訪問した。

最後にこの貴重な経験を与えてくださいました「オレンジク
ラブ」の皆さまと「男子厨房に入ろう会」の皆様に心より感謝
申し上げます。

東六郷小学校の千羽鶴

東海林君から佐藤先生へ手製のカレンダーがプレゼント

UCR 学生が東六郷小学校訪問

リバサイドのパームスプリング博物館から贈られた千羽鶴
左から加藤、八島教頭、片桐校長、鈴木、勝亦

当初、12月16日の佐藤先生の訪問のみの予定であったが、
急遽、12月20日、UCR（カリフォルニア大学リバサイド校）の
学生11名が東六郷小学校を訪問することになった。同行し
たのは、引率者の佐藤玲子さん、オレンジクラブの鈴木、加
藤、勝亦、それに元河北新報記者の杉山氏。
東六郷小学校は、津波の被害を受けたため使用できず、近
くの六郷中学校の一部を借りて授業を行っている。手狭な
がらも、子供たちは明るく元気に授業を受けている。当日は、
授業風景を見学した後、津波被害状況や復興の様子を記
録した映像を観たり、体育館で交流会を行った。交流会で
はゲームを兼ねた自己紹介を行ったり、子供たちと学生た
ちが入り混じってゲームを楽しんだ。当日の学生と子供たち
とのの交流の様子を写真で紹介する。

授業見学

記念写真撮影

じゃんけん、自己紹介

東海林君から学生全員に「書」のプレゼント

全員でゲーム

学生たちから子供たちへプレゼント

オレンジクラブ忘年会
平成23年の締めくくりとして忘年会を行った。沖縄から前々
会長の戸袋会員も駆けつけた。
なお、忘年会に先だち、30分ほどUCR学生達との交流会を
行った。

今後の予定
■ オレンジクラブ総会
日時 ： ３月１８日（日） 午前１1時から
場所 ： 仙台国際センター交流コーナー研修室

■ ブシェ洋子さん 来日
仙台には４月２５・２６日から５月１４・１５日まで滞在

■ 第 22 回仙台国際ハーフマラソン大会
５月１３日（日）

■ 地球フェスタ２０１２
７月２９日（日）

オレンジクラブのホームページ
アドレス変更
旧アドレス
http://www.justmystage.com/home/orangeclub/

新アドレス

http://orangeclub.sakura.ne.jp

