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1994年 3月 2日 ～12日 全日

古であった。幸いジャクスさんが稽古

に来ていたので、ジャクスさんの家に

泊まることになり山スキーにも行ける

ことになった。

1994年 3月 5日   晴、雪、

曇、晴    YMIR Mtn.
lst アタック      '
メ ンバ ー :JACKS'
Fami l y 、 Mr.
Philips、  武部 、ほか2名

始めはジャクスさんと二人で山ス

キーに行くと思っていたら、奥さんと

さらに中学生のクイーンと四人なので

びっくりした。スキー場のリフト上に

着くとネルソンの町に住むフィリップ

さんとそこにホームステイしている日

本人学生二人も来ていてさらにびっく

りした。そこからは、数十m程 トラ

バース気味に滑ってからシールを付け

る。そしてトラバース気味に登ってい

く。ジャックスさんとフィリップスさ

んはテレマークスキ~で学生二人はゲ

レンデスキーに山スキーのアダプター

を付け、クイーンはスノーボードであ

るためツボ足、他は山スキーの装備で

ある。確か先頭はツボ足のクイーンで

ジャクス隊の後にフィリップス隊が続

く。雪が堅いトラバースなのでシール

ヘの荷重の仕方が少し慣れを要し、学

生の二人は山スキーは初めてであるの

でフィリップス隊は遅れた。コルで

待っていたジャクス隊の所ヘフィリッ

ンバー :武部 慎

1994年 3月 5日

R Mtn.lSt
ンバ ー :」 AC
am i l y

YM
アタック

KS'
、 Mr.
、 ほか 2

YM
アタック

ACKS 、

s、 Miss.

Philips、  武部

1994年 3月 6日

IR Mtn.2nd
メ ンバ ー :Mrs.J
Ⅳl r. Philip
クローイ、 武部

1994年 3月 7日      lSt
peak

メンバー :武部

以前、日本で合気道の稽古をしにき

ていた二人のカナダ人がいた。一人は

現在カナダで5つの道場を経営してい

るルネさんでもう一人はりんご園とり

んごジュースを生産し、テレマークス

キーをしているジャクスさんである。

ジャクスさんとは連絡がつかなかった

ものの、とりあえず山スキーの装備と

合気道の道着とを持ってカナダヘ行く

ことにした。キャスルガー飛行場への

ルネさんのお出迎えに始まり、さっそ

くネルソンの町で稽古をした。みんな

の気合いが感じられなかなか激しい稽

-130-



プスさんが来て僕に、「シールでの登

り方を日本語で説明してあげて。」と

頼むので「はい」と返事をした。しか

し、なかなか来なく寒くなってきたの

でジャクス隊は出発することになった。

で、僕も出発した。フィリップスさん

はなんて思ったのだろう。

稜線は適度な新雪が積もり、天気も

良く周りの山々も良く見えてすばらし

い。後方にはスキー場、トラバースし

たシュプール、さらにボニントン山脈

も見えてスキーに適した山だなあと

思った。二つ目のピークにきた辺りか

ら右側に美しい山が見えた。「なんて

言う山?」 と聞いたら、「名前は付い

ていないよ。もし、MAKOTO
(僕 )が登ればMAKOTO
PEAKになるよ。」と冗談混じりに

教えてくれた。本当にこのコースはス

キーハイキングに適した感じだった。

YMIR Mtn.を 真正面に見える

コルに着いたとき12時を過ぎていた

ので昼食とし山頂へ行くのを諦めるこ

とになった。山頂へは1時間以上かか

りそうなので止めて妥当と思った。

昼食は、サンドウイッチを中心とし

ボリュームたっぷりでおいしかった。

ほとんど食べ終わる頃、フィリップス

隊が到着し2人の学生も元気な姿で

ホッとした。彼らは急いで食事にし僕

らはのんびり偵察する。クイーンはス

ノーボードで遊ぶ。下山 (滑降)はみ

んなそろって出発。始めは急斜面のア

イスバーンで緊張する。そこを過ぎる

と適度な斜面でみんな歓声を上げて

滑った。そこからは樹林帯の急斜面に

なっていてみんな好きなルートを見つ

けて滑った。あっという間に下部まで

来てしまい後はほとんど直滑降でス

キー場に着いた。スキー場ではペット

ボトルに入ったビールを買いみんなに

奢った。そのビールはジャクスさんの

隣の家で製造しているからびっくりす

る。なかなかおいしかった。

1994年 3月 6日   晴  YM
IR Mtn. 2nd アタック

メンバー :Mrs.」 ACKS 、

Mr.Philips、 MiSS.
クローイ、 武部

昨日行けなかったので今日は再ト

ライ。今日はジャックスさんの奥さん

の友達のクローイさんという強者が登

場する。今日はスキー場から昨日昼食

を食べたコルまでアッという間に着く。

ここから森林限界となり結構急な斜面

を登っていく。僕は途中でスキーアイ

ゼンを付けるが、みんなは持っていな

くそのままどんどん登ってしまう。こ

の斜度で、この雪の堅さでよくシール

だけで登るなあと感心した。頂上が見

える頃緩やかな下りが一部ありそこで

大きく遅れをとってしまった。視界も

良く見晴らしも良いので何の不安もな

かったが、スキーアイゼンという装備

以上にみんな (特 にトップを行くク

ローイさん)の体力のすごさにはビッ
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クリした。みんなより10分位遅れて

山頂に到着した。山頂直下10m東側

へ下った所で、足場を作って昼食にし

た。眼下にはクテーテル氷河という

クッテネイ湖に至る広大な氷河がず

うっと続き、はるか東方にはロッキー

山脈の高い山 が々見渡す限りずっと並

んでいる。さすがカナダという感じが

し昼食のサンドウイッチを食べながら

満足していた。

昼食後の滑降は凸凹のアイスバーン

になった急斜面であった。はじめは斜

滑降、ターンが恐い。みんなの方が慣

れているせいか僕は遅れがち。転んだ

ら標高差 100～ 2001n位一気に

行ってしまうところだ。そこを、ク

ローイはほとんど斜滑降せずにウエー

デルンで斜面を攻める。すげ― 1僕は

もう少し下の所からジャンピングター

ンで粉 に々クラスト表面を砕きながら

滑る。みんなは真下にいないから気に

せずに滑り、 トラバースしてみんなの

いるところで止まった。気がつくとい

つの間にかにストックのリングが片方

なくなってしまった。なかなかスリル

ある滑降だった。ここからはカールめ

がけて中斜面の快適な新雪でみんな歓

声をあげて滑った。ここからはシール

を付け再びサドルを目指しての登り返

し。なかなかの充実感をかみじめなが

ら間近に見えるサドルヘと登る。

サドルからはトラバース気味に急斜

面を滑る。すぐ脇の雪壁から雪崩が生

じたら避けられない。雪質がクラスト

から斜度が緩やかになるにつれ新雪に

なってきた。つまり雪壁はクラストし

ていて比較的安全であるとわかった。

この新雪はみんな自由自在にシュプー

ルを描く。一面真っ白だからスピード

感覚が麻痺してしまう。途中から昨日

のルートと同じになり、広い谷間なの

で今日は違うところを滑ろうがと思っ

ていたら、ノドの急斜面に来た。雪面

はかなり堅く高度差100m位あった

のでビビッてしまい5歩登ってもう少

し緩い斜面を選んだ。それでも始めの

4タ ーンはかなり恐かった。急斜面が

終わるとスキー場はすぐそこ。今日は

レストハウスの外でYMIR山を眺め

ながらフィッリップさんが持ってきた

日本酒で乾杯する。うまかった。

今日の夕食は手作りのスペイン料理

で、豆、サケ、レタスなどをはさみ丸

めて食べた。なかなかうまかった。夕

食後にはりんご園のりんごを使った

アップルパイをごちそうになった。

1994年 3月 7日 晴   lS
t peak
メンバー :武部

みんなは今日は仕事。今日はゲレン

デスキーかなと思いつつも念のため

シールを持っていく。スキー場へは

ジャクスさんの奥さんに乗せてもらう。

「帰りは 'ヒ ッチハイク"で帰って

くるのよ」とのことで多少心配しつつ

も一つの楽しみとしてチャレンジする
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ことに決めた。

スキー場の雪質はこのところの晴天

続きのため、スキーのエッジが流れて

しまうほどのアイスバーンになってい

た。日本の場合、適度に雪上車が雪の

状態をコントロールしてくれるが、こ

こではそんな人工的なサービスは無い

ようだ。リフトは2本 しかないがコー

スは50位あり、まだまだ滑っていな

いところはたくさんある。上級コース

ヘ行くと急斜面でコブがビッシリある。

堅く深いコフ
゛
はなかなか降りるのが大

変だった。とても快適に滑るとは言え

ない状態だった。つまんなくなってき

て、一人でシールを付けて登ることに

した。さすがに3日 連続して同じルー

トを登っていると外国とは言え一人で

も何の心配もなかった。所々、左

(北 )側が垂直に切れているところは

ロープが張られているが、もうそれも

見慣れた目印に感じる。はて、どこま

で登ろうかと悩み始める。反対側のリ

フトからこの尾根を見た感じでは、

lstピークから滑れそうに見えたこ

とを思い出し、一人でチャレンジする

ことに決めた。lstピークでシー・ル

をはずし滑降に入った。ほぼ真北に延

びる支尾根の東猥1を滑る。始めは適度

な斜度で木もあまり無く快適だったが、

すぐに樹林に阻まれ斜度もどんどん急

になってきた。雪質は樹林帯のため新

雪でうれしかったが、45度以上に

なってくると転倒して木にぶつかる危

険性もでてきた。そこでもも位もぐり

ながら30m位ツボ足でトラバースし

た。なんとか樹林が疎になっていると

ころを見つけスキーを付け勇気を出し

てターンをする。2回ターンをして樹

林帯の急斜面を突破して2ndピーク

との広い沢に入った。快適な滑降と

思っていると、少し斜度が増した所で

急に雪質が堅くなリビックリする。だ

んだん沢幅が狭くなり斜度が急になる

ところで左の樹林に戻った。もう新雪

ではなく、凸凹の堅い雪質でどうも

ターンができない。それでも木にぶつ

からないようにして少しずつ滑る。

やっとスキー場の末端 (正式なコース

にはなっていないが、物好きな人が

滑ったシュプール)にきたときホッと

した。 7m位 の幅の所を高度差

100m位連続にターンをしてスキー

場のコースに出れた。さっそくレスト

ハウスに入り、ハンバーガとホット

チョコレートのうまい昼食を食べた。

次はヒッチハイク。スキー場の駐車

場で待ちかまえているが、なにしろ平

日なのと3時という時間帯であまり帰

る人がいない。3人目にしてなんとか

乗せてもらえた。 トラックのね―ちゃ

んでタバコをすぱすぱ吸っているね―

ちゃんだった。毎日スキーをしにきて

いるとのことだった。もっと質問した

かったが気を悪くされると降ろされそ

うなので、ぶら下がっているマスコッ

トについての質問をした。なんでも軽

快に答るのが印象的だった。ハイウエ

イ6のNelson出口まで乗せても
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らえて助かった。

今日はNelson道 場で稽古。

ジャクスさんと一緒に出かける。ここ

の稽古ももう3回 日ですっかりなじん

だところでお別れという気がした。そ

れにしてもみんなの気合いの入り方は

すごい。最後にお礼の言葉としてみん

なの前でスピーチをした。送別会は歓

迎会のときと同じ店。でも緊張度が違

う。もうずっとみんなと稽古してきて

いるような感じがし、英語も何となく

話せるようになった。

全日程

3月 2日   羽田 ― バンクー

バー ー キャスルガー ー ネルソ

ン

3月 3日   温泉、アップルジュース

エ場見学 ― ミラーレイク

3月 4日   ホ ワイ トウオー タ

(WH20)スキー場 ― ネルソン

3月 5日    YMER山 アタック

(手前のコルより滑降)

WH20ス キー場

0 - シール 10:
コル  12:20、 13:
WH20ス キー場  13:

YMER山 アタック

WH20スキー場 ―

50 - コル 11:

00 - 山 頂 12:10、
45 - 下部 (2100m)13:
10、 20

WH20ス キー場

14:30
3月 7日   YMER山  lst
ピーク

WH20ス キー場″―

シール 12:20 - lstピ ー

ク 13:10、 30 - WH20
スキー場 14:00  ヒッチハイ

ク

3月 8日   レンタカーで ドライブ

不ルソン ー キャスルガー ー

バーノン

3月 9日    シルバースタースキー

場 ― カンループス

3月 10日    サンピークスキー

場 ― カ ンループス (夜 行列

車)―
3月 11日  ― バンクーバ 市内観

光 出国

3月 12日 帰国

10:0
30 -
00 -
30
3月 6日

(一周)

シール 9:
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