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発行に寄せて          

仙台リバーサイド交流連絡会 

会長  田村 蒸治 
 仙台市とリバーサイド市の姉妹都市交流が 2007年で 50周年を迎える記念に、リバーサイド市

では様々な行事を催してくださいました。 

その中の一つ、50周年記念祝賀式展と日本庭園の贈呈式とに出席するために、私どもの会では

ツアーを計画し、大脇園子さんと京子さん（姉妹都市交流のきっかけとなった米軍傷病兵慰問を行

った大学婦人協会会員の大脇静枝さんの娘さんたち）、そしてリバーサイド奨学会（大脇さんの行

いに感激したハルバーソン夫人が奔走して基金をつくり、設立された「仙台で学ぶ女性」への奨学

金、後に「仙台で学ぶアジアの女性」への奨学金へと発展させてきた）の板橋登美会長、会員の小

西虹さん、大学婦人協会の会員であり、リバーサイド奨学会の会員でもある島原洋子さんといった

方々を含めて、総勢26名で3月にリバーサイドを訪問しました。私たちは大変な歓迎を受けまし

たし、日米の交流史という大きな視点でも、この交流にリバーサイド市が大いに力を入れているの

を感じることができました。 

この「報告集」は、最初は単にツアーの感想文集にするつもりだったのですが、寄せていただい

た原稿を編集する中で、それだけでは済まないこの50周年の節目の意義を考えざるを得なくなり

ました。そのため、構想を最初から考え直さなければならなくて、発行がずいぶん遅れてしまった

ことをお詫びします。 

先ずは、ツアーに参加された方々が思い出を新たにする縁として楽しんでいただければ幸いです

し、これまで交流に尽力してこられた方々の、何らかのお役に立つことができれば嬉しいことです。

また、今後、仙台もリバーサイドも大きく変化していく兆しを感じていますので、その一時期の記

録的資料として使われるのも考えられるかと思います。昨今、国際的に色々難しい局面も予測され

る中、今50周年を記念してのまとめをする必要を感じてこの文集を作りました。楽しんでいただ

ければ、そしてお役に立つことができれば幸いです。 
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仙台・リバーサイド姉妹都市提携50周年記念行事に参加して                           

                   戸袋 勝行 

約 12年前に仙台市で行われていた『光のページェント』と同じイベ

ントをリバーサイド市で行うことになった、その時の、リバーサイド市

でのオープニングセレモニーに市民団の団長として藤井前市長と同行し

たのがキッカケで私とリバーサイド市の係わり合が始まった。その頃仙

台国際交流協会（SIRA）の理事もやっていた関係でリバーサイド市から

の訪問団の受け入れや、毎年一回のリバーサイド訪問の交流事業も行っ

ていた。シニアネット仙台の高齢者の訪問団、男子厨房に入ろう会の皆

さんによる「日本の食」のパーティーはキャシーさんのお家を使わせてもらい（団長 陶 順一）

リバーサイド市長をはじめ150名のリバーサイド市民が参加して行われ、仙台から参加した男厨会

のメンバーも２０名を超え、今までにない日本の食文化を紹介する良い機会になった。その他、ミ

ッションインマラソン、オレンジフェスティバル等に参加し、述べ１０回以上訪問し、100名以上

の仙台市民の訪問団を送り込んだことになる。その間、毎回、ブッシェ洋子さんにはお世話になり、

その功績を称えたい。仙台側でも毎年の仙台マラソンに参加するリバーサイド訪問団のお世話をし

ていた。仙台から多くの団体が訪問していたのでリバーサイド側から訪問団を事前に報告してくれ

るとリバーサイド側が支援しやすいと注文があり、リバーサイド交流連絡会を立ち上げ、訪問団を

調整する役割をすることになった。多くは団体の連絡会でしたので、リバーサイドファンの集まり

としてリバーサイドの特産品のオレンジを象徴とした仙台オレンジクラブを立ち上げた。現会長の

田村さんに引き継ぐまで私が会長をしていた。オレンジクラブでは英語の研修会をALT, JETプロ

グラムの先生にお願いして国際交流を深めたこともあった。今回の日本庭園のプランはリバーサイ

ド側では数年前からあった。その話しを聞き、私と今回参加した加藤さんで45周年を迎える数年

前に当時の藤井市長にも話したがなかなか実現できなかった。 

そこで最後の手段として藤井市長が在籍中でなければ実現不可能と考え、現会長の田村さん、

設計者の佐藤さん、加藤さん、それに私で陳情に行き何とか予算化してもらった。しかし、400万

円近くのお金がかかる計算になり市民から寄付をお願いすることになった。 

その後は現田村会長の努力やオレンジクラブの皆さんの支援もあり、今回の完成式に至った。

リバーサイドではリバーサイド市を離れたキャシーさん御夫妻が駆け付けてくれたり、多くの古い

友人にも会えた。もちろん前市長の藤井さん、ロサンゼルスからの宮城県人会の皆さんも参加して

盛大に行われた。とても残念なのは設計者の佐藤栄先生が参加できなかったことだ。佐藤先生とは

30年来の友人で、45周年記念の時に、141ビルが12月のセールの目玉としてリバーサイドのダウ

ンタウンのミニチュアを作ることになり、私が推薦して佐藤栄先生がリバーサイドに行き栄先生と

リバーサイド市との交流が始まり、今回もボランティアで積極的に参加されオレンジクラブの名を

リバーサイド市で高めてくれた。今回の訪問の内容は多くの訪問団の方が語ってくれると思うので、

50周年を記念してオレンジクラブの歴史を語り、今後のますますの発展に寄与してもらいたいと

考えた。 
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リバサイド市今昔物語 

板橋 登美 

 昨年、日本庭園造園期成会の新聞発表や募金などに協力さ

せていただきました。贈呈式の頃には、もしタイミングがよく

旅行できたら友人と二人で自由参加の形でお祝いに行こうと

思っていましたら、オレンジクラブからお呼びかけをいただき、

急に訪問団に加えていただきました。私共がリバサイドの婦人

団体から奨学金をいただいた昭和28年から56年までの28年

間に支えて下さった方々も大方は逝去されて、どなたにお会い

できるかおぼつかない気持ちでした。思いがけず45年ほど前に私宅にホームスティをした学生の

アイアン・エルトンさん（今は加州大学リバサイド校の国際交流部長）にお会いしました。 

 ロス市内を出て高速道路に乗ると6車線が整然と整備されて、更にそれに沿って通勤電車も走っ

ており、立体交差路が何箇所も頭上を横切り、ロス近郊のベッドタウンの造成が急激に進んだこと

を感じました。1951年（昭和26年）にはじめてリバサイド市のハーバソン夫人と大佐にお招きを

受けた時は、サンタフェ鉄道の駅でお会いし、お宅に行くまでの途中にドライブ・イン・シアター

という大きな野外映画劇場があって、自動車に乗ったまま前方の大きなスクリーンを見る仕掛けに

驚いたものです。その頃は加州大学リバサイド校は農学研究所しかなくて、ドリー・オガタさんの

夫君のゲン・オガタ博士が土壌の研究をしておられた建物が１ヶ所と広大な植物園だけでした。 

 現在のリバサイド校は研究棟が十数箇所あって、案内をして下さったモーゼス婦人が道に迷って、

学生を呼び止めて尋ねた程でした。「こんなすばらしい大学に私の孫も留学できたらいいですね」

と言ったら、夫人が「カルフォルニア州在住者は授業料が安いからいいのだが、他の州からの学生

や外国人留学生は、もの凄い高額だから無理でしょう」と言われました。そう言えば15年程前に、

福祉大学の美術工芸館の博物館学芸員のコースと、リバサイド校の語学研修のコースを交換しよう

という協議をした時に、リバサイド校の授業料があまりに高額で成立しなかったことを思い出しま

した。           

 私共が招待された美術館や音楽堂や演劇場は昔からある建物のようでしたが、使い方と申しまし

ょうか、活動内容が生き生きとして市民が心から楽しんで参加しているように見えました。たとえ

ば、美術館での造形の展示は、花と樹木と家具や日用雑貨と組み合わせて、写真や絵画のイメージ

を表現する趣向で、日本では花は生け花、植物は盆栽という風に別々に独立しているのに、こちら

では机や椅子や石や日用雑貨と組み合わせて大きなスペースでハーモニーを表現している自由さ

を感じました。 

 リバサイドはオレンジの栽培で発展した町ですから、歴史的建造物として、オレンジ長者の華麗

なビクトリア朝風の屋敷が保管されているのに加えて、今回日系移民ハラダ家の住宅が修理保存の

作業中で、博物館学芸員のブレンダ・ホークト博士と助手の方々の案内で見学させていただきまし

た。強制収容所へ行く日の朝、同居していた三男のHaroldさんが壁に書き残した言葉が歴史の証

言として注意深く保存されていました。 
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（大脇 園子さんからの、お手紙を、ご了解頂いて掲載します。） 

 

前略 

  この度のRiverside訪問の際には、オレンヂクラブに参加させて

いただき有難うございました。仙台からの代表の方々とお近づきにな

り、お話しもで出来て嬉しゅうございました。クラブの皆さんが、よ

く国際交流をして居られて、大変感服いたしました。 

今度は Riversideからの使節の歓迎に活躍なさることと存じます。

Riversideからの巨大なオレンヂはどこに置かれるのでしょうか。 

次の御来米の折にはSonoma（サンフランシスコ）へもお寄りくださ       

います様、お待ちして居ります。    かしこ 

大脇さんご姉妹と母上のお写真 

 
 

  リバーサイド市と仙台市、姉妹都市五十周年所感 

大脇 静枝の末娘  大脇 京子 

 1957年3月9日、リバーサイド市と仙台市は、姉妹都市を締結した。この日から両市民が、突

然親しくなるべく、姉妹都市になったのでは、ない。 

 1950年、朝鮮戦争が勃発した。国連軍は、韓国を応援するため、戦場で戦った。負傷した国連

軍兵士は、日本に運ばれた。仙台市にも搬送され、逓信省簡易保険局のビル[現在(株)かんぽ生命

保険仙台サービスセンター]で、第二次大戦の終戦で接収されて、進駐軍の病院となっていた病院

（国連病院）に入院治療を受けていた。その数は、多かったと聞く。 

 1951年 5月、大学婦人協会仙台支部の支部長、大脇 静枝とその会員達は、入院中の負傷した

国連軍兵のお見舞いにその国連病院を訪れた。そして、カーネーションの花束と大学婦人協会特製

の「母の日」のカードを差し上げた。当時の日本には、「母の日」は、無名で、「母の日」のカード

も市販されてなかった。偶然にもその年、母に感謝して女性が社会に認識されるよう、「母の日」

を日本全般に広めるため、大学婦人協会は、「母の日」のカードを作り、日本中の支部に配った。

それで、仙台支部も、沢山の「母の日」のカードを持っていた。 

 入院兵の一人、ジェイムス・ハルバーソンは、その「母の日」のカードを故郷アメリカ、カリフ

ォルニア州リバーサイド市に住む母、ジェシー・ハルバーソンに送ると共に、「大学婦人協会仙台

支部の会員達が、我々、入院兵をお見舞いに来てくれた」と書き送った。彼は、自分の母がアメリ

カ大学婦人協会リバーサイド支部の支部長として、長年活躍していることをよく知り、誇りにして

いたからである。 

 息子の容体を案じていた母、ジェシー・ハルバーソンは、息子からの「母の日」のカードと便り

に安堵し、喜んだ。「自分は、日本の仙台で入院している息子を見舞いに行けない。それなのに、

見ず知らずの外国人である日本人で、しかも日本大学婦人協会の会員達が息子達を見舞ってくれ

た」と、その親切な心に、心をうたれた。 

この親切な心に、なにかの形にして報いたい、と大脇 静枝に手紙を書き送った。世界的組織で

ある大学婦人協会は、伝統的に、大学学部や大学院で勉学している女子学生に奨学金を贈呈してき
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た。当時、リバーサイド支部でも仙台支部で

も、奨学金贈呈を活発に実施していた。 

それで、ジェシー・ハルバーソンと大脇 

静枝は、東北大学で学んでいる女子学生の授

業料と本代を奨学金として、無償で授与する

制度を創設した。しかし、奨学金の基となる

基金をつくるのは、容易ではなかった。 

 弱い立場にいる人々を慰めたり、助けたり

すること（大脇 静枝等）とその心に報いる

こと（ジェシー・ハルバーソン）は、姉妹都

市発端の精神として要約されよう。これは、    簡易保険局（元国連病院：上杉） 

「これこれをしてあげたから、このぐらい                   

お返しされるだろう」とか「Give & Take」とは、全く違う。慰めたり、助けたりしたことに大脇 

静枝等は、何の見返りも期待しなかった。だから、東北大学で学んでいた静枝の娘達は、このリバ

ーサイド奨学金を貰えなかった。皆、しこしこアルバイトをしたり、返済義務のある日本育英資金

を借りた。でも、負傷兵のお見舞いから、奨学金制度継続に至る迄、次第に拡大し、大忙しとなっ

た母達の奉仕活動に、父も娘達も、有形・無形の手助けをした。 

 2007年 3月、リバーサイド市に於いて、リバーサイド市－仙台市姉妹都市五十周年記念週間が

挙行されるあたり、主催者である民間団体 リバーサイドの International Relations Council

から、母、静枝の代わりに私共はご招待をうけた。私共は、ジェイムス・ハルバーソンの参列を切

望したが、探したがまだ見つかっていないとのことだった。姉園子と二人で参加、参列の栄誉に与

かった。この記念週間でお目にかかったリバーサイドの方々ならびに仙台の方々が、1951年 5月

の負傷兵のお見舞いの意義を認めて下さっているという事実に、私共は、これまでの母達の苦労が

癒されたように感じた。帰国後、私は、母の仏前に、頂戴した数々の記念品とオレンジクラブの会

員各位が撮ってくださった現地での写真を供え、報告した。 

 ご招待に厚く御礼申し上げます。IRC会長、前会長、会員各位、トム&洋子様、清水様ご夫妻、

エルトン先生、ヘイズ先生ご夫妻、パーカー様、リバーサイド市長、市役所各位、市議会議長、議

員各位の歓迎、歓待に厚く御礼申し上げます。 

 オレンジクラブの田村会長、住様、着付けの八巻様、会員各位には、本旅行前、中、後、大変お

世話になり、厚く御礼申し上げます。 

 仙台国際交流協会 藤井会長、部長、課長、担当係官各位には、本旅行中、大変お世話になり、

厚く御礼申し上げます。 

 

 尚、この記念週間中、仙台からの市民訪問団を馳走してくださった団体名、個人名を記して、

感謝の印とします。 

 

  3月18日のDinner  Hays先生ご夫妻 
  3月19日の Lunch     リバーサイド市様、IRC様 
        Dinner    リバーサイド市様 
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  3月20日の Formal Dinner 
                  International Relations Council リバーサイドの国際交流協会（民間団体）様 
  3月 21日の Lunch    リバーサイドのロータリークラブ様 
     お茶とケーキ   大学婦人協会リバーサイド支部 
        Dinner    リバーサイドの市立メトロポリタン美術館、即ちリバーサイド市長様 
  3月 23日の Lunch    ラ・シアラ大学様 
        Dinner    日系人協会様 Japanese Association Citizens League Riverside全

会員 9名が、和食をご馳走して下さった。 
  3月 24日のDinner  IRC様 
 
  
 

「3度目のリバーサイド訪問」 

米国大学婦人協会125周年記念レセプションに参加して 
島原 洋子 

 この度の50周年記念事業への出席は、米国婦人協会125

周年レセプションに、大学婦人協会仙台支部よりはじめて

参加するという重責を担っての参加でした。どんな新たな

体験と出会いが待っているのかと心躍る３度目の旅でもあ

りました。 

 はじめての訪問は、昭和52年（1977年）の夏、生徒5人

の引率者としてサンルイスオビスポに 1ヶ月滞在した折、

リバーサイドを訪問したいという思いから、週末に一人で

出かけました。サンルイスオビスポからバスでロスに、ロ

スからリバーサイドへと飛行機に乗り継いで行きました。

ロスで飛行機に乗るのに大変戸惑い、オンタリオ飛行場で  

出迎えのスミス氏に出会ったときはほっとしたのを覚えて

います。ハルバーソン夫人の家では、ジムさんの写真の飾ってある部屋に泊めていただきました。

家の中の絨毯は全部ローズ色、壁には大きなダリアの日本画、そしてたくさんのこけしが並んでい

たのが今でも目に浮かびます。 

 2度目は、平成12年(2000年)の10月、ミレニアムイベントとして板橋先生、元奨学生の3人、

それに米国留学経験者のOさんの5人で行きました。レンタカーを借り、ハリウッドに行ったりロ

ス市内を見物したりしてからリバーサイド入りし、ミッションインに滞在しました。この訪問は西

暦2000年を記念して、これまでの支援に感謝の意を表すると共に、現在の活動の様子を伝えるた

めのものでした。リバーサイド市庁舎でのレセプションには、国際交流関係者や市民、それに当時

奨学金を贈って下さった方々も数名参加されましたが、市長はじめ姉妹都市提携の由来を知る方は

あまりおりませんで、驚きました。改めて両市を結ぶ友好のかけ橋の意義と21世紀からの国際交

流のあり方を考える機会ともなった表敬訪問でした。 

そしてこの度は、リバーサイド交流50周年記念という意義深い行事への参加でした。しかも姉
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妹都市友好のかけ橋のきっかけとなった大学婦人協会の会員として、米国大学婦人協会125周年記

念レセプションに参加し、仙台支部長のメッセージを伝えるという栄誉を与えられました。記念の

セレモニーはリバーサイド公立図書館公会堂で行われました。AAUW125周年という長い歴史と伝統

のある行事ですが、気楽にとけ込める明るくユウーモアのある和やかな雰囲気のレセプションで、

会の進め方を学ぶこともできました。またリバーサイド大学婦人協会員のお宅にホームスティさせ

て頂き、リバーサイド市の婦人協会の活動の様子や会員の生活の様子を垣間見ることもでき貴重な

体験をすることができました。2004年の第28回IFUW（国際大学婦人協会）パース大会に参加いた

しましたが、今年は第29回IFUW大会が8月にイギリスのマンチェスターで開催されます。今後こ

の会が、日本国内だけでなく他の国々にも目を向け国際的な視野で活動していくことを願っており

ます。 

 
 

仙台・リバーサイド  

姉妹都市50周年記念行事に参加して  
  小西 虹 

 仙台駅３階新幹線中央改札口前に集合し

ましたときは不安で一杯でしたが、そこは団

体の良さ、皆さんに教えていただきながら、

無事に全日程をこなすことができましたこ

とを、嬉しく有難く思っております。 

 オレンジクラブの皆さんとは、説明会でお

会いしただけでしたので、仲間に入れていただけるかどうか心配でしたが、皆さん気さくでいろい

ろ気を配ってくださいました。皆さんどなたもが、外国の方とコミュニケーションをとる事に慣れ

ておられて、買い物なども積極的にされるので驚きました。英語を話される方も多く刺激を受けま

した。 

 姉妹都市５０周年という大イベント、この時にしか経験できない様々な歓迎の行事に参加させて

頂きましたことで、私の心は大きくゆすぶられたような気がします。関係なされた皆様の熱意や誠

意が言葉の障害を越えて伝わってきました。何処へ行っても笑顔に溢れていました。水や果物の差

し入れ、菓子などを持ち帰らせていただいたのも皆、私たちの日程を考えてのことでした。細やか

なお心遣いには驚かされることが沢山ありました。ことに感激したのは帰りです。私たち４人の早

帰り組はロスアンゼルス空港での出国を終えるまでについて不安を覚えていました。路線バスで帰

らなければならないとばかり思っていたからです。ところがバスはシャトルバスで、ブシェ洋子さ

んとバーバラさんが同乗して下さったのです。そして、きみ子さんがバスの後ろを車で追いかけて

来てくださいました。何の心配も要りませんでした。搭乗手続きはもとより手荷物検査のところま

で色々教えて下さいました。ありがたかったです。 

 何かの折にお礼の気持ちを表すことが出来るでしょうか。「私に出来ることは何だろう。」と考え

ると、具体的には何も出てきません。でも、気持ちは十分あります。 

 「姉妹都市われらは 豊かな歴史を 共に歩み行く 愛と平和目指し…」、皆で歌った素敵な「姉

妹都市の歌」、この歌にあるように、固い絆を今後も維持していくにはどうしたらいいのか、結局
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この気持ちを持ち続ければ、何か自分の出来ることが見つかるのではないかと思っているところで

す。 

 

 

2007年3月18日（日） 

仙台駅出発 河部、福尾、それに現地で合流する大脇姉妹を除く22名が元気で集合。添乗員が

ついて上野に向けて出発。 

       上野駅で河部さんが合流、徒歩で京成上野駅に向かう。スカイライナーで成田第一ターミナルへ。

荷物のセキュリティ・チェック前に福尾さんが合流。携帯電話のレンタルなどを済ませて、荷物の

チェックインへ。心意気の高さを示すように、既に重量がオーバーする方も出現。思ったより時間

がかかって、ここで添乗員とはお別れ。搭乗前のセキュリティ・チェックで、思ったとおりかなり

の方々が色々と引っかかり、ここでも時間が掛かる。済んだ方から搭乗ゲート前の待合室に移動し

てもらう。 

機内の座席配置は全員が最後部近辺にかたまっているので少し安心。ユナイテッド航空では、ア

ルコールも無料なのに驚く。早速ワインを楽しむ。 

 LAX着。入国審査も無事通り抜けて、出てみるとIRCの方々が大勢で迎えに来ていて圧倒される。 

Moses博士の歓迎スピーチがあり、おこがましくも早速通訳係りを務める。 

 迎えのバスはなんとUCR（カリフォルニア大学リバーサイド校）のもの。人々の他に大荷物も積 

み込んでリバーサイドへ。バス代が無料になったので、運転手と添乗員に早速持参したお土産が役 

に立つ。手荷物にしてバスに持ち込んでいた木村さん、ありがとう。 

 ホテルにチェックインするも、部屋の掃除が終わっていなくて待たされる。IRCのジャパン委員 

会から果物とお花と花瓶の差し入れあり。 

 午後3時集合でハルバーソン夫人の墓参。3台の車に分乗することになり、慌てたので陶さんご 

夫婦がいないのに気づかなかった。墓地でかなり時間的ゆとりがあったので、もっと落ち着いて人 

数の点検をするべきであった。 

 墓参後、ヘイズ博士宅のホームパーティへ。顔馴染みに大勢会う。そこに陶さんから携帯に電話 

があり、ホテルにいることを知る。一瞬、真っ青。でも何ともし難くホテルで休んでいてもらう。 

 パーティの方はクライドが司会をして、お開きになり、今度は4台の車に分乗してホテルに帰る。 

次の日の朝食を8時、ロビー集合で食べに行くことにして、各自部屋に戻る。 

 ダブルベッドがどうしても寝付かれず、ソファーに移って寝たのが夜半過ぎ。 

 
 

  目線が 
匹田 敦子 

 ユナイテッド航空機で、ロスアンゼルス到着。空

港を出ると、リバーサイドの方々が花束を持って、

にこやかにお出迎え。 

アメリカなのだ！どなたかが歓迎の挨拶を英語

でおっしゃっている。つい「何を言っているのだろ
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う」とそちらへ耳を傾ける。スピーチが終わり、自分の荷物の方に帰ると、リバーサイドの方々が

しっかりバッグをガードしていらした。舞い上がって慣れない私共を、さりげなく警備していてく

れ、感謝です。 

 バスに乗りリバーサイド市へ。絵葉書等で見ていたロスアンゼルスの高層ビル群はいつ見えるの

だろう？と思っているうち、茶色の山、山。あらためて日本の光景との違いに驚かされました。 

 ほどなくリバーサイド市、マリオットホテルへ。出迎えの人が旧友に会った親しさで歓迎してく

れました。レストランに座っていると、つかつかと大柄でスタイルの良い、カッコいい女性が近づ

いて挨拶をしてくれました。その迫力に私は一瞬硬直。キャシーさん、今なら、にこやかに挨拶で

きます。ごめんなさい。 

 到着後先ずハルバーソンさんのお墓参りをしました。このご縁で姉妹都市50周年を迎え、東北

の女性教育に貢献してくださったことに墓前で深く感謝しました。墓地は緑の芝生におおわれてい

ましたが、道路一本隔てて茶色の泥地。アメリカの水事情、グレイトアメリカ。日本でこの景色は

想像できませんでした。 

 その後、ヘイズ氏宅を訪問。映画のワンシーンのような豪華なお宅。その上アメリカ人が両側に

並んで迎えて下さる。私は場違いな場所に来てしまったな…。どこに居れば良いのだ。アメリカ人

と談笑する程の実力も度胸もないし…。それでも皆と同じ様に紙皿の上に紙コップの飲み物を乗せ

ている技術
わ ざ

で立っていました。が、不覚にもひっくり返してしまいました。幸いにも庭で、また救

われましたが、これで懲り、庭のテーブルのある所へ座り、30年前河北新報社の交換記者だった

アメリカ人と、手ぶり辞書も入れて、どうにか楽しい時間が過ごせました。 

 後日23日、24日、ヘイズ博士宅へホームステ

ィさせて頂きました。窓からはオレンジがたわわ

に実る景色。高いベッド。専用のバス等。この様

な、二度と経験できない素晴らしい所で過ごさせ

て頂き、ヘイズ御夫妻に心から感謝します。 

  数日後、日本の自宅に戻り、私宅は“ちゃち”

だな、と入った途端思いました。そして家の前の

細い道路、込み入った家屋もアメリカ人が見たら

どう思うだろう。急な変化でアメリカ人目線にな

っていました。 

 アメリカの方から見たら、こまごまとした建物、街であっても、自信を持って接していけば良い

かな、と今では思っています。 

 この旅を経て、アメリカの素晴らしさも含め、違い、外国人との交流、言葉では書けないくらい

いろいろとあって大変有益な経験でした。 

 この計画の為に御尽力下さった方、又日本庭園を完成にまでもっていった方々、本当にありがと

う御座いました。 
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顔なじみに会えて 

山崎 卓男 

3月18日仙台駅10時集合、10時26分はやて

8号で仙台を出発、上野経由で成田へ、成田空港

発16時10分UA— 890便でロスアンゼルスへ出発、

10時間のフライトでしたがロス空港に9時40分

頃到着しました。入国は大変厳しく両手人指し指

の指紋と顔写真の撮影をされゲートで荷物を受

け取り 11時半頃に入国、現地の時間に時計を合

わせました。空港にブッシェ洋子さんやリバーサ

イド市民の出迎えを受け、一人ひとりに花束の贈  

ヘイズ博士を囲んで                  呈がされ熱烈な歓迎を受け、早速リバーサイド市 

                             に向かいました。 

1時間20分でマリオットホテルに到着全員ホットする。ホテルで人員の確認をし、旅の疲れを

とるため休息をとり3時にロビーに集合することになりました。ロビーに3時に集まり、本日の行

動について説明をされ出発、ジェシ− ・ハルバーソン氏の墓参をし、ヘイズ博士さん宅に予定通り

到着しました。大勢の人達に歓迎されました。 

そこは広大なオレンジ園、閑静で瀟洒のところであります。ヘイズさん宅でのパーティーは、そ

れはすっかり顔なじみの人達でした。和やかな雰囲気の中にも和気あいあいと楽しく進み、時間が

すぎるのも感じませんでした。そんな雰囲気の中でしたが、お開きとなり皆さんホテルに戻りまし

た。 

ところがこのパーティーに参加されない御夫妻がおりました、それは機内で現地の時計に合わ

せたために、3時にロビーに来たが誰もいません、さてその訳は時計をサマータイムに合わせた為

に1時間のずれが生じ参加することが出来なかったのです。本当に残念でした。第一号のトラブル

発生、さてこの先何もなければいいのですが・・・・・ 

 
 
3月19日（月） 

 「あら！8時5分よ。」の声で飛び起きる。とりあえず身支度をしながら窓から下をみると加藤、 

山崎両氏を先頭に朝食に出かける方々が見える。こちらも急いで後を追う。メキシコ風のファスト 

フード店で合流。遅れたことを陳謝、陳謝……みな食欲はあまりなさそう。 

一旦ホテルに戻ることになり、戻る途中で陶さんご夫婦に出会うが、なぜ遅れたのかは、まだ気

がつかない。 

午後1時集合でホワイトパークに行くのであるが、また陶さんご夫婦が集合しないので、みなさ

んは加藤さんに案内してもらい、私が残って陶さんたちを連れて行くことにする。陶さんの現れる

のを待って、案内する途中で現地時間が夏時間なのを計算していない時計調整をしていたので、全

てに1時間遅く行動していたことが分かる。ホテルで各部屋に分かれる前に、各人の時計を合わせ

ておくべきだったと気がつく。 

ホワイトパークの日本庭園の整備にとりかかる。門の脇の竹塀の編み上げと、心字池の落ち葉の
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清掃、敷き詰めてある小石に波紋を描くこと、銘板の配置などを行う。銘板は当初フェンスの鉄棒

に貼り付ける予定で、そのための両面テープと強力接着剤も持ってきていたのだが、担当者のアン

ディ・エメリーが銘板を見て「こんなに立派なものは、そんなところに付けないで遊歩道側にしっ

かり固定するものを設置して掲示するべきで、それにはもうちょっと時間が必要だ。」というので、

加藤さんと相談して、当面竹塀に貼り付けることにする。 

12時ころ、ホワイトパークの洋風四阿で昼食会。和やかに歓談。司会は Moses博士。私はもっ

ぱら通訳。戸袋さんにスピーチをしてもらう。4時くらいに終わって、パークの隣にある老人ホー

ムに住んでいて、今回は食べ物を提供してくれた秀子さんが、カートで片付け物を持って戻るのを、

山崎さんに手伝ってもらう。徒歩で一旦ホテルに帰り、「姉妹都市賛歌」の練習をホテルのロビー

のピアノを借りて行う。 

市庁舎近くのレストランで夕食会。道に迷って

大幅に遅刻。市の公式代表団の方々が既にそろっ

ている中、到着。参加者紹介では、遅刻や何やか

やが、気になって気分的に落ち着かない私を、隣

に座った妻が的確に援助してくれたので感謝。そ

の後、しばらく歓談し、「姉妹都市賛歌」を陶夫

人のピアノ伴奏で初披露。堅かった雰囲気が一挙

にほぐれてやっと面目をほどこす。 
 
 

 暮らしていけるかも 

                       木村 博 

リバーサイド市で 1回目の朝を迎えた。早速朝食の算段である。不安のまま商店街に連れて行

かれ、いよいよイングリッシュの実践本番が始まった。努力の甲斐もなく、何もわからぬまま時間

とともにブレックファーストは終わった。 

本日の日程は、日本庭園の整備作業である。それはホワイトパークの一角に適切な広さで造ら

れており、すでに現地の職人さんたちが作業をしていた。 

庭の中央部に枯山水の池があり、木戸・築山・東屋・藤棚そして庭木がバランス良く配され、

まことに涼やかな日本の風が感じられる出来である。 

私達は清掃しながら全体を仕上げる作業にかかった。作業は次第に熱がこもり、私自身、一時

ここがリバーサイドであることを忘れ、フッと我

に返り「仕事さえできれば、どこででも生活でき

るのかな」と何の脈絡もなく思った。本当にいい

経験ができた。 

 昼食は地元のみなさんの手作りピクニック

ランチのおもてなしを受けた。でっかいサンドイ

ッチである。 

 午後は周辺の清掃と後片付けをして作業は

終わり、みんな満足と安堵の顔であった。 
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3月20日（火） 

午後の日本庭園と巨大オレンジの贈呈式の出席に備えてロビーで待つこと待つこと、しかしブシ

ェさんの言っていたシャトルが来ない。うっかり式典の開始時間まで間違えて待ってしまう。ホテ

ルのベルボーイの機転で、急遽ホテルのシャトルバスを出してもらい、着物を着たご婦人方を出し

て、大急ぎでホワイトパークに向かう。式典はすでに30分前に始まっていた。ブシェさんの言っ

ていたシャトルとはホテルのシャトルのことだったと判明。私が時間前にホテルの受付に依頼すべ

きだったのだ。困惑。 

式典終了後、庭園の門のテープカットの端に加えてもらう。テープカットの後、庭園一周。皆さ

んは写真撮影など、そして歓談。ボブ・デューク（造園に献身的に協力してくれた庭師さん）を見

つけて妻に紹介し、話しているところに洋子さんから「写真をとって、お願い。」と言われ、駆け

つける。巨大オレンジの前で市の秘書課長やオレンジ製作者たちとトムさんと洋子さん本人の入っ

た写真を数枚撮る。テントの中と外の明るさの差が大きく、撮りにくい。 

撮り終えてボブのところに戻ると、やはりボブと妻たちは会話に困難をきたしていた。申し訳な

い。 

アンディの話では、昨日竹塀に取り付けた銘板が、一枚剥がれ落ちていたとのこと。両面テープ

の仮止めでは、さもありなん。庭園職員にあげるためのお土産を持って、一度管理棟に行き、ウサ

ギ人形の説明を終わってみんなのところに戻ると、加藤新一さんが「庭園職員用の、オレンジクラ

ブのお土産をどうするんだ。」とのことで、再度管理棟に逆戻り。手ぬぐいの使い方を加藤氏が実

演したりして、和やかに渡し終えて戻る。さらに銘板のこと、次の日の段取り、その他の打ち合わ

せや確認があって、ホテル帰着が遅くなる。後から、加藤新一さんの「お払い」が大評判であった

ことを告げられる。 

皆さん、私の帰りをずいぶんロビーで待っていたとのことで、申し訳ない。10分待って私が来

なければ、部屋で待つようにしようと思う。ところで、日程と内容について雑多な情報が入り、と

りあえず夜のレセプションディナーの場所を確認しようとするが、簡単ではない。ホテルの受付に

３度ほど確認して、やっと「ボールルーム」（舞踏会場）が会場であることを突き止め、日程のイ

メージが湧いてくる。 

夜、市議会でのレセプションと「市の鍵」の贈呈式。再度、着物のご婦人方をシャトルで先に行

かせる。ところが市議会場(council chamber)と商工会議所(chamber of commerce)をホテルのシャ

トル運転手が間違えていて、私もウッカリそれに乗ってしまう。私たちが歩いて市役所に着いても

シャトルバスがまだ着いていないので、青くなって携帯でホテルを呼び出し、間違えたことを伝え

る。ラリット（リバーサイド市の国際交流担当官Ralit Acharya氏）が心配して寄ってきたので、

再度頼んでホテルに話してもらう。幸い、私の電話で分かって運転手が戻っているとのことで、待

つしかないと覚悟を決める。 

ほどなく皆が到着して着物姿の人たちで議場が華やかになる。議事が始まるが先立って行なわれ

るのは、当然セレモニーの部分。さまざまな顕彰や紹介の中で、藤井前市長に「市の鍵」が手渡さ

れ、列席者として私たちも紹介される。終わってすぐホテルに戻るのだが、数人が徒歩で先立って

行ったので、着物を着たご婦人方を中心に先ず市のバンで送ってもらう。残りはそのバンが往復す

るまで市庁舎の中で待機。Acharya氏が一緒にいてくれる。「これ以上の遅刻をさせない。」という

強い意思を感じる。 
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ホテルに送ってもらって、すぐ受付をしてパーティへ。受付で座席番号をもらう座席指定方式。

テーブルには名札もある。ところがダブルブッキングがあって、どうもおかしい。写真を数枚撮っ

たりしていると、「座席が違うので移動してくれ。」とのこと。最初に私たちが居た席には結局誰も

座ることはなかった。「手違いがあるんだな。」と思うと気が楽になった。 

そこに50周年を祝うスピーチが始まり、私の番が来る。いろいろ用意はして行ったのだが、そ

の場の雰囲気から「とにかくリバーサイド市というものを、具体的に持ち上げる話題がいいだろ

う。」と判断し、リバーサイド奨学会が仙台に学ぶアジアの女性たちへの奨学金に発展したことを、

「リバーサイド発でアジアに広がった交流」という内容で紹介。席に戻ると、同席の方々が感謝と

親しみの表情で迎えてくれたので、効果はあったと嬉しくなる。 

しかし、後で「オレンジクラブが庭園作りに費やした努力の紹介がないのはおかしい。」と妻に

文句を言われる。パーティスピーチは簡にして要を得ていなければならないのに、そんなに何もか

も長々と話せないではないか。 

大脇姉妹の紹介、ブシェ・洋子さんの表彰などもあって最後に私たちの合唱。姉妹都市讃歌を一

曲、さらに「はるばる来たぜ、リバーサイド～」と一声歌って終了。陶夫人のアイディアがバッチ

リ生きる。 
 

 

着物 
藤田優子 

 ①日本庭園贈呈式（ホワイトパーク） 

②「リバーサイド市の鍵」の贈呈式（市議会議事 

堂） 

③IRC主催歓迎パーティ（マリオットホテル） 

 今日は、今回訪問の重要なビックイベントが三つ

ありました。まず、①の日本庭園贈呈式の前に、持

参してきた着物を着ました。着付けの上手なメンバ

ーにお願いして着せて頂きました。6人程が着物を

着て、全員で車でホワイトパークに行き、式に参列しました。加藤氏が、神主の姿で祝詞と御祓い

をして、両市の幸運を祈りました。ロバリッジ市長と藤井前仙台市長との正式な贈呈式も滞りなく

進み、海を越えた姉妹都市としての長年の夢の実現を喜び合いました。市民の方々も多数参加して

下さって、晴れやかな天気のもと、これまでの苦労も忘れるようなうれしさでした。リバーサイド

市からの返礼として仙台に送られてくる巨大なオレンジの彫刻の御披露もあり、明るい笑い声につ

つまれました。リバーサイド市民の暖かいおもてなしで飲み物や食べ物も出され、しばしの間、ホ

ワイトパークの一角にある「結心庭」と名づけられた日本庭園を眺めたり、記念写真を撮ったりし

て、暖かい春のひと時を楽しみました。これからは、この庭をリバーサイドの人々がかわいがって

育ててもらいたいと心から思いました。その後、市議会議事堂にも行き、夜の歓迎会もあって、12

時頃にやっと着物から開放され、ほっとしました。 
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神事を果たす 

           加藤 新一 

3月20日私がオープニングセレモニーを担当することに

なった事から説明を致します。ラリットさんが仙台に来て、

私宅にホームステイをしました。その日に茶室にてティー

セレモニーをしました。その時に加藤は百人一首を知って

いるかと聞かれましたので、百人一首の読み方を教えてあ

げました。その声を聞いたラリットさんが加藤は祈祷の事

を知っているかと聞かれたので、一応建築関係の仕事をし

ていた事があったので、祝詞の事については分かると言い

ました。それで、リバーサイドに帰ってから検討してオー

プニングセレモニーを行うかを決めるので、連絡を待って

欲しいとの事でした。 

会長田村さんまで連絡があり「行う」と連絡を受けたのがリバーサイドへ行く２週間位前でし

た。すぐに友人の友人で神主さんがいましたので一部のことを教えてもらいました。それからが大

変でした。着るもの、使用するお札役物等を準備、着帯する装束を作成すること、これには妻が夜

の8時から朝4時までかかって縫製してくれました。本当に素晴らしい出来で大変感動しました。 

リバーサイドでのオープニングセレモニーを行う当日になりました。朝早くから着物を着てホ

ワイトパークへ祭壇の飾り付け等山崎さんに手伝ってもらい大変ありがたく思いました。山崎さん

には庭園作りからリバーサイド市へ贈呈するまで手伝ってもらい大変ありがたく御苦労様でした。 

オープニングセレモニーは午後 1時開始との連絡を受けていましたが、私達一行の女性方が 1

時になっても来なかったのです。それで1時15分頃になりましたらラリットさんより、もう始め

てくれとの事で祝詞を奏上することになりました。堂々と声を出し会場にいる方々に聞こえるよう

な祝詞を奏上することができ、私としてもよくぞここまで出来たものと喜んでいる次第です。 

余談にはなりますが、その日のうちに祈祷で使用した一式をリバーサイド市博物館へ寄付して

くれないかとの話があり寄贈する事にしました。翌日朝に博物館へ持参して寄贈しました。博物館

では展示をしてくれるそうです。リバーサイド市と仙台市のこれからの百年に向いその一ページを

飾ることができ大変ありがたく感謝の気持ちで一杯でございます。有り難うございました。 

 
 

  オレンジの置物 

                加藤 つる子 

ホワイトパークで姉妹都市交流50周年記念の式典を迎える当日

は日本庭園と姉妹都市リバーサイドよりオレンジ贈呈と開園式典

があるので、朝はホテルのレストランで食事をし 10時頃相原さん

と八巻さんの部屋で和服の着付けをして 12時からロビーで姉妹都

市賛歌の練習をしてから車でホワイトパークへ着くと、式典は始ま

っていました。 

私達の席は中頃でリバーサイド市の人が大勢いたのでびっくり、
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御祈祷をしている瞬間は日本に戻ったよう感じでした。 

 ロバリッチ市長さん、仙台市の藤井元市長さん方々のあいさつ、また、今年の１０月にリバーサ

イド市からのオレンジの置物が贈呈されます。制作に携わった方の紹介がされました。素晴らしい

オレンジの置物でした。 

 

 

3月21日（水） 

街のギャラリーに美術協会の児童画展を見に行く。仙台とリバーサイド双方の小学生が主にそれ

ぞれの市をテーマにした絵を描いている。仙台のものは佐藤栄氏と一緒に審査に立ち会ったので、

見覚えがある。もう少しテーマを徹底できたらよかったと思われるが、両市の交流を表す力作揃い。 

その後、ミッションイン・ホテルに行き、博物館としての説明をキャシーさんから受けながら見

学。そしてロータリークラブの昼食会へ。団体として紹介された後、州の国際交流政策についての

プレゼンテーションがあり、質疑なども。 

さらに大学婦人協会の創立125周年記念集会に参加するため図書館へ。仙台との交流50周年も

ともに祝ってもらったのはいいが、急遽通訳を務めることになり、病気の名前や固有名詞が多く出

てくる会長スピーチを通訳するのに大苦労。でも、大脇姉妹の紹介があり、母上の活動紹介があっ

て、板橋先生、島原さん、小西さんが仙台の大学婦人協会の会員として紹介されてよかった。 

リバーサイドでオレンジ栽培に先鞭をつけたエライザ・ティベットのコスチュームを身に着けて

の紹介プレゼンテーションがあり、この通訳は大谷さんが勤めた。 

博物館で”Japan’s Textiles & Costume Tradition”という展示及びパーティ。博物館の展示

物の前で飲み食いするパーティには驚く。 

 

 

感謝、感謝のホームスティ 
飯田 知子 

 私は他の部会所属（仙台国際ボランティネット

ワークの）でしたが、広報誌「SIRA」の国際姉妹

都市だよりの欄で「仙台リバーサイド 50周年記

念行事ツアー」のあることを1月末に知りました。

以前に何かの冊子で今回の主催者である「オレン

ジクラブ」の活動記録を読み、大変積極的で楽し

いクラブとの印象が残っていた事、又、以前の英

会話の先生がカルフォルニア出身で「カルフォル

ニアは素晴らしい！」と連呼していた為、そ        ロサンゼルス空港に到着 

の地に造った日本庭園に興味があったので応募      

致しました。その様な訳で何も分からない私はロサンゼルス空港で吃驚!!花束を持って出迎えてく

れたリバーサイドの方々とオレンジクラブの方々が親戚同士が久し振りに会い、近況を確かめ合っ

ている様に「ヤァー、～チャン、元気！久し振り！ハロー!ハロー!」とハグし合っているのです。

名前も呼び交わし家族の様子等も笑い合いながら話し合っている姿に、如何にオレンジクラブの
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方々が長い年月をかけて、しっかり結び合い友好を深めていた事を再認識しました。その事は、ど

の行事を通しても（庭園開園式、美術館、音楽会、博物館、演劇会等のレセプション）気持ばかり

でなく、着物提供等あらゆる方法で交流を深めつつある事を身に沁みて感じました。 

私は21日から2泊、黒人のミュージシャンの家庭でホームスティさせて頂きました。子供たち

は私共と同様独立し、御夫婦だけのとても温かい素敵なお宅でした。サックスの演奏を聞かせて頂

いたり、日本の歌を共に歌ったり、家族やラスベガスの事等を片言の英語で話したり楽しい夜を過

ごしました。翌朝は私、一人5時半に起き、「いなり寿司」と「ワカメ」のみそ汁を作り、日本茶

に割り箸で日本ムードを味わって頂きました。ご主人のReggieさんは日本の童謡をバックミュー

ジックとして流してくださり、「いなり寿司」を「おいしい！おいしい！」と言いながら怪訝な顔

で頬張ってくれました。奥様のSueさんは夕食に鳥の丸焼きやトーモロコシのグラタンを御馳走し

てくれました。私の英語がもっと上達していれば、キング牧師の事や、日本の音楽家の活動の様子

等を詳しく話せたのにと少し残念でした。でも「ドリームガール」の映画は3人とも大好きで大変

盛り上がり、帰りにはおみやげにその「CD」を頂いてしまいました。本当に優しく面倒見て下さっ

たストリックランド御夫妻には感謝！感謝です。 

英語の勉強、ボランティアのあり方、コミュニケーションの大切さ、アメリカ人のフロンティア

スピリットの凄さ、オレンジクラブの方々の誰にも壁を作らない優しい大きな心の持ち方等、学ば

せて頂く事、感動する事が毎日の11日間でした。御世話になった皆様、本当に有難うございまし

た。これから私も少しずつ御手伝い出来る様頑張ります。 
 
 

       Birthday Present 
木村 順子 

 今日は日本では春分の日。そして実は私のBIRTHDAYなのです。昨日のホワイトパークの式典で

華やかな着物姿だった女性達もホッとした表情で集合。今日のスケジュールとして主なものは以下

の通り。 

 １．美術協会ギャラリー見学 

 ２．ロータリークラブと昼食会 

 ３．大学婦人協会のレセプション 

４．メトロポリタン美術館特別展鑑賞とレセプシ      

ョン等 

 主な感想なども記しますと、①美術協会ギャラリ

ーの特別展でリバーサイドと仙台の児童画や、地元

の高校生の力作に感動し楽しく見学しました。又。

長年「環境」をテーマに地元で活躍されている画家    

児童画交流を企画したマーク・スクーリー氏   とその作品と両方にお会いし、心のこもったジュー 

スやスナックを頂きながらアートの心にふれました。 

②ロータリークラブの昼食会では、最近のアメリカの評判をもう少し改善するための具体的な実践

例などを聞きつつはやり個人レベルでの理解や交流に根ざしたものでないと息の長い良い関係は

築けないのかと考えさせられました。 
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 ホームスティの人は、今日から2泊3日ホストファミリー宅に泊まります。アメリカ人の家の広

い庭を眺めながら”American Hospitality”などを感じて、それが私への最大のBirthday Present

のように思われた一日でした。 

 
 
3月22日（木） 

8時15分リバーサイドダウンタウン駅発のメトロ・リンクに22人が乗るためにデイヴィス氏と

クライド氏が車を出してくれて、カーラがエスコートしてくれる。チャイナタウン、オリヴェーラ

ストリートを巡って、日系人博物館は自由に見学、そして最後にリトル東京に集合して、そこから

歩いてユニオンステーションに戻るという行程。チャイナタウンの店が開くのが11時とは知らな

んだ。カーラの友達でギリシャ人とその友人が一時一緒になるが、一回りして店が開き始めたので

集合場所と時間を決め、昼食の場所をカーラとその友人たちに探してもらうことにして解散。自由

研修にする。 

チャイナタウンで時間を取りすぎたことが反省材料。分かっていれば日系人博物館が10時開館

なので、そちらを先にしてリトル東京から北上して、チャイナタウンからユニオンステーションに

戻る、という行程も考えられたが後の祭り。 

メトロリンクについて、カーラが「初めて乗ってみたが、これは楽だ。」と感想を述べていたの

と、デイヴィス氏のディナーパーティに相原さん、八巻さんが行ってくれることになったのが、良

かったこと。みなさん、リトル東京で夕食（もちろん日本食）を買い込んで来たので帰り足も軽や

か。 

 
 

 L.A.へ日帰り旅行             

相原 喜代子 

忙しい公式行事の中休み、ロサンジェルスへの一日ツア

ーに出かけました。車社会のアメリカでは珍しくMetro Link

に乗ってリバーサイドからは約 1時間の距離。車中ではホ

ームスティをした人たちの部屋の様子や朝食の話を聞きな

がら楽しく到着。 

先ずは、チャイナタウンに行ったところ朝早すぎて未だ

店の開かない状態で、しばらく写真を撮ったりして時間をつぶし、ショッピングを楽しみました。

チャイナタウンで昼食を摂り、久しぶりの醤油味に美味しさも格別。やはり中華料理は美味しかっ

たです。それからメキシコ広場に向かいそこでも革製品など冷やかしながら買い物、本当に日本人

は買い物好きです。 

リトル東京に向かう途中新しくできた日系人博物館に立ち寄り見学。アメリカに移住した日本

人のトランクが山と積まれたオブジェや、収容所時代の建物の一部を再現した建物などを見て、先

人たちの御苦労を思うと胸が痛む思いでした。もっとゆっくり時間をかけて見学する場所でしたが、

時間の余裕がなくそのままリトル東京に向かいました。  

リトル東京は新しい所に移されていて小さくきれいにまとまっていましたが、予想外に小さく、 
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少し淋しいぐらいの街でした。現代の世相でしょ

うか、チャイナタウンに比べると活気も今一つで

した。 

こうして、ロスへの一日ツアーは終わりました

が、帰りの車中チケットを検察にきた係官が銃を

腰につけていることは驚きでした。しかしアメリ

カが多文化な国柄であることを、そしてその中で

平等で活き活きとした社会をいかにして作るか

常に努力している国であることを感じます。人々   

リトル東京のシンボルタワー         が大きな声で自分を主張することも、大いに楽し

んでおられる様子もアメリカなのでしょう。 

 
 
3月23日（金） 

本日はラ・シェラ大学で国際教育とか。大学生のプレゼンテーションが延々と続き、皆様、お疲

れ。でも、アフリカに建てる簡易建築の家の研究現場を見せてもらったり、大学の売店などを歩い

て、食堂で昼食をご馳走になる頃には、元気を取り戻してくださいました。 

帰りにはデーツ（乾燥ナツメヤシ）を求めて、自然食を売る食料品店に寄って、デーツばかりで

なく色々珍しいものをお土産にすることができました。 

そのまま市役所に直行、市長室の一角、レセプションルームと屋上を使って日系人協会のレセプ

ション。藤井元市長に「結心庭」の揮毫をしてもらったり、小西さんの持参した歌詞と陶夫人のピ

アノ伴奏で「さくら、さくら」を合唱したりして、次の「八月十五夜の月」の芝居を見に行く。 

素人演劇ではあるが、そして公演の数日前に俳優の一人が急に転勤になって代役を立てねばなら

なくなったとのことであったが、日本語の部分もある熱演でみんな大いに楽しんだ。 

 
 

       言葉が分かれば 

八巻幸子 

１． ラ・シェラ大学視察 

・ 講演は日本人がほとんどだったので、おおわ

くの通訳があればよかった。 

・ 屋外の実物見学で、講演者に直接質問もでき、

講演の内容が少しわかった。 

・ 外で、質問に一生懸命答えてくれる学生達と

交流が出来てよかった。この外での交流がな 

アフリカのジンバブエに建設する住宅の研究施設     かったら言葉もわからす時間の無駄になった

と思う。（言葉が通じればもっと良かった。） 

２．  日系人とのレセプション 

・ テーブル花は、日本の生け花に似せたと思うが、感覚が違うので面白かった。 
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・ 私達が日本の歌「さくら」を合唱した。ホテルなどで少し練習したかった。 

３． 演劇鑑賞 

・ 少人数席の芝居小屋で、唾が飛ぶのが見えるくらい間近で見学でき楽しかった。 

・ 芝居が終わった後、役者の方達との交流もあり、日本でもこういうスタイルの芝居があった

ら見たいし、また応援もしてみたいと思う。 

・ この劇場で、突然の着付け依頼に驚きながらも、楽しい思い出になった。 
 
 

日系人協会のレセプションに出させていただいて 

小西 虹 

 「結心庭」と藤井前市長さんが、現地で用意していただいた額の板に書き入れました。ホワイ

トパークに造られた日本庭園の入り口に掲げる庭の名前です。分かりやすい良い名前ですね。力強

い筆運び、達筆の額が出来上がりました。庭園に託す思いを語るこの文字は日本人協会のレセプシ 

ョンのさなか、皆が見守る中で書かれました。 

 レセプションの会場は市役所の7階、市長室講堂でした。そこは講堂に続いて外に屋上のような

広い張り出し部分があり、一帯を見渡せる造りになっていました。 

 イナバ メイコ副会長さんの英語での挨拶で会は始まりました。ロバリッジ リバーサイド市長

さんの挨拶、続いて藤井前市長さん、庭園創設に向けての日系人協会の粘り強い取り組みに対し敬

意が表されました。 

 やがて会食の部、いつの間にか外には数個の円テーブルと椅子が用意され、テーブルの上には扇

を背景に、菊その他の花をあしらったような日本的なフラワーアレンジメントが飾られていました。

色々な種類のご馳走がありましたが、一番の人気はやはり「にぎり鮨」だったようです。沢山用意

されていましたのが見る間に無くなって驚きました。大脇姉妹が「桜茶（桜漬）」を用意していま

した。英語で飲み方が説明されたので試す方も多く、私の隣の方も”Good smell!”と言いながら

味わっておられました。塩味の飲み物はとても珍しかったのではないでしょうか。 

ご婦人方の中には箸を上手に使って親日感情を表してくださる方もあり、日本色豊かな会でし

た。皆で「さくら さくら」も歌いました。外の円テーブルでも、中の大テーブルでも、日系人の

方、IRCの方、オレンジクラブの人達等々が食事とコミュニケーションを楽しんでいました。その

ような折です、「結心庭」が書かれましたのは。見ていた人々はきっと皆「この字が庭園と共に末

永く残って欲しい。そして庭園の名のように両市の関係も末永く続いて欲しい。」との思いを抱い

たのに違いないと思うのですが、如何だったでし

ょうか。 

 リバーサイド市と仙台市の姉妹都市 50周年の

イベントには日系人協会の方々も大きく関わっ

て、民間団体としての細やかな心配りのある歓迎

にご尽力下さいました。日系人協会はそれだけの

実績を持った組織であるということでしょう。こ

の地に移り住んだ日本人の方々が幾多の困難を

乗り越えて築いてこられたもの、そして2世3世



 20 

の方がさらに発展させてこられたもの、その誠実な生き方を、従来からのリバーサイド市民の方々

が認め、受け入れてきたことが現在の実績になったのだと思うのです。「（日本語を）読むことは

できるけど、書くことは難しくなったのよね。」両国の言葉を鮮やかに使い分けている方が言われ

ました。英語を使って必死に社会に溶け込んでこられた歴史を感じる言葉でした。 

 心のこもったおもてなしに感謝しながら、頂いたリバーサイドのバッジと折り紙おばさんのチ

ューリップの折り紙を胸に、色々な思いを抱いて、夜の帳が折り始めた道を次の演劇会場へと向か

ったのでした。 

 
 
3月24日（土） 

 ホテルから徒歩でHarada Houseを見に行く。リバーサイド市で歴史建造物として保存し、博物

館にする計画で準備中とか。原田という日本人が全米で初めて不動産を所有し、戦中・戦後も維持

して日系人たちが戦後の生活を踏み出す元になった家。 

見学を終わって、モールにショッピング。出かける直前で3方向に分かれることになって慌てる。

Coachのアウトレットに行った人たちが、別のモールに連れて行かれて、「そこではない」という

ことで、そこからさらに別のモール探しをすることもあった。 

戻ってから美術館で”Art Alive”という活花をあしらった美術展。夕食がどうなるのか情報が

錯綜して混乱。それでも展示を見て楽しみ、次いでリバーサイド・カウンティ・オーケストラのガ

ラコンサートへ。ステージ前にテーブル席があり、そこで飲食談笑をしばし。テーブルのメンバー

配置に工夫が凝らされていて、私たちの席は、教育関係者とその奥様方。演奏の方は、日本の曲を

多く入れて、しかも「トウランドット」なども入れて、日本へのサービス精神あふれるコンサート。 

 
 
                      和と洋の組み合わせの妙 

    河部 美知子 

朝、ホテルから歩いてHarada Houseへ。 
 こじんまりとした家で、今は修復中で家具など

はありませんでしたが、どの部屋にも質素に堅実

な生活をしていた様子が感じられました。 

 今から100年以上も前に移り住み、苦労しなが

らもアメリカに溶け込み、子供達に受け継がれた

原田ファミリーの生活が刻み込まれた建物でし

た。 

  ハラダハウスの前で             お昼にショッピングの時間をはさみ、夕方には 

美術館での展覧会とレセプションがあり、リバー

サイドの方々の和と洋を組み合わせた色々の展示が思いがけない和のものの使い方があったりし

て、おもしろいと思いました。 

 夜のリバーサイドフィルの演奏会は私たちのリバーサイド最後の夜を一層すばらしい夜として

くれたように思いました。演奏を聞く場で、その前にDinnerを、というのは初めてのことでした。
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またホームスティをさせていただいたMoses夫妻と、前に仙台に来られた時に我家に泊っていただ

いたAliceさんもいっしょのテーブルだったことも嬉しいことでした。 

 
 

原田ハウス見学に寄せて 

陶 順一・マコト      
 レインクロスのリバーサイド市を訪問したのは今回で3度目である。世紀の節目に当たる50周

年記念行事に参加でき、又、リ市の心からの歓迎の気持ちに接し、身の幸せを深く感じました。 

 50年前の世相は 2次大戦の後遺症がまだまだ色濃い時代に母の慈愛が異国の空で不安に駆られ

ていた傷病兵に注がれ、お見舞いに行かれた今は亡き大脇さんのお気持ちが育み奨学資金という形

となって若い人へと引き継がれ、そして現在は資金を受けた人々がアジアの若人に支給をする広が

りを見せ、その気持ちが育まれている。 

 この度の 50周年の記念事業としての日本庭園「結心庭」は今後も益々100年またそれ以上も両

市の深い絆は続いて行く為の一記念碑でしかないのでありましょう。 

 この度の訪問見学コースの中に日本人が

リ市民の方々に受け入れられるために基礎

を築いてくれた日系人ファミリー原田ハウ

スを見学させていただきました。ここにも今

日のリ市民と日本人との絆の基となった原

田一家の歴史が詰まっているお屋敷でした。

リ市の土地を所有する権利を理解して貰う

ための努力、そして第二次世界大戦による過

酷な収容所暮らしを余儀なくされたが、ファ

ミリーの中から勇敢な日系人部隊に志願し

て義務を果たす等の努力が理解を深め、そし         ガラ・コンサート 

て現在、リ市民の一員として暮らすことので 

きるのも原田ファミリーの努力の在っての事と過去に思いを寄せた次第でした。 

 その夜にはリバーサイド郡管弦楽団主催のレセプションそして圧巻でありましたリバーサイド

フィルの演奏会にお招きを頂きました。開演に先立って両国国家演奏が行なわれ君が代は藤井さん

がタクトをとられ“リ・フィル”を指揮された。また、曲名はブラームスのバイオリン協奏曲、歌

曲の中では蝶々夫人よりある晴れた日そしてトゥーランドットよりアイススケートで金メダルの

荒川静香さんの曲など隅々まで私どもに気配りを見せて頂き感激でした。 

 そして私には懐かしい出会いがありました。1999年初めてリ市を訪問してこわごわホームステ

ィをさせて頂いた折、暖かく迎えて頂いたホストファミリーに再会を果たしました。奥様の笑顔と

遠くから聞こえてくる鉄道の汽笛がずっと忘れられなかったのです。お話が弾み仙台市の通訳員ま

で加わって意を伝えて頂き、これまた感激でした。 

 1999年に初めて私は仙台男子厨房に入ろう会リ市訪問団長として訪問し日本食パーティ IRCメ

ンバーキャシーさんのお屋敷で150人余の市民の方をお招きし、獅子舞及び日本料理、特に日本酒、

手打ちそばそしてちゃんこ鍋などを食べて頂き大げさに申せば日本食文化を体験して頂きました。 
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 こんな事を出来るのも先人の努力のお陰と思いつつ、仙台市とリ市との50年の歴史の思いを馳

せ、またその歴史を一日で駆け巡った気も致しました。 

 リバーサイド市の皆様本当にありがとうございました。 

 
 

 

  IRC主催 歓迎パーティで合唱 
陶 マコト 

 リバサイド市、交流50周年記念行事に参加

し、今までの足跡を大脇さん姉妹、板橋先生、

その他、これまで尽力くださった方々の貴重な

お話を直にお聞きでき大変、意義深い事と思い

ました。 両市の暖かい交流が、今後も続く事

を願い50年の節目の行事が開催され両国の文

化が紹介されました。 

 八年前、戸袋さんの案内で、キャシイ夫妻、

トム＆洋子夫妻が我が家を訪問されました。そのときミニミニコンサートをしました。 

 とても楽しかったので子供たちも緊張しませんでした。 
 

 Harada House 
松戸みい子  館澤恵子 

ロビー集合8：45              

 原田HOUSE。6～10名でチームをつくり、１、２階に別れて説明を聞く。室内は修理が必要なひ

どい状況、歩くといえ全体が揺れるような状態。戦争（真珠湾攻撃）がアメリカで生活していた全

ての日本人を強制収容所へと連行。 

 不幸な出来事が、そう遠くない所でおきていたことにショック!! が、その中で希望、友情によ

って残され現在にと続いたHOUSE。前向きな生き方の大切さをまた平和の大事さを感じる事ができ

た。 

11：00～15：00 それぞれ買い物へ。 

17：00～ アートアライブ主催レセプションと

展示会（リバーサイド美術館）軽く飲み物をい

ただきながらArtを見学、芸術なものにうとい

私も見入ってしまう。 

19：00 最後の行事、（リバーサイド郡管弦楽

団主催） 

着飾った人たちが緊張の中テーブルに着くと

リバーサイドフィル演奏会が始まった。皆の顔

が、最後の夜を、そして全てを成し遂げた満足

感で一杯だった。すばらしい夢のような一夜。 
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Hurry  Bravo！ 

 

 

3月25日（日） 

 サンフランシスコ・グループが 5時出発。次が帰国グループで、その見送りを失礼して日本庭

園の写真を撮りに行く。幸いホワイトパークの門が開いていて、じっくり（といってもバスの時間

を気にしながら）見直してホテルに戻る。私たちラスベガス（グランドキャニオン）グループはオ

ンタリオ空港へ。2台のバスなのだが、私が後ろのバスに乗ったため先発の方は心配して待ってお

られた様子。 

砂漠を眼下に1時間の飛行。ラスベガス空港でお元気な3人の方々が出迎えのガイドさん（瞳さ

ん）の目を潜り抜けて荷物のターンテーブルまで直行の

アクシデント。無事合流できて、さて、瞳さんの提案を

受けて夜のツアーを予約。さらにホテルまでの車に豪華

リムジンを格安でゲット。ところがホテルでは部屋の用

意がまだ。瞳さんが我々の部屋がある14階まで様子を見

に行って状況を掴み、水を買いに行く余裕があるとのこ

とで、そんなことをしながら部屋に行ける時間を待つ。 

最初に入れるようになった飯田・島原ペアの部屋にみ

んなで押しかけ、ちょっとしたオヤツを口にしながら、また待つ。 

やっと皆さんが入れるようになったときには、夜のツアーの集合時間まであまり余裕がない。さ

て夕食のビュッフェスタイルのレストランに行くときになって、「食券がない」と慌てた方も、ど

うやら見つかって胸をなでおろす。幸い良いレストランで満足。 

ツアーの最初はリオというホテルの「マルディグラ」というショウ。「童心に帰れ。」というガ

イドのアドバイスに従って、乗りに乗るが、最高はやはり島原さん。ピエロも顔負けのパフォーマ

ンスで湧かせてくれました。次が展望台の夜景、1時間かかるというのを 45分で、しかも十分堪

能して降りてきたので、瞳さんもびっくり。それにしても砂漠の都市の夜景の広がりのすごさは圧

巻だった。そしてフリーモント・ストリートのアーケード一面の流れるような電飾、ピアノの演奏、

サックスの演奏。お祭り気分で楽しんで集合時間に戻ってくると、「まだ早いから噴水ダンスを案

内しましょうか。」とのこと（もちろん運転手への

チップ要）。二つ返事でホテル・ベラッジオに向か

う。着いたのが丁度前のパフォーマンスが終わった

ところで、早速適当なところでマイクロバスを降ろ

してもらい、人々の移動の流れに乗って最高のビュ

ーポイントへ。曲目は”God Bless U.S.A”。ゆっ

たりした曲に乗って噴水がうねる、跳ねる。みなさ

ん、堪能できた様子。良い一夜でした。 
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       リバーサイドをあとに 

住 かつ子 

 前日のすばらしいリバサイドオーケストラとはなやか

なファッションのレディたちにかこまれ、おいしいワイ

ンつき料理に酔いしれてしまい、明日の帰国の準備の気

分になれず、結局なにやかやと準備におわれ徹夜になっ

てしまった。午前4時のモーニングコールにはすべて準 

霧のサンフランシスコ湾        備完了。チェックアウトのため少々早くロビーに降りる 

ともうIRCの女性が見送りに来ていました。早朝なのに感

謝感激です。5時過ぎ2台のタクシーに分乗し、まだ薄暗い、車もまだらな町をあとにロス空港に

向った。夜も明け、明るくなり出勤や旅行者が空港をにぎわし、スムーズにサンフランシスコへと

移動出来た。 

現地での添乗員と初対面、あとは彼の案内で市内観光、ホテルへと急ぐ。ホテルも一段ランク

上を手配してくれたそうで、すてきな広々とした部屋で満足でした。 

天候は寒いと聞いてきましたが、ちょうど仙台のようなはだ寒い風のつめたい陽気でした。温

暖なリバサイドの体感から急に冬に戻ったみたいで、ちょっとびっくりしました。ガイドさんが一

言上着を持ってといってくれたらよかったのに…。しかし夜景がきれいで金門橋やベイブリッジは

寒さを感じさせないあついものがありました。広大な橋の行程などを聞きながら大感激でした。き

くところによるとどこにもないものがサンフラ

ンシスコにはあるそうです。写真でみるクラシッ

クの手動のケーブルカーもすばらしい。そして坂

の多い町を上から下からと眼はぐるぐる。まさに

世界にはないここだけの町作りにはひと味違っ

た心あたたかいものを感じました。短い一日の旅

ではありましたが、見るもの、かにの味にも酔い

しれ、出来ればもう一泊したかったほどです。そ

してヨセミテ公園もみたかった。残念。ヨセミテ

公園を、よそみをしながら帰国となりました。 
             

最高のストリートショー                      

福尾 博子 

 リバーサイドを後にして、ラスベガス・グランド

キャニオンコース組はオンタリオ空港からラスベ

ガスへ向かった。砂漠地帯を通り抜けてラスベガス

へ、ラスベガスはこれまでの静かなたたずまいとは

一転して、ネオンがきらびやかにまたたく別世界、

私たちはその日のナイトツアーに出掛けた。ホテル

のショー、フリーモント・ストリートで行われた音

と光のショー、108階タワーから見たラスベガスの
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夜景、そして噴水ショーは、今までに味わったことのないきらびやかな世界だった。 

 フリーモント・ストリートで行われたショーは特に圧巻で印象深かった。大きなトラックにグラ

ンドピアノを載せてその上でピアノ演奏をするミュージシャン、そして大きなサックスを奏でるミ

ュージシャンの演奏はことに素晴らしく、聞きほれてしまった。前日のガラコンサートのオーケス

トラ演奏も本当に素晴らしかった。その興奮もさめやらないうちにこのストリートショーのパフォ

ーマンス、最高でした。 

 今回はじめてリバーサイド市交流50周年記念事業造園完成式に参加させていただきました。完

成までには色々ご苦労もあったと思いますが、ホワイトパークの一角に出来上がった日本庭園は本

当に素晴らしいものでした。そして現地の人たちから

はとても気持ちのこもった暖かなおもてなしをいただ

きました。有難うございました。 

 一週間の様々な催しの中で、50年という長い歴史を

垣間見ることが出来、それぞれのいろんな思いが胸を

うちました。 

 皆様には本当にお世話になりました。有難うござい

ました。そして快くこの旅行に行かせてくれた夫と娘

に感謝です。 

 

 

3月26日（月） 

 グランドキャニオン・ツアーとナイトショウの日。ホテルのロビー集合でバスのガイドが心配す

る間もなく、四方山話しをしているうちに、余裕をもって全員集合。 

これでガイドが好意を持ってくれた。他のホテルを数軒回ったが、なかなか揃わない団体があっ

たりして、ガイドが心配したのを納得する。最後のホテルで体重を量りながらツアー受付。その最

中に「終わった人からバスに戻って良い席を取っておきなさい。」とガイドのアドバイス。俄かツ

アコンにとって、次の行動の情報をもらえるほど有難いことはない。空港に着いて感謝のチップを

あげたら、早速コーヒーを買い求めて飲んでいたので、チップとは「有難うよ。コーヒー一杯おご

ってあげる。」という意味なのか、と納得。 

飛行機は客席から操縦席が覗けるビーチクラフト双発機。天候も最高で快適な飛行。グランドキ

ャニオンの飛行場に着いて、飛行機の前で記念写真を撮れたのも一興。一息入れる間もなく大型バ

スでツアーへ。運転手の男性が英語でガイド、脇の席の女性が日本語でガイド。両方とも別々の説

明をするが、微妙に絡み合っているのが愉快。 

展望ポイントではやはり雄大な景色、「悠久の大地」の実感。トカゲも日向ぼっこに出る陽気。

みんなで写真を撮りあったりして楽しむ。再びバスに乗って次の展望地へ。みやげ物店でトルコ石

のネックレスを買う(わされる?)。帰りの飛行機も順調。ラスベガスの飛行場ではマイクロバスの

運転手がガイドを兼ねて出迎え。陽気でよく話すガイドで石川の地震の情報をもらう。ホテルに着

く直前からものすごい砂嵐。ガイドの話では好天が数日続いた後、砂嵐が数日あって、それで街の

スモッグが吹き飛ばされてきれいな空気になるのだとか。間一髪の順調ツアーだった。 

さて、ホテルのショウの前に日本食レストランでステーキの夕食。パフォーマンスつきの鉄板焼
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き料理。飲食を楽しみながら、写真交換会の日時、場所まで相談（ところが、実は私がスケジュー

ルを勘違いして、帰国後に訂正の大失敗）。 

トロピカーナホテルのショウは”Folies Bergere”というレビュー、後で調べたところでは、

「フォリーベルジェール」と発音して、パリのモンマルトルにある1869年に開業したミュージッ

クホールの名前だそうな。「男性は舞台の近くへ。」と言われたのは少し心配だったが、案の定、超

ミニの美女がブランコに乗って頭の上を行ったり来たりするのを、後ろから監視を受けながら見な

ければならない事態になるとは…。 
 
          本当にグランドなグランドキャニオン     

田村 文子 

 昨夜のナイトツアーの余韻を残しながら、ホテルのレストランで朝食を頂く。ヴァイキング形

式で、洋・中華・メキシコ料理など様々の中から目移りしながら選ぶのも楽しい。明朝出発が5:30

というので、ちゃっかりバナナ、パンなどを余分に頂戴しながら…。 

 リバーサイドでの日々が慌しかったので、久々にゆ

っくりとテーブルで頂く食事の美味しいこと。 

 今日はグランドキャニオンへの遊覧飛行。途中、体

重測定があるとのこと。小型機なのでバランスを取る

為、乗客の体重差を見て『錘』を乗せるのだそうだ。

持ち物も一緒ということで正味ではないのだが、ここ

数日のご馳走攻めと運動不足の身とあっては、いささ

か気になる。でも、それより心は、早や世界遺産のグ

ランドキャニオンの雄大な景色に飛んでいる。幸い天候は快晴、無風。Scenic Airline空港から

約１時間、グランドキャニオン空港までの眼下は、太古の荒々しい地球の姿が露出、何層もの赤っ

ぽい岩石の層、コロラド川の浸食でできた峡谷の深さは1,600ｍとか、大方、水らしいものを確認

することはできないし、見えたとしても赤茶

色の泥水のようにみえる。 

 所どころにオアシスのような緑の塊があ

るが、ガイド（英、日、仏、伊）の説明では、

ネイティブアメリカンの旧住居や川下りな

どの避難小屋のようだ。 

 グランドキャニオン空港からはバスに乗

り換えて、2箇所のポイントで見学する。最

近話題になっているせり出した展望台には

行けなかったが、飛行機からはそれらしい馬

蹄形の箇所は確認できた。ほぼ垂直の断崖絶壁をネイティブアメリカンのナバホ族は、馬であっと

いう間に駆け下りるそうだ。はるか眼下にすじ状の道が見え隠れしているが、ラバや川下りの為の

ものだろう。この雄大な絶景は、見る人の人生観を変えさせるといわれているそうだが、そのとお

り。（これからはクヨクヨしない!!オタオタしない!!）また年間200人くらいの滑落者が出るそう

だが、この峡谷にはピューマ、ハイエナ、コンドルなどの猛獣猛禽がいるので瞬く間に白骨になる
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という説明を通訳してくれるのは現地在住の日本人（？）ガイド。 

 レストランはメキシコ料理だが、これまたヴァイキングで、味も上々、日本人好み。ホテル、ホ

ピ族の家、ラバの牧場、学校、教会など、この観光地で働く人たちの村が出来上がっていた。ここ

で感じたことは、道路、レストルームなど公共の場が清潔なこと、買い物のレジが予想以上に時間

がかかることだ。 

 復路は、まだ天候が私たちに味方してくれているようで、青空、風も無く、一路ラスベガスへ、

ロスアンゼルスの水がめフーバーダムを眼下にした頃にはラスベガスに着いていた。余りに穏やか

な飛行で、単調なエンジン音が眠りを誘い、夢の中の遊覧だった人もいたようです。ラスベガスに

着いて間もなくすごい砂嵐。Lucky! Lucky!と、バスのガイド兼運転手が言ってくれた。これから

数日間、ラスベガスは強風が吹き荒れて、澱んだCo2等を吹き飛ばすのだそうだ。 

 一休みする間も惜しくTROPICANAのDinner Showへ。まずはDinner。MIZUNO’Sで日本食。冷奴

が素晴らしく美味しい。巨大な鉄板で野菜タップリの焼肉を焼いてくれるのだが、パーカッション

よろしく包丁でリズムを取りながら切り分けてくれたり、サービス満点。最後の晩餐は大いに盛り

上がり、その後は Show。圧巻としか言いようがない。素晴らしいプロポーションの男女のダンサ

ー達、歌も踊りも見事で、バレーからタップまで息つく暇もなく楽しませてくれる。唯一、ジャグ

ラーのtalkの面白さが分からず、英語力の無さを悔いても後の祭り。それを除けば、心ゆくまで

楽しめた時間だった。 

 ホテルに戻る前に、ガイドのひとみさん（梓みちよ似の名ガイド）お勧めの横浜・岡田屋で最後

の shopping。日本語で会話できる安心感は何ものにも代えがたい。さあ、ホテルの部屋に戻って

荷造りです。スーツケースは20kg以上にならないように、そしてリバーサイド市から頂戴した焼

き物等破損しないように手荷物にするなどといじっていたら、午前1時。明日は、いや今日は、集

合時間は５時半、起床は4時半です。アメリカでの

一日は短い（いくらあっても足りない）ようで、長

い（睡眠時間が極端に削られます）。 

 このレポートは、フリーモント通りで演奏を聴い

てしびれてしまい、一緒に写真に納まってもらった

ジャズマン、カール・フェリスの Saxの CDを聴き

ながら書いています。 

Nice AMERICA!! Viva AMERICA!! 

 

 
3月 27日（火） 
帰りは飛行機で27日（火）を過ごして、アラスカの雪と氷の大地を見たりしながら、28日（水）

に成田到着。やれやれ、と思ったら、ラスベガス空港で荷物を運ぶベルトコンベヤーが切れるとい

う事故があったとかで、7人分の荷物が届いていない。担当者が宅急便で送るというので、そのま

ま帰途に着くが、私が帰りの電車のチケットを荷物に入れていたのに気づいて慌てるも、後の祭り。 

2日遅れで荷物が到着。こんなこともある、という教訓。くれぐれも帰りの国内交通機関の乗車

券等は手荷物に入れておくべき。仙台で、他の帰国組みも全員無事と聞いて安堵。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 



仙台リバーサイド姉妹都市交流史
西暦 元号 月日 事　　　　項

1951 昭和26年 5月、母の日 大学婦人協会仙台支部有志から入院中の米兵にカーネーションの花束持参のお見舞い
1953 昭和28年 アン・リンゼイRiverside奨学制度副委員長が奨学金授与式に出席（リバーサイド奨学金開始）
1957 昭和32年 3月9日 姉妹都市提携
1957 昭和32年 5月 Riverside市商工会議所役員アチソン夫妻が親善使節として仙台を公式訪問
1958 昭和33年 6月 アン・リンゼイRiverside奨学制度副委員長が奨学金授与式に出席
1959 昭和34年 4月 Riverside市からゴアならびにショウの両夫妻が来仙
〃 〃 8月 黒川利雄東北大学学長が大学視察の際、Riverside市を訪問、多くの市民と交歓

1960 昭和35年 2月
全国合唱コンクール優勝の立町小学校の合唱テープをパチャッパ小学校に贈り、同校より
民謡のテープが贈られる

〃 〃 4月 一力一夫河北新報社編集局長一行がカナダから南米まで大陸縦断途中Riverside市を訪問
〃 〃 8月 コロラド・スプリングスでのボーイスカウト国際大会に参加した仙台市の隊員がRiverside市
〃 〃 12月 ユニバーシティ・ハイツ中学校から学校生活紹介のテープが送られる
1961 昭和36年 1月 Riverside市で年間行事として春に仙台週間を設ける

3月
河北新報社とプレス・エンタープライズ社の記者交換計画の第一回としてエドウイン・モール
記者が来仙

4月 河北新報社の久保多太男記者が交換記者として派遣される
8月 Riverside市がリーダース・ダイジェスト財団姉妹都市活動賞を受賞
9月 早坂忠仙台市議会議長が親善訪問

1962 昭和37年 10月
仙台市で第一回Riverside祭を開催、ローゼンクランス及びバートルソン両夫妻を含め9名が
出席、写真展示を含め多彩な行事を行う

1963 昭和38年 Riverside市のベリー准将が来仙
11月 デールズRiverside市長夫妻が来仙、第二回Riverside祭

1964 昭和39年 3月 井ヶ田徳治氏を含む仙台青年会議所視察団12名がRiverside市を訪問
4月 和泉晴子他2名が紋章研究展をRiverside市の援助で開催
5月4日～8日 島野仙台市長jが米国国務省の招待により同国視察の際、Riverside市を親善訪問
7月 精養軒の亀岡設氏がミッションインでオリンピックに備えてホテル業を学ぶ
8月 姉妹都市活動により、Riverside市がリーダース・ダイジェスト賞を受賞
12月 第三回リバサイド祭を開催、島野市長が渡米報告

1965 昭和40年 1月 年賀交換国際電話通話
トーストマスターズ・クラブを仙台に設立することを勧奨するためフェラーズ空軍大尉ほか3
河北新報社とプレス・エンタープライズ社の第2回記者交換計画のリングワルド記者が来仙

7月
カリフォルニア大学のシュランガー教授が東北大学での研究のために家族とともに来仙（一
年間滞在）
仙台新市庁舎落成記念展にリーダース・ダイジェスト賞の賞牌を展示
仙台アメリカ文化センターの鈴木勉氏がRiversideを訪問

1966 昭和41年 6月 ハドソン牧師夫妻が来仙、市民との諸会合に出席
Riverside新市庁舎建設計画に際して、「コーナーストーン」として仙台市旧市庁舎玄関内飾
り石の御影石を贈呈

9月5日～8日 小岩助役が米国姉妹都市訪問使節団に参加し渡米、Riverside市を親善訪問

10月
第5回リバサイド祭に盲人クラブから宮城県立盲学校に贈られた点字タイプライター、日米
国旗などを展示

1967 昭和42年 12月 姉妹都市提携10周年を記念して、Riverside市より贈られた「友好の鐘」を市庁舎前庭に設
1968 昭和43年 4月 姉妹都市交流提携10周年記念パンフレットを発行

7月 世界青少年交流協会派遣団アメリカ班参加者7名が渡米の際Riverside市を親善訪問

1969 昭和44年 6月
仙台市市制施行80周年に際し、Riverside市に友好の記念として、玉虫塗の花瓶を贈呈、同
市長より「姉妹都市親善宣言書」が送られる

8月
世界青少年交流協会派遣団アメリカ班に参加渡米した青木昌敏氏がRiverside市を訪問、3
日間民泊

10月 第10回日米市長及商工会議所会頭会議出席の佐藤収入役が会議終了後Riverside市を訪

1970 昭和45年 5月4日～7日
ベン・ルイス市長夫妻をはじめとするRiverside市民78名が仙台市を公式訪問。親善使節の
一員で姉妹都市提携の主唱者であるジェッシー・ハルバーソン夫人を市政功労者として表

10月28日～30日
5月の親善使節団の答礼として樋口第二助役を団長とする仙台市民28名がRiverside市を親
善訪問

1971 昭和46年 2月
ジェッシー・ハルバーソン夫人がまとめた「交流報告書」がロサンゼルスの日米協会より金
賞を受賞

8月
国際学生青年旅行協会主催の夏期米国民泊研修旅行に参加した真藤久美子さんが
Riverside市を親善訪問

1972 昭和47年 7月
Riverside市の大学生リチャード・ケイギー氏が夏季休暇を利用して来仙、東北国際学生連
合会会員大学生宅に2ヶ月間民泊

7月
佐野一気東北国際学生連合本部長がRiverseideの大学生との親善交流のためRiversideに
2週間滞在

1973 昭和48年 2月
河北新報社の後藤義雄、庄子三郎、笠原眞の三氏が新聞製作技術研究のため渡米の際、
Riverside市を親善訪問

3月4日～
Riverside市で年間行事として春に仙台週間を設ける第16回「仙台週間」が開催され、市も日
本文化を紹介する図書やポスター等を送って行事に協力

4月15日・16日
ウイリアム・ハリス仙台・リバサイド姉妹都市委員長を団長とする市民訪問団22名が来仙
（家庭訪問、レセプション）、ハルバーソン夫人は21日まで滞在

4月25日
仙台放送Ｋ．Ｋ．製作報道課の橘内英二記者と依田掌カメラマンが、ヌースショウ「朝一番」
の企画の世界各都市の風物及び人々の生活を紹介する「世界の旅」の中で、Riverside市を
取材するため親善訪問

1



8月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生15名がRiverside市を親善訪問

10月
東北大学文学部社会学科の宇田川拓雄氏が、文部省の奨学金を受けてカリフォルニア大
学Riverside校に1年間留学

10月14日
Riverside市出身で宇都宮市の英語塾の講師、クリスティ・フォードさんが市長を表敬訪問。
宮城世界青年友の会会員30名と親善交歓会。

11月19日20日
アメリカ西海岸旅行（仙台放送・日本交通公社共催）に参加した22名の仙台市民が
Riverside市を親善訪問。ルイス市長夫妻をはじめ市民と交流

1974 昭和49年 4月26日 Riverside市のクロムウェル夫妻が日本旅行の途次仙台市を親善訪問

5月7日
東北学院大学法学部1年、大久晃功氏がRiverside市に1年間私費留学、ひと月ごとに違う家
庭に宿泊

7月1日
宮城県教員海外派遣団の一行が米国教育事情視察の途次Riverside市を親善訪問（うち6
名が仙台市民）

8月16日
仙台育英学園米国研修旅行団一行35名がアメリカ研修旅行の途次Riverside市を親善訪
問。市民との交流

8月 Riverside市恒例の仙台週間行事に七夕飾りを送る
8月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生12名がRiverside市を親善訪問
11月 仙台市立東二番丁小学校児童画16点をRiverside市に送付

1975 昭和50年 4月
島野仙台市長がRiverside名誉市民に選ばれ、1年間の滞在を終えて帰国した大久晃功氏
から名誉市民証の額を手渡される

4月16日 Riversideのホーマー・ヒル牧師夫妻が来仙、市長表敬訪問、市民有志との懇談
5月 Riverside児童画66点を仙台市立東二番丁小、通町小及び荒町小の三校に送付

6月14日
Riverside新市庁舎の落成記念に市民の善意の寄付をもとに作成した石灯籠一基を、
Riverside市長宛に送付、落成式は10月に予定

6月21日 Riverside市長の依頼により日章旗を送付

8月1日
ジャスコ主催の青少年アメリカ親善旅行団に参加した小・中・高校生グループがRiverside市
を親善訪問

8月8日
「22年目の青春－リバサイド・仙台姉妹都市物語－」（毎日放送企画、富士アド・システムイ
及びK.K.松山善三プロダクション共同制作の映画）の英語版が仙台市に寄贈されたので、
Riverside市長に送付

8月17日～20日 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生15名がRiverside市を親善訪問、ホームスティ
8月20日 仙台市庁舎に飾った七夕飾りをRiverside市長宛に送付

9月12日～15日
第13回日米市長及商工会議所会頭会議（札幌市）にRiverside代表として出席したダナ・ホー
ン夫妻と子息のゲーリー氏が来仙。仙台トーストマスターズ・クラブ会員との交歓、市民グ
ループとの懇談

11月17日 仙台市立荒町小児童画31点及び東二番丁小児童画31点をRiverside市長宛に送付

12月5日
Riverside市長から新市庁舎落成式の模様を伝える写真資料及び庁舎前に設置した石灯籠
の写真が送られる

1976 昭和51年 3月23日 Riverside市フリーモント小学校より児童画39点が送付される
3月26日～4月2日 東北放送の千葉寛城氏がRiverside市を親善訪問
4月26日～5月1日 国際姉妹都市週間児童画写真展開催
5月16日～20日 ロータリー・クラブ留学生として渡米した野口詔子さんがRiverside市を親善訪問
6月30日 宮城県工業技術センターの小池信吾氏がRiverside市を親善訪問

7月30日
仙台YMCAの金原譲氏夫妻、高橋昭氏、鈴木達男氏、八木洵氏が青少年交流について話
し合いでRiverside市を訪問

8月21日～23日
ポニー・リーグのRiverside少年野球チーム一行31名が来仙、親善試合、市内パレード、歓
迎昼食会

8月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生18名がRiverside市を親善訪問

9月17日
Riverside市の弁護士アラン・バウ氏（Riverside City College留学の高橋昭子さんのホームス
ティ先）が2人の娘さんたちと市長を表敬訪問

10月10日～15日
ベン・ルイス市長夫妻をはじめとするRiverside姉妹都市親善使節団37名が来仙、市内見学
及び市民交流

11月13日～15日
日米市長及商工会議所会頭会予備会議（ハワイ）に島野市長が出席後、Riversideを親善訪
問、交流を深める

12月22日
仙台市立通町小46枚、荒町小30枚、計76枚の児童画を託された宮城県警の大浪敏行氏、
宮城県庁の大沼信一郎氏、東北大学学務課の斎藤吉夫氏がRiversideを親善訪問

1977 昭和52年 1月20日 ルイス市長から島野市長夫妻のRiverside訪問の記念として写真アルバムを贈られる

2月14日15日
Riverside訪問市民交流団派遣の打ち合わせで仙台放送事業局事業部副部長多田基久氏
日本交通公社仙台支店海外旅行センター所長渡辺真一氏がRiverside市を訪問

6月1日 仙台市市制施88周年記念日に際し、Riverside市より祝電が寄せられる

6月2日～4日

仙台市市制施行88周年、仙台・リバサイド姉妹都市提携20周年、仙台放送開局15周年記念
Riverside訪問市民交流団135名がRiverside市を親善訪問、仙台市特産品のチャリティーバ
ザールや、華道、茶道、合唱などのデモンストレーションを行い親善を深める（仙台市代表と
して衛生局長、保健課長が参加）

6月20日 Riverside市民ロバート・ボラム氏が市長を表敬訪問
6月22日 Riverside市民レスリー・ヤング嬢が市長を表敬訪問

8月20日
米国パームスプリングスで開催された国際姉妹都市会議において、仙台・Riverside両市に
対して、都市提携活動優秀賞が授与され記念の楯が贈られる

9月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生15名がRiverside市を親善訪問

10月10日11日
仙台市市制施行88周年、及び河北新報社創刊80周年記念の姉妹都市訪問団30余名が
Riverside市を親善訪問（佐藤収入役を団長に、市議会議長、水道局次長、広報課長他議員
1名が市を代表して参加）

10月26日 仙台市市制施行88周年記念「第3回市民まつり」にRiverside市長から祝電
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10月29日～11月3日 「第3回市民まつり」において「姉妹都市写真展」を開催

11月2日
Riverside市長ルイス氏の引退に伴う「ルイス市長感謝の夕べ」に際し、仙台市政功労者賞、
表彰状などを送付

12月15日 仙台市立荒町小学校児童画33点をRiverside市長宛送付
1978 昭和53年 1月23日 新Riverside市長アルバート・ブラウン氏の就任に当って祝電を打電

2月9日 島野市長再選に当りRiverside市長から祝電が寄せられる
3月 Riverside市から児童画50点が贈られる
5月8日9日 オリバー・クロムウエル夫妻2度目の来仙
6月 宮城県沖地震被害に対する見舞いの電報がRiverside市長から寄せられる

7月22日
国際姉妹都市会議（セントルイス）においてリーダース・ダイジェスト財団からRiverside市と
仙台市を含む３市に対して1978年度姉妹都市交流優秀賞が贈られる

7月28日～30日
Riverside市カリフォルニア・バプティスト・カレッジ教授ドロシー・アゴウ夫人来仙。仙台ソロプ
チミスト・クラブの会員たちと交歓

8月3日～9日 ミッドウエイ号乗組員でRiverside出身のジョン・M・マトリッチ氏来仙

8月10日～13日
河北新報社報道部馬場記者他3名が米国商務省観光局の招待により、米国にし海岸の視
察取材の際、Riverside市を訪問

8月23日～27日
カリフォルニア大学Riverside校のダイアン・エルトン留学生センター部長がリーダース・ダイ
ジェスト財団から贈呈された優秀賞牌を持って親善訪問

9月
東北大学経済学部4年佐藤洋君が文部省の国際交流制度に基づきカリフォルニア大学
Riverside校に1年間留学

9月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生25名がRiverside市を親善訪問
10月17日～19日 40年間アフリカで伝道活動に従事したRiverside市民マーガレット・ジョンソンさんが仙台を親
11月 宮城県農業短期大学佐々木邦夫助教授がRiverside市を親善訪問

11月12日～15日
1977年度線d内姉妹都市委員長ローレン・トマス夫人及び友人のオコナー夫人が仙台市を
親善訪問

1979 昭和54年 1月30日 仙台市立荒町小学校及び通町小学校の児童画各30点及び23点、計53点をRiverside市長
3月12日～15日 大東文化大学在学中の仙台出身松原尚人氏がRiverside市を親善訪問
3月29日 Riverside市から児童画46点が送られる
4月10日 Riverside市長から佐々木助役就任に対する祝辞が送られる

4月30日
セブンスデー・アドベンチスト仙台協会牧師林光彦氏がRiversideのロマ・リンダ大学に3年間
留学のため、家族とともにRiverside市に出発

8月30日
Riverside市恒例行事「仙台週間」に設置する七夕飾り及び在仙の写真家今野輝和雄氏寄
贈のカラー写真パネル3枚をRiverside市長に送付

9月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生39名がRiverside市を親善訪問

12月7日
仙台市立荒町小学校児童画20点、通町小学校児童画20点、東二番町小学校児童画7点及
び南小泉小学校児童画3点、計50点をRiverside市に送付

1980 昭和55年 2月23日 Riverside等カリフォルニア州南部の洪水被害の見舞い電報をRiverside市長に打電
8月12日 仙台海洋少年団が結団5周年そ記念して32名の親善使節団を編成、Riverside市を親善訪

9月
東北大学法学部3年四津純君が文部省の国際交流制度に基づきカリフォルニア大学
Riverside校に1年間留学

9月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生34名がRiverside市を親善訪問
1981 昭和56年 2月10日 仙台市立荒町小学校児童画30点をRiverside市長に送付

4月3日～6日
ブラウン市長夫人をはじめとするRiverside姉妹都市親善使節団１9名が親善訪問、ハル
バーソン夫人は引き続き14日まで滞在（リバーサイド奨学金への送金終了）

7月30日～8月14日
国際青年交流プログラム（仙台市YMCA企画）で、中・高校生4名と引率者1名がRiverside市
を親善訪問。市長表敬訪問、ホームスティ、RiversideYMCAとの交流

8月6日
東北日米協会理事、親睦ボランティア・サービス委員会佐藤美智子委員長が旅行の途次
Riverside市長を表敬訪問、市民からも歓迎を受ける

8月7日～11日
東北学院榴ヶ岡高校研修旅行団14名がRiverside市を親善訪問し、市長表敬訪問、ホーム
スティ、他多くの歓迎行事を受ける（第一回）

9月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生40名がRiverside市を親善訪問
9月20日～昭和57
年8月31日

東北大学教育学部繁桝算男助教授がカリフォルニア大学Riverside校の公式の招待により、
同校統計学科に1年間留学のために家族とともに1年間滞在

10月28日 恒例の「仙台週間」に使用する七夕飾り一式をRiverside市長宛に送付

1982 昭和57年 3月27日～31日
12名の学生、3名の引率教員による東北学院榴ヶ岡高校第2回研修旅行団Riverside市を親
善訪問

4月1日 聖ドミニコ学院高等学校「1982年度春期米国英語研修旅行団」がRiverside市を親善訪問

5月1日～8日
Riverside市民ミッキー・コネル夫妻、アイリーン・ポプラー夫人、アニー・スライバウム夫人が
仙台を親善訪問

5月16日
リバサイド奨学会が板橋登美氏を会長として設立。リバサイド奨学委員会と大学婦人協会リ
バサイド・カリフォルニア奨学金委員会の事業を継承する（Riversideからの送金終了）

7月9日～10日 Riverside市の小学校教諭ルーシー・ルーツ夫人が仙台を親善訪問
7月中旬～8月初旬 久能一江さんがRiversideに3週間滞在
8月6日 Riverside市の消防士ディ・フォーレスト・マーチン夫妻が仙台市長を表敬訪問

8月7日～18日
第2回国際青年交流プログラム（仙台市YMCA企画）で、中・高校生12名と引率者2名が
Riverside市を親善訪問。市長表敬訪問、ホームスティ、RiversideYMCAとの交流

8月中旬～昭和58
年7月中旬

尚絅女学院高校3年加藤美香さんｇ太平洋教育文化交流協会主題の1982年度コウトウガッ
コウ交換留学プログラムでRiverside市、North高校に私費留学

9月～昭和58年6月
東北大学経済学部4年渡辺哲哉氏が文部省の国際交流制度に基づきカリフォルニア大学
Riverside校に1年間留学

9月3日～6日
東北学院大学「アーサイナス・カレッジ夏期留学」に参加の学生40名とリーダー3名が
Riverside市を親善訪問
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11月19日
仙台・Riverside姉妹都市提携25周年を記念して、宮城県芸術協会理事で宮城野書人会主
宰の加藤翠柳氏の書道作品「純」をRiverside市に送付

12月
Riversideの仙台姉妹都市委員長ボーリング夫人よりセントラル・ミドル・スクールの生徒10
名のクリスマス・カードが送付され、教育局指導課を通じ仙台市五橋中学校に贈られる

1983 昭和58年 3月22日～25日
東北学院榴ヶ岡高校第3回研修旅行団30名がRiverside市を親善訪問、引率者の斎藤教諭
はハルバーソン・ディスプレイケースに飾る仙台市章のついた楯を託される

3月
仙台姉妹都市委員長ボーリング夫人よりセントラル・ミドルスクールの生徒20名の文通希望
の手紙が送付され、教育局指導課を通じ仙台市立五橋中学校に送られる

3月30日 聖ドミニコ学院高等学校「第2回春期米国英語研修旅行団」１１名がRiverside市を親善訪問

8月3日～15日
第3回国際青年交流プログラム（仙台市YMCA企画）で、中・高校生5名と引率者2名が
Riverside市を親善訪問

8月23日 Riverside市の小学校教諭ケビン・ダンラップ氏が友人とともに仙台市を親善訪問

9月～昭和59年6月
東北大学経済学部4年佐藤正浩氏が文部省の国際交流制度に基づきカリフォルニア大学
Riverside校に1年間留学

9月3日
Riverside市市制施行100周年祝賀行事に使用する仙台紹介ポスターと仙台市長の祝賀挨
拶文をRiverside国際関係委員会委員長ミルドレット・トマス夫人宛に送付

9月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生40名がRiverside市を親善訪問

10月4日
国際親善市民の会会長木村一治博士の描いた仙台及び松島の水墨画2点のRiverside市
への贈呈式が同氏出席のもと、Riverside市中央図書館仙台コートにおいて行われる

11月5日～8日 ブラウン市長を団長とする1983年Riverside姉妹都市親善使節団１5名が仙台を親善訪問

1984 昭和59年 2月8日
米国都市提携協会本部建設基金募金運動に対する在仙国際親善活動団体及び仙台市職
員有志からの寄付金をRiverside国際委員会委員長ミルドレット・トマス夫人宛に送付

3月9日
RiversideYMCA総主事フレデリック・ジョン・ボール夫妻が仙台市YMCAの招きで仙台市を訪
れ、仙台市長を表敬訪問

3月23日～26日 東北学院榴ヶ岡高校第4回研修旅行団13名がRiverside市を親善訪問

3月31日
宮城学院中学・高校教師千葉智子さんがRiverside市を親善訪問。市長を表敬訪問した際、
生徒の版画、しぼり染作品80点を贈呈。ハルバーソン夫人の新居を訪問

4月1日～2日
聖ドミニコ学院高等学校「第３回春期米国英語研修旅行団」１４名がRiverside市を親善訪
問。姉妹都市委員会メンバーの暖かい接待を受ける

5月23日 仙台市市制施行95周年に際し、Riverside市長等より祝電が寄せられる

8月22日 仙台市職員共済組合から譲渡された着物等10点をRiverside市に送付

8月30日 Riverside市での「仙台週間」行事などで使用する七夕飾り一式を送付
9月 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生25名がRiverside市を親善訪問

11月3日
ハルバーソン夫人に対して勲五等宝冠賞が授与される（11月13日市議会場で駐ロサンゼル
ス日本国総領事館中村主席領事より伝達）。仙台市から総務局庶務課菅原主幹が出席

11月9日 島野武仙台市長の逝去に伴い、ブラウン市長より弔電
1985 昭和60年 2月7日 石井亨仙台市長の初当選に対する祝電がブラウン市長より届く

3月23日～26日 東北学院榴ヶ岡高校第4回研修旅行団17名がRiverside市を親善訪問

7月17日～30日
仙台育英学園主催「仙台・リバサイド日米姉妹都市交流高校生使節団」100名がRiverside市
を親善訪問、ホームスティと語学研修で交流を深める

7月18日 ベン・H・ルイス前Riverside市長の逝去に伴い夫人に弔電を発信

7月30日～8月10日
第4回国際国際交流プログラム（仙台YMCA企画）で、中・高校生12名と引率者１名が
Riverside市を親善訪問

8月30日～9月1日
石井地上夫妻等3名が、「第18回日米市長及商工会議所会頭会議」（ポートランド）出席の途
次、Riverside市を親善訪問

9月8日～11日 東北学院大学アーサイナス大学夏期留学生42名がRiverside市を親善訪問

9月8日～9日
仙台国際親善市民の会会長木村一治氏がRiverside市を訪問、国際委員会委員長ミルド
レッド・トマス夫人宅にホームスティ

11月8日
昭和60年度宮城県海外研修プログラムで渡米した県商工振興課主査川股富夫氏が行政視
察のためRiverside市を訪問

11月22日
仙台育英学園の受け入れにより一ヶ月間来日のRiverside市内の高校生及び引率教師1名
が仙台市長を表敬訪問

12月 日本・仙台紹介カレンダー20点をRiverside市役所に送付
1986 昭和61年 1月27日～2月1日 第一回カレンダー文化展（仙台市役所）にRiverside市役所より送付されたカレンダー20点を

6月23日～27日
仙台市職員’86～’87長期海外派遣研修の打ち合わせのため、仙台市職員研修所長野昌
一所長がRiverside市を訪問

7月15日～8月2日 仙台育英学園主催「昭和61年度夏期海外研修旅行団」49名がRiverside市を親善訪問
8月15日～18日 1986年東北学院榴ヶ岡高校研修旅行団21名がRiverside市を親善訪問

9月22日
仙台市職員’86～’87長期海外派遣研修生として石川浩史主事、遠藤和夫主事が1年間の
語学及び行政研修のためRiversideへ出発

10月11日 Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ市のローア・インダストリーズ社労組のアーサー・ガルシア氏が仙台市を親善訪

10月30日～11月3日
仙台グリーン・リーブス・スクエアダンスクラブ創立10周年記念スクエアダンス・パーティ出席
のためRiverside Raincross Square Dance クラブ会員のロジャー・ボマート夫妻が来仙

1987 昭和62年 1月11日～13日
Riverside市公式バンド「リバサイド・シティ・カレッジ“マーチング・タイガーズ”一行89名が来
仙、親善交歓演奏会などで交流

1月26日
日米共同指揮所訓練に参加のため来仙した米陸軍予備役大尉でRiverside市警察官の
ジャック・バーム氏が仙台市長を表敬訪問
リバサイド奨学会がアジアからの女子留学生に奨学金支給を始める

6月21日～22日
仙台グリーンリーブス・スクエアダンスクラブ一行21名が米国での大会出場の途次Riverside
市のクラブと交歓

7月28日～8月8日 第5回中高生リバサイドYMCA交流プログラム（仙台YMCA主催）により13名がRiverside市を
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8月17日 1987年東北学院榴ヶ岡高校研修旅行団12名がRiverside市を親善訪問

8月18日～21日
仙台市職員’86～’87長期海外派遣受け入れ御礼のために熱海仙台市助役、五十嵐総務
局渉外係長がRiverside市を訪問

9月21日
仙台市職員’87～’88長期海外派遣研修生として粟城盛一主事、小原信一主事がRiverside
へ出発

10月22日 宮城県農業使節団一行11名がRiverside市を訪れ、市長を表敬訪問
11月10日～13日 エイブ・ブラウンRiverside市長以下35名の親善使節団が仙台市を訪問

1988 昭和63年 2月1日～2日 「第22次宮城県青年の翼」17名がRiverside市を訪れ市長を表敬訪問
3月28日～31日 RiversideYWCA総主事フｌレデリック・ポール氏が仙台市を訪問
4月2日～3日 宮城学院高校海外研修プログラムにより33名がりRiverside市を訪問
4月7日～9日 仙台からの学生生徒をホストファミリーとして世話してきたスコット夫妻が来仙

4月15日
KDD仙台支店開設記念で熱海仙台市長とC・ジョンソンRiverside国際関係委員長が国際電
話で会談

5月9日 ホストファミリーとして世話をしてくれたウオーレン夫妻が来仙
8月15日 1988年東北学院榴ヶ岡高校研修旅行団20名がRiverside市を親善訪問

8月29日～9月3日
職員長期派遣研修受け入れ協力御礼のため、佐々木仙台市収入役、可沼総務局職員人
事第一係長がRiverside市を訪問

9月10日
1988･89ねん仙台市職員長期海外派遣研修生として小林仁主事、小松卓司主事が
Riversideに出発

9月20日
「アメリカン・トレイン」オープニング出席のためRiverside商工会議所副会頭アーサー・ピック
氏ら2名来仙

11月6日～8日 PTA教育使節団一行40名がRiverside市庁舎や統合学区を訪問
12月1日～3日 宮城テレビリポーターがRiverside市長を訪問しインタビュー
12月21日 市議笠原哲氏家族等がRiverside市長を表敬訪問

1989 平成元年 3月18日
仙台市制百周年、東北放送テレビ開局30周年記念行事の際にフリゼール市長よりフルー
ツ、石井市長よりこけしをそれぞれ贈呈

4月27日～5月2日 市政100周年記念全国女子駅伝競走大会にチャーリー・ジョンソン監督以下12名が参加
5月2日 姉妹都市交流の魁となったジェッシー・ハルバーソン夫人逝去、弔電を発送
5月12日～14日 仙台市長一行がRiverside市を公式訪問

7月26日～8月5日
仙台YMCA主催の第6回中高生リバサイドYMCA交流プログラムにより仙台市の中高生13名
がRiverside市を訪問

7月26日～8月8日 仙台JC企画による中高生ら20名がRiverside市を訪問
8月7日～9日 国際姉妹都市会議出席のためRiverside市長夫妻他1名来仙
8月8日～16日 1989年東北学院榴ヶ岡高校研修旅行団40名がRiverside市を訪問
9月24日 Riverside市シティマネージャー夫妻が来仙、市政に関する意見交換
9月～平成2年3月 仙台市職員1名を研修のためRiverside市に派遣
12月 第5回カレンダー文化展～国際姉妹都市カレンダー展～において、Riverside市カレンダーを

1990 平成2年 5月 Riverside市職員1名が来仙

8月1日～9日
仙台リバサイド青少年交流協会主催で第2回青少年国際交流リバサイド使節団高橋正紀団
長他11名がRiversideを訪問

8月1日～16日
1990年東北学院榴ヶ岡高校研修旅行団生徒22名教諭3名（団長脇田睦生副校長）が
Riverside市を訪問

9月 仙台市職員1名を研修のためRiverside市に派遣
12月 第6回カレンダー文化展～国際姉妹都市カレンダー展～において、Riverside市カレンダーを

1991 平成3年 3月17日 第1回仙台ハーフマラソン大会に団長ダーナ・マクドナルド以下6名が参加
7月2日～9日 仙台ユネスコ協会団長藤原五郎氏以下30名Riversideを訪問
7月22日～8月6日 仙台YMCA部門主事千葉睦雄他1名、高校生7名がRiverside等を訪問
7月28日～8月16日 1991年東北学院榴ヶ岡高校研修旅行団生徒26名教諭3名がRiverside他を訪問

7月22日～31日
仙台リバサイド青少年交流協会主催で第3回青少年国際交流リバサイド使節団11名が
Riverside市を訪問

8月7日～16日
第3回日米スクエアダンス交歓会で仙台グリーンリーブズダンスクラブ会長小島正文氏以下
30名がRiversideを訪問

9月～平成4年3月 仙台市職員1名を研修のためRiverside市に派遣

10月2日～5日
仙台で開催された第21回日米市長及び商工会議所会頭会議にRiverside市代表としてテ
リー・フリーゼル市長、Riverside市国際交流委員会モニカ・ハリス氏が参加

10月4日～8日 Riverside姉妹都市交流使節団チャーリー・ジョンソン団長以下28名が来仙

10月
仙台青年会議所主催の国際姉妹都市青年会議にRiverside市青年会議所理事長スティーブ
ン・シャッキン氏他1名が参加

12月 第7回カレンダー文化展～国際姉妹都市カレンダー展～において、Riverside市カレンダーを
1992 平成4年 1月 Riverside姉妹都市交流使節団28名が来仙

1月 リバサイド・コミュニティ・カレッジ　マーチングバンド部長ゲイリー・ロック夫妻来仙
3月 第2回仙台ハーフマラソン大会参加のため、Riversideチーム来仙
4月 カリフォルニア大学リバサイド校ハートレー氏夫妻来仙
5月 仙台市天文台愛子観測所で観測された小惑星に「リバサイド」と命名

6月
カリフォルニア州南部で発生した地震に対する災害見舞いを仙台市長より打電（8月にお礼
状を収受）

7月19日～8月1日
仙台リバサイド青少年交流協会主催で第4回青少年国際交流リバサイド使節団19名が
Riverside市を訪問

7月 東北学院榴ヶ岡高校第12回海外視察研修団41名がRiverside市を訪問
8月 Riverside市の青少年使節団一行22名が来仙
8月5日～14日 仙台リバサイド青少年交流協会の事業による第1回の青少年使節団一行22名が来仙
9月 仙台市障害者スポーツ協会役員3名がRiverside市を訪問
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12月 第8回カレンダー文化展～国際姉妹都市カレンダー展～において、Riverside市カレンダーを
1993 平成5年 3月4日～9日 第3回仙台ハーフマラソン大会参加のため、Riversideチーム来仙

7月20日～29日
仙台リバサイド青少年交流協会主催で第5回青少年国際交流リバサイド使節団12名が
Riverside市を訪問

7月29日～8月11日 東北学院榴ヶ岡高校第13回海外研修において生徒34名教師3名がRiverside市に滞在
8月3日～8日 仙台市障害者スポーツ協会の主催によりRiverside市障害者スポーツ交流団一行20名が来
8月3日～13日 仙台リバサイド青少年交流協会の事業による第2回の青少年使節団一行17名が来仙
10月 （財）仙台国際交流協会の主催による市民訪問団一行40名がRiverside市を訪問

11月
平成5年度宮城県文化の日の表彰において、仙台市とリバサイドの姉妹都市提携に功績を
収めた大脇静江さんが国際子閏功労の個人部門で表彰を受ける

11月 仙台リバサイド都市づくり共同研究事業により、Riversideからの研究チーム3名が来仙
12月 第9回カレンダー文化展～国際姉妹都市カレンダー展～において、Riverside市カレンダーを

1994 平成6年 1月 Riverside新市長就任に伴い、仙台市長からお祝いのメッセージと前市長への感謝状を送付

1月
仙台リバサイド都市づくり共同研究事業により、仙台市都市整備局次長をはじめとする8名
がRiverside市を訪問

3月 第4回仙台ハーフマラソン大会参加のため、Riversideチーム来仙
5月 仙台育英高校硬式野球部がRiverside市を訪問
6月 東北高校「ザ・コース・フェスティーナ」生徒44名がRiverside市を訪問
7月 仙台市障害者スポーツ協会の主催により障害者スポーツ交流団一行22名がRiverside市を
7月 東北学院榴ヶ岡高校第14回海外研修団37名がRiverside市を訪問
8月 仙台リバサイド青少年交流協会主催で第6回青少年国際交流使節団12名がRiverside市を
8月 仙台リバサイド青少年交流協会の主催でRiversideの第3回の青少年使節団一行12名が来
11月 仙台リバサイド奨学会が、Riverside市博物館学芸員を招き、国際交流文化フォーラムを開
12月 Riverside市のロバリッジ市長他5名の訪問団が「光のページェント」視察のため来仙

1995 平成7年 6月 東北福祉大学の招待により、リバサイド・コミュニティ・カレッジ助教授他1名来仙
7月 東北学院榴ヶ岡高校第15回海外研修団25名がRiverside市を訪問
7月 仙台リバサイド青少年交流協会主催の第7回青少年国際交流使節団17名がRiverside市を
8月 仙台リバサイド青少年交流協会主催でRiversideの第4回青少年使節団一行6名が来仙

11月
藤井市長他4名の訪問団がRiverside市で開催された「光のフェスティバル」の点灯式出席の
ためRiverside市を訪問
仙台IVネットワーク姉妹都市部会市民訪問団11名がRiverside市を訪問

1996 平成8年 3月 第6回仙台ハーフマラソン大会参加のため、Riversideチーム来仙
3月 仙台高校第1回短期海外研修生6名がRiverside市を訪問
6月 東北福祉大学の招待により、リバサイド・コミュニティ・カレッジ助教授他1名来仙
7月19日～29日 仙台リバサイド青少年交流協会主催の第8回青少年国際交流使節団21名がRiverside市を
7月21日～8月15日 東北学院榴ヶ岡高校第16回海外研修団19名がRiverside市を訪問

11月14日～15日
シニアのための市民ネットワーク仙台主催「アメリカ西海岸シニア施設、ボランティア活動視
察事業」市民視察団5名がその一環としてRiverside市も訪問

12月 第12回カレンダー文化展～国際姉妹都市カレンダー展～において、Riverside市カレンダー
1997 平成9年 1月 今後の交流に関する打合せのため仙台市職員2名がRiverside市を訪問

3月 仙台高校第2回短期海外研修生6名がRiverside市を訪問
3月 第7回仙台ハーフマラソン大会にRiverside選手団6名が来仙

4月18日～21日
仙台IVネットワーク姉妹都市部会市民訪問団8名が「オレンジ・ブロッサム・レスティバル」に
参加するためRiverside市を訪問（姉妹都市提携40周年記念事業）

5月15日～19日
Riverside市のロバリッジ市長及び国際交流委員会ブラウン会長をはじめとする一行11名が
来仙、リバサイドビジネスセミナーを開催、仙台青葉祭参加（姉妹都市提携40周年記念事

6月 リバサイド・コミュニティ・カレッジ学生18名が東北福祉大学に短期留学

7月
仙台リバサイド青少年交流協会主催で第9回青少年国際交流リバサイド使節団10名が
Riverside市を訪問

7月 東北学院榴ヶ岡高校第17回海外研修団36名がRiverside市を訪問
7月 国際ゆめ博覧会においてRiverside市のPRを行う

8月
Riverside市のノース高校バスケットボールチーム17名が来仙、仙塩円地区選抜チーム及び
宮城県選抜チームと対戦

9月 市内の混声合唱団ローゼン・シュタット・コール43名がRiverside市を訪問し、公演

10月
東北福祉大学芹澤銈介美術工芸館及びリバサイド市立博物館の共催により、リバサイド市
立博物館で「芹澤銈介展」を開催、また講演会のため芹澤銈介美術工芸館長他5名が

10月 シニアのための市民ネットワーク仙台主催市民訪問団20名がRiverside市を訪問
10月 仙台市身体障害者福祉協会訪問団21名がRiverside市を訪問
10月 Riverside市で開催された「ミッション・イン・ラン」に仙台市民ランナー40名が参加

11月
（株）１４１がオープン10周年と姉妹都市提携40周年を記念してRiverside市中心部のジオラ
マを展示

12月 高校生バスケットボール交流として宮城県選抜チームがRiverside市を訪問
1998 平成10年 1月 仙台市長を団長とする公式代表団7名がRiverside市を訪問。

3月 第8回仙台ハーフマラソン大会出場のためRiversideチーム来仙
3月 仙台高校第2回短期海外研修生4名がRiverside市を訪問

7月
仙台リバサイド青少年交流協会主催の第10回青少年国際交流リバサイド使節団30名が
Riverside市を訪問、本プログラムは今回で終了

7月 東北学院榴ヶ岡高校第18回海外研修団25名がRiverside市を訪問
9月 仙台商工会議所のメンバー19名が米国の最新流通事情視察のためRiverside市を訪問
10月 「'98障害者親善国際交流IN仙台」参加者8名が来仙
10月 「国際姉妹都市バス－リバサイド号」を運行開始
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10月
仙台リバサイド青少年交流協会主催の第10回青少年国際交流リバサイド使節団が
Riverside市で制作したモノタイプ版画を市博物館ギャラリーに展示

10月 Riverside市長他数名が元Rieverside市職員にようる発砲で負傷、市長からお見舞い状を送
12月 仙台高校吹奏楽部35名が音楽交流のためRiverside市訪問
12月 寒波がカリフォルニア州を襲い柑橘類に大打撃を被るもRiversideでは小被害

1999 平成11年 2月 東北福祉大学より学生13名がリバサイド・コミュニティ・カレッジに短期留学
第９回仙台ハーフマラソン大会出場のためRiversideチーム来仙、交流協議実施

3月 仙台高校第3回短期海外研修生4名引率教員2名がRiverside市を訪問
3月 宮城県吹奏楽連盟主催で県内の中高生及び教師58名が音楽交流のためRiverside市訪問
3月 第9回仙台ハーフマラソン大会出場のためRiversideチーム来仙
5月 仙台男子厨房に入ろう会「アメリカ食文化研究の旅」一行20名がRiverside市を訪問
7月 東北学院榴ヶ岡高校第19回海外研修団21名がRiverside市を訪問
8月 Riverside市青少年8名引率者3名が来仙
9月 第1回日米姉妹都市会議出席のためIRC仙台委員長を含め4名が来仙
12月 東北外国語専門学校英語科の学生一行116名がアメリカ語学研修のためRiverside市を訪

2000 平成12年 2月 東北福祉大学より学生10名がリバサイド・コミュニティ・カレッジに短期留学
3月 リバサイド交流連絡会代表の戸袋勝行氏がIRC賞を受賞
3月 第10回仙台ハーフマラソン大会出場のためRiversideチーム来仙、交流協議実施
3月 仙台高校第4回短期海外研修生4名引率教員2名がRiverside市を訪問
5月 Loveridge市長が来仙、日本庭園を打診

8月
シニアのための市民ネットワーク仙台がRiverside市民に願い事を書いた短冊を送付しても
らい、一番町通りの七夕飾りにつるす

10月 「リバサイド奨学会表敬訪問団」6名がRiverside市訪問
11月 東北高等学校生徒8名がRiverside市訪問
12月 東北外国語専門学校英語科の学生一行151名がアメリカ語学研修のためRiverside市を訪

2001 平成13年 2月 東北福祉大学より学生10名がリバサイド・コミュニティ・カレッジに短期留学
3月 リバサイド交流連絡会代表の戸袋勝行氏がIRC賞を受賞
3月 仙台高校第5回短期海外研修生5名引率教員2名がRiverside市を訪問

4月
仙台IVネットワーク会員による市民訪問団12名が「オレンジ・ブロッサム・レスティバル」参加
のためRiverside市を訪問、トーマス・リベラ小学校を訪問し、市長あてに千羽鶴を受け取る

5月
次年12月に開催される姉妹都市45周年記念企画展「リバサイド市立博物館所蔵資料展（仮
称）」の事前打ち合わせのためリバサイド市立博物館学芸員2名が来仙

5月 ロナルド・ロバリッジ市長を団長とする公式代表団及び市民代表団15名が来仙

7月
東北福祉大学の国際交流事業の一環で来仙したリバサイド・コミュニティ・カレッジのゴスペ
ルグループ20名がサンモール一番町商店街でコンサートを開催

7月
宮城アメリカ研究会一行が「アメリカ国際理解教育」研究プロジェクトの一環として、
Riverside市等数都市を訪問

2002 平成14年 3月 第12回仙台ハーフマラソン大会に出場のためリバサイドチーム3名が来仙
4月 仙台高校基金留学により生徒5名と教員2名がRiverside市を訪問
7月 聖和学園高等学校の学生10名がRiverside市のノース高校で語学研修を実施

8月
宮城教育大学の学生2名がRiverside姉妹都市委員会からの奨学金によりカリフォルニア大
学リバサイド校で語学研修

10月 常磐木学園高等学校国際コース2年生10名がRiverside市で短期ホームスティ
10月 宮城教育大学教員ら20名がアメリカ実地研修のためDallas市とRiverside市を訪問
11月 「市民交流ツアー」一行が「第25回ミッション・イン・ラン」参加のためRiverside市を訪問

12月12日～2月2日
「キルトとネイティブアメリカンの工芸・リバサイド市立博物館のコレクション」（仙台市博物
館・姉妹都市提携45周年記念企画展）を開催、学芸員3名、博物館長夫妻、キルト実演者を
含む18名の訪問団が来仙

2003 平成15年 3月 第13回ハーフマラソン大会に出場のためRiversideチーム3名が来仙、交流協議
7月 仙台高校基金留学により7名がRiverside市を訪問
12月 仙台高校ソフトボール部、Riverside遠征

2004 平成16年 3月14日 第14回仙台ハーフマラソン大会に出場のためRiversideチーム3名が来仙、交流協議
3月 Riverside市のJ.W.ノース高校と仙台高校が姉妹校提携

4月
オレンジクラブのメンバー13名がRiverside市を訪問、オレンジブロッサム・フェスティバルに
参加

7月14～21日 加藤新一氏が日本庭園の場所を下見するためリバーサイド市を訪問
7月 第11回仙台市青少年国際交流リバサイド使節団11名がRiverside市を訪問
7月21日 藤倉氏・小野氏（交流政策課）、加藤氏、ブシェ洋子氏とP&Rのアンドルー・エメリー氏が庭

園について相談
8月 J.W.ノース高校の野球部及び学校関係者28名が来仙、仙台市立の高校と親善試合

10月7日
Riverside市長を団長とする公式代表団及び市民訪問団8名が来仙、「第1回グリーン・トレー
ド世界会議in仙台」に参加・交流協議で５０周年と日本庭園を協議

2005 平成17年 1月20日～28日 佐藤栄氏・大内氏が庭園設計のためリバーサイド市を訪問
4月29日～5月6日 佐藤栄氏・十朱氏が庭園模型を持ってリバーサイド市を訪問

7月
第14回仙台ハーフマラソン大会に出場のためRiversideチーム3名が来仙、交流協議、選手
団歓迎会をダラス選手団と一緒に行なう

9月 ブシェ洋子さん50周年行事について来仙協議

2006 平成18年 3月

仙台リバーサイド姉妹都市交流50周年記念「リバーサイド日本庭園」着工、佐藤栄氏、中野
香織氏、神山弘克氏、田村の4人が1日から先陣として交渉に当たる。9日に庭園の鍬入れ
式。11日から加藤新一氏、山崎卓男氏、大和文明氏が合流して作業。3月31日に田村、加
藤、山崎、大和氏は帰国。佐藤栄、中野香織氏、神山弘克氏は5月末日まで作業

4月 日本庭園造園ボランティア１２名がリバーサイドのホワイトパークで作業
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5月 佐藤十朱氏、今西優香氏が日本庭園作業に参加
5月14日 ハーフマラソン選手団３名来仙、交流協議
6月12日 仙台デザイン専門学校同窓会の飯塚氏がリバーサイド訪問、庭園視察
8月 JWノース高校のソフトボールチームが来仙
9月2日 仙台リバーサイド交流連絡会の庄子幹雄氏が佐渡トライアスロンに出場中に逝去

2007 平成19年 2月 リバーサイド市の市長室付国際交流担当のLalit Acharya氏が来仙。50周年式典について

3月18日～24日
姉妹都市50周年記念式典がリバーサイドで行われる。藤井前市長を団長とする公式訪問団
と、大脇園子、京子姉妹及び板橋登美氏を含む市民訪問団とがリバーサイドを訪問。熱烈
な歓迎を受ける

3月20日 日本庭園贈呈式
5月11日 Ted 清水氏来仙、ハーフマラソンのリバーサイド選手団長を激励
5月13日 ハーフマラソン選手団３名来仙、男女とも好成績を残す。交流協議

宮城教育大学の学生二人が短期留学
9月 Riverside芸術協会のマーク・スクーリー氏が来仙、国際センター祭でワークショップを行う

10月29日～11月3日

姉妹都市交流50周年記念代表団が来仙、巨大オレンジタイル彫刻を寄贈、国際センターに
設置、ロバリッジ市長をはじめとする公式代表団は東北大学創立100周年ともタイアップし
て、カリフォルニア大学リバーサイド校との交流促進協定を締結。市民代表団はかつての交
換記者や巨大オレンジタイル彫刻の作者夫妻も含む
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年 月　　日 事　　　　　　　　　　　　項

1997 村本カズオ氏が日本庭園を作る構想

1998 2/　 村本氏病に倒れる・造園構想中断。

Yanase氏が庭園の青写真作成。

2000 ロバート・ツバイグ博士が造園計画続行を各方面に訴える。

5/　 ロバリッジ市長が来仙し、交流会議で造園を提案、藤井市長が戸袋氏に相談。

佐藤栄氏がYanase氏の案を基に設計図を作成。

2002 2/　 村本氏逝去、相次いでツバイグ博士たちも逝去、再度造園構想中断。

2003 2/　 Riverside City Mayor's Commission on Agingでボブ・ジョブ博士（当時会長）、ホワイトパークに日本庭園を作る案が提
案。

3/24 ブシェ・洋子氏とリチャード・デイヴィス氏がホワイトパークで担当のアンドルー・エメリー氏と相談。

4/23 IRC仙台－リバーサイド委員会でホワイトパークでの可能性を報告。

2004
4/15～24

市民交流団がオレンジブロッサム・フェスティバル訪問、加藤つる子・田村が造園について視察。

5/26 田村、交流政策課と交流協会に帰国報告。

7/14～21 加藤氏、庭園模型を持ってリバーサイド訪問、ホワイトパークや資材について調査。

7/21 加藤氏、交流政策課の藤倉・小野両氏、エメリー氏、ブシェ・洋子氏で造園の相談。

10/7 リバーサイドのロバリッジ市長来仙して交流協議、造園が50周年行事の一環となる。

2005 1/20～28 佐藤栄氏・大内氏リバーサイド訪問、ホワイトパークを調査。

1/24 戸袋・加藤（新）・田村が市交流政策課訪問、計画説明と協力依頼。

2/15 佐藤（栄）・加藤（新）・田村で交流政策課訪問、調査結果報告。

4/29～5/6 佐藤栄氏・十朱氏、造園模型を持ってリバーサイド訪問、造園計画提案。

5/18 戸袋・加藤・佐藤栄・田村が藤井市長訪問、計画説明と協力依頼。

6/14 第一回期成会。

7/4 ハーフマラソン来仙交流協議、日本庭園が大きく話題に。

8/25 佐藤栄・田村で交流政策課訪問、補助金申請のための予算概要を説明。

ブシェ・洋子氏来、仙50周年記念行事の打ち合わせ。

11/22 加藤・田村で交流協会に期成会文書配布依頼。

12/12 第二回期成会。

12/16 黒田（日米協会）・板橋（リバーサイド奨学会）・菊地（同左）・加藤・田村で梅原市長訪問、補助金の額を増額する
了解を得る。

12/21 姉妹都市交流50周年造園記者会見（板橋・菊地・加藤・住・相原）。

2006 2/20 ブシェ・洋子氏来、仙50周年記念行事の打ち合わせ。

3/1 佐藤栄・中野香織・神山比呂克・田村がリバーサイドへ出発、市当局や公園課と協議しながら造園作業を始めるが最初
は植わっていた蔦を取り除く作業。

3/9 庭園鍬入れ式。

3/10 加藤新一氏・山崎卓男氏・大和文明氏がリバーサイドへ出発、蔦を取り除き、心字池を掘り、観月台（築山）を盛り上
げる作業。

建造物は許可が下りないので、心字池と観月台（築山）、踏み石の作業を続ける。

3/31 加藤（新）、山崎、大和、田村が帰国。

4/12～19
造園ボランティアツアーがリバーサイド滞在（庄子幹雄団長以下伊藤陽子、勝亦薫、河部美知子、木村順子、佐々木
弘、清水恵美子、陶順一、鈴木仁子、住かつ子、藤田優子、盛合佐知子の12名）、主に踏み石設置作業。

4/29 佐藤（十）氏・今西氏が造園助手としてリバーサイドに出発。

5/7 佐藤（十）帰国。

5/13 仙台リバーサイド交流協議（ハーフマラソン）。

建造物の許可が下りないまま、池・踏み石・観月台の工事を続ける。

5/31 池、踏石、観月台の工事を終え、佐藤（栄）・中野・神山・今西帰国。

6/7 佐藤栄・加藤新一・田村が交流政策課と会談。

6/12 飯塚氏がリバーサイド訪問、エリザベスから担当を引き継いだアチャリャ氏と会う。

6月下旬 やっと建造物の認可が下りて、東屋・門・藤棚の工事。

7月～10月 建造に伴ってさまざまな問い合わせがあり、メールでやり取りして工事を進める。

9月2日 庄子幹雄氏佐渡トライアスロン参加中に逝去、7日告別式

2007 2/12～16 Lalit Acharya氏来仙、50周年行事と巨大オレンジ、特に設置場所について打ち合わせ。

3/18～24
姉妹都市交流50周年記念行事参加ツアー（田村蒸治、文子、加藤新一、ツルコ、陶順一、マコト、山崎卓男、敬子、木
村博、トモ子、藤田優子、木村順子、河部美知子、匹田敦子、八巻幸子、相原喜代子、住かつ子、福尾博子、飯田知
子、島原洋子、館澤恵子、松戸みい子、板橋登美、小西虹、大脇京子、大脇園子、以上24名と沖縄から戸袋勝行氏）
で、庭園の最後の整備。さらに大脇静子氏のご息女大脇園子・京子姉妹も加わる。

3/20 開園贈呈式。加藤新一氏が神主を務める。

3/23 藤井元市長が庭園名「結心庭」の扁額を揮毫。

リバーサイド日本庭園造営経過
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