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1、 再び英語について

前回1989年年末にゴシックスに行つた.その報告を90、 2月 のラ・ネイジュに載

せたt英語が話せたら、というものだつたく今回も同じ感想を持つた
=

しかし、今回は、前回と同じ力なのに、色 な々話が、向うの 力、達と出来、楽しい思いを

した.結論から言うと、臆せず、分からない事は、分か 1)ないといい、ドンドン話しかけ

る、度胸であった..それはまた、向うこ)人の中でも、いい人に当たつた、という幸運さも

ある。

様 な々話をした.ロ ッジには、テレビやラジオはなく、お喋りか、本を読むか、手紙を

書くくらいというのも、話を進めそ,.ビ ル・を飲みながら ・

若い女性は、食事の時に、内は結構、と言つていた=また、デザートのお菓子も食べな

かった。その事を聞くと、やはリタ
｀
イエット、との事だ(ビデオを見なが 1)、 ストレッチ

もしていた。ほかの人と話すと、内を食べ 4)よ りも、魚を、日本 .1、のように食べるように

な つてきた、と自分の経験を話していた,,大ることや成人病にとても気をつけていそ)よ う

だ

食事の時、空オケの話になったt日本では、空オケバーが大流行である)と 、蔵田さんが言

つた(デンバーから来たマーク氏は、友達が、空オケバーを始め、デンバ では、流行始

めた、というて隣のドイツの田舎町から来た人́は、
｀

カリオケ"は 、知らないと言う。テ
ーブルの向うの人は、ドイツでも、デュッセルドルフ辺りでは、ある、というようなこと

を言っていた .

ニンテンドウにも話がいった(子供達は、ニンテンドウに夢中で、コンピコータにも抵

抗はない(学校の或そ)年齢から上の ′、達は、抵抗感を持っているようだ、と同じマーク氏

が言う。それは、日本でもまったく同じだ、と言うと笑つていた。

1司 志社大に留学したことのある、イ さんがいた。折角だからと思いドイツから来た人

を誘つて、ベルリンの壁が壊された、そういう話をしたいね、とイ さんに言うと、賛成

してくれた(勿論、ホリデイで来ていス)のだから、堅苦しい話が嫌だ、と言われてもしょ

うがないて2、 3日後の、食事の時に、西べ′しリンから来たという、ギユ、ナジウエ、の先生

と知り合つた`.食後に、ビールを飲んでい4)そ√)人に聞いてみそ)と 、いいよ、と言う(話

が込みフ、っているので、私の英語で1まだめなのでイーさんが通訳をしてくれそ)こ とになつ

た 半時間だけといって、ギヱ、ナジウノ、の先生、ア ーントにビールをご馳走になりながら

話をしたて,壁が壊されて、東からの.人 々が多く、西にやつて来た`壁に通路 (道 )がたく

さん許)Z)訳 じゃないので、車が混雑していそ).特に若い人が大ぜいやつて来た[西と東の
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差が大変大きい、
「

|え は
｀
、税金の差、教育での教える中身、1東では、教育 )́水準は低く、

英語の先生でもイギリスヘ行ったこと″)あ る)ひ となどはいない、東′)低い所に、西からの

援助を差しのべねばならないてアーントは、15年はかかそ)だろう、と言った( そんな

困難が多くても、統一を庶民は、喜んだのか ?喜んだ,その頃は、今のような事は、想像

が出来なかったて政府は、いいことだけしか言わなかったし、私達も分からなかった、と

.イ  さんも頭が痛くなったと言い、時間が延びてしまって、終 りにした
`

ドイツか1)来た、ビ ター君に、アウトバーン、シュウ
。 ァルトウ

゛
ァルトの話なども

間いた
=

2、 へ tリ スキ インカリブ ズ

ヘリスキーは、やはり、グレンデスキーの延長である.そオtは 、ル ート ファインデイ

ングをしないからだてただ、今回は、山スキ のようにやぶを滑ったり、クラストしてい

るところがあつたり、パウダ だったり、雪質が、変化に富んでいた 3日は、雪が降ら

ないので、クラスト1気味、後半 `1日 は、軽い粉雪、少 t重い粉雪で、私は、楽しめた.蔵
田さんは、もう少 tン と言っていた。その蔵田さんは、2日 目に、ミリオン フイ トを取

、夕食時に、ウエァーをプレゼントされ、皆の前で、英語のスピ チをして感想を述べた

(堂に,、 ったのものだ=拍手喝采だった :,

今回は、ビデオをガイドが撮ってくオし、

ロッジに帰ってから、スキ ー技術の講習会

をしてくれた.技術について√)ア ドヴァイ

スは、久し′二りで、役にたった.蔵田さん

は、後にの事、刊、は、手ア)位置が後ろ、タ

ン後、谷′)肩が下がり過ぎ、もっと自然にし

ろ、というような事:全体として、ア、足首

と腰、肩が同じ角度で外を向く事、イ、ター

ンを無理に曲げないで、きちんと山回りをす

る事の 2点が強調されていた。

グ′し フ・分けは、技術には、関係なく、言

葉の問題から、国別であったようだ。ずごく

うましヽという月ま、 スイスから″)若者くらい

だつた。r18000111位 滑っている.,

雪崩を2度見た。 1度は、4日 目の、降雪

の日である=谷筋に下りて待ってうそ)と 、向

いの急斜面から、新雪の雪崩が降りてきて、

5 10M位 まで来て、少し逃げた, 2度 目

は、滑っていそ)時で、前のグループは、右側

―マー



を下りて行き、私達のグループは、少し左を通った`前のスチ プが滑ったら、雪崩た。

彼も流されたが、雪崩が小さいので、事無きを得た。起きそ)場所とは、とうてい層、えない

所だ。■
―スの中で、随分急な所を下りるな、と思う事があるが、直ぐに尾根に入そ)所な

どは「 場
'ィ

ドだ、と思う事が多かつた (

カリブ スは、オ ープンスロ プが、上部に広がり、下の方で、クリ クに下りる下り

[]に 1滑 り位の樹林があ4)地形が多いようだ(.結局、41000M滑 つた‐

3、 1也の情報

ア、ヒマラヤのヘリスキ  HI‖ ACHAL HELICOPTER SKIING

バンフレットを貫って来ました,知 りたいかたは、言って下さい

イ、ロッキ ォート ルーート

Rockies Haute Route

A Four Day Adventurel
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The Canadね n Schod of

Mountaineering iCSM}Lid.

(``Canada's Sarety― Minded Mountain School'')

1991 marks the 18th year of operatton lorthe Canadian School of

卜Иountaineering(CSヽ И)Ltd and the 24th year as mountain guide
lor CSM.sc:nier gu de olmar Seセ er(UIAGM)Oitmar grew up n
the Bavarian Alps、 vhOre,since he was 5 years old,he honed his

sk ng and chmbing ski‖ s You are asured one olthe saFest TOuntain

vacalonsln North Amerca Year aner year studentsfrom a‖ 、valks

Oflre.frOm a‖ over North Amenca and Europe,return to CSM lor

a vacabon

The CS,ol is located in Canmore,in the Haus Alpenrose,a rusic

bavanan 10d9e Haus Alpenrose orers pttvate and fam‖ y rooms

LAvth breakfast, 2 spaclous loungOs、 vth nreplaces, a comrnon

ktchen,and sk n9 and chmbing rentals

Course fees include some technical equipment and instruclon
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