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篭計
小島弄1毅

気力と体力のあるうちに一度だけと
思いきつて出力1すたが、また行きたい !

できるなら毎年 !と考えが変わつてし
まうカナダヘリスキーの12日間だつた。
CMH(カナディアン・マウンテン・ホ
リデース)の運営はすばらしい。快晴の
日に氷河の大斜面を滑る目標が残り、
意思疎通に不自由ないレベルの英会話
をマスターするという課題もできてし
まった。

日種夕湖疑要
年末年始の航空券を確保するノウハ

ウt素にはなく、フェロースキーッア
ーにほぼ一年前から申し込んであった。
しかし直前のフライトキャンセルとや
らの搬こ、行きはカルガリーに直接行
けずシカゴとトロント経由で、帰りは
バンクーバーからバスでシアトルまで
移動後に成田へと、日程も延びた。私
は休暇の延長に大変苦労させられた。
今御まできれば自分で全て手配した

いものだが、昨年設立されたcMHジャ
バンとフェローの関係も残るのであろ

うから、個人で直接ファクスで新規に
予約を入れるか現地で翌年の予約金
$600を払い、往復の格安航空券の手
配に努力する様なやり方は年末敏れこ

限らず難しくなるのかもしれない。
成田を昼過ぎに発ち、カルガリー着

は19時過ぎ。と書くと簡単だが丸一

日半飛行機で移動したことになる。時
差と直リカ1すの風邪との戦いにただじ
つと我慢の初日だつた。カルガリー空
港前のホテルではCMHの受付もあり、
翌早朝に目的地のロッジ男1こ バスで移
動する。我 の々ゴシックスロッジまで
は約6時間かかつた。三日目はこうし
て移動と明日以降のスキーや雪崩発生
時の探索方法の解説で終わる。
三日目はまず戸外で探索の実地練習。

そしていよいよヘリスキーの始まり。
最終日の午前中までの七日間は毎日滑
つて烈んでまだ明日があるなどと思つ
ていてもあっという間に過ぎる。
最終日の午後に滑走標高差による精

算等をすませ、次の週の客を運んでき
たバスでカルガリーヘ戻り同じホテル
で一泊。翌日は前述のとうリバンクー
バーで一泊のあと、シアトルより帰国
となつた。
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天候と雪質

晴れていたのはカルガリーだけで、
ゴシックスの一週間は毎日曇りか雪だ

つた。夜中に起きて星空に喜んだが朝

になると雲が出てしまう日が一日あり

本当に残念。やはリー月では晴れは続

きにくいのだろう。

雪は毎晩数センチ積もり風もないの

で毎日深しVヾウダーだつた。先行する

人の雪煙t調 できず、吸い込んだ雪

で喉が痛くなる。ころぶと全身が埋ま

ってしまい、まず顔を出そうともがき、

かなり消耗して起き上がるといつた調

子だ。

気温は毎朝のガイドの説明でマイナ

ス5から10度くらい。昼間も山中で

同じくらいであつた。最後の二日間は

温かく、薄いクラストになつた。帰る

日に聞いたところでは同じ様な天気が

あと二週間は続くだろうとのこと。

昨年は0度以上の温かい日から翌日

突然マイナス40度になり、二週間晴

れてはいたが雪は凍り付いたように堅

く全くスキ‐にならなかつたこともあ

ると言つていたので雪の条件は今回は

最高だつたと言つて良いだろう。

腰

板は深雪用に柔らかいロシユョール、
ビンディングはサロモンで、持参する

必要はない。シーズン初めのことであ

ろうが、ほとんどの人は新品を渡され

た。ロッジに着いた日に靴を出し翌朝

までにワックスも含めて整備される。

開放強度はやや柔らか目にセットされ

るので調整が必要な人も出ていた。申

告していた板やポールの長さが合わな

かつた場合も取り替えられる。ポール

の手革はスキーのトッフ
゜
に力ヽすてまと

めるのに必要な長さしかなく、危険防

止の為に手首には通さないことになつ

ていた。スキーの流れ止めも無い。な

くしたら夏に探しにまた来いと言われ

る。

雪崩に埋まつた際に速渤 こヽ位置を

特定する為の探索機スカディは、カセ

ットテーフのケース程の大きさで、行

動中は全員が発信状態にして首からさ

げウエアの中に携帯する。探索時は受

信感度を半径20mから数10cmで
4段階選べる。内蔵のイヤホンで埋ま

つた相手からの定期的な紳 ウレス音

の強弱を聞きわけて探す。

具体的な剰頃は、まず最高難 厳

を選び、接近する方向を決めて前後に

戻るだけの動きで最強音となる場所を

みつける。次に90度方向を変え感度

も一段下げ同様に最強音になるまで前

後にのみ動く。これを繰り返し、最後

は雪面にかざしながら探す。この方法

で実地に雪に埋めたスカデイを見つけ

る練習をした。みんな慎重に探してう

まくできたが、ガイドは駆け足で素早

く近寄る手本を見せた。
ゴーグルは本当に決定版がなくて困

る。数年使つていたのは真冬のニセコ

でも調子良かつたが、寿命なので一番

顔に合う物を探して買つて持参したら

レース用のためか1分 58秒で凍り付

く。ヘリの中で何度拭いても無駄だつ

た。ガイド達のはロッジで売つている

フアン付きや二重レンズ型で、一度も

ころばないのと身長と体質もあるだろ

うが全く雲つていない。こちらは新品

でキズもなく外気に慣らしてから着け

てもヘリの巻き上げる雪煙が少しでも

つくともうおしまいだ。結局は風もな
いので裸眼で滑るしかなかつた。ゴー

グルにも日本仕様とそれ以外があるの

だろうか?

CMHオ リジナルの手袋は最高だ。袖

口から雪が入らぬように絞り込めるし、
スペアのインナーも付いている。力

.イ

ド全員が使つている。五本指型とミト
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ン型があり土産には高いが3110の値

打ちはある。韓国製である。

ロストパゲッジ

靴は持参する。必ず手荷物で機内に

持ち込むことと注意がCMH力
・
イドブッ

クにはつきり書いてある。それでも私
の様にたかをく〈って預けると出てこ

なくなる。今回のように飛行機を何度
も乗り換える様な場合は特にあぶない

と感じていたけれども、しかし実際に
トロントでザックが出てこなかつたと
きは焦つた。
とりあえずは靴ごと荷物がなくなつ

てもカルガリー受付のリンダさんの机
の下にはサロモンの靴用のゲージが用

意されていて、ロッジヘの移動中にバ

ンフから自分のと同じ靴を受け取り、

夜には荷物は空港から他の客の紛失分
4個と共に届いた。靴のレンタル料は
一日分の$1くだつた。必ずなんとかな
るものなのだがやはり必ず靴は手荷物
にすべきだつた。彼女の話では毎週何
かが起きるし、一度に20個以上荷物
が不明になることすらあつたそうだ。
ちなみに、本当に出てこない場合は

CMHでは靴以湘まロッジですべて借り
られるし(多分只)、 ロッジ内の店でC

MHグッズを一式揃えることもできる。
エアラインからは、あらかじめ出した
クレームリストにより相当額が弁償さ
れる。洗面具キットくらいは言えば<
れる。要は命とパスポートと金と荷物
の順に大切にしていればいい。

力‐ プ、ガイド

日本人は行きは団体で多くてもゴシ
ックスでは我 3々人だけと思つていた
ら合計14名にもなつていた。長野と
群馬の指導員や準指の人達と個人参加
が4名で、ヘリスキー中は11ン八、で1

グループを4つ作る為に、日本メ́、グル
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―プでまとめられたままだつた。結果
として体功的にもほぼ揃つていたから

行動はしやすかつた。カリブースから

はしごしてきた元海外青年協力隊員氏
はなぜかガイドと同じワンピースで始
めは本物のガイドかと思った。他のグ
ループは何度も来ているカナダやアメ

リカの連中の最強チームとヨーロッパ

グリ:―フ
゜
とガイドが2メ、付くイントロ

グリlノ
~フである。 10回嚇 ている

常連達、モノスキーを持ち込みガイド

と見分けがつかないエキスパート、山
スキーのいでたちで余裕の老夫婦、2

世代の夫婦連れ、月子(15歳 )連れの

メ、もいた。初心者はではないが深雪に

苦労している女性も何人かいた。
初日は自己申告で普通とi積極的な人

とに分け、次の日以降も技術レベルと

体調とにより変更できる。滑走中は2

人または3人で互いに離れない様にす
る。ガイドのザック以外にもグノレープ

毎にスペアの手袋やオーバーバンツと
スコップ等の入つたザックがあり、交
代で最後に滑る人が背負う。
ガイドはゴシックスの代表者のイア

ン、小柄だが経験豊富そうなボブ、若
いオーストリア系のアンドレの郵 めゞ
イントログループ以外を毎日交代で担
当した。ガイドの資格はヨーロッパや
アメリカとも関連したシステムで夏冬
の研修を経て取得まで5年はかかると
のこと.昼間の技術と体力勁 Hこ夕食
時のホスト役もこなす為、メ、好きでな
いと向かない印象を持つた。イアンは
クラシックギターが上手だつた。

コニス

晴れない一週間なので
｀
、ほとんど林

間コースを滑つた。標高2500m辺
りの稜線に運ばれ、標高差500mか
ら800mく らいを最高で一日に12
回。オープンスペースはヘリから降り



た出だしに多少あり、他のグルーフ
゜
も

いるので、先行するガイドのシュプー
ルの左右に順に詰めて行く。8の字を
作りたtヽ民は御自由にと言つたところ。
延 と々続く氷河の滑走とはいかないが、
それなりに開放感を味わえる。出来る
だけ尾根や林に寄つたコースをとって
雪崩を避けていた。
林間にはいると斜面は急になるが深

雪なのでまつすぐ落ちて行けばよい。
ほとんど棒立ちで膝を軽く左右に振る
だけで曲がれる。スピードもさほど出
ない。先が見えなくても本と木の間を
すりぬけてみて同じようなスペースが
開いていることが解かつてくると、行
けばなんとかなる気になるから怖い。
時々 ある倒本の上は格好のジャンプ台
となる。20m近い高さの辺りの針葉
樹は葉の断面からファーとスプルース
の二種に大別されると教わつた。

コースには全て名前が付いている。
クラッカー、マシュマロ、クモの巣、
その他意味不明だ力涵白いものが多い。
今回行けなかつたがサヨナラというの
もある。今回はゴシックスの150近
い全コースのうちわずか20程度を繰

り返し滑つた訳で、また行けたとして
天候に恵まれ米河i犠勧 中ゞ′Eそらば全
く違つた印象となるだろう。

7日間の滑走標高差は以下のとうり。
12′ 31  5run  2720m

lノ 1   9run  4660m
l′ 2  1lrun  6340111

1′ 3  12run  7020m
lノ 4   5run  2610m
lノ 5   3run  1670m
l′ 6   4run  1770m

tota1 49run 26790m

4日は雲厚くスタートは10時で午
後は降雪が多く早めの終了.5日はヘ

リの凍結事件 (篭劇氏ι瞬陛参照 )。

最終日は午前中のみ。30000mの
目標に達せずヽ 100返つてきた。

ゴシックスの一日
44人のグストとスタッフだけがロ

ツンで暮らして一週間ヘリスキー.

その毎日は7時半からのストレッチ
で始まる。夕‖ままだ暗い。やらない人
は,度も来ないけれど、マッサージセ

ラビストの女性の指導で30効導すた

準備運動のあとの朝食はおいしい。ホ
ットケーキ、各種のパン、ベーコン、
ソーセージ、スクランブルか茄で卵、
コーンフレーク、コーヒー、紅茶、オ
レンジかアッフツレジュース、等々。パ

ンとジャムの種類は本当に豊富で驚く。
食事中に天候とグループ変更やコース

の説明があり第一/7レープのスタート
は9時。
ヘリは4グループを各3回乗せた後

で給油に戻り、その間にスナックを取
る。かいわれとハムのサンドイッチに
ナッツ類。ヘリの中ではジュースとス

ポーツドリンクが飲める。自分のザッ
クやポケットに入れて降りる″人も多い。
昼食は温かいレモンティーの大きな



サーバーを中′Nこ全グ九一プを集めて

食べる。胚芽入りの大きなパンにハム、

チーズ、ツナ、トマトなどのサンドイ

ッチと鰯の缶詰、林檎、オレンジ、チ

ョコレート等。疲れた人はヘリの輸油

時や食事の後ロッジヘ帰ることもでき

る。ロッジのスタッフ達が午前中に滑

りに来ていることも多い。
3時半頃にラストランを終えて帰り、

サウナとシャワー。ゴシックスにはジ

ャグジーやプールはなく残念.サウナ

は別棟で、シャワーは各室にある。サ

ウナには水着t入る人もいれば、裸の

人もいる。

早く帰つた日にはクロカンで一月り

するのもいい。初めてなので足が横に

ぐらつきカープしたトレールをたどる

のが難しかつた。ロッジのすぐ下は蛇

行した川と湿地帯を雪が覆い、尾瀬ケ

原に似た雰囲気が少しあった。

その後はパーやリビングでビールを

飲みながらの話。このあたりから英会

話の比重が増してきて更に疲れる。ラ
ンドリーで洗濯や、スキーショップで
の買い物に逃げ出すのも手だが、毎日

名前のチェックだけなのでつい沢山買
いそうになる。
夕食は更に会話が要求される。田中

氏の報告を参照して欲しいが、一言書

けば、年末に力1すての東ヨーロッパの

激変や、日米貿易摩擦問題が話題にさ

れても困らない位になつていたかつた。
連中もカナディアンロッキーの真ん中
に休暇で来てそんな話もしないだろう
が、10人掛けのテーブル6つにそれ

ぞれスタッフ2名がホスト役で座り、
みんなが毎日できるだけテープルを変
えて多くの人と話ながら夕食を楽しむ

中で、ジャパニーズテープルやコーナ
ーができあがリビデオや写真の撮り合
いだけというのでは世界で孤立する日

本の縮図そのものの様な気がした。夕
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食を乗りきるコツはスタッフの隣に座
つてCMHのことや天気のことを問い、

沢山話させて聞き役になることであつ

た。食事そのものはすばらしく、正月

料理も別になつかしくならず、珍しさ

もあって良く食べた。ガイドもこんな
ものを毎日食べているとシーズン終り

には相当太ると言つていた。

夕食の終りにも明日の予定その他の

連絡がある。その日の滑走記録もはり

出される。その後はまた飲み直すなり、
ビリヤードやカードで過ごすなり、す

ぐ寝るなりの静かな時間.篭島氏はカ
ナダ。日本対抗のビリヤードで一勝.

ゴシックスの建物は二階建ての宿泊

棟と共同施設を廊下でつないだ構造で

鉱山の職員宿泊施設の流用である。ガ

イドプックでカリブースやバガブース、
ボビーバーンズのロッジを見て期待し
てくると、着いた直後はあれ?となる。

私も一瞬そう感したが、全室個室で静
力ヽこ眠れてタオルも毎日変えに来てホ

テルと同じだつた。

ヘリコプター

パイロットのポプは以前アラスカの

資源調査をやつていたと聞いた。並べ

て積んで置いたスキーとしやがんで待
つ我々との間隔は4mもないと思う。

その間ヘローターがぶつかりそうな林
のなかでもピタリと降りる。板の積み

忘れが一度あつたが、何も目印のない

所なのに雪を吹き飛ばしてすくヽこ見つ

けたそうだ。これを冷凍マグロ事件と

我 は々呼んだ。もう一件ローター氷結
によるCMH勧 出難 もあったが、

それは篭島氏の報告を参照されたい。

写真とビデオ

初日のロストパゲッジで調子狂つた
のと、快晴でないのと、同行の皆さん
がよ〈撮るので、一緒になつてやる気



もせず、自分のカメラは田中氏に一枚

撮つてもらつただけとなり、ビデオは

ほんの数分でやめてしまつた。ガイド

はすぐ滑つて行くし、4グループ全体

の迷惑にならずに滑りを撮るのは食事

の直前にでもしないと難しい。背中に

何もないと本当に開放された。今思え

ばニュージーランドでは良く撮つた。

師
シカゴとトロントは通過するだけで

天気も悪く飛び上がつても何も見えな

かつたが、空港内にはクリスマスのデ
コレーションがまだ残りされいだつた。

後は時差とロストパゲッジの印象しか

ない。

カルガリーは私の実家が札幌でもあ

り親しみが沸いた。ロッキー山脈を背

景にダウンタウンのビルとタワーを中
′Ыこ広がりをみせる。帰りに見た夜景

も日本のけばけばしいネオンと騒音に

比べて落ち着いていてよかつた。
.バンクーノヽま雨。半日の市内観光は

3人別行動で、私はパソコンの店をの

ぞいた。日曜でも開いていた所は秋葉

原より高かつた。スキー用具も神田よ

り高い印象だつた。日本人旅行者も多
いが、カナダが多興 と確認。

夕方集まリネタが新鮮との話から寿司

を食べた。ロプスターの刺し身は甘海

老の身沢山といつた感じ.グラタン風

にするのはもつたいない食べ方だと知

る。サーモンの刺し身も厚く切つて出

てきてトロの様。$100出して腹一杯

食べ全員満足。
バスで移動のシアトルヘの途中の国

境越えはあつけなく終了。カナダの各

空港の書店で見つけてあとでまとめて

買おうと思つていた本はアメリカでは

全くない。ベーパーバソヽクスと雑誌ば

かりだつた。

その他

今回はスキーの報告よリー般的な旅
の記録が中心だが、かまわ棚 する。

日本人は明るさと音に鈍感なのだろ

うか?ロッジの照明はどこも暗い。天

卿 に紙を貼つてわざと光量を

おとしてさえある。リビングの小さな

ライトの下で細かい活字の分厚い本を

読んだりしている。バスの運転手はほ

とんど日が落ちてもヘッドライトをつ

けずに飛ばす。英会話の間き取り能力

問題ではなく、明ら力ヽこ食事中の話し

声はテーブルの端から端へでも隣の人
へ話すようなポリュームで十分の様だ。
ヘリや飛行機の爆音と年越しの」Vヾ―

ティ以外は極めて静かな旅だつたこと

を東京に戻つて実感している。
5日 目罐 はCMH伏メ訓贈晰受の ンヽ

ス・グモーサ氏と夫人が同席のテープ

ルで食事だつた。他のガイドやスタッ

フと全く同様にホスト役を動め配膳や
コーヒーを注いで回る。日本ではホー

ムパーティの習慣もなく、なかなかこ

うは自然に出来ないだろうと驚いた。

最後にCMHジャパンを設置したのは
いいが、毎年増える日本人だけをまと

めた週とか、どこかの会社でロッジ貸

し切りだと力1ま間違つてもやらせずに、

日本語のできるガイドはいなくていい

から、今までどうり色 な々国の人と会

える場所にしておいてくれと私見を話

したつもりで、何とか理解してくれた

様だ。またいつの日か行きたい。

(ヘリスキー同志会会員 小島記)
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ヘ リ スキーの実際については、様々に書かれていて)の で、言葉について書いてみよう

。何と言つても、言葉、英語が出来ないので、旅行会社のツ アにたよらさる)を 得ない。ま

庄)、 それは、しようがないとしても、あス)程 度、英語がHl来れば、楽しさは、倍増する。

特に、ロッジでの生活は、そうで魔)K)。 山の中の 、一軒家で、TVやラジオなどはなく

、お喋りや本を読むことが楽しみになる。夕食時がなかなか大変だ。

[]本人が 10人程いたが、そ )́メ、達とは、仲よヒ́になった。がせめて、日本人だけのテ

ブルは、ということで、夕食時には、様 な々所に坐つた。

夕食は、6:30に なると、鉄の棒のようなものがたたかれて知らされそ)。 1時間半く

tっ いをかけて食べ:llJと 、お1果 りを楽しむ。 1つのテーブルに 10人程が坐る。その うち、

2人は、スタッフであり、給仕をしてくれる。スタッフは、ガイド、部屋掃除、食事の手

伝い、ヘ リのパイロット等で、このあた りも)、 アット・ホームな感じを与える。

30'・ ・コロラドから来た親子 3ヽ と

31 ・ スタッフノ・・ さん と

1・  ・わたなべさん r)と

2 ・・カンザスか
')の

親子と       ｀

3・  ・コロラドから、JOHNフ ァミリー と

4・ ・・オーナーのハンス夫妻と

5・ ・・難場、盛崎さんと

隣に坐つた 人)ま である)(黙 つて食べる訳にもいかず、話 しをしてみるくしかし、向うの

言うことが聞き取れぬ。最初Jは 、pardOn?等 と言つてはみるが、やつばり分からな

い。ニヤニヤしてしまう。それても初めのころは、物珍 しさに、話しについていく。あた

りまえだが、愛想のいい人と、そうでない人がいる。3日 辺 りになス)と 、実に疲れるもの

だと気付く。

カンサ
rス

から来たフアミリーの父親が隣に坐つた。黙つている訳にもいかず 、ヽ リスキ

ーは、初めてか、何処から来たかなどと聞くcカ ンザスから、と言われるが、残念ながら

、カンザスシナーの名だけで、位置その他は思い浮かばない。それを見とってか、テープ

ノしの Lに 、アメリカの形をかいて、車中)■ を指差す。しば 4,く 、沈黙が続く。

結 1昏 していそ)か 、と聞かれた (n〈 ),と 答え、Why?と 問 うと、皆が一斉に笑つた。

どうしてかと思っていたら、よくわからないが、結婚していれば、夫婦で
｀
来るのが辺 り前

というようなことらしい。そういえは
｀
、ファミリーや、夫婦が日立つた。日本人らしいw

hyだ つたと、ハッとした
`

スキ ーはまあまあとしても、ワインも食べ物も美味しいが 層́美味しくする術は必要

だつた。

■iく して 、4日 目からは、私は、小島、篭島両氏の真中に坐 4)事 にした。去年の蔵田さ

んのことを思 うと、その偉さ、申し訳な さを感 じた。
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