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 大谷牧場 BBQ パーティー

■ 副会長雑感

日時： 10 月 15 日（日）午前 11 時～午後 4 時
場所： 大谷牧場（MJM Ranch）
住所： 7581 Hwy. 24 North,
Commerce, TX 75428  
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副会長雑感
でも解る翻訳をしてほしいものである。

美しい日本語

また、いつぞやお客様と出かけた時の事で

平嶺 多美子

あるが「私達の息子です」と紹介された後、
家を見て廻つているうちに父親を◯◯君と君

最近、日本人が集まる所に出かけていった

付けで呼んでいるのに気が付いた。あらっ！

折の事だが、
「お前なんだそれ」と言う声が後

と思い失礼と思ったが「どうしてお父さんを

ろの方で聞こえたのが女の子の声みたいなの

君付けで呼ぶの？」と聞いてみた所、
「僕達み

にと後ろを振り向くと、まさに女の子が二人

んな仲が良いので、お父さんが君付けで呼ぼ

で話し中だった。

うと言う事になり、
それで君がつくことになっ

エエツ！最近は男女平等とは言え、男性の

たんだ」と云うではないか。確かに皆さん和

言葉が上位になってきてしまったのかーー。

気藹々でめでたい事ではあるが、これでは父

では、女性の言葉はどうなってしまうのか？

親としての権限が何処かへ行ってしまうので

この子供たちの両親は何を考えて、それを許

はないか。私が小さかつた時は父親の一言は

しているのかと少々考えてしまった。

絶対的なものであり、また父親として尊敬し

いつか日本に帰国した時にテレビでアナウ

ていたものであった。私の結婚反対に合うま

ンサ―が若者の新しい言葉をどれだけ知って

では逆らった事は一度もなかった。

いるかと言う質問を三人のアナウンサーにし

生活様式がずんずん変わり日本の礼儀正し

ていたが三人とも質問に答えられなかった。

い様式、言葉が変わり、年上の人を敬う事も

大人と若者の間には通用しない何かがある世

なくなり、それを教える人も少なくなってき

界となっていると言うことなのか。この調子

ている。古式に育った私達が正しい言葉づか

では日本語そのものも、時代とともにどんど

いを保ち、見本として生きてゆかないと次の

ん変わってゆき何処に行き着くのだろう。

世代には良き日本は失せてしまうと、この頃

時々日本の料理の本を読んでいると、オリ

よく思う時がある。

ジナルは英語と思われる言葉が日本語に翻訳

今私達が生きている限り、日本人として日

されたと思われるが、読み方を間違えて今度

本の良いところを次の世代に伝えていけたら

は私達にはわからない言葉となっているのを

嬉しいと思つていますが皆様はいかがお思い

みることがある。何等かの基準を定めて誰に

でしようか。

会員広場
「迷子」

種々の規制がかかっていた。

1、ビザは日本人は不必要であるが、100

岩村 茂男

ドルのツーリスト・カードを買わなくては

出発するまでが大変だった。

ならない。このカードがどこで手に入るの

昨年、アメリカとキューバが国交を再開し

て、
かなり自由に往来が可能となったものの、

かが分からない。何か小難しい審査があ
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るのかと思っていたが、何のこともない、

キューバ航空のカウンターで現金を渡して
簡単に手に入り一件落着。

2、公共の為にならない服装はダメ、例えば
タンクトップ等は不可。

3、旅行中の保険は必ず必要で、40ドル以上

のそれを示すものを持たなければならない。

4、少なくても、入国初日のホテルの予約証
明を提示しなくてはならない。それも、一

流のホテルでなければならない。小生も今
回ばかりはバックパッカーの風上にも置け

▲ハバナ旧市街

ない 200 ドル、それもたった一泊の為に

か、と車の中より観察を始める。これは日本

5、米ドル100ドルはキューバペソでは税金も

りかな、ゴミの落ちている様子、道路の壊れ

無駄ずかいをしてしまった。

で言うと昭和 20 年の始めから 20 年代終わ

入れて80ペソにしかならないが、日本円

ていること、家や車の見かけの汚さ、民衆の

やユーロなどは10%の税を取られるだけ

衣類の手入れの悪さ、等々キリがない。タク

ではあるが、なんだか割り切れないものが

シーは市内の観光でも活躍している。

残った。

キューバ到着の翌日、郊外にあるゲバラの

6、入国理由を 10 行くらいに書かなくては

生家を巡る観光をしたいと思い、旧市街でタ

バの友好のため」とか「キューバの良さを

ンカー。ドライバーは「2 時間で 30 ドルで

ならない。単に観光では駄目。
「日本・キュー

クシーを捕まえた。鼻の長い古そうなオープ

日本に広報したい」とかーー。

どうだ」と言うので「20 ドルでどうだ」と

7、まだまだ沢山、この種の規制があって、

交渉、無事話はまとまり、海岸通りを気持ち

一つずつクリアーしなければならなかった。

よく通り抜け、ゲバラの生家へ到着。

キューバ行きを決断したのは良いが、今度

乗ってきた車の事であるが、1954 年の

は相当に面倒くさいな、取りやめようか、と

シボレーのオープンカー。よく走るものだと

の規制・ルールがありながらも、入国審査に

台かのシボレーを分解して部品を工面して取

心が萎えてしまった。事実はこんなにも多く

聞くと「部品は新品が手に入らないので、何

多少なりとも時間がかかっただけであった。

り付けているよ」との答え。こんな風に大事

さて、入国審査を終えてハバナ国際空港の

に大事にしていたので 50 年も 60 年もの老

ビルを出てみる。東南アジアの国々のそれと

いた車がいたる所で走っている。

同じで、タクシーの運転手が多数待ち受けて

いて、客引きをしている。200 ドルも出し

て予約したサビール・ホテルは旧市街にあり、
ハバナ空港からタクシー代はいくらか分から

ない。ガイドブックによると、空港から旧市

街まで 15 ～ 20 ドル位とのこと。5、6 人

の運転手に当たってみると、40 ドル、50

ドル等、倍の値段を吹っかけてくる。1 人だ
けが 35 ドルだと言ったので承諾。

キューバの最初の印象はどんなものなの
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▲ゲバラの生家前と 1954 年製のシボレー。

ここから私が迷子になり、キューバ警察の厄

お金はいくら持っているか ?」など等。4 時

元来、私はバックパッカーとしても勘の良

時を越している。
「荷物はどこにある ?」
「カ

半頃ここに連れて来られて、もう夜中の 12

介になった話となる。

サに置いてきた」
「カサは何処だ ?」
「カサで

い方で、意図的に迷子となり、あっちこっち

もらった名刺もホテルに置いてある荷物の

行ったり来たりしながら日没前までには宿に

中に入れたままで出て来てしまった」
「じゃ

帰って来たものであるが、今回ばかりは本当

あ、そのカサの住所は全然分からないわけだ

の迷子になってしまった。午後 1 時頃、町

な」
「そうです。記憶では果物屋の店があっ

の印象とはどんなものかといつもの癖を出し

て、通りの左側に銀行があって、え～っと」

て歩き始めた。通りにある家屋はいずれも 3

「それじゃあコンピューターでそのカサを探

階建てで、2 階以上は人が住めるような建物

してみるよ。もう、真夜中の 2 時に近いか

は少なく、東西南北の方向にぎっちり並んで

ら警察の宿舎に泊まったら良いよ」と親切な

建っている。

言葉。社会主義の国がどんなものかは多少な

「宿泊しているカサ（民宿）は果物屋の右

りとも、その実態を知っていたので、キュー

真向いで、奥に入りエレベーターで 2 階へ

バ人がどう私に接するか、ましてや警官が、

上がり、突き当り」と覚えて出発。私はスペ

どう私を取り扱うのか緊張していたがホッと

イン語がからっきしだが、迷子になったらど

した気持ちになり、他の警官とパトカーに乗

うしようなど考えずに歩きだした。
「ここは

り宿舎に同道した。宿舎に着くと非番の警官

公園なので子供がたくさん集まっていて、小

達がリラックスした服装で話しかけてくる。

さなブランコを取り合いしているな、隣か

「どこから来た。そうか日本か。日本は世

らピザの匂いがしているな、ハバナの町の 2
階以上の建物はどうして火事で焼けたままの

界一素晴らしい国だそうだなーー」等、他愛

ながら上を向いて歩いていた。気が付いて

るな、と思っていた所、一人の警官がやって

もない会話。これなら暖かいベットに寝られ

ようにしてあるのかな ??」等。写真を撮り

来て「ここだ！（コンクリートの床にマット

「ここはどこだ ? ああ、迷子になっちゃった」

レスと毛布が 2 枚ある）早く寝ろ !」
。ここ

と軽い気持ちで右、左、上を見ながら歩いた

は何だと思いきや車庫 ! 車庫の扉をガラガラ

り、
とどまったり、
困ったな、
と考えていると、
子供連れの母親が心配そうな顔をして、
「ど

と閉めた。脇にある扉に鍵をかけて行ってし

で尋ねてくる。時刻は 4 時半、そよ風が少

容疑者か ? それとも何かの罪で逮捕したい

まいそうになる。
「ヘイ ! 俺は何かの犯人か ?

と、
ジェスチャー
うしたの ? お腹減ったの ?」

のか ?」
「明日まで待ってくれ、それで全て

し冷たさを感じる時間になって来た。そこへ
誰が呼んだのかポリスがやって来て英語の話

が分かる。とにかく明日だ。よく寝ていた方

に迷ってホテルにも帰れないのだ。言葉も分

キューバに何しに来たんだ ? 観光か。それ

が良い」
「ところで、どこの国から来たんだ ?

せるポリスが「パトカーに乗れ」
、
即座に「道
からない。困っている」
、すると「とにかく

は良い ! キューバはとっても良い所だ。きっ

察署へ。

罪が多くなって困っているんだ。とにかく寝

と気に入るぞ。でもなあ～最近は観光客の犯

パトカーに乗れ」と言うわけでパトカーで警

て、明日まで待ってくれ。きっと全てが OK

警察署では係長位の職員が私の取り調べを

だ」と言って消えてしまった。やることも何

始めた。延々と同じ事柄を乱暴な言葉で聞い

もないのでそのまま寝入ってしまった。

てくる。
「どこの国から来たのか ? 本名は ?

病気はないか ? このパスポートは本物か ?
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翌朝 8 時頃、昨晩のアミーゴがガチャン

さて突然ではありますが、皆様は定期的にバ

ケーションを楽しんでいらっしゃいますか？グ

リーン会にはリタイヤされた方も多くいらっ
しゃるので、毎日がバケーションだと仰る方も
いらっしゃるかもしれませんが、やはり未知の

地や大好きな場所で過ごす日常ではない時間
は、掛け替えのないものだと思います。

今回、日本に帰ってきて再認識したので

すが、日本の人たちは遊ぶのが本当に下手
で、リラックスして時を楽しむことを、まる

▲ハバナ旧市街のカサ（ゲストハウス）の前。
迷子になり、このカサに帰えってくるまで少々
警察の世話になった。

で罪だと思っている人たちがまだ多くいるよ

うに感じました。
（だから日本では居酒屋さ
んが夜毎あんなに繁盛する訳ですね…）かく

と鍵を外して「分かったよ！君の泊まったカ

言う私も、幼い頃からピアノやハープの練習

サへこれから行く。パトカーに乗ってくれ」
。

こそが全てだと育てられてきたので、全く遊

着いた所は昨日さんざん歩き回り、探し歩い

び上手ではありませんでした。私が初めてカ

たダウンタウン。
「この辺りだ。車を降りて

ルチャーショックを体験したのは忘れもしない

見覚えのある家を探してくれ !」
「あった !!

留学時代のニューヨークで、世界中のトッププ

在った !! 2 日前に泊まった家があった !!!」

レイヤーが勉強をするジュリアードでは、どん

旧ハバナの家並みは東西南北の道路より

なに皆が真面目に日々練習に明け暮れるのかと

なっていて、何を勘違いしていたのか南北の

思いきや、演奏が上手い生徒ほど本当に良く遊

道を一条だけ間違えていたのである。果物屋

び、練習をみっちりした後にしっかりガス抜き

もあり銀行もあった。カサを簡単に見つけて

をするために夜の街に繰り出して遊ぶというこ

室内に入った。荷物はそのまま置いてあり、

とを、上手にバランス良くやってのける生徒が

異常なし。キューバの警察をチョットばかり

沢山いました。日本から来て間もない生真面目

知ったし、他の社会主義国のように警官が威

な生徒だった私には考えられない光景でした。

張ることもなし、良いバックパッキングが始

また、フランスのパリ近郊のドゥービルと

まるな !!! と思いながら、又、町の中に溶け

いう避暑地にハープのコンクールを受けに

込んで行った。

行った時のこと。ハープは楽器の性質上、自

分の楽器を持っていけないので現地で用意

「子育て、世代交代、
そしてバケーション」

された何台かの楽器を皆でシェアして使う
ので、自分に割り振られる練習時間は毎日 2
時間くらいしかありません。もし私がその時

シュレーファー 弓子

点でまだ留学経験が無く、日本から直接来
た他のコンテスタントと一緒にいたとした

皆様、いかがお過ごしですか？私は今、ダ

ら、練習できる時間以外は部屋に引きこもっ

ラスを抜け出し三週間ほど日本に帰ってきて

て、録音してきたハープの音楽を聴いて、コ

います。以前は演奏の仕事のために毎年数回

ンクールの譜面を見て頭で復習して、という

日本に帰っていたのですが、息子の誠志が生

様に時間を過ごしていたと思うのですが、そ

まれてからは、夏に私の両親に誠志を見せる
ために帰国する様にしています。
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の時、私はすでにニューヨークにいたので、

ジュリアードの他 2 名の生徒と一緒に行動

子に締められています。数週間前に 4 歳に

人が提案した練習以外の時間の過ごし方と

育っている彼を見ているのは至福の時ではあ

なり、大きな病気や事故もなく、すくすくと

をともにしていました。そして、その友人 2

りますが、お食事をあまり積極的に食べてく

は、どうせ割り振られた時間しか練習できな

れなかったり、ギャッと騒いだり、駄々を捏ね

いのだから、自由時間にはビーチに遊びに行

るような姿を見ていると、私の今までの育て方

こう！というものでした。もちろん体力を使

がいけなかったのかしら、ではこのような場面

うわけにはいかないので泳ぎはしなかったも

では果たしてどう対応するのが最も効果的で彼

のの、数時間ビーチを散歩し、アイスクリー

のためになるのかしら、と日々、試行錯誤で手

ムを分け合い、リラックスした時間を過ごし

探りの状態で進んでいます。

ました。その 2 人は結局コンクールの結果

少し甘やかしたような素振りを見せると夫

も上位に入り、本当に多くのことを、その 2

のオリヴァーはそれで良いのかと私を諭し、

人から私は学びましたし、私にとって本当に

逆にきつく叱って泣いている息子を見ても夫

衝撃的な体験でした。

はそんなに泣かせてよいのかとダメ出しする

そのような経験があってからというもの、私

し、私自身の信じた方法で子育てしていくし

も自分の時間をどのように有意義に過ごすかを

かないと分かっていても、すぐに結果が出る

考える様になりました。またハーピストとし

訳ではないので、本当に手探りの日々でやは

て、私自身が人生の楽しみや醍醐味を知らずに

りストレスが溜まる毎日です。でも、日本に

練習部屋だけで時を過ごして、本当に人の心を

帰ってきてから日本語がどんどん上手になっ

動かせるような演奏が出来る筈がないとの認

ていく息子を見て、また、私の友人達は手

識にも至りました。感性や感受性は練習部屋

のかからない良い息子だと褒めてくれ、ママ

の中だけでは養われないのです。と、そのこ

大好きとハグしてきてくれる彼を見ていると、

とに気が付いてからは、自分にエンジンをか

そんなストレスも癒されてしまう気がします。

けてしっかり自分の責任を果たすこと、そし

今回日本に帰ってきて、去年の夏にはいた

てしっかり息抜きをするためにハープのこと

2 人の祖父母が他界して、もういないことが

は忘れて思いっきり遊ぶことと、ずいぶん緩

悲しくもあり、私の両親も若くは見えるけ

急を付けた生活が出来る様になったと思いま

れど古希を今年迎え、やはり

す。ですので、その後結婚し

以前より確実に年をとってい

てからも、日本の両親にまた

る事実を感じ、そして小さな

旅行に行くのかと白い目で見

息子を見て、今が世代交代の

られつつも、夫とともに色々

時期なのだとつくづく感じて

な所に旅行に行きバケーショ

います。この数年、母からそ

ンを楽しんできました。

れぞれの病状や状態を伝え聞

とは言うものの、息子が生

き、人の老いていく様子を初

まれてからのこの 4 年間、私

めて身近に感じました。

の生活は当然、息子を中心に

実は夫のダラスにいた祖母

して回る様になりました。も

ちろん仕事が一日の大半の時

も数ヶ月前に他界し、この一

事中心に回っているという具

曾祖父母が天に召されまし

年の間に息子にとって三人の

間を締めるので、実際には仕

合ですが、私の心の大半は息 ▲浅間プリンスホテルでお茶した折に た。悲しい出来事ではありま
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「ルート 66 号線完走！」

松田 勉

2017 年 6 月 10 日から 17 日までの 8 日

間、LA から Plano までレンタカーによる男
2 人の色気のない気楽な旅の走行距離は、走

りも走ったり 2,211 マイル（3,557 キロ、
稚内から那覇までの距離に相当）に達した。

一昨年、
元補習校校長
（1987 － 1990 年）

の小俣先生に 66 歳誕生日記念としてアメ

リカのマザーロードと呼ばれている route

▲軽井沢の万平ホテル前を散策中の両親と誠志

66 号 線 (Santa Monica か ら Chicago

すが、でも私自身は私の祖父母のその上の世

まで、全長 2,364 マイル ) を一緒に車で

代には会ったことがありませんから、息子が

走 り た い と 誘 わ れ、4 泊 5 日 で 東 側 半 分

それぞれの曾祖父母と少しでも時間を過ごす

（Chicago から Amarillo の 9 マイル西に

ことが出来たこと自体が本当に幸いであった

ある Cadillac Ranch まで）の走行を完了

と感じます。

していた。今回は残りの西側半分を走って、

そんな中、これも毎年恒例なのですが、軽

R66 全線走行完了を目指そうと、2 年ぶり

井沢の別荘で私の兄を含めた家族皆で一週間

に先生が来られた。奥様からなるべく運転さ

弱の時を一緒に過ごし、少しだけ親孝行をし

せないようにと電話で申し付けられていたの

てきました。今年はやけに蒸し暑く避暑地に

で、先生はナビゲーターに専念することに。

いる雰囲気ではなかったのですが、皆で美味

道中 7 泊した各地の宿は、気兼ねなく寝た

しいものを頂き、朝から晩まで時を共有し過

いので（全然気を遣うことのない関係だが、

ごす時間は楽しいものでした。滞在中には

自分のいびきとかトイレに気を遣いたくない

一時間だけ私 1 人になる自由時間をもらい、

から）毎晩 1 人部屋。投宿後に男 2 人がで

息子なしで温泉を楽しむことが出来、息子が

きることといえば酒盛りと相場が決まってい

いると旅行に行ってもバケーションらしいバ

る。先生が日本から持参してくれたワインと

ケーションを過ごせないことが実は悩みなの

つまみと小生持参のウイスキーを飲みなが

ですが、
少しだけ自分の時間を楽しみました。

ら、上戸の小生が浅はかな薀蓄を傾けたり自

息子が出来たことによって、自分のことだ

分を省みず世間を嘆いたりしては、それ程酒

けを考えていれば良かった人生から、責任を

の強くない先生を困らせたものと反省してい

持たなければいけない存在がいる人生になり

る。尚以下に述べる旅行の行程は地図がない

ました。その分、制約も大きくストレスも増

と理解し辛いかも知れませんが、興味のある

えた反面、人生が色濃くなったと感じます。

方は地図をみながら追って下さい。

子育てもバケーションもそして演奏活動も、今

先生が成田から LA に到着したのが 12 時

まで以上に全てに全力投球で、そして時には息

抜きをしながら歩んでいきたいと思います。本

40 分、税関から出てきたのが 2 時 20 分。

ン会の人生の諸先輩方が近くにいらっしゃるこ

ていたので 3 時間待たされた。空港におけ

小生はダラスから飛んで 11 時 15 分に着い

当にまだまだ未熟で日々試行錯誤です。グリー

る長時間の入国審査は旅行熱に水を差す。善

とが、どれだけ心強いことか。どうぞこれから
もご指導ご鞭撻頂けましたら幸いです。
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処して欲しいもの。レンタカーで空港を 3

時過ぎに出て San Bernardino にあるマク

戻り、かつては州最大の金の産地であった

いたのが 5 時近く。1940 年にマクドナル

が待っていた。20 頭以上が我が物顔で道路

Oatman に着いたらロバ（burro）の歓迎

ドナルド 1 号店を目指すも渋滞が酷く、着

や店内さえも闊歩していた。ここでも 20 世

ド兄弟によって始められたこの店は「スピー

紀初頭のコスチュームを着た店員が多く、骨

ドサービス システム」を売りにして 1948

董品屋やレストランも当時の面影を残して

年以降超繁盛店に成長し、二人から商権を購

いる。知らないで昼食をとっていてピストル

入したレイ・ロックによってフランチャイズ

の音に驚いたが、日に何回かガンショーもあ

化され今日の隆盛が築かれた。当時の写真や

る。ここから Kingman に至る Sitgreaves

景品等が所狭しと陳列されていたが、この

Pass は鋭角に曲がるヘアピンカーブが多く緊

博物館の現在のオーナーが日系 3 世という

張して運転していた為、高さ 1000 メートル

のにも驚いた。そこから北上し、15 号線を

の峠から見える美しい砂漠の景色を楽しむ余

Victorville で 降 り て 66 に。Barstow ま

裕はなかった。

での道路脇には土産物店や骨董品屋が点在。

Seligman を 経 て ま た 40 号 線 に 乗 り

出発が遅かったこともあり今夜はそこで宿
泊。宿は Sleep Inn 、$87.08。今日の走

Williams（ここから 64 号線で北に向かう

翌 日 は 8 時 半 に 出 発、Yermo に あ る

まっていた駅舎を訪ねた後 Flagstaff に 6

と Grand Canyon に）で蒸気機関車が止

行距離 154 マイル（248 キロ）
。

時過ぎに到着。Motel 8 が何と $174 ！。

Ghost Town に立ち寄り。ここは Calico

本日は 396 マイル（637 キロ）
。8 時に出

銀鉱山の廃鉱跡に廃屋を移築したテーマパー

た 3 日目は 66 を離れて 89 号線を北上し

クでスタッフは古風なコスチュームを身につ

約 200 キロ離れた Horse Shoe Bend に。

け、くもの巣がかかった納屋とか骸骨のオ
ブジェが所々に置いてある一風変わった所

Page の数マイル手前にあるこの観光スポッ

小型蒸気機関車に牽引されるトロッコ列車

深くに蹄鉄型のコロラド川とそれを形作って

トの駐車場から約 1 キロ歩くと、突然眼下

だった。朝早く行ったので廃鉱に入っていく

いる台地がみえた。腹ばいになってこの絶景

に乗るには 45 分も待たねばならず、諦めて

を恐る恐る覗いたが尻がこそばゆい。

次の目的地の Newberry Springs にある

Pageで 当 日 2

Bagdad Café を目指す。元々は名前も場

時半出発のUpper

所も違っていたそうだが、1987 年に製作

Antelope ツアー

されたドイツ映画で有名になり、オーナーが
ちゃっかり名前を拝借して建てたそうだ。そ

（1 人 $50、所要

Café に寄るも、既に廃屋となっており、モー

を申し込む。東南

時間は約 2 時間）

こから Amboy に向かい、Roy’s Motel &

に 向 か う 98 号

テルの窓ガラスは割られ、部屋を覗くと壊れ

線で約 3 マイル

た大きな冷蔵庫が放置されていた。ここは当

進むと専用駐車

時広大な Mojave 砂漠に入る前の最終補給

場 が あ る。 ピ ッ

拠点として、66 が 40 号線に取って代わら

クアップの荷台

れるまでは大いに栄えたそうだが、当時の面

を改造した粗末

影は伺えない。

Needles で 40 号線に乗り、数マイルで

アリゾナ州に入る。入ってすぐに再び 66 に

なベンチに片側

▲Upper Antelopeの幻想的な光 7 人、14 人が詰
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め込まれ、未舗装道路を乱暴な運転で向かう

泊まった時、夕日が傾くにつれ段々と延びて

ルを鼻に当てて目をつむる。マスク、それに

ト岩の影を眺めながら、夜の帳が辺りを支配

ゆく東ミトンや西ミトンといったモニュメン

こと 15 分、その間、土埃がひどいのでタオ

し始めるまでテラスでワインを飲んでいたの

コンタクトをしている人はゴーグルが必携。

だが、感動のあまり暗くなるまで皆あまり喋

そこは砂岩の層でできた洞窟で、上方の穴か

らなかった。

ら差し込む日光が綺麗な層になっている岩肌

こういうところで代々暮らしていると自然

を照らしたり、光の帯が差し込んだりして、
グランドキャニオン等の豪快で広大な景色と

に対する畏怖の念が芽生えるのは当然のこと

る。域内はプライベートカーを禁止している

した自然の創造主である神様を尊崇し、その

で、ひいてはその圧倒的な迫力と神秘性を有

は趣を異にした幻想的な光景を醸し出してい

意思に身を委ねるようになるであろうという

ので、この神秘的な光景を見るためにはツアー

ことは宗教心の薄い小生でも理解できる。先

に参加するしか手段はない。ガイドや従業員

祖を敬い、自然の神様を信じて平和に暮らし

は地元インディアンばかりで、彼らの生活保

ていたインディアンたちをキリスト教を信じ

障のために特権を与えているのだろう。

ない野蛮人だとして襲っては土地を収奪した

その後 98 号線を東南に向かい 163 号

開拓使たちは、なにやらその後の米国の振る

線に乗り換えて東に向かう。5 時 45 分に

舞いの “ 先駆者 ” のようで、原住民に対して

Kayenta に到着。この日の宿は Hampton

は同情を禁じえない。

Inn で $157。 今 日 は 238 マ イ ル（383

昼前にそこを出て、微妙なバランスを保っ

キ ロ ）
。4 日 目 は 7 時 45 分 に 出 発、
Monument Valley に 8 時 半 に 着 き 2 時

ているが今にも落ちてきそうな Mexican

すぐに出発できると言われ、2 人だけで 12

に移り、一気にユタ州の Arches National

Hat に立ち寄り、163 号線から 191 号線

間半のツアーを申し込む。$95 であったが、

Park を目指した。ところが Moab を過ぎ

人乗りのピックアップを貸し切り独占！先祖

が岩肌に描いた antelope や名前のついた

て目指す公園の入り口を見過ごしてしまい、

手兼ガイドの説明を受けながらの 2 時間半

は今日はゆっくり休んで明日の朝に来いと言

U ターンしようとしたが中々できず、これ

奇岩、聖なる場所等 Pueblo 族の若い運転

う神のお告げかもと話し合い、
（何せ午前中

はあっという間に過ぎ去った。余談ですが、

に Monument Valley をみてから、にわか

ここで絶好の位置に建っている The View

に信心深くなってますから）遅い昼食の後

Hotel に泊まるには少なくとも 4 － 5 ヶ月

4 時に Best Western Plus にチェックイ

前に予約する必要がある。このホテルに以前

ン。何と $237、
法外に高いと腹が立ったが、
早く酒宴に移りたいこともあり、渋々承諾。
今日は 194 マイル（312 キロ）
。

翌 5 日目は 7 時 45 分に出て、今度は入

り口を間違わないように慎重に入ったところ
入場料徴収ブースに係官不在で皆無料で入場

している。早起きは 3 文の得、などと気分
を良くして入ったが、出る時にも係官は居な
▲Monument Valley、左がEast Mitten右が West Mitten

かった。一部工事中のためであろうか。ここ
9

には 12 時半まで留まったが、かなり歩いた。

Balanced Rock

わうようにとの “ 配慮 ” なのだろうか？各部

Broken Arch、 以

の名札が付いており、小生のそれは Robert

屋のドアの上にはホテルに泊まった映画俳優

、Double Arch に
前に来た時には下

Tailor で室内にも彼の写真が飾ってあった。

な か っ た Delicate

6 日目は 9 時半出発、Grants を過ぎた

。
今日は 332 マイル（534 キロ）

から遠望するしか
Arch へは老骨に鞭

頃、先生が Pueblo 族の聖地 Sky City が

けてようやく到達。

のような景色を想像すると言うので、じゃあ

あるが、名前からすると “ 天空の城 ” 竹田城

打って片道 1 時間か

寄り道しましょうとなって 66 を離れ、38

絶景を見下ろすよう

号線を 30 分以上かけて行くも、結論から言

に立っている大きな

うと名前の意味も理解できないし、土産物と

アーチの真ん中に立

して売っている彩色土器は超高価だし、落

つと疲れも何のその、▲ Delicate Arch

胆しながらそこを離れ、23 号線を北上して

頑張って歩いてよかったと感激に浸った。

66 に戻る。Los Lunas までの道路は補修

充実感に満ちてそこを出て 191 号線を

南下し、Monticello で 491 号線に移り更

中でノロノロ運転、そこから 66 と重複して

Four Corner Monument（ユタ、アリゾ

かい、その郊外にある National Museum

いる 25 号線で北上し Albuquerque に向

に南下、途中で 160 号線を西に向かって

of Nuclear Science & History を訪問。

ナ、コロラドとニューメキシコの州境が直角
に交じり合う点）に立ち寄る予定が曲がり損

展示品は見応えがあり、屋外には太平洋戦争

さない為にも見ておくべしとの結論に達し、

雰囲気が日本に対する原爆投下を正当化して

当時の爆撃機等も置かれていたが、博物館の

ない、かなり進んでから、後々に禍根を残

いるような印象を強く受けて少し気分を害し

64 号線を北西に約 30 分かけて戻った。着

た。その後 Santa Fe まで行く予定であっ

いたら 4 時 40 分。入り口のおばさんに、
「後

たが、昨夜の寝不足により疲れていたので今

15 － 6 分しかないよ」と言われ、
急いで入っ

日はここで泊まることとする。Quality Inn

て写真を撮る。手足を 4 州にかける “4 州同
時またぎ ” が定番ポーズ。

$71。本日は 193 マイル（310 キロ）
。

66 に戻りニューメキシコ州の Gallup に到

時間走って Santa Fe に。1 時間ほど散策

50 年代に John Wayne, Lucille Ball や

地よく、地元の人も観光客も皆のんびりと気

7 日目、9 時に出る。25 号線で北に約 1

再び 491 号線で南下を続け 3 日ぶりに

したが、落ち着いた町で空気も澄んでいて心

着したのが 7 時過ぎ。ここでは 1940 －

持ちの良い時間を過ごしている様に見受けら

Humphrey Bogart も泊まったという由

れた。2 － 3 日宿泊したい気のする美しい

緒ある El Rancho Hotel に宿泊、$128。

街です。再び 66 を南下して 40 号線に戻り

ロビーや食堂は当時のまま維持保存されてい

Santa Rosa に。ここの Route 66 Auto

る。部屋はトイレが狭く機能的ではない。信

じられないことに 5 月末までは冷房装置を

Museum では 1930 － 60 年代の懐かし

く、2 時過ぎまで寝られなかった。6、70

ていると昔よく観たアメリカのテレビ番組の

いクラシックカーが 30 台以上展示され、見

機能させていないとかで、暑くて寝つきが悪

いくつかが脳裏に浮かんできた。クラシック

年前は気温が低かったのであろうが、宿泊客
の快適さを犠牲にしてまでも昔の雰囲気を味
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カーに興味のある方には必見のミュージアム

できねーって言うのかい？そんな客のことを
ないがしろにする理不尽なホテルなんて聞い

た事がねー」と声を荒げるも反応がない。馬
耳東風、万事豆腐の如きフニャフニャと埒の

明かない対応に終始。翌朝再度電話したら、
あったということなので拙宅に送ってくれと

依頼した。しかし、
「今マネージャー不在で、
あたいの一存では約束できないのよ」とぬか
す。マネージャーに小生が激怒していること

▲ Route 66 Auto Museum のクラシックカー

と、忘れ物を拙宅に至急送るように伝えろと

です。運転を再開し州境を越えてテキサス州

言って電話を切ったが、未だに届かず。送る

の Adrian に到着。ここがルート 66 号線

気がないということですね。このホテルは泊

の中間点。中間点モニュメントと Midpoint

まらずに往年のスターの写真が所狭しと飾ら

Café がある。テキサス州に入ってから間も

れているロビーをみるだけで充分です。

なく、道路の北側に巨大な風力発電機が 30

次にドキッとしたのが Amarillo を出て 1

マイル以上途切れることなく並んでいたが、
その規模の大きさに思わず感嘆の声をあげ

時間半走った Childress County にて、い

持っていたが、風力発電量は全米トップだそ

命じられた時。幸い 5 マイルオーバーと追

つの間にか忍び寄っていたパトカーに停車を

た。テキサス州といえばオイルという印象を

い越し車線を走っていたという 2 点を書い

うだ。2，3，4 位の州の風力発電量を合計

た警告書にサインをさせられただけで済みま

した量をも上回るというから驚きです。程な

した。
この若いイケメン警官、
先生をみて、
「彼

く Cadillac Ranch を通過して、めでたく

はアナタの父親か？」と訊いてきたので大笑

route 66 号線の東西半分づつを 2 年越し

いし、
「そうです、3 歳違いの父親です」と

に完走。その夜は Amarillo 泊、Motel 6

答えて警官を苦笑させたが、先生は憮然とし

で $45。今日は 350 マイル（563 キロ）
。

た表情をして呟きました。
「俺って、そんな

8 時に出発した 8 日目は 66 から離れ、一

に年寄りに見えるのかなあ」

路我が家を目指す。アマリロから 287 号線

アメリカの広さを実感できた楽しい旅でし

で Wichita Falls を経て 3 時半にプレーノ

た。Route 66 は依然として人気があるた

でレンタカーを返した。この日の走行距離は
354 マイル、570 キロに及びました。

めか、道路自体も一部国道に重複している箇

がありました。上述の El Rancho Hotel

アメリカの古き開拓時代を経験したい人たち

所もあるとはいえ現在でも維持されている。

ずっと楽しい旅でしたが、
二つだけ “ 事件 ”

は惹かれるようだ。ルート 66 号線の旅と称

に先生が 2 台持っているカメラの内 1 台の

する日本からのツアーもあるそうです。しか

バッテリーとチャージャーを置き忘れ、先生

し人気のある観光地近くのホテルと地方のホ

が気付いた Albuquerque から電話したが、

テルとの宿泊費がかくも違うものかという資

「お客が部屋に置き忘れた物は洗濯室に置く

本主義の貪欲ぶりも再認識させられた。観光

ことになっているが、鍵は掃除のオバちゃん

地を離れ、遠ざかるにつれて段々と安くなる

が持っている。今日は帰ったから開けられな

ホテルは嬉しい反面、地方に逃れる落ち武者

い。明日の朝もう一度電話くれ」と言われ、

のような妙にみじめな感じもしたものです。

布袋様の如き温厚な小生も頭にきて、
「おめ
えんとこは掃除のオバちゃんが居ないと何も
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それにしても、地殻変動の後、想像を絶する

悠久の時間をかけて自然が造形した様々な

脚力と好奇心が不可欠です。歩かないで眺め

かくアメリカに暮らしているのだから、神の

いた価値に絶対に見合う絶景を提供してくれ

“ 芸術作品 ” 群には思わず息を呑んだ。せっ

る風景も雄大ですが、1 － 2 時間歩くと歩

恩寵としか思えないこの国の雄大で神秘に満

る場所が多いのもこれらの特徴です。皆さん

ちた各地の national park をできるだけ訪

も元気な内に是非訪ねてください。

れたいと思いませんか？それには体力、特に

催し報告
医療講演会報告
6 月 17 日（土）午後 2 時から Hillcrest

Villa clubhouse にて、20 名の参加者の

もと風呂広子医師による薬の正しい飲み方と
題した講演が開催されました。

講演会への出席理由を中心とした参加者の

自己紹介では、全員の方が何らかの薬やサプ
リを飲んでいることが分かりました。このよ

ある、
（３）認知症に対する抗精神病薬は副

として（１）Tylenol のような処方箋の必

先生がまとめで述べられたように、病院での

作用がある等の説明も受けました。

うな薬への関心の高さの中で、先ず薬の種類

治療はともかく、薬には必ず副作用があるの

要でない薬、
（２）タミフルのような処方箋

で、できるだけ自力で治し、薬には頼らない

の必要な薬は、処方箋を指定した薬局へ医者

ようにしたいと改めて思いました。また、講

から On Line で送ってもらうのではなく、

演後も個別の相談にも応じていただき、有益

処方箋を書いてもらって自分で安価な薬局へ

な講演会となりました。

持って行けること。
（３）マリファナに代表

尚、プレゼンの資料が必要な方は、役員に

される中毒性がある薬は、特別な処方箋が必
要なものがあることが説明されました。

連絡いただければ、E-Mail にてお送りさせ

状が同じなら家族でシェアしても良いか？

★風呂広子医師のプロファイル

ていただきます。

次に薬の正しい飲み方として、
（１）症

香川県出身、香川大学教育学部英語英米文

（２）水がない時は、水なしでも良いか？ま

た、ジュースで飲んでも良いか？（３）抗生

学科卒業。ワシントン DC にあるジョージタ

も良いか？等が皆さんへの質問形式で説明さ

イリノイ州のイリノイウエズリアン大学で教

ウン大学で社会言語学の博士課程を終了後、

物質は症状が治ったら、最後まで飲まなくて

鞭を取る。イリノイ大学医学部卒業。現在、

れ、参加者を飽きさせませんでした。

タイラー市で産業医研修医として研修中。6

最後に不必要な薬として、
（１）抗生物質

月末に研修を終了し、NY で 2 年間のフェロ

はインフルエンザや、呼吸器疾患、結膜炎に

ーシップ後、ダラスで産業医として働く予定。

は有害あるいは必要なしである、
（２）コレ

ステロール低下薬は 75 歳以上には副作用が
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記：当イベント担当 柴山

在ヒューストン総領事館
安全対策連絡協議会に出席
在ヒューストン総領事館の「安全対策連絡

協議会」が 7 月 18 日午後 2 時から、ダラ

ス日本人会事務局所在ビルの会議室で開か

れ、ダラス日本人会や補習授業校、日本航空、
JTB や IACE の代表の方々と一緒にグリー
ン会会長にも出席するよう要請がありました

ので、黒石美保子会長と上田知栄子の 2 人
でお話を聴いてまいりました。

▲「安全対策連絡協議会」の模様、中央がヒュー
ストン総領事館の天野総領事。

ビスの日で、同協議会には天野哲郎総領事が司

また、今年に入ってサンアントニオで高齢の

安全対策について説明が行われました。ダラ

れました。これは日本から姪御さんが「叔母

丁度その日はヒューストン領事館の出張サー

日本人女性の孤独死が発生したことが伝えら

会を務め、協議会の実施の経緯や目的、邦人の

と連絡が取れない」と領事館に電話があって

スの犯罪率は大きな都市にしては少ないとい

分かったことで、発見された時は死後３ヶ月

うことですが、ダラス地域の発展を考えると

も経っていたそうです。

色々な方面の注目度も高くなるので、周りの

天野総領事は「このような痛ましい事件が

情勢に気をつけ、不審者を見かけたらすぐに
警察に連絡する事などの説明を受けました。

起こらないよう、日常的に知り合い同士、互

車場やガソリンスタンド、
有名レストランや、

たときは領事館にも連絡して頂きたいので、

いに連絡し合うことや、事故や事件が発生し

潜在的に危険が高まる場所として、夜の駐

ぜひ在留届けを領事館に提出して下さい」と

シアター、ショッピングセンター、大きなイ

話していました。最後に、洪水情報や竜巻被

ベント会場などですが、デモ行進などの人混

害に関しても知らせて欲しいと、私たちに協

みには近づかないようにする事、特に子供に

力を呼びかけました。

は注意を払う事などが説明されました。

領事館からのお知らせ
できるよう，外務省海外旅行登録「たびレ

・海外渡航の際には万一に備え，
家族や友人，

ジ」に登録してください。
（https://www.

職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えて

ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ ）

おくようにしてください。

・ 3 か月以上滞在する方は，大使館又は総領

・なお，テロ対策に関しては，以下も併せて

必ず在留届を提出してください。
（https://

（１）パンフレット「海外へ進出する日本人・

・ 3 か月未満の旅行や出張などの際には，

（２）パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」

御参照ください。

事館が緊急時の連絡先を確認できるよう，

企業のための爆弾テロ対策 Q ＆ A」

www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet ）

（パンフレットは，http://www.anzen.mofa.

渡航先の最新安全情報や，緊急時の大使館
又は総領事館からの連絡を受け取ることが

13

go.jp/pamph/pamph.html に掲載。
）

「ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外安全
対策マニュアル」

http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_
info/golgo13xgaimusho.html
在ヒューストン日本国総領事館
(Consulate-General of Japan in Houston)
住所 :

909 Fannin St., Suite 3000,
Houston, TX 77010

電話番号 : 713.652.2977 ( 代表 )
FAX番号 : 713.651.7822
HP:

http://www.houston.us.embjapan.go.jp/index_j.htm

編集後記
尚、皆様には行事等の連絡に先ず e メー

毎日暑い日が続いておりますが、皆様はい

かがお過ごしでしょうか。夏バテなどしてい

ルを利用していますが、何かの支障で届かな

こまめにして、体力の出るものを食べてこの

て電話による連絡も行っております。会報の

かったり、また見逃したりすることも踏まえ

ませんか？月並みな言葉ですが水分補給を

場合は PDF ファイルにして e メールで送っ

暑さを乗り切ってしまいましょう。軽い運動

ていますが、郵送をご希望の方や変更のある

も忘れないで下さいね。

方は上田までご連絡下さい。

さて、今後のグリーン会のイベントです

次回会報の発行は 2017 年 10 月 20 日

が、10 月 15 日（ 日曜日 ）に大谷牧場で

BBQ パーティー行う予定をしております。

を予定しております。毎日の生活の中で困っ

致しますので、どうか皆様お誘

ピなどの記事を書いてくださる方を募集して

たことや耳寄りの情報、旅行記や料理のレシ

詳細は追って e メールや電話などでご連絡

います。締め切りは 2017 年 10 月 15 日

い合わせの上ご参加下さ

ですのでメールアドレス「168chizaki@

い。また、グリーン

gmail.com」又は電話「972-414-1748」

会のイベントとして

にメッセージを残して下さい。よろしくお願

何か良いアイデアが

いいたします。

ありましたら役員ま
で教えてください。
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記：上田

DALLAS

グリーン会
2017/07/22

