2013 年 3 月度木曜例会（2013/03/07）
本日のゲストスピーカーはコロラド州 Loveland 出身の
James Hettinger さん。タイトルは”Colorful Colorado”で
す。えっ！Loveland? ずいぶんロマンチックな名前の町
ですね、と思いきやその名前を活用し The Valentine
Re-Mailing Program なるビジネス？が人気となっていま
す。
Loveland is the home of the Valentine Re-Mailing
Program. For decades people from across the world
have sent their valentines to Loveland, Colorado, to be hand-stamped with a cachet and verse,
and a specially designed postal cancelation. On average, this program re-mails more than
160,000 cards from the United States and more than 110 countries.
ドイツ系の名前ですね、との問いにこの周辺はドイツ系移民が多く父は Kodak に勤務、私も高校は
Kodak work study でしたとのこと、生まれは Greeley、でも今までの人生の半分以上は日本生活、もう
26 年になりました。千葉で知り合ったアメリカ女性と結婚、現在の私は英語教師、そして Wedding
pastor です。奈良のミッシヨナリースクールで数学と科学を教えていました。趣味は多彩で各種スポーツ、
ガーデニング、日本文化研究、料理などです。との紹介からいよいよ楽しいコロラドツアーの始まりです。
まずはコロラド州のおさらいから。2009 年 11 月度例会に Caroline Sakuda さんからこの周辺の事を説
明されて以来です。

州の人口は 500 万強、首都は Denver で年間日照時間は最長の都市のひとつ、快晴が続きます。
Miami とよく比較されます。Mile High City と呼ばれるのはご存知の通り。

さて皆さん！コロラドと聞いて何を連想されますか？コロラド川、コロラドの月（song）, John Denver の
Rocky mountain high, etc. 行った事のある人は？えっ！そんなに多いんですか。これだけ比率の高
いグループは初めてですよ。そうです、相当数の挙手が数えられました。
Interesting Colorado Facts
The state was named for Colorado River, which early
Spanish explorers named the Rio Colorado for the red
colored ( Spanish colorado) silt the river carried from the
mountains.
The summit of Mt. Elbert at 14,440ft (4,401m) in
elevation is the highest point of Colorado and the Rocky
Mountains. A fourteener (or "14er") is a mountain peak
that exceeds 14,000 feet (4267.2 meters) elevation. There
are 53 Fourteeners in Colorado. And Colorado is the only U.S.state that lies entirely above
1,000m elevation. Independence Pass, originally known as Hunter Pass, is a high mountain
pass in the Rocky Mountains on the Continental Divide. ここから川の水は太平洋に、または
Mississipee 川にとその運命が決められます。
The Ute Nation inhabited the mountain valleys of the
Southern and Western Rocky Mountains, even as far
east as the Front Range of present day. The Apache and
the Comanche also inhabited the Eastern and
Southeastern portion of the state as well. ここで Four
Corner の説明がありました。Cliff Dwelling がこの周辺に多
く見られます。
The Unsinkable Molly Brown、あのタイタニック号の生存者
も Denver 出身。コロラドの州花、可憐な columbine, Rocky
の山々に住む大型動物、Bighorn sheep, Elk, Mule deer, Moose, Grizzly bear, そして Lark bunting
等々。昨年 Colorado Springs で大規模な山火事発生、その為これら大型動物が民家近くまで降りてき
たそうな。

The Pike’s Peak Gold Rush (later known as the Colorado Gold Rush) was the boom in gold
prospecting and mining in the Pike’s Peak Country of western Kansas Territory and
southwestern Nebraska Territory of the U.S that began in July 1858 and lasted until roughly the
creation of the Colorado Teritory on Feb. 28th
1821.
昨年夫婦で Maroon Bells に行った折、最高の写
真 が 撮 れ た そ う で す 。 The Maroon Bells,
surrounded by pristine National Forest lands, are
the most photographed peaks in all of North
America. Here you can explore the glacial valley
while surrounded by 14,000 - foot peaks. Maroon
Lake, surrounded by fields of wildflowers, mirrors
image of the Maroon Bells in it’s waters.

最後に"America the Beautiful" is an American patriotic song. The lyrics were written by
Katharine Lee Bates, and the music was composed by church organist and choirmaster Samuel
A. Ward.
O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain!
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea!
この詩は作者が Colorado Springs に汽車の旅をした折、
Kansas のたわわな麦畑、Pike’s Peak から見渡せる spectacular な Great Plains の光景を見て
感動し作られたものです。
Q&A






Denver に桜公園があると聞きましたが？また Royal Gorge そしてビールが有名と聞きましたが？
Sakura square で桜祭りあります。Royal Gorge を跨ぐ高度 300m のつり橋は圧巻、そしてあの
Coors は Colorado で創立されました。
第 2 次世界大戦の折日本人収容所も有りましたね？有りました。去年あたり TV の番組有りました
ね。
大型動物の危険性は？最近は日本も怖いですね。遭遇しても決して走って逃げたりしない事です。
相手も怖がっているのですから。
コヨーテは？結構生で見るのはむずかしいですね。狼もそうですが声を聞くことはあります。



数学、科学を教えていたと言う事ですが英語でですか？奈良、平群町に有るミッションスクールで
英語で教えていました。



Wedding pastor とは？字の通り結婚を執り行います。プロテスタントです。時にはカウンセリングな
どもします。
今まで何組くらい？20 年以上ですからいろいろな都市でいろいろな場所で相当しました。ディズニ
ーランドでした事も有ります。
ハイキング、登山がお好きとのこと。どちらに？生駒山、北海道に行きました。富山県に住んでいた
時は、学校のスキー教室で指導のボランティアをしました。温泉も好きで明日高槻の美人の湯に行
きます。




写真はデンバー空港です。テント張りで Rocky の山々をイメ
ージしてあります。

冬季オリンピックを開催できる充分な設備は整って
いますがなぜ働きかけないのか？それは住民が望
んでいないからです。
James さん。Colorado の楽しい旅に連れて行っていただき有難うございました。（私事ですが友人が
Pike’s Peak に連れて行ってくれる前に“今日一日はお前にとって忘れられない日になるだろう”と言い
ました。Peak からの Great Planes の光景はまさしく America the Beautiful そのものでした。）

