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　6月2日～3日、西日本企画としてkayak誌 JAMBOREEに参加。
QJ 参加者は muomuo さん、らむたさん、S 口さん、nao となりま
した。
　またQaanaaq Transam進水！
東海地方ではお馴染みのロッジさらくわより出ます。

　WATER FIELD KAYAKS の 4 人艇・コンコルドです。こんなのを見
れる事はなかなかないですね。
　その他いくつものカヤックが次々と海に浮かびます。

　キャンプ道具、水分、食料と満載の状態で出てみた所です。しっ
かりと喫水を確保し水上に浮かべた状態で乗り降りする事が可能。
デッキ高は汎用性の許す限り下げてある感じです。フィッティン
グを施す事なくノーマルの状態であらゆるマニューバに対応しコ
ントロールする事の楽しみを教えてくれます。ハンドリングも実
によく 5.5m を感じさせません。また前途で述べたようにデッキは
低くとも喫水がしっかりと確保されていますので浜のない環境下、
ゴロタ岩、磯場での乗り降りを可能としローボリュームカナック
の可能性を多いに飛躍させたと思っています。

　座作浜での 1 枚。デザインがたまりませんね。こんなシルエッ
トは他に見ることはありません。これを生み出すのはウォーター
フィールドのなせる技なのでしょう。ありがとうございます。

　今回もう１つ新艇が WF シメスタ 485＆500。試乗会では一番人
気だったのではないでしょうか。
　カナックモスキートも試乗艇として参加させて頂きました。そ
の乗り味が極端に乗り手を選ぶものでなく「面白いんじゃないか」
と思わせる程になっている事に気付いた参加者も少なくなかった
と思います。それを物語るようにモスキートも次々と試乗希望者
が。

　おっとでGパドルで何やら遊んでいる２人。
気付いたメンバーもいるかと ... 去年の GUTS2011 でヘレンが教え
てくれたパドル遊び (体操 )。

　普段漕いでいる時に自分の姿を見る事はできません。
こうやってメンバーと漕ぐとこんな動きをしてるんだなと色々と
新鮮に映ります。

　キャンプは美味しい食事に皆の楽しい話題。夜中、雨が降って
きましたがそれも楽しい思い出になります。40名の参加者でのツー
リング。貴重な体験でした。皆で漕ぐのってほんっと楽しいですね。
スタッフ、参加者、皆さんありがとうございました。

Transam-ss
思ってる以上に軽いハンドリングで正に万能機！　足の速さも十
分。失うものもあったであろうがそれ以上に応えてくれてるそん
な一艇なんじゃないかと思います。これまでのカナックになかっ
たものを引っさげての登場。迷ってるそこの彼方こんなの如何で
しょうか？　良いですよ♪ 　　　西日本ブロック／代表　柴田直孝

①らむたさん
荷物満載。そのキャンプスタイルも個性的
(笑 )いつも遠路より参加ありがとうござい
ます。
②Ｓ口さん
マリギアックタイプ、潜水浮上を繰り返して
いました。絵になる人です。
③muomuoさん
今ホットなアイテム、ノーザンライトのカー
ボン3分割Gパが良さげでした。

Kayak 海を旅する本 ジャンボリー

REPORT
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この日は７ゲッツの SSJ・坂下さん

遅れて登場！ナスマン・矢内さん重い腰をあげてチャレンジのオイ！タツオさん
レクチャーはリバラン戸川さん

まずはマイカヤックでラリポン・山本さんまずはマイカヤックでラリポン・山本さん

Qaanaaq で挑戦 ?!　ラリポン・山本さん

◆カヤックを始めて5年程だろうか、ツーリング目的で始めたつもり
が、なぜか今はロール遊びが半分を占めている。自分でパドルを作り、
果てはスキンカヤックまで作ろうとしている。カヤック乗り全てが
ロールをマスターすべきとは思わないが、いやでも水とたわむれる
ロール練習のおかげで、私のパドル技術やバランス感覚が高められて
いることは間違いない。
　ロール技術習得にはやはり指導者をはじめ、仲間が必要だ。そんな
仲間が、肌寒くなった10月、青森県の小川原湖に集まり開催された
イベントが『わんどのGETS!』。いくつもあるロールの技をゲットする
ため5人の回転好きと共に挑みました。
　7月にようやくスタンダードロールが出来たばかりの私は、まだま
だ初心者。まずは基本のバランスブレイスに挑戦。なんといっても静
止画でも絵になるところがよい。脱力し、浮くと信じて上半身とパド
ルを水にあずけたらフワリ。さい先よく一つ目ゲット。このあと左も
ゲット。力が抜けているところでスカーリング。右は出来ていたが、
この日左もゲット。さらに左スタンダードに挑戦し、ぎこちないなが
らもゲット。勢いにのってアームピットもゲット。焚火を囲みながら
昼食をとった後は、我らが師匠・リバラン戸川さんのカナックを借り、
チュイリックまで着用すると、「まるでグリーンランド人！」と仲間
からのほめ殺しにより気分は高揚。ノルサック、ハンドロールと成功。
この日、合計７GETS（７ゲッツ）！　満足の一日となりました。
　このようにカヤックにはまっているのですが、陸上競技、スキー、
スノボ、登山、ロードバイクと、多くの恋人たちが文句も言わず私を
待っています。限られた時間と財力ですが、どれも捨てきれないのは
男の悪い癖？　　　　　　　　　　　　（東北ブロック／ＳＳＪ坂下）

◆『わんどのGETS 2012』に際して、リバラン戸川さんより課題を持っ
て臨むべし！　と熱いメッセージを受け『ストームロール』！　と決
め意気込んで臨みました。
普段自艇シーカヤックでは、★右スタンダードロールと★右サイドス
カーリングの★２つ！　まだまだヒヨコでございます。
それでも、高い目標を持ちつつ、Q.J.Webのストームロールのテクニッ
クCGをチェックし、イメージトレーニングを重ね当日を迎えました。
当日は、残念ながら小川原湖は白波立つ荒れ模様の為、お隣の小田内
沼にて開催。真水のひゃっこさにも負けず、果敢にチャレンジ。
　まず先に戸川さんの鬼のロールテクニックをしかと拝み、お手本に
ストームロールをおねだりし、“イケる” と踏んでチャレンジ申告！
　すると戸川さんから『そのカヤックだと無理だよ・・・』とのお言
葉。一瞬凍りましたが、“ヤル”と決めてきたのでレッツ！チャレンジ！
　その横で、盟友SSJ（坂下さん）が、左右の★★バランスブレイス、
★★スタンダードロール、★★サイドスカーリングとやりやがり、い
きなり★６ゲッツ。
　闘志は燃え上がりました。
さて、挑戦する事数回・・・全く上がらずも懲りずにラストチャレンジ！
・・・手首を捻挫しちまいました (笑 )
　まっこと残念ながら、自艇でのストームロールは無理でした。
その後、戸川さんのカナック様とチュイリック君をお借りし、再チャ
レンジを試みました。★スタンダードロール、★ノルサックと順調にク
リア！　そこで師匠から激が飛び『ハンドロール』！の声・・・
先にカナックで挑戦した盟友SSJは、すんなりクリアした事から、
よっしゃ！おれもイケるはず！　と果敢に挑戦。すると、上がりかけ
“イケた！” と思った瞬間 “どぷんっ”。。。即リカバリー開始で再挑戦
するも上がれず、焦る！苦しい！溺れる！と慌てる中で聞こえる戸川
さんや坂下さん、タツオさん（この時カメラマン）の声。
戸川さん『パドル掴んで！！』
坂下さん『長いパドル掴んで！！』
タツオさん『わははは、すげーシャッターチャンスだ！　ガシャッ！
ガシャッ！』
・・・死にそうに成りながら、藁をもつかむ思いで掴んだ棒は！
“ノルサック”・・・・。奇跡的に、ノルサックで起き上がり溺死をま
ぬがれましたが、一同爆笑の渦でした。結果、とてもストームロール
などに挑戦する気力も体力も失せ、終了。
　抱腹絶倒の中で撮影をし続けた“タツオさん”に怒りを覚えつつ（笑）、
早いところスキンカヤックをしあげて、来年こそはとリベンジを誓っ
た『わんどのGETS2012』でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北ブロック／ラリポン山本）
　

Greenland
PaddleUsers'  
Eastnorth
Trial 
Stage ゲッツ

！

GUTS2012 PREEVENT 01 Northeast Block
2012.10.13.sat　青森県三沢市小田内沼

04

コレが
オレの

GUTS
だ！

GUTS2012 PREEVENT 02 EastJapan Block
2012.10.27.sat～28.sun　千葉県富津市新舞子浜

　沖縄 GUTS 応援企画、東北ブロックによる『わんどの GETS』に
続く応援企画第二弾として、東日本ブロックで合宿＆ミニコンペ
を 2012 年 10 月 27・28 日に千葉県は新舞子浜の横、笹毛海岸で
開催しました。27 日の参加者は、伊東代表、Koma. さん、ちゅう
石川さん、かずっぺ海保さん、ユハースさん、さだこさん、Ｐ高橋
さん、うおずみ、でした。
　天気に恵まれ、まずは Koma. さんの新艇カナック トランザム SS
進水式！
　昼頃から各々海に出て、漕いだり回ったり、自主
練習に励みました。そして翌、28日には10分間競
技を敢行！
　この日の参加者は、かずっぺ海保さん、うおずみ、
ユハースさん、（突如登場の）マコチンさん、Koma. さん、さだこ
さん（以上、競技順）、伊東代表（ジャッジに専念していただきま
した）でした。
　競技規定は、とにかく 10 分間ロールを続けてその回数を競うと
いうものです。これは、GUTS2012 の規定とも、もちろん総本山の
規定とも違います。ブロックロールやアップサイドダウン、ウォー
ラスプルは対象外にしました。
　競技になると、普段できているロールができなかったりしませ

んか。何やらただならぬ雰囲気に感じたり、見られている緊張感
に襲われたり、決めなきゃと意気込んだり、普段とは違う体の動
きになったりして・・・
　GUTSに向けた練習の機会でもあるので、準競技的な規定にして、
回るスキルをグッと上げられればな～と思いました。回数を稼が
なきゃというプレッシャーは残りつつも、できるだけ回るしかな
いという開き直りとは裏腹に、失敗しても何度もチャレンジでき
るという希望の光が垣間見える。それと、集中して回数を回る体
力強化なんてね、そんな目論みでした。
　10 時頃から競技スタート。6 名が順に海に入っていきます。競
技が始まると、「まだ時間あるぞ～」、「まだまだ回れるぞ～」、と
厳しくも優しい声援が飛び交います。
優勝は3番目に登場のユハースさん。
種類問わずの規定にもかかわらず、正規
コンペ順に次々とほとんどのロールをこ
なして、更には10分間回り続ける技量
と体力、お見事でした。質実共に1番
でした　おめでとうございます！
1番目　かずっぺ海保さん：10分前にエンド？してしまった～
2番目　うおずみ：まだまだ、ちょっと意気込むと上がれないロー
　　　　　　　　　ルがあったな～
3番目　ユハースさん：おっ、優勝者！
4番目　マコチンさん：突如として現れて、10分後にはチュイリッ
　　　　　　　　　　ク姿　いきなり競技へ参加いただきました
5番目　Koma.さん：新艇で次々とロールをマスターされています
6 番目　さだこさん：しなやかな動きと 10 分間まわり続ける体力
　　　　　　　　　　さすがです
　無事に競技会終了　みなさんガッツでまわっていただきました
　ありがとうございます。『わんどのGETS』から『コレオレGUTS』、
そして『沖縄 GUTS』へとイイ感じで盛り上がっていったのではな
いでしょうか。
　これからも、各ブロックの活動がＱＪメンバー
へ良い刺激と情報を発信していくことを祈念して、
乾杯！！　　　　（東日本ブロック／魚住光治） 　　　　　　　　
　　

直前強化合宿
＆

行けないけど

コレオレ GUTS のチャンプ・ユハースさん
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GUTS2012 PREEVENT 02 EastJapan Block
2012.10.27.sat～28.sun　千葉県富津市新舞子浜
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そして『沖縄 GUTS』へとイイ感じで盛り上がっていったのではな
いでしょうか。
　これからも、各ブロックの活動がＱＪメンバー
へ良い刺激と情報を発信していくことを祈念して、
乾杯！！　　　　（東日本ブロック／魚住光治） 　　　　　　　　
　　

直前強化合宿
＆

行けないけど

コレオレ GUTS のチャンプ・ユハースさん
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The members of the South-J block of QajaqJPN 
are advancing preparation of the event.
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GUTS2012 の会場となった嘉陽ビーチ

西日本 BL の FOX 氏から牡蠣の差し入れ！

初日・夜：地元のモンパさんと Chuck さんの三線演奏初日夜のオークション、２日目夜の SOF
ワークショップの会場となった嘉陽地区
会館

GUTS2012 in OKINAWA
2012.11.23.fri～25.sun　沖縄県名護市嘉陽

　早いもので、GUTS も５回を各地で終え、残る未開催地域は「南
日本ブロック」のみになっていました。「順番だからよろしく！」
とQJ代表から伝達されたものの、課題が山積み。
　南日本ブロックは、九州と沖縄ですが、QJ メンバ－の人数とブ
ロック代表である私の住んでるところからは、沖縄開催が望まし
いのですが、なにしろ遠くて交通費が高額なので、みなさん来て
くれるのだろうか？自艇は運べるのだろうか？私は転勤でこちら
へ引っ越してきたばかりで開催場所適地もよくわからない（その
後、椎間板ヘルニアで練習どころかロケハンもままならなくなり）、
等々、はじめから不安材料はいくつもありました。

　そもそも、この南の島に、極北の叡智の Greenland Style が必要
とされるのだろうか？という根本的な疑問もあります。沈脱が死
につながるような冷たい海はなく、チュイリックでは熱中症が懸

念される季節が長い土地です。

　しかし、Greenland Style Kayaking　文化の伝播は Qajaq JPN の使
命なので、この地も避けて通ることはできません。使命と思えば、
困難もまた楽しみのうちです。ここ沖縄でも、Greenlandと同様に、
民族の伝統を復興する運動において船文化が象徴となっています。
伝統船サバニによる帆漕レースが近年隆盛をみていることを考え
れば、精神に共通するものがあり、GUTS 開催はむしろこの地にこ
そふさわしいとも思えたのでした。
当初、懸念された課題は主に３つ。

• 自艇の運搬、レクチャ・競技用艇の確保。
• 交通費が高いので参加者は集まるのか。
• 開催場所の選択。
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①自艇の運搬、レクチャ・競技用艇の確保
　いくつかの船会社に問い合わせたところ、カヤックの輸送は、
東京 - 沖縄間で往復約５万円。これは 10～ 20 艇をとりまとめて
も割安になるものでもないもようで、現実的な数字ではないと思
われました。その後、Water Field Kayaksの水野社長から、レクチャ・
競技用艇の無償貸出しというたいへんありがたい申し出を頂きま
したが、こちらも輸送費用の面から辞退せざるを得ませんでした。
レクチャ・競技は、Greenland タイプの艇で行いたいものですが、
QJ 沖縄メンバ－の Qaanaaq512SS が２艇と、天狼☆さん製作のス
キンカヤックが２艇のみ。不自由ではありますが、なんとかなる
だろうと計画を進めていると、魚住さん、MK2 さんから、フォ－
ルディングスキンカヤック持込みでのエントリ－がありました。
芸術的で精巧な工芸作品の 2 艇を、GUTS に迎えることができたの
は、この遠隔地開催のひとつの意義だったと思います。

②交通費が高いので・・・
　結局、当初計画した参加人数を確保できず、費用面から、予定
していたゲスト講師 James Manke 氏を招聘できないこととなって
しまいましたが、競技参加者１４名、レクチャ、懇親会含めれば
総計２０名、他見物の方３名、というのはなかなかの盛況であり
ました。
　FaceBook での三線演奏から知り合った Chuck さんはアメリカか
ら参加、サバニレ－ス会場でメンバ－が積んでいた Qaanaaq に興
味を示して話がはずんだことがきっかけの沖縄在住の Craig さん、
その知り合いの米海軍の方など、前回に続いて参加者も国際的な
広がりがありました。

③開催場所の選択
　私は2011年５月にこちらへ引っ越したばかりで、ほんのわず 

かの海しか知りませんでしたし、その後椎間板ヘルニアで半年く
らい海へ出ることができず、地元メンバ－の推薦地を観て回りな
がら、なかなか決定することができませんでした。どの海もすば
らしくて、なかなか選ぶことができない。最終的には、QJ 沖縄メ
ンバ－の紹介によって、アウトドアフィッタ－テラワ－クスさん
がツア－やスク－ルのお客さん用に使用している古民家を、GUTS
宿泊所として提供頂けることとなったので、この宿泊所を基準に、
開催地を決定することにしました。慣れ親しんだ土地であれば、
もっとスム－スに開催地を決定できたと思いますが、知らない土
地を、開催地を探し回るという準備作業は、それ自体がとても楽
しいものでした。QJ メンバ－の方々には決定が遅くてご迷惑をお
かけしましたが、このような楽しい役割を与えた頂いたことに感
謝しております。

　GUTS では、毎年新しい試みを取り入れることが、ここ数年の決
まりごととなっています。2010 にはロ－ルフルメニュ－での競技
会、2011 は、チ－ムロ－ル、そして 2012 は、ロ－プ競技会を初
めて実施しました。結果としては、競技者１４名のうち、ロ－プ
で得点できたのは３名のみ、残り１１名は０点と、盛り上がりを
欠きましたが、これが第一歩です。

GUTS2012沖縄　スケジュ－ル
11/23 （金） 　
デモ、レクチャ：ロ－ル＆ロ－プ、懇親会・オ－クション
11/24 （土）

競技会　ロ－ル＆ロープ、スキンカヤック製作初歩講座
11/25 （日）

競技会優勝者デモ、レクチャ、ビーチクリ－ン　→

女性の部・チャンプの酒女さん

今回初のロープジムナスティック

嘉陽ビーチの朝日

GUTS コンペ直前の様子

GUTS2012 コンペmuomuo さんのフォールディング G

SAN
ZO
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　ロ－ル競技会では、沖縄 QJ メンバ－の Qaanaaq512SS　２艇を
交替で使用。簡易なフィッティング材を用意しましたが、やはり
即席のフィッティングでは、本来の実力が発揮できず歯痒い思い
をした競技者も多いことと思います。途中でフィッティングが外
れてしまった競技者もあったもよう。MK2 さんは、持参したフォ
－ルディングスキンカヤックの木製フレ－ムを組み立て、
AMAZON で購入して沖縄へ送付した梱包用ラップを巻いて参戦。
スキンカヤック自体の見事さ、実際の競技でのパフォ－マンスの
高さから、GUTS 参加者のみならず、見物の方々からも感嘆の声が
ありました。MK2 さんは、AMAZON さえあれば世界中各地でスキ
ンカヤックを漕げることを実証しました。

　スキンカヤック製作初歩講座は、そのフォ－ルディングスキン
カヤック with ラップを会場に持ち込んで、実物を参照しながら構
造と要点について活発なディスカッションが行われました。

　そして懇親会。いつものことですが、今回もよく飲みました。
いつものことですが、今回もあまり記憶がありません。Chuck さ
んと、かけつけてくれた地元カヤッカ－もんぱの木さんとの三線
セッションには、おとなりの家の方が「なつかしい歌がきこえた
ので・・・」と覗きにきてくれました。ご一緒に飲み。最後は、
近所のスナックで地元の方々といっしょに盛り上がりましたが、
このあたりはあまり記憶がありません。もったいないことをしま
した。

早いものでもう GUTS から１か月がたちましたが、こうしてまと
め報告を書きながらも、当日とそこに至るまでの熱気と興奮は思
い出されますが、まだうまく整理することができません。なので、
このあたりで終わりにします。奔走頂いたQajaqJPN沖縄のみな  

さん、ご参加ご協力頂いたQajaqJPNメンバ－・その他のみなさん、
とても良い雰囲気の古民家を宿泊所に提供頂いたテラワ－クス諸
喜田さん、横断幕・フライヤを置いて頂いたNEOSさん、海想さん、
嘉陽地区のみなさん、たくさんの人たちにお礼をいいたいと思い
ます。ありがとうございました。GUTS を通じてたくさんの人たち
にお世話になり、たくさんの人たちとつながることができました。
GUTSもまた、万国津梁でありました。

(南日本ブロック代表／桑原寛志 )

→

順位 競技者 ロール 時間 ロープ 合計

優勝 三上 （北海道 BL） 194 5:27 0 194 B/3

優勝 酒女 （南日本 BL） 33 10:00 0 33 B/2

2 天狼☆（東日本 BL） 145 5:47 0 145 B/6

3 muomuo（東日本 BL） 128 9:06 12 140 B/7

4 らむた （西日本 BL） 120 7:25 0 120 A/5

5 MK2 （東日本 BL） 102 7:45 3 105 B/5

6 PJX （東日本 BL） 82 8:53 0 82 A/1

7 伊東 （執行部） 76 5:00 0 76 A/3

8 リバラン （東北 BL） 72 6:22 0 72 A/6

9 三蔵 （南日本 BL） 53 5:40 0 53 A/7

1 0 加藤 （南日本 BL） 27 7:20 3 30 B/4

1 1 koma. （東日本 BL） 16 6:29 0 16 B/1

1 2 うがたこ （東日本 BL） 12 1:18 0 12 A/2

1 3 浮遊人　　　　　　 11 2:08 0 11 A/4

班／競技順

順位 競技者 ロール 時間 ロープ 合計 班／競技順

GUTS2012 in OKINAWA  Full Competition Result of the man

GUTS2012 in OKINAWA  Full Competition Result of the Woman

GUTS2012 男性の部・チャンプの三上さん

トロフィーは北海道へと渡りました！

天狼☆さんの SOF ワークショップ

フォールディング G カヤックを組み立てる MK２さん

ラップを巻いたフォールディング G カヤック

これでコンペです！
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21 時すぎたな。　始めよう！

ういーっす

お、前田さんだ！　お題はなんじゃ？

アザラシ

アザラシ、狩らせて！　頼むから、狩らせて！

アザラシみたいって、よく言われます

では、アザラシからいきますか？　なんか去年もそんなネタ
があったな？

1 月 4 日にかるよ！

おおお！

アザラシのつぶらな瞳見ると、狩りたくなります

絶対仕留める

ハープーンで狩るの？

場所は？

美国

積丹で来年の GUTS 会場

それはさておきサ、グリーンランド人来るべ？ どうやって驚
かすかな？

んだ

日本のＧのレベルを見せ付けてやるべよ。

変態ロール

んだ！　キーワードは「変態」だ！　ロール対決で勝てるかな？

変態ロールはまだまだ改良の余地があります。

変態って。もう日本に来なくなっちゃうよ

日本から帰らなくなるかも

( 笑 )

なんかガチで勝負したいよなー

全艇スキンカヤック。刀付き。

刀 ( 笑 )

ウォーラスプル式綱引き大会

どうやって引くの

お互いが引く

逆さ漕ぎで肉眼で確認できなくなるまで漕ぐ

爆笑中

あの世まで漕げそう

齊藤さん、ナイスだわー

逆さ漕ぎ賛成！

逆さ漕ぎ、エントリーさせてほしい・・・ ( 笑 )

北のほうでスキンカヤック増殖うれしい。南も増えてるか。
関東、中部はいかん。

最近、関東界隈がむしろ寂しいかな。魚住さんぐらいでしょ、
作ってるの。

昨年の結論はスキンカヤック自作すべしだった

そうでした（深く反省）

沖縄で厳しかったのですが、北海道はなんとかスキンカヤッ
ク率をあげたいですね！

おお、スキンカヤックのフルコンペは？　オンリーさ！

いいんでねぇが！

作る暇より、技術向上の年でした

思い出した。ハープーンは今のレベルでは絶対負ける。

ロープも

ハープーンやりたいなー

ロール、ウォーラスプル、ロープとやってきましたから、ハー
プーンもぜひ！

こんばんは。ようやく参入。

解散！

話題がわからない

三蔵さん、話題なんか有っても直ぐに変わる！ッテモンです！

まとめようがないのですが・・・　じゃあ、無難に来年度に
ついてみんなで一言づつでどうでしょう？

明日漕げると良いな。来年もたくさん漕ぎたいです (^O^)/

まず、スキンカヤックを完成させたい！！

来年は待ってるゼー！！

ロール、ロープは実現した。あとはハープーンとポーテージ（崖
直登）

I want to surprise Greenlanders.

底上げ！

体が基本　筋トレを少々

超天狼シリーズ描きます

崖参加します。

来年も、先ずは常に安全に漕ぐこと。少しでも多くのロール
を身につけること。それに、更に多くの友だちが出来れば良
いですね。

来年はストームロールの練習します。完成は３年後で（笑）

転勤丸が完成するかも。

転覆マル、完成を祈念します

お疲れさまでした。

天狼☆さんは？

早くてついてけない。以上。

んじゃ、みなさんお疲れ様でした。

ということで、みなさん、長い時間お疲れ様でした。解散です。

良い原稿元ねただなー。楽しかった。さようなら

Qajaq JPN,第 2 回　QJ チャット対談
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チャーしに行くわけですから、この二つが万全でな
いとお話になりません。「日本人」が「グリーンラン
ドの文化」を「異国」でレクチャー…まるで不安定
な綱渡りのようです。しかし、公式にオファーを受
けた以上は「ちょっと分からんなぁ」とか「無理」
なんてのは許されません。SSTIKS のときは幸子さん
と節子さんという心強い助っ人がいましたので、然
程ストレスを感じることはなかったのですが、アル
ゼンチンでは文字通り孤軍奮闘でした。
まず「遠い！」。遠すぎです。日本からだとほぼ地球
の裏側。ブエノスアイレスに到着した時点でほぼヘ
ロヘロだったのに、そこからクルマでさらに 6 時間
も移動。「俺、帰れるのか？」とビビらない方がおか
しいでしょ？たぶん代々のご先祖さまも行ったこと
のない地の果てです。言ってみれば、俺が我が家系
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ICE CAMP
IN LAKE OGAWARA

小川原湖氷キャンプ

2012.2.25.sat-26.sun
East north Block

　GUTS2011 が秋におこなわれた小川原湖も１月になると、全面真っ白な氷の世界。
グリーンランドスタイルカヤックを楽しむ我々にとって氷の世界といえば、やはり憧れ。
　そんな訳で北日本ブロックでは、氷の張る小川原湖でロールしちゃいました！
　実はこの企画以前に小川原湖自然楽校（校長：相馬孝…相馬隊長です）の研修企画（RAC スキルアップ講座）で QJ＆
Greenlanders メンバーの方がすでにこの偉業を成し遂げられています。この時は３月初旬、私自身もまだこの道に足を踏み入れて
おりませんでしたが、研修参加者でカメラマンをしていたのです。参加したのは伊東代表、おサル姉さん、そしてドリトルさん
（Greenlanders２代目店主）、このお三方。

　伊東代表曰く
「俺たちがやったときは実は実験を兼ねていました（ただ回るためだけに行くハズがない！…笑）。素手を水に突っ込んでどれぐら
いで感覚がなくなるか。その状態でロールは可能か。回復までどれぐらいの時間を要するのか。
　そんな項目を並べて、順番に行なったのです。ま、滅多にない機会でしたし、グリーンランドの疑似体験となればそれなりに色々
と試したくなりますよね。とは言え、若干三名での実験でしたので統計としては弱すぎる点が多々ありますが、三人三様にブラッ
ドシフトを実感できたようです。
　回復は女性（おサル）が早かったようです。俺とドリの手はいつまでたっても冷たかったですが、彼女の手はキンキンの状態か
らも急速に回復してました。思考能力は極度に落ちますね。いつもなら難なくできるロールも、パドルさばきにキレがなく、冷え
た体ではモタつくし動きも鈍くなります。濡れた顔面に空っ風が突き刺さり、口元もあっという間に麻痺状態。会話になりません。
グリーンランドの人間は冷えた状態でもそういう症状はないのか、あるいは冷えないような装備なのか…。
兎にも角にも、日本というぬるま湯では彼らのようなハンターは決して育たないということを痛感した冬の小川原湖でした」

　それから４年の歳月を経て、開催できたのがこの『ICE CAMP in Lake Ogawara』。

　サイパンからの出張から戻りたての足で参加のMK２さん。そして、地元からはマコチン＆オイ！タツオ＆リバラン、そしてカヤッ
ク体験希望で「いいんでねぇが！新郷村」の若人たち数名。紅一点、小川原湖自然楽校のユカコ隊員。
　氷をバックにかっこいい写真が撮れればそれで十分という趣旨ですので、さっさと着替えてロール、ロールと準備。タープテン
トにタツオさんが準備してくれたロケットストーブなども準備万全。しかし、その頃には、雲行き怪しく、雪、雪、雪、吹雪・・・。
ここまで準備して、撤収ってわけにはいきません。
　MK２さん（Qaanaaq512SS）、マコチンさん（Qaanaaq512SS）、リバラン（マコチン SOF）の３名で漕ぎ出します。MK２さんは
SOF 以外でロールするのはなんと初では？！　チュイリックはいつもの帆布チュイリックです。こんなことはなかなか体験できな
いとわざわざ駆けつけてくれただけあって、早速、サイドスカーリングにスタンダードロールとバッシバッシやっていきます。　
練習とかなんとか言っている余裕がない寒さなので、とにかくコンペ、コンペ！！　やるべ！！　今回のルールは自己申告でロー
ルしてビデオ撮影、審査はビデオ見ながら参加者でビデオ判定。なんてアバウト・・・。スコアシートなんか用意して、ジャッジ
してたら、ジャッジング中に凍ってしまうのです。スコアシートも雪まみれ。ビデオ判定での結果はチャンプはリバラン、２位は
MK2 さん、３位はマコチンさん。チャンプの理由は「身体がしっかりと水にはいって、動きがしなやかだから」。一度、事前にチェッ
クして練習もしていたので、申し訳ないチャンプなのでした。
　グリーンランドのチャンピオンシップは夏に開催されます。とは言え北極に近い地なわけですから水温もかなり低いんでしょう。
果たしてこの小川原湖がどれだけグリーンランドっぽいのかはわかりません。ですが、気持ちはみんなイヌイットにかなり近づけ
たんではないかと思っています。　　　　　　　　

東北ブロック／代表　戸川拓馬

※2012 年は北日本ブロックの企画で開催いたしました。12
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　この艇を作りはじめたのは、最初の自作スキンカヤックを完成
させて間もなくでした。そのグラグラ艇になかなか馴染めず、誰
でも（自分が！）気軽に乗れて荷物も入る長めのツーリング仕様
の艇を作ろうと思いました。ツーリングというとどうもファルト
を担いで気ままな旅をイメージしてしまう。カヤックとの初期遭
遇がフォールディングカヤックだったので。
　組み立て式となると当然既存のフォールディングカヤックが手
本となりますが、スキンカヤックのようなリブ構造にしたのは、
Christopher Cunningham のスキンカヤック製作本『BUILDING THE 
GREENLAND KAYAK』に掲載されている、スキンカヤックそのまん
まのフォールディングタイプに衝撃を受けていたからです。こん
なのもアリかと。サイズは、全長 5.7m、幅 56cm（エアスポンソ
ンを除くビーム長は 54cm）。最初に作ったタイプのガンネル材は、
20mm×40mm にグラスウール＆エポキシで強化。
細い分、タワミが出てしまい、組んでもグニャグニャ感があった
ので、次のタイプでは太めの材に作りなおし、スプルース材
30mm×50mm に。その分、フレーム全体で 16kg、スキンを含め
ると 22kg オーバー、重いです。
・ガンネルは 3cm×5cm×90cm 材を 6 本継ぎ　10cm 長のアルミ
角材で継ぐ
・マシックは中空形状　3mm ベニア材をグラスウール＆エポキシ
強化、無垢のビームの半分の重量
・リブは桐材　　厚さ 7mm・幅 30mm
・スキンはホームセンターでも扱う工事用シート　2 枚合わせで接
着材をそこそこ使うのでそれなりの重量に
・スキンの閉じ方とコックピットフープ部の処理の仕方が工夫のし
どころ

　ロール競技には自作スキンカヤックで出場したい。だが、
GUTS2012 会場の沖縄は一体艇持ち込みにはあまりに遠い。
以前に製作したフレーム分割艇は喫水のレギュレーション満
たさない。新たに作るしかないというわけで。
　国内線の受託手荷物許容寸法は長さ 120cm。全長 520cm、
ガンネル長 435cm とするため、5 分割。ガンネル接合部の
木ペグ＋ラッシングが SUS ボルトになっているが、構造は伝
統的 Qajaq と同じ。製作方法も同じである。完成した Qajaq
を切って分割するイメージで、一度に手鋸で切った切断面そ
のものが接合面になるよう手順を工夫する。そうすれば、擦
会（すりあわせ）の原理で接合面はぴたりと一致する。
　コツはガンネルやキール、チャインの湾曲によって接合部
の末端は外側に跳ね出そうとする。木組みの工夫でこれを防
ぐ。擦会ができない部分は樹脂を使う。接合面が完璧ならば、
ペグやボルトの役割は「ずれ・はずれ」の防止だけになる。
木のペグは濡れて膨張し、抜けなくなる。
　この艇にはホームセンターで手に入るジュラコンのボルト
スペーサー、樹脂ボード用アンカーを使った。抜くための工
夫も忘れずに。
　おわりになりますが、まずは一艇、Qajaq を作っ
てみてください。そして使ってください。
完成した艇を後から分割するこ
ともできますから。 
                                      文・舞田仁司

Folding Qajaq
-伝統的構造のフレーム分割艇を作る-

課題というか今後の改造計画
・硬性を維持しつつの軽量化　　担いで漕ぎに行くぞ～
・艇そのもののサイズダウン　幅と厚みを薄く　　ロールもし易い
ぞ～
そうすると、ギリギリ宅急便サイズ（縦 + 横 + 長さが 160cm まで）
に余裕で収まりそう！　なんだ、担がないのか？

文／魚住光治

Folding Qajaq
-伝統的構造のフレーム分割艇を作る-
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東北ブロック　代表：戸川拓馬

Hokkaido 北海道ブロック　代表：三上　力

東日本ブロック　代表：田中　望

西日本ブロック　代表：柴田直孝

南日本ブロック　代表：桑原寛志

海外ブロック　代表：Sachiko Dhabolt

　2012年 5月に北海道ブロックが設立され、現在メンバーは8人になり更に増殖中です。北海道では毎月定期
的に少人数ながら練習会を開催しています。この原稿を書いている明日（１月５日）も冬の日本海で練習します。
なまら寒いなか頑張ってます。
　今年のGUTSは 9月21～ 23日、北海道積丹町美国で開催予定です。宿や海外ゲストもほぼ確定しておりま
す。北海道ブロックが立ち上がる前から、代表から「来年のGUTSは順番で北海道だよ！」と言われていました
ので、去年の夏から場所探しなど動いていました。概要が決まりましたらウェブサイトでお知らせしますので、エ
ントリー宜しくお願いします。そしてそして、生地も裁縫も日本製のQJオリジナルチュイリックを、販売致しま
す！沖縄GUTSでプロトタイプをお披露目しましたが、現在改良中で4月くらいには出来上がる予定になっています。触った人は分かりますが、
どっかチュイリックのようにゴワゴワしてないし、顔回りや袖から水が侵入しません！なによりQJロゴのプリントがカッコイイです。
　海を隔てる北海道 GUTS は参加人数が少ないのでないかという心配から、その他にもハルに貼る QJ ステッカーなども販売し売り上げは
GUTS大会経費にしますので、みなさん宜しくお願いします。

　2012 年は北日本ブロックから北海道ブロックが独立して、東北ブロックということになりました。私自身、途中から副代表兼任でのブロッ
ク代表を務めさせて頂きました。
　ブロックとしての活動は、GUTS2012 のプレイベントとして「わんどのGETS」の開催、ほか各メンバーロール練習、スキンカヤック製作など、
内容の濃い時間を過ごしているかと思います。他のブロックに比べて、ロールスキルはまだまだではありますが、熱意は負けていないかと思っ
ています。2013年も引き続き、スキンカヤックの製作をまず皮切りに、ロールスキル、パドリングスキルの向上ができればと思います。ブロッ
クメンバー内でのローカルコンペも定期的に開催して、ジャッジング、コンペ等でスキルアップもできればいいのかと思います。
　GUTS2013 はお隣の北海道ブロックでの開催となりますので、成功できるよう出来る限りのバックアップができればと思います。

　首から肩を痛めてしまい、カヤックにも数回しか乗ることが出来なかった2012。ああ、悔しい。しかし、日本在住のスコットランド人・スエー
デン在住のデンマーク人と友人になり、彼らはカヤックにも詳しく、スコットランド人の彼はサバニ乗りで、デンマーク人はスエーデンでカヤッ
クにも乗っており、そのバランス感覚はすごかった！寒さへの適応力もすごく、2 月に海から上がって上半身裸で、外で缶ビール飲みながら｢今
日は暖かいなぁ。｣と・・・。
　そして、部屋においてある塩島パドルを見て、すぐ手に取り、撫でながら感動の声を上げてました。まさか日本にGパがあるとは思っていなかっ
たのと、そのクォリティーに驚いていたみたい。
　その時、同時に感じたのはやはりカヤック文化なんだなと。
　今年は総本山の襲撃もあり、彼らに日本におけるグリーンランドカヤック文化がどう映るのか楽しみでもあります。　そしてそして、迎え撃
つQJメンバーの進化するロールスキル！
　いや～楽しくなりそうです！！

　西日本活動は春の琵琶湖お花見ツーリングからスタート。春の琵琶湖、湖北は雪解け水温で5°前後でしょ
うか。頭を水に浸ければあっという間に目が回ります。僕らチュイリック着たりすれば問題ない水温ですがセ
ミドライトップだけでは辛いのなんの。そんな中でも女性も交えバランスなんかを練習。一ヶ月後は同メン
バーで日本海に。入れる洞窟があれば覗いていきます。この日は風が出てきそうな気配。帰路ではパドルを参
加者に手渡し１人２人とGパ菌に感染。岸につけば勿論ロールレクチャー。天気はいまいちでしたが事故なく
終わる事ができました。さてロールばかりが G スタイルでもないでしょって事でシーカヤックマラソンも参加します。Transam-SS の宣伝も
予てシーカヤックマラソンに。「G パって意外と速いんですね」なんて声をかけられる事もあり「意外じゃないんですよ」って応えるのがちょっ
と誇らしく思います。各地メンバーもイベントレースに参加してます。おかげでここ最近はGパも増えてきましたね。嬉しい事です。
　Transam-SS 550、Mosquito-SS 480 共にありますので気になる艇があれば試乗しにきてください。道具はいくつかありますのでウエア
持参だけでもOK。勿論レクチャーも可能。以上、西日本ゲリア活動報告でした。

　南日本ブロックは、沖縄と九州を含みます。沖縄については、GUTS2012で触れましたので、九州について、
福岡の海面クラブを拠点に活動する加藤朗さんに報告してもらいました。同じブロックといってもなかなか沖縄と
九州は交流する機会がありませんでしたが、今回、加藤さんがGUTSに参加、「Gパはカヤック初心者にもとても
使い易いのでガイドしながらすすめているのですが、二本しかなくて・・・」という話を沖縄QJ浮遊人さんがき
きつけ、早速３本製作して贈呈となりました。
～以下、加藤朗さんの報告です。～
　北部九州は大きな湾や多島海が多く、海流が運ぶ大きなうねりも少ないため、初心者でも安全にカヤックが楽しめ、シーカヤッカーには非常
に恵まれたフィールドです。ただ、遊びでロールをする人が殆ど居ないうえに、カヤックサーフィンの様なロールが必須となる遊びにはあまり
向いておらずロールの必要性が少ないため、ロールの普及率は低いです。しかし最近はロールを覚えようとする人が徐々に増え始めてきたよう
に感じます。せっかく灯り始めたこのロールの火を消さないためには、楽しくロールを覚えてもらうのが一番。様々な種類のロールができるグリー
ンランドパドルの普及は重要だと思います。沖縄の浮遊人さんに 3 本も削って頂いた G パで初心者向けに G パの使い方講座や、中級者向けの
Ｇパのロール練習など、機会があるごとにGパを広めていき、Ｇパとロールの社会的地位を高めていきたいです。

　グリーンランドカヤックについては他のブロックのかたにまかせて私はこちらのカヤックスポットについて話をします。
　私たちは、ワシントン州に住んでいます。ここは、ピュージェット · サウンド (Puget Sound)、湖、川と一年中カヤッ
クができます。デセプションパス (Deception Pass) では潮流、渦潮と遊ぶことができます ( せつこさんのお気に入り )。
クレセントビーチ (Crescent beach) とか、Ocean shoresではカヤックサーフができます。ブレイク島 (Blake island)、
 サンファン諸島 (San juan islands)、ピュージェット・サウンドではカヤックキャンプができます。ワシントン州東部
は、 乾燥地域で渓谷の間にある湖、川でのカヤックキャンプはまた違ったおもしろさがあります (例えば Steamboat Ro
ck state Park)。
　私たちのカヤックグループ (SSAK South Sound Area Kayakers) は ほとんど毎週末 , どこかで 漕いでいますちな
みに せつこさんのカヤックグループ は Gone Paddling と言って、おもにピュージェット·サウンド 北部で漕いでいます。
　インターネットでこれらのカヤックスポットを検索してください。絶対、 一度きて漕ぎたいと思うこと間違いなしです。
伊東さん、洲澤さんが私たちの家で滞在された時は SSAKと一緒に漕げませんでしたが、次の機会には、是非、漕ぎましょう。
　また、QajaqJPN の皆さんでこちらへ来られるかたは知せてください。 一緒に漕ぎましょう！
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　あまり実感が湧かないと思いますが、日本におけるグリーンランドスタイルは他国に比べかなり活発であると言えます。そういっ

たことを沸々と感じた 2012 年でした。

　まず GUTS やそこから派生するローカルコンペもここ数年コンスタントに開催されています。各ブロックからの自発的な開催に

は本当に感謝してもしきれません。ありがとうございます。また道具においては自作する方のスキルがどんどん上がっていったり（中

には世界が驚嘆するようなカヤックもありました）、トランザム SS や Northern Light Paddlesports の三分割パドルといった新顔

の登場など、それなりの規模でマーケットも出来ているように思えます。

　新メンバーも着々と増えていますね。年齢層も拡がっています。地味ですが、このポイントは大きいです ( 笑 )。

　こういうところへ海外からの目が向かないわけがありません。Facebookを御覧になっている方々であればご存知だと思いますが、

QJ ページの登録者数は現在 1100 名以上です。これは強制的にメンバーにできるものではなく、自ら登録を希望しない限りメンバー

入りできない仕組みになっています。つまり…そういうことです ( 笑 )。

　アルゼンチンやブラジルに新たな Qajaq クラブができました。嬉しいことに QJ をモデルにしたいと言ってくれています。可能

な限り応援していきたいものです。海外からのオファーもチョロチョロですが、後を絶ちません。そして何よりもグリーンランド

本国から「視察に行きたい」なんて申し入れを戴きました。こんな名誉なことはないでしょう。QJ が Qaannat Kattuffiat オフィシャ

ルクラブになってから二年が過ぎ、三年目に突入しようとしています。自分としては、この成長ぶりはかなり順調だと思いますが、

みなさんはいかがでしょうか？　確かに規模的には QajaqUSA にはまだまだ全然追いつけませんが、濃さで言うと勝るとも劣らな

い勢いがあると思います。この勢いを 2013 年には更に加速させてグリーンランドのカヤック文化振興に貢献したいものです。

　QAJAQ-ATOQQILERPARPUT ！
　ご協力の程、何卒よろしくお願いします。

2012 年総括から 2013 年へ　　　　　　　　　　　　　　伊東英一　Eiichi Ito2012 年総括から 2013 年へ　　　　　　　　　　　　　　伊東英一　Eiichi Ito
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