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活動報告 
 ■ 2009年8月2日（日） 

 skypeチャット交流会 メディアテークにて  
 ■2009年9月19日（土） 
地球フェスタ出展参加 

 ■2009年9月25日～10月5日 
 

 ■ 活動報告 
 

4月下旬にブシェ洋子さんが来仙した。オレンジクラブ会

長宅に数日間滞在し、東六郷小学校や特養「サン・つばき」

を訪問し今後の交流活動の基盤づくりに尽力された。27日
（金）には会長宅でささやかな歓迎会を開き、なごやかなひ

と時を過ごした。 

歓迎会 
 
 
 
 
 

 マラソン大会 

5月13日(日)第22回仙台国際ハーフマラソン大会が、2年
ぶり1万人規模に拡大されて開かれた。晴天の下、11,328
人（ハーフ9,374人、車いす51人、5キロ1,627人、2キロ276
人）のランナーが新緑の杜の都を駆け抜けた。規模拡大は、

高い競技レベルを保ちながら市民ランナーに門戸を広げて

スポーツ振興を図り、街のにぎわいも創出するのがねらい。 
コースも変更され、青葉通、広瀬川に架かる大橋・仲の瀬

橋、宮城野通が織り込まれ、ゴールも従来の勾当台公園市

民広場から仙台陸上競技場に移された。 
 リバサイド市からの選手団 

引率者：ブシェ洋子、男子選手：スティーブン・マイケル・

ケネディ、女子選手：ホリー・B・ロドリゲス（他に男子選手の

奥さん） 
ケネディは登録の部768名中719位（1時間46分26秒）、ロド

リゲスは登録の部177名中75位（1時間39分59秒）と健闘し

た。 
 国際姉妹都市等交流会 

大会終了後、午後５時から江陽グランドホテル「銀河の間」

において、国際姉妹都市等から招待された選手団を招い

て交流会が開催され、過去最大の２１７名が出席した。 
リバサイド関係ではオレンジクラブのほかに敬老福祉会（代

表：吉永馨）、グループ「ございん」（代表：朴澤公代さん）、

仙台・リバサイド青少年交流協会（代表：鹿野洋）の方々が

参加した。 

交流会は、交流会実行委員会（仙台リバサイド交流連絡会、

仙台日仏協会、ラテンアメリカ文化友好協会、仙台国際姉

妹都市交流会、宮城・ベラルーシ協会、仙台市日中友好協

会、仙台国際交流協会）が主催した。 
以下、当日の模様を写真で紹介します。 

選手団の皆さんを出迎え（仙台駅） 
 

仙台市長表敬訪問：ブシェ洋子さんご挨拶 
 
 

仙台市長からのプレゼント 
 
 
 
 
 
 
 

仙台リバサイド交流連絡会 

ORANGECLUBニュース No.20 

2012年9月 

http://orangeclub.sakura.ne.jp 
 

ブシェ洋子さん歓迎会 

2012第 22回仙台国際ハーフマラソン大会 
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仙台市長、副市長を囲んで：姉妹都市等選手団全員で 

仙台陸上競技場で 

ゴールするロドリゲス選手（黄色のゼッケン） 

ゴールするケネディ選手（黄色のゼッケン） 
 
 

交流会で選手紹介 

選手団とオレンジクラブ他リバサイド市と交流のある関係者 

 

離仙する選手団 
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 6 月 16 日（土）～6 月 24 日（日）、UCR（カリフォ

ルニア大学リバサイド校）の学生 11 人が東北大学に研

修にやってきました。 
大学での講義の聴講、学生交流などの学生生活以外に、

日本の社会・文化への理解を深めるホームステイ体験学

習を実施し、地域社会の方々との交流の機会を設けたい

との希望により、ホストファミリーを募集いたしました

ところ、朴澤様、早川様、鈴木和美様、鈴木健治の 4
名の方々に快くお引き受けいただきました。 
今回、ホームステイのご様子を寄稿いただきましたの

で、謹んでご紹介させていただきます。 

学生たちが泊まったホテルのロビーで 
 

離仙の前日、研修生、大学関係者、ホストファミリーの

皆さんによる「さよならパーティー」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下、寄稿文です。 
 
 朴澤公代さん（仙台ボランティア英語通訳ガイド・グ

ループＧＯＺＡＩＮ代表）    

 
UC リバサイド校と東北大学との交換留学プロ

グラムで来仙した学生さんたちの一人で、この６
月に UCR を卒業したばかりのコンラッド君の
ホームステイを去る６月１７日～１９日までの２
泊３日で受け入れました。これまで高校生のホー
ムステイを何度か受け入れた経験がありましたの
で、その子たちに比べると２２歳の彼は礼儀正し
く、物静かな大人という第一印象でした。話を聞
いてみるとそれもそのはず、帰国後はすでに新聞
記者になることが決まっていて、何とその新聞社
というのは昨年の震災後まだ一か月という時期に、
図らずもリバサイドの友人ブッシェ・洋子さんか
ら頼まれ、オレンジクラブのメンバーの方々のお
力添えにより、若林区で被災された加藤新一さん
へのインタビューに同行したマーク記者の所属す
るプレス・エンタープライズ社と聞いてその偶然
に驚きました。最初の日の夕食時にそんな話題に
なり、二日目の午後３時ごろ迎えに行った後の行
動予定をどうしたものかと迷っていましたところ、
夫が河北新報社ＯＢの知人を通じてアポイントを
取ってくれました。新聞記者になるのなら、仙台
の地元紙の会社見学をしてみてはどうかというこ
とになったのです。 

翌日午後、私も一緒に河北新報社の社屋の中を
見学させてもらいました。地震発生時は夕刊発行
後で朝刊編集にはかなり間のあるちょうど新聞社
としては比較的暇な時間だったので、非常事態に
対応することができたという話や、プレス・エン
タープライズ社の発行部数を尋ねられた彼が２万
～３万部程度と答えると、「石巻河北」くらいの規
模なので、記者・カメラマンそして編集者と何で
もこなさなければならないでしょうと言われてい
ました。  

                                      

河北新報社の前でコンラッド君と朴澤さん 
 
 

UCR 学生、東北大学研修生来仙 

ホストファミリー体験記 
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河北新報社西川常務取締役と懇談 

 
今頃は新米記者として、南カリフォルニアの地

を駆け回っているコンラッド君の姿を時々想像し
ています。そしていつの日か、今度はプレス・エ
ンタープライズ社の記者として再び仙台に復興後
の様子を取材に来てくれることを願っています。
その時は喜んでボランティア通訳を引き受けたい
と思います。 
 

 

 

 早川圭子さん 

 
今回は、オレンジクラブの会員ではないにもかか

わらず貴重な体験をさせていただき感謝いたします。 
以前、ホームスティ受け入れをしたこともありまし

たし、ロンドンでの体験もありましたので自然体で

受け入れができたら、と考えていました。とは言え、

仙台との姉妹都市リバサイド市ということで少なか

らず責任と緊張感がありました。夫が腕を振るった”
すき焼き”パーティで始まった２泊３日はあっとい

う間に過ぎて、さよならパーティでの再開が楽しみ

でした。 
 我が家は私たち夫婦と愛犬クロッシュ。子供たち

がいればもう少し日本の家庭の雰囲気を味わえても

らえたのではないかと感じました。 
そんな中で、クリスティーナは多少緊張した様子

でしたが、生活にすぐ馴染み、愛犬クロッシュをか

わいがってくれました。クロッシュもゲージから出

るとクリスティーナの所に跳んで行きました。若い

女性が大好きですから。もちろん３日目はホテルま

でクロッシュもお見送りました。散歩を一緒にすれ

ばよかったと思いました。 
ホームスティ中驚かされたのは、地震でした。彼

女は「地震はアメリカにもあります。眠くて眠って

しまいました」と、あっさりしていたことにもちょっ

とびっくりしましたが、ほっとしました。 
後から聞いたのですが、日本に来るにあたり、ニュー

ジーランドの地震のこともあって、家族からは大分

心配されたようです。 

２日目、午後３時以降のフリータイムは彼女の希

望が特になかったので、先ずロータリー近くの仙台

城址の説明と隅櫓を見学。写真に収めていました。    
その後、津波などの被害はなかったのですが、３

月１１日以降校舎を使用できず、分散して学校生活

を送っている仙台市立七北田中学校を訪問。現在は

校庭に建てられたプレハブ校舎で生活している様子

を見学しました。仙台市内の小学校での体験、石巻

でのボランティア活動体験とともによい経験になれ

ばと思います。 
今回のホームスティはどうだったか尋ねたところ、

「食事がおいしかった」という何よりのほめ言葉を

もらいました。日本に来たときはぜひ我が家にまた

来てください。そしてワインと素敵なグラス、チョ

コレートとブルーのマグカップ。リバサイドの素敵

な青い空をイメージさせるお土産をありがとう。 
ぜひ一度はリバサイドを訪れてみたいですね。 

 

 

 

 

 

 

早川さんとクリスティーナさん     愛犬クロッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 鈴木和美さん （「緑の館」絵画を楽しむ会代表） 

 

太陽のような人でした。タング君が、来てくれて

我が家は、笑いと楽しさと面白さで太陽のように明

るくなりました。 
家内は、我が家の子供だったらいいのにねと言う

程にベタ褒めでした。学んだばかりの日本語と英語

で、相互に、頷きながら、分かっているかのように

して認め合って進んでいきました。 
日本の寺院を見学したいといった希望があったの

で定義如来西方寺に行きました。彼は、姿勢が良く

長い時間手を合わせていました。心と心の交流が出

来て幸福感が伝わってきました。夜間は、彼が好き

な哲学の話をもとに、議論を深めていきました。単
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語と単語を結びつけて核心に迫っていったのが楽し

かったようです。 
緑の館絵画を楽しむ会の展示室で、コーヒーを飲

みながらそれぞれの夢を単語で語り合つたのも良

かった様です。絵画を見ていた時の目の輝きがとて

も印象的でした。彼は、古き日本人の友人のような

雰囲気を持っていました。 
再度、我が家に遊びに来て欲しいと、本人に伝えました。

再会したいです。この様な出会いの機会を与えて頂いた事

に感謝しております。 

タング君を囲んで鈴木さんご夫妻と愛犬 

 

 

 

  鈴木健治（オレンジクラブ会長） 

 

我が家には政治学専攻の 19歳のアムリット君がやってま

いりました。 

非常に背が高く、車（カローラ）の助手席に乗るのに頭と足

がつかえて大変でした。 

我が家の玄関を入るときにも頭をぶつけてしまいました。日

本の生活を味わってもらおうと、畳敷きに布団を用意したの

ですが、長さが足りなくて、布団 2 組を組み合わせてしのぎ

ました。 

我が家でのメインイヴェントとして蕎麦打ちを体験してもらう

ことにしました。蕎麦粉をこねるところから、手で延ばす、麺

棒で延ばす、蕎麦包丁で切る、茹でる、冷やす、ざるに盛る、

までの一連の作業を、最初だけ模範を示し、あとは全部

やってもらいました。 

挽きたて、打ちたて、茹でたての蕎麦に妻の天ぷらの揚げ

たてが加わり、そのおいしさに舌鼓を打ったことは言うまでも

ありません。 

もうひとつの大きなイヴェントとしては卓球大会をしたことで

す。アムリット君と私と妻の 3 人で休みなしで 2 時間は汗を

流したかと思います。 

彼はとても寡黙な青年でしたが、蕎麦打ちや卓球をやって

いる最中は、非凡な集中力を見せてくれました。 

彼は、日本の歴史や文化に興味を持っていて、食後には

もっぱらそれが話の中心になりました。日本に関する知識 

はどこで得たのか質問したところ、漫画でという答えが返っ

てきたのには少しびっくりしましたが。 

彼にとって初めての海外経験が今回の仙台訪問だというこ

とでした。彼の言葉「想像していた日本よりはるかに西欧化

している。仙台は美しくすばらしい街だ、また来たい」 

真剣な眼差しで初めて蕎麦打ちをするアムリット君 

朝食の時間に 

 

 

 

 

 

7月29日（日）、せんだい地球フェスタ２０１２は、例年より

長く午前10時から午後5時まで開催され、約4,200人の方々

にご来場いただきました。 

オープニング・セレモニー 

 

オレンジクラブは２階階段を上がってすぐ左側にブース

を構え、仙台とリバサイドの長い交流の歴史やオレンジクラ

ブの活動状況を、パネルを使って展示紹介いたしました。

ブースの前には、終日たくさんの方が訪れ、熱心に説明に

耳を傾けたり質問したりしていました。 

来場者には無料でオレンジジュースを提供いたしました

が、当日は暑かったこともあり、途中で足りなくなってしまい

せんだい地球フェスタ 2012 
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ました。 

また、クラブで保有していた各種バッジ約50個を展示した

ところ、希望者が多くすべて処分することができました。処

分するにあたっては寄付金をいただきましたので、クラブと

しては思いがけない収入を得ることができました。以下、当

日の賑わいの様子を写真で紹介します。 

 

賑わうオレンジクラブ・ブース 

賑わうオレンジクラブ・ブース 

 

賑わうオレンジクラブ・ブース 

 

 

 

 

 

 

 

 

賑わうオレンジクラブ・ブース 

 

賑わうオレンジクラブ・ブース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賑わうオレンジクラブ・ブース 

 

フェスタを無事終えて 
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大和文明 

この程、長年にわたっての念願の喫茶店が東北を象徴す

る蔵王の麓遠刈田温泉地内（こけし館の向い）にオープン

しました。今から8年程前にこの地に物件を取得。いつかは

私だけのレジャーランドをつくりたいと、そんな思いがやっと

この程叶えることが出来ました。 

その名も「茶々茶リバーサイド」ラテン音楽の「cha cha cha」

を茶々茶に置き換え、さらに蔵王町の中心部を流れる松川

沿いに位置いるのに加え、アメリカ・リバーサイド市をそのま

まお店の名前とし「茶々茶リバーサイド」としました。 
昨年10月、国際姉妹都市会議に参加のためリバーサイド

を訪問した際、ブシェー洋子さんにお会いし、日本に帰っ

たら喫茶店をオープンしたいと話したところ、あのラヴェリッ

チ市長にその話が伝わり、当初「茶々茶」だけの名前だった

ので、急きょ「リバーサイド」を付け加えることになり、名付け

親はブシェー洋子さんとラヴェリッチ市長が関わっているの

です。 
お店の沿革、即ち、お店はどんなことをしているのか。まず

は、新築した20坪の喫茶店は、私流こだわりの木工技術を

随所に取り入れ、夢を語り合うに相応しい空間を完成しまし

た。無論、本格焙煎コーヒーと手づくりケーキ、さらに男厨

会で取得した料理（オリジナルカレー）が自慢である。何は

ともあれ、私にとっての喫茶店は、夢語り合うアンテナショッ

プにすぎないのだ。 
これまで、ウッドギャラリーだった50坪の建物をライブハウ

ス兼ダンススタジオ・カラオケスタジオに装いを新たにした

「飛んだり、跳ねたり、笑ったり」70過ぎた私には、差し詰め

健康スタジオであろう。田舎暮らしの魅力を私流に最大限

に楽しみ、悔いのない人生の終幕を迎えたいと考えている

のである。 
あの寅次郎が言いました。「生きているから夢があるのだ。

あの世に夢があるかどうか、行ってみなきゃわからない。だ

から今のうちに夢を追うのだ」 

「茶々茶リバーサイド」の外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

「茶々茶リバーサイド」の内部とオーナーの大和さん 

 

ホームページ・アドレス 

http://ChaChaCha-Riverside.com 

 

 

 

 

 

 

 

 11月13日（火）～17日（土） 

敬老奉仕会（吉永馨会長）の招待で、リバサイドで介護福

祉事業をしているElizabeth Plott Tylerさん（女性）とロサン

ゼルスで敬老ヘルシー・エイジング研究機関に務めている

草野加奈子さん、通訳としてブシェ洋子さん、さらに、Tyler

さんの部下2名（女性）とボランティア1名（男性）が加わり、

総勢６名の一行が来仙します。 

期間中のおよそのスケジュールは次のとおりです。 
 11月13日（火） 仙台到着→メトロポリタンホテル泊 
 
 14日(水） 特養施設訪問 → 福祉大学でパネル

ディスカッション → 歓迎レセプション 
 
 15日（木） 特養施設訪問 → 東北文化学園大学で

講演 
 
 16日（金） 石巻視察 → 福祉プラザで公開講演会 
 
 17日（土） 帰国 

 

 

 

 

今後の予定 

夢の喫茶店「茶々茶リバーサイド」オープン 

参加者募集！！ 

14日（水） 

 午後 2時 20分～4時 東北福祉大でパネル

ディスカッション（参加費不要） 

 午後 6 時～8 時 ガーデンパレスで歓迎レ

セプション（参加費 5,000円） 

 

問い合わせ・申し込みは鈴木健治まで 


