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11月13日（火）～17日（土）
NPO法人「仙台敬老奉仕会」（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方々が来仙し、日米介
護フォーラムが行われました。今回のフォーラムは初めての
試みで、日米双方にとって極めて有意義な意見交換の場と
なりました。オレンジクラブの鈴木健治と勝亦薫はほぼ全日
程に同行しました。
来仙したのは、エリザベス・プロット・タイラー(リバ
サイド・オレンジツリー・ナーシングセンター所長)、
テリー・スティージ（同上事務局長）、スー・ジョンソ
ン（同上副所長）、ビーバリ・バーネット(品質保証のス
ペシャリスとプロット・ヘルスケア)、ブーシェ洋子（リ
バサイド国際交流仙台委員会・委員長）
、ジョン・マッ
カーサー（同上メンバー）
、草野加奈子（ロサンゼルス
シニアへルスケアのスペシャリスト）
スケジュール
11 月 13 日（火）：夕 仙台着～夕食会
14 日（水）：
「白東苑」視察～東北福祉大でパネルディ
スカッション～歓迎会（ガーデンパレス）
歓迎会には仙台敬老福祉会の他、オレンジクラブ、グ
ループ「GOZAIN」、仙台市他からも多数の参加があり、
総数約 40 名が歓迎の意を示した。
15 日（木）：
「さん・つばき」視察～副市長表敬訪問～
文化学園大学で講演会
16 日（金）
：市内海岸地帯の津波被害視察～福祉プラザ
で講演会
17 日（土）：離仙

津波被害に遭われた加藤新一さん宅で

1

17 日（月）～22 日（土） 仙台市役所表敬訪問、ラン
チパーティー、キャンパス・ツアー、部活訪問（茶道、
書道）
、アニメに関するセミナー、剣道・居合道・相撲、
日本語クラス、鶴巻小学校訪問、日本文化クラス、石巻
ボランティア

ラリットさん＆UCR 学生来仙
2012 年 12 月、東北大学の交流協定校であるカリフォ
ルニア大学リバサイド校から学生 10 名が東北大学を訪
問しました。
今回、リバサイド市役所のラリット・アチャリャさんが、
東北大学で行われたシンポジウムに参加するため同行
されました。
大学での講義や学生同士の交流の他に、日本の社会・文
化への理解を深めるため、地域社会の方々との交流の機
会を持ちたいということで、今年 6 月に引き続きホー
ムステイ体験学習が実施されました。
今回ホストファミリーをお引き受けくださったのは、オ
レンジクラブからは鈴木健治会長、加藤新一さん、鈴木
和美さん、グループ「GOZAIN」からは阿部静代さん、
沓水香織さん、宇佐美美樹さん、早川圭子さん、その他
３家庭の方々でした。
ホームステイは、15 日（土）午後 4 時に東北大キャン
パスに迎えに行き、16 日は一日ホストファミリーと一
緒に過ごし、17 日（月）午前 9 時に東北大キャンパス
に届けるという日程のなかで行われました。
オレンジクラブでは、16 日（日）の午後 5 時からホテ
ル「仙台ガーデンパレス」でラリットさん歓迎会を開催
いたしました。
この歓迎会には、同じく同行されたカリフォルニア大学
リバサイド校のダフィー教授（女性）と佐藤玲子先生、
ホームステイ中の 2 名の学生も出席いたしました。
オレンジクラブから 15 名、
「GOZAIN」から 1 名、仙
台市から 1 名、仙台国際交流協会から 1 名、合計 20 名
の参加により、ささやかではありましたが、アットホー
ムな会となりました。

22 日（土）は午後５時からホストファミリーも参加し
て「さよならパーティー」が開かれ、涙ながらの別れを
惜しみました。

UCR 学生、東北大学研修生来仙
ホストファミリー体験記
お忙しい中、ホストファミリーの方々に「思い出記」執筆をお
願いしましたところ全員の方々から快くご協力いただきまし
た。ここに心から感謝しながら紹介いたします。
 阿部静代さん
この度, リバーサイド市からの女子学生さんのホスト
ファミリーとして数日間、お世話させていただきました。
転勤の先々でその姉妹都市の学生さんを迎えいれるボ
ランティアをしていましたが、仙台では初めて、アメリ
カからの学生さんも初めてということで、とても楽しみ
ながらの二泊三日となりました。
彼女の名前は、ミッシェル２２才。生まれも育ちもL.A
ですが、ご両親はフィリピンのご出身だそうです。大学
での専攻は英語、弁護士事務所でアルバイトをしながら
将来は、日本の企業で仕事をするのが夢と語っていまし
た。滞在中は、本人の希望でお寺と神社をウォーキング
ツアーで見て回りました。静寂の中での日本庭園に感動
し、親切な観光ボランティアの方の説明に耳を傾けなが
ら日本の伝統・文化に触れた貴重な経験だったことで
しょう。コンパクトシティー仙台を歩いて、バスに乗っ
て、そして満員の地下鉄に揺られ日本人の日常を満喫し
て帰国していきました。
日本が大好きで、ハロー・キティ―が大好きなアメリカ
人の女の子でしたが、自分の意見をしっかり持った聡明
な学生さんでもありました。またいつの日か、再会でき
る日を楽しみに、彼女のさらなる成長を願い、見守って
いきたいと思いました。
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そのため二日目の予定の最後のほうにショッピングと
温泉を付け加えさせていただきました。
二日目は松島に行き遊覧船に乗り、その後徒歩にて松島
散策、五大堂・瑞巌寺を拝観し、こけしの絵付け体験を
しました。
途中、先の震災で津波の後が店の軒下に記されているの
を見つけ、間近で見たその被害の大きさに驚き、心を痛
めているようでした。
その後瑞巌寺ではその静かな空間を楽しまれているご
様子でした。
こけしの絵付け体験ではとても真剣に絵付けに取り組
まれ、彼女に似たとてもかわいらしいこけしを作りまし
た。
そして夕方彼女とショッピングに出かけた後、家族全員
とで日帰り温泉に行ってきました。
いわゆる温泉とは少し趣の違ったたくさんの種類の湯
船のあるこの温泉に大変喜び、全部の湯船を制覇してい
ました。
大変人懐っこくかわいらしい、それでいて何事にも臆せ
ず挑戦するソフィアさん。
『仙台は第二の故郷。あなたは私の日本のお母さん。必
ずまた仙台にくるからね。』
といってくれました。私たちもいつでも待っていますか
らね。



宇佐美美樹さん
このたびは UC リバーサイド校と東北大学の交換留学
プログラムで仙台にいらしたソフィアさんを我が家で
受け入れました。
我が家は夫と小学生の息子が二人の狭いマンション暮
らしなので我が家での滞在を楽しんでいただけるのか
少し不安でしたが、気さくな彼女はそれすらもとても楽
しんでいたように感じます。
一日目 彼女を家族全員でお迎えし、そのまま光のペー
ジェントを見に行きました。彼女も観光したい場所のひ
とつだったようで、ライトアップされた欅の木々の下を
歩きながらその美しさに感激されていたようでした。
その日は西公園で『キャンドルファンタジー』が開催さ
れており、私たちはそちらにも足を運び光のページェン
トとはまた違った、ろうそくの温かな光を見つめること
ができました。
道々我が家に滞在中どんなことがしたいかお尋ねした
ところ『ショッピングと温泉にいきたい』とのこと。
日本とは違いそれぞれが一人でお風呂に入る文化の国
からきた彼女の口から飛び出した『温泉』。正直ちょっ
と驚きました。
しかし『以前何度か日本に遊びに来たことがあること』
『日本で温泉に入ったことがあること』が、話をしてい
るうちに判明し合点がいきました。
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ました。おなかも満たし、ページェントを見に。１つだ
け色の違うライトを見つけると幸せになれるというラ
イトがあると教えてもらっていたので、そのライトを探
しに行きました。見つけることができ、喜びながら西公
園まで歩いて、タクシーで家まで帰りました。
色々不安もありましたが、あっという間の２泊３日の
ホームステイで、娘たちにとってもいい体験でした。メ
イちゃんにもうちにホームステイできてよかったと
言ってもらい、こんな狭い家でももてなす気持ちがあれ
ばいいのかなと、また次の機会があれば是非受け入れて
みたいと思います。
今回、ホームステイ受け入れという貴重な体験をさせ
て頂いた事に感謝致します。



沓水香織さん
以前からホームステイ受け入れに興味があり、いつか
受け入れたいと思っていました。しかし、うちは家族４
人と犬２匹にうさぎ１匹、３ＬＤＫという狭いマンションで、
寝る場所もどうしようかと、なかなか受け入れる勇気があ
りませんでした。今回は２泊３日という短期間というこ
ともあり、初めて受け入れるにはいい機会だと思い、思
い切って引き受けてみようと思ったのがきっかけです。
どんな子が来るのかな、どこに連れて行こうかな、
何がしたいかな、何を食べたいかな、布団カバーを新調
しないと、などなど受け入れるまでドキドキわくわく待
ち遠しい日々が続きました。
うちで受け入れることになったのは、フィリピン系ア
メリカ人のメイちゃん。とても明るく、礼儀正しい女の
子でした。私たちの計画では、一日目の夜は回転寿司、
ページェント、二日目に松島観光と考えていましたが、
迎えに行った帰りに車中、何かしたいこと、行きたいと
ころはないか聞いてみると、温泉に行って、ショッピン
グモールに行きたいということでした。雪が降っている
ところを見たいという希望もありました。
あいにく、長女が体調を崩し、一日目はページェン
トには行かず、家で唐揚げと焼きそばを作り、ゆっくり
と過ごしました。二日目は、主人と相談し、樹氷を見る
事ができそうだったので、蔵王方面に行って、樹氷を見
た後、温泉に入り、帰りに長町モール、夜は回転寿司に
行き、ページェントという盛沢山のプランを立てました。
ちょうどその週は暖かく、蔵王に向かっている途中に
確認したところ、やはり樹氷はほとんどないとのことで
したが、ロープウェイにのって山頂まで行こうというこ
とになりました。山頂は吹雪いていて、とても寒かった
のですが、その後の温泉は格別なものでした。メイちゃ
んは、温泉がとても気に入ったらしく、アメリカにもあ
ればいいのになぁと何度も言っていました。
家に着き、一休みしてから晩御飯とページェントにで
かけました。仙台名物の牛タンにも興味があったようで
すが、お寿司の方がいいという希望で回転寿司にしまし
た。そこで、牛タンがのったお寿司があったので、食べ
てみると、おいしい、おいしいと４皿ぺロリと食べてい
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鈴木和美さん
毎年、カリフォルニア大学と東北大学の学生の国際交
流が行われております。私は、オレンジ倶楽部の会員の
仲間入りをさせて頂いております。私の自宅にホームス
テイをしたのは、デイビット・トランです。彼は、リバー
サイド市に住んおり、とても、日本語が上手な大学生で
した。リバーサイド市と仙台市は、姉妹都市で市民によ
る交流が盛んに行われています。彼は、とても、明るく、
エネルギッシュな学生でした。現在は、国際弁護士にな
る為の勉強をしているとの事です。高い所から仙台市を
眺めて見たいと要望があつたので、仙台大観音像の頂上
から一望する事になりました。さらに、彼は、芸術と哲
学の話をする事が好きとの事なので、希望に沿った話を
しました。芸術と哲学は、密接な関係があるので、話が
弾み盛り上がりました。芸術に興味があるとの事なので、
緑の館絵画を楽しむ会の展示室の日本画と洋画を見る
事になりました。絵画を見ている目は、明るくキラキラ
輝いていました。夕食後には、彼が得意とするギター演
奏が始まりミニ音楽会となって盛り上がりました。仙台
市は、大好きになり、再度、来仙したいとの事です。そ
の際は、再度、私の自宅にホームステイをしたいとの事
なので、[歓迎する]とのメッセージを本人に伝えました。
とても、楽しい愉快な仲間が増えました。デイビット・
トランと私の家族が楽しいひと時を共に、過ごせた事を
感謝を申しあげます。
緑の館絵画を楽しむ会 代表 鈴木和美



鈴木健治さん
我が家にホームステイしたのは、祖父母が中国人のア
ジア特に日本文化に興味を持つ Lincoln Der 君（20
歳男性）です。初対面のときから、一生懸命日本語を使
おうと一生懸命努力している勉強熱心な好青年でした。
我が家の玄関を入った時に一番最初に彼が言った言
葉。「つまらないものですが」と言いながらお土産を差
し出しました。これにはびっくりしました。実は、ホス
トファミリーに会う前にみんなで練習したらしいと後
でわかりました。最初の夕飯はお寿司にしましたが、ど
こで覚えてきたのか箸の使い方がとても上手でした。美
味しい美味しいと寿司に箸をのばし、夕食後、色々な話
をしましたが、時差ぼけらしく目がトロンとなってきた
ので、早めに寝てもらいました。
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次の日の午前中は我が家の小さなスタジオで卓球に汗
を流しました。彼は卓球をするのは初めてということで
したが、２時間をすぎる頃にはかなり上達しました。
十分に体を動かしたところで、昼は一緒にお好み焼きを
作りました。
午後 5 時からラリットさんの歓迎会の準備もあったの
で、3 時頃家を出て、4 時から 1 時間くらい彼には一人
で仙台駅東付近を散歩してもらいました。５時からの歓
迎会には彼にも参加してもらいました。帰宅途中、車の
中からではありましたが、定禅寺通りの「光のページェ
ント」を見て感激しておりました。
結局、彼は我が家での 2 泊 3 日は、たどたどしいな
がらも日本語で通し、帰るときには自分の思ったことを
大体話せるまで上達しました。
2012 年はリバサイドからの客人にはビッグネームの
人が多い年でした。５月のハーフマラソンのときにはケ
ネディさん、11 月にはエリザベスさんとマッカーサー
さん、そして 12 月にはリンカーン君。2013 年にはいっ
たいどんな名前の客人を迎えるのでしょう。
。楽しみで
仕方がありません。



早川圭子さん
UC リバーサイド校の学生をホームステイさせるという機会
を得、夫婦そろって楽しい３日間を過ごすことができました
ことに感謝しております。今回は２回目ということでホストファ
ミリーとして多少気持ちに余裕があったような気がします。
Neil は仙台に来るまでに１年間日本語を学んでおり我が家
では積極的に日本語で話をしていました。初対面の時には
「緊張する」を連発していました。確かに生活様式が違う国
でのホームステイはとても緊張するものだと思いますが、彼
は人懐っこい性格ですぐに打ち解けてくれました。
食事のメニューはとても気を使うところです。Seafood は“No”,
好きな食べ物は Italian Pasta と聞いていましたので少し頭
を痛めましたが、朝食はいつも通りのパン食、夕食は寒い
時期でもありましたのでしゃぶしゃぶとすき焼きで鍋を囲む
プランにしました。「おいしい、おいしい」と言って食べてくれ
るのでほっとしました。実は２日目の仙台城跡に出かけた時
わかったことですが、Seafood の中で海老だけは OK、しかも
お蕎麦が好きだというのです。海老天そばを「おいしい、大
好き」と言ってとてもおいしそうに食べていました。
今回の日程は日曜日を挟んでいましたので Neil の希望を
聞き２日目の計画を立てました。訪問したい所はなんと「動
物園」。２０年以上も訪れていなかった八木山動物園を訪れ
２時間ほどかけ園内を一周。風が強い日でちょっと大変でし
たが、彼は全ての動物をカメラに収め満足そうでした。動物
園内に野球選手ベーブ・ルースの銅像がありましたが、彼
が打ったホームランの落下地点に建てられたそうです。
動物園から仙台城跡―松島（五大堂、瑞巌寺）とめぐり夕方
仙台に戻りました。友人に「だるま」をお土産に頼まれたとい
うことであちこち探しましたが、結局仙台に戻ってお土産店
の“しまぬき”でやっと購入できて、Neil も私たちも一安心し
ました。街中は日曜日の夜でしたが光のページェントを楽し
む多くの家族連れで賑わっていました。
私たちも光のページェントを楽しんだ後、Neil の大好きなス
イーツとホットティーで一息つき、ちょっとハードな楽しい観
光ガイドを終了しました。
最後のお別れのパーティには夫婦で出席しました。立食
形式でしたので、多くの学生たちと自由にお話をすることが
できて楽しいひと時を過ごすことができました。Neil に頂い
たお土産のワインとチョコレートはおいしくいただきましたし、
ワインを入れてきたサンタクロースのプレゼント用靴下はクリ
スマスに飾りました。大きなかわいい靴下は毎年クリスマス
の時に飾り付けの１つになってくれるでしょう。そして Neil の
ことをきっと思い出すことでしょう。

 加藤新一さん
UCRの学生、私の家に来た時の第一声は、津波の事は
知っていたとは思いますが、家の前に広がる荒涼たる風景
にびっくりしていました。田も畑もただ何もない所に私の家
がたった一軒残っていたのです。私の友人達からは、そん
な危険な家にホームステイをするんですかと言われました。
ジェロームはそれでも来てくれました。ありがたい事です。
次の日は私達津波に会った人達が井土浜地区に有る海楽
寺で三っ平子祭が行われました。オカリナの演奏や無料の
生活物資が提供され、地区民が約２００名位の人達が集合
してきました。ジェロームは地区民の内に溶け込んでいまし
た。すばらしい事です。地区の人達は「貴男はどこの国から
きたの」「家族」はと色々な事を聞いていました。地区の人達
は皆同じ地区の人のいように接しており、有りがたい事です。
これからもホームステイを続けて行きたいと思います。これ
が私の元気の元です。
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ラリット氏とダフィー教授をご案内して

 田村 蒸治
12 月 16 日（日）に、大学の危機管理を東日本大震災に学
ぶ会議に来ておられた、ラリット・アチャリャさん（リバサイド
市）とシャロン・ダフィーさん（女性でカリフォルニア大学リバ
サイド校教授）をご案内しました。
アチャリャさんが「前に見た瑞巌寺と、泊めていただいた
ことのある加藤さんのお宅が震災後どうなのか見たい」との
ことで、幸い相原さんが運転してくださることもあり、行って
みることにしました。当日は「全日本実業団女子駅伝大会」
で仙台市内と松島は交通規制が掛かるので不安でしたが、
出発前には大和さんともお会い出来て 11 時直前にホテル
を出ました。
アチャリャさんが菜食主義で肉・魚類が貝も含めて全くダ
メと分かり、そういうレストランを探しながら交通規制を避け
て利府街道を松島に直行したのですが、これが失敗で、松
島に入るところで駅伝のスタート時間、「直進不可・回り道」
で時間を食い、相原さんが折角調べて下さっていたのに、
レストランがすぐには見つからず、結局大観荘のバイキング
ということになってしまいました。
幸い、お二人共食事を喜んで下さり、その後の瑞巌寺も、
参道の杉並木の被害を見たり、館内では英語のボランティ
アガイドがついて下さったので質問にも丁寧に応じてもらっ
たりして、特にダフィーさんは「色んなところに行ったけれど
も、観光の時間がなかった。そして今回、三度目の来仙で
松島を見ることが出来て嬉しかった」と言っていました。宝
物館まで案内してもらって満足されたと思います。
ところが丁寧に見て時間を食いすぎて、加藤さんのお宅
に伺う時間が厳しくなり慌てることになってしまいました。道
に迷いながら、加藤さんのお宅に伺って、周囲の惨状に驚
き、また旧交を温めたのも束の間、「主賓が遅刻してはなら
ない」と、加藤さんの先導で近道を走り抜けて、夜の歓迎会
に何とか間に合うことができました。
歓迎会の後、相原さんがホテルまでお送りする際、定禅
寺通を車で通過しながら光のページェントをお見せしました。
ダフィーさんはズーッとビデオを撮影していたそうです。
ご一緒いただいた方々のご協力に感謝です。

ブシェ洋子さんからのお便り
Date: Sun, 13 Jan 2013 11:23:41 +0900
2013 年 1 月 13 日（日）11：２３
Hello friends in Sendai,
Japanese peace garden in La Sierra Senior Center
dedication was held early November, 2012.
Thanks to Lalit, Sister City International made this
garden available through Kaiser Permanente Grant.
The garden has a nice fountain and quiet meditation
benches.
Four cherry trees (Sakura) were planted
in the garden, and they had a few blooming flowers.
Mayor Loveridge and new Mayor Rusty Baily were
present.
Mayor Baily's family was one of host family for the
Sendai Keiro Hoshikai last February.
Mayor Baily's great aunt, Mrs. Edna Lockhart
served as a president of IRC and a Chair person of
IRC Sendai Committee. She loved Sendai, and
hosted many receptions at her lovely home.
IRC Sendai Committee is working for a few new
projects. I am looking forward to working with you,
and I hope to see you all in Sendai and Riverside
soon.
IRC Sendai Committee Chair.
Yoko Boucher
2013 年 1 月 13 日（日）11：２３
拝啓 仙台の皆さま、
2012 年 11 月初旬に、ラシエラ・シニア・センターの日本
平和庭園贈呈式が行われたことをお知らせします。ラリット
さんのお蔭で、国際姉妹都市協議会がカイザー・パルマネ
ンテ・グラント社を通して、この庭園を整備したのです。
この庭園には、素晴らしい噴水と静かな憩いのベンチが
あります。そこには４本の桜の木が植えられていて、すでに
花を 2～3 個つけていました。市長のロバリッジ氏と新市長
のラスティ・ベイリイ氏が出席されました。
ベイリイ新市長のお宅は去年２月、仙台敬老奉仕会の
方々が来られた時にホストファミリーになってくださいました。
また、ベイリイ氏の大叔母の、エドナ・ロックハートさんは IRC
会長として、また、IRC 仙台委員会の議長として献身的に活
動されました。ロックハートさんは仙台が大好きで、ご自分
の素晴らしいお宅で、何回も歓迎会を催してくださいまし
た。
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IRC 仙台委員会は、今、新しい企画を幾つか行なう計画
を持っています。私は皆さま方と一緒に仕事をするのを、楽
しみにしていますし、近い将来仙台やリバサイドでお会いし
たいと思っています。
敬具
IRC 仙台委員会議長 洋子・ブシェ

メイディ・モーハウスさん

今後の予定
新市長のラスティ・ベイリイ氏と


3月7日～12日の予定で、ブロンズ彫刻家のメイディさ
んが息子さんを伴い来仙する予定です。その際、ブ
シェ洋子さんも同行される予定です。
これを機会に、3月8日（金）仙台国際センターでブロン
ズ像の贈呈式と懇親会、夕食会が行われます。
詳細については別途ご案内いたします。



5月12日（日）に第23回仙台国際ハーフマラソン大会
が開催されます。今年も大会終了後に国際姉妹都市
等からの選手団を囲んで交流会が開催される予定で
す。詳細が決まり次第ご案内いたします。



平成25年度オレンジクラブ総会を近々開催する予定
です。詳細が決まり次第ご案内いたします。

メイディさんからブロンズ像寄贈


緑の館 絵画を楽しむ会 代表 鈴木和美
サンディエゴ在住のメイディ・モーハウスさん（ブロンズ彫
刻家：リバサイド国際交流委員会仙台委員会特別会員）は、
東日本大震災当日、東京に滞在しており、言葉に出ないほ
どの強い悲しみと衝撃を受けて帰国しました。その思いを
後々の人々に伝えるためにブロンズ像3作品「まもる（護）」
「せんだい（仙台）」「ふっこう（復興）」を制作し、かねてから
仙台市民のために捧げたいと望んでおりましたが、この度、
NPO法人「仙台敬老奉仕会」に寄贈されました。
将来的には公的機関に寄贈することを目指しながら、当
面の間は「緑の館 絵画を楽しむ会」が保管・展示すること
になりました。今後、様々な場所・機会においてブロンズ像
が展示されることにより、震災復興の一助となれば幸いで
す。
この事業は、リバサイド市と密接な友好関係築いてこられ
た関係団体。関係機関の協力をいただきながら進めてまい
りたいと思いますので、是非ご協力賜りますようお願いいた
します。

発行責任者 鈴木健治
〒983-0821 仙台市宮城野区岩切字台屋敷 27
Tel＆Fax ： 022-255-8159
e-mail ： kenji_suzukijp@yahoo.co.jp
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