History

沿革
2008

2000

Greenlanders 創立

2001

Greenlanders スキンカヤックプロジェクト開始

2002
2003

2004
2005

Greenlanders スキンカヤックにてスキンカヤック製作開始
9月

2006

第 5 回シーカヤックアカデミー

9月

G-Style2003 開催

9月

G-Style2004 開催

5月

第 8 回シーカヤックアカデミー in 油谷

9月

G-Style2005 開催

10 月

2007

2009

5月

9月

4月

Qajaq JPN, 関西 MTG in 琵琶湖

Qajaq JPN, 広島 MTG in 呉蒲刈

参戦

2010

参戦

2011

開催

開催

G-Style2006 開催

10 月

Qajaq JPN, ブロック分け変更、執行部変更

6月

第２回 QajaqJPN 伊豆 MTG

7月

QajaqJPN, 関東・東海ブロックローカルコンペ

9月

G-style2008＆Guts 2nd 開催

2~6 月
9月

参戦

QajaqJPN, 代表に天狼☆（田中敏彦）就任

執行部発足

第１回 QajaqJPN 伊豆 MTG
G-style2007＆Guts 1st 開催

2012

Greenlanders10 周年企画

G-style2009＆Guts 3rd 開催

4月

QajaqJPN 新代表に伊東英一氏就任

新執行部発足

「Qaannat Kattuﬃat」 公認クラブ申請
8月

QajaqJPN が「Qaannat Kattuﬃat」の公認クラブ認定

9月

北日本ブロック／北漕会 in 笹川流れ

10 月

東日本ブロック競技会 in 新舞子浜

10 月

Guts2010 ／主管：西日本ブロック

3月

東日本大震災（3.11）

6月

伊東代表

8月

東日本ブロック漕会 in 新舞子浜

9月

Guts2010 ／主管：北日本ブロック

12 月

QajaqJPN, 会則制定
6月

第 11 回シーカヤックアカデミー in 東紀州

4月

G-Style2002 開催

QajaqJPN, 創立

11 月

4月

SSTIKS 参加（Qajaq USA 主催）

Qajaq JPN, 機関誌

@ 青森

製作

1月

Qajaq JPN,

1月

Qajaq JPN, 機関誌『ＱＪ』発行

ブロックメンバー分布図

@ 大阪

新執行部スタート

2011.12.31 現在

QajaqJPN, has divided into some blocks. "North Japan block" that centers on Tohoku. "East Japan block" that
centers on Kanto. "West Japan block" that centers on Kinki. "Overseas block" composed of overseas living
member. And, "Executives" that consists of each block representative and other directors. Of each acts or
functions independently as a whole. And, we gradually enhance "Rules", and aim at management as the ion.
However, this gap is very big if meeting companions at sea. It is a companion who understands only through
the Greenland paddle and the skin kayak

海外ブロック

北日本ブロック

東日本ブロック
南日本ブロック

西日本ブロック

今、思うと僕が QajaqJPN, の初代総代表ってやつをやらせてもらったのは2007年
だったかな？？
Qajaq JPN, 自体はその前からあって、Greenlanders（当時の店主は現 QJ 代表
の伊東さん）が事務局を務め、スキンカヤックのユーザーやスキンカヤックを
製作した方がメンバー。その頃の QJ は HP が英語版だったりで、海外発信を強
く意識していて、雲の上の存在ではあるけれど QAANNAT KATTUFFIAT（総本山）
や QAJAQ USA を常に憧れの目で見ていたと思います。
どういう経緯だったか、僕が QJ の代表を仰せ付かり、一人でなんやかんやや
るのも無理なんで、QJ を各地のブロックに分けて組織的に動いてもらえるように
と 考えたり、総本山の公認倶楽部になる為には会則がいるだとかで会則を作ってみたり…そんな人を動かすよ
うな仕事は自分には似合わんのですがね。短い時間の 中でバタバタやってたと思います。
おっと、
裾のを広げると言う意味ではスキンカヤックユーザーと言う点から、トラディショナルパドル（グリー
ンランドパドルやアリュートパドル）ユーザーに会員枠を広げたりもしましたね。この頃、考えていたのは海
外というよりは、国内を如何に強くするか。国内の人材を如何に発掘するかってことだったかと思います。ど
こに出るにも恥ずかしくないやつを選べるようにしたいなんて思ってました。自分自身もそうですね。客寄せ
パンダじゃないですが、機会を得ては出来るだけ人前にでて変なロールをやったりだとか、グリーンランドパ
ドルでの漕ぎ方を見せたりだとか、はたまたスキンカヤックやグリーンランドパドルの作り方を見せたりだと
かもやってたと思います。
そんな中、第一回目のロール競技会。場所は伊豆の中木。マリギアックが飛行機に乗ってないだとかのハプ
ニングはあったものの無事開催。競技会をやるにもルールが必要。QJ ローカルルール。競技日程は１日ですか
ら参加人数やジャッジや時間配分やいろいろと考えることが多かったです。でも終わったら楽しかったですね。
競技会をやることはそれぞれのスキルのレベルアップにつながります。本当は自分自身、競技会をやることは
好きじゃなかったんですが、やって正解、参加してみて大正解でした。QJ のレベルアップの端っこを担げたな
んて思っています。そ んな競技会も５回目を無事終了。すごいもんですね。ほんと。シーカヤックをやる人の
中でも、グリーンランドスタイルのカヤッカーは少数派。さらにロール競 技をやろうとするものなどほんの一
握りかもしれません。そんな連中が毎年どこぞで顔を合わせ笑いあえる。いい場所が出来たかな…そう思える
ようになりまし た。
僕は 2007 年から 2009 年の３年間、QJ の代表を務めさせていただきました。短い？長い？どうかな？。僕
を支えてくれた皆さんに心から感謝しています。
今は次なる代表ががんばっています。みんなして支えてあげてください。それがこれからの Qajaq JPN, の発展
につながります。
Qajaq JPN, のこれからは今のメンバーの皆さんに掛っていると思います。これからもよろしくお願いします。
Qajaq JPN,

初代代表

天狼☆ （田中敏彦）

Thinking back, that was year 2007 when I did the head of Qaiaq JPN.
Qajaq JPN had existed since before that. Greenlanders (the head of it then was Mr. Ito
who is the head of Q-JPN) and consisted of SOF users and builders. Those days, the
website was in English and we were thinking about reaching toward the world. It was far
up there but we admired QAANNAT KATTUFFIAT and QAJAQ USA.
I don’ t know what happened, but I was named as head of QJPN, and because it would be too
much to do things, we divided us into blocks so we can do things as each organization.
And because we need to have rules to be an official club under QAANNAT KATTUFFIAT, we
wrote it. I don’ t think I am a suitable person to do such things like delegating. I was
running around in limited time.
Oh! And also to spread the membership base, we expanded the members to users of
traditional paddle( Greenland paddles and Aleut paddles) from SOF users.
In those days, what I was thinking was that how we can strengthen domestic matter than
outside of Japan. How we can discover talents with in this country?. I was thinking we
want to have someone whom we are proud of to send to the world.
Myself, as often as I can get chance, I demoed strange rolls, how-to-paddle-GP, even
how-to-make-SOF and GP.
And then, we held the first rolling competition at Nakagi, Izu, even with mishaps like
the guest coach Malligiaq not boarding to the plain.
We needed some rules to do competitions. Q-JPN, local rules. There were plenty of things
to figure out for just one day competitions, like distributing participants and judges
and schedule etc.
It was a lot of fun looking back when everything done. Doing the competition contributes
for raising individual’ s skill. Ti tell you the truth, I myself did not like
participating any competitions, but it was great, it was so great to participate. I was
able to contribute some part for raising the level of QJPN.
We’ ve done this competition 5 times. Awesome! Really! Greenland style kayakers are
minority within the sea kayak community. Probably there are only a handful of people
doing rolling competitions. We can meet and have a lot of fun every year. I have begun
to think we have good occasion to do that.
I occupied the president of Q-JPN 2007~2009. Was it short, or long? I don’ t know. I am
grateful to everyone who supported me during that time.
Now, the next president is doing fantastic job. Please support him. It will help
QajaqJPN flourish for the future.
Qajaq JPN’ s future depends on you as members. Please take good care of it.

2011.9.17 Guts2011 in Lake Ogawara
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Guts
History of

Greeland-stick Users’ Trial Stages
GUTS の真髄

2007/10/7

第一回

静岡県賀茂郡南伊豆町中木

GUTS は、2002 年から続いている Greelanders のイ
ベント「G-Style」の一環として開始されました。中木
という場 所は、絶好のカヤッキングフィ−ルド伊豆な
がら、残念なことに心ないカヤッカ−がトラブルを起
こしたらしい経緯で、でっかく「カヤック禁止」と掲
示があったのですが、そんな場所を、塩島さんのご尽
力で第一回会場とさせて頂くことができました。ぼく
は第一回の運営には関わっていなかったので詳細はよ
く知らないながら、そんな経緯にもとても意義を感じ
ていたので、いつかまた、何周年かの大会には、記念
すべき彼の地で開催したいものだと思っています。
G-Style2002 の映像を見ると、初来日マリギアックの
サイドスカリングに「おお！」と歓声があがってます。
それから 5 年後にこの日本で競技会が行われてそこに

／桑原寛志 ( 三蔵 )

裏話／田中敏彦 ( 天狼☆)

Guest:Maligiaq Johnsen Padilla
またマリギアックが来てくれている、というのは、初
期から日本の G に携わって来た方々にはとても特別な
思いがあったのだろうと思います。だから、泥酔がつ
きものの GUTS もやはり第一回が最泥酔だったように
思います。それだけ、めでたい祝祭感がありました。
当時のぼくは、自作スキンカヤックで練習をはじめ
て３ヶ月くらい、スタンダ−ドロ−ルとサイドスカリ
ングができる程度で、ほとんど前夜祭飲みが主目的の
ようなものでしたが、それでも、競技会当日は二日酔
いをやや忘れるくらいの、ずいぶん久しぶりの試合の
ための緊張感を堪能することができました。競技会ハ
イの感触は、カヤッキングだけでもロ−ル練習だけで
も得られない、新しい快感だったので、これは、たく
さんの人に知ってもらいたいと思ったのでした。

裏話 その１ ルール… by 天狼☆
QajaqJPN, の代表にならせてもらって初めての競技会でした。当時は Greenlanders が事務局でしたので、
『G-style2007』との並列開催。初日が
『G-style』でデモとかレクチャーとか、夜にはなにやら座学めいたものをやって、翌日が『GUTS』ってな感じです。"
さてさて初めての競技会。僕にとっては競技時間とルール作りの戦いだったように思います。
総本山では 30 種類余りのロールを 30 分の競技時間で行います。ロールの種類や順番や得点はスコアシートがあるんで明確なんですが、競技時間
が問題です。参加人数をざっくり見積もると 20〜30 人。Max30 人が 30 分の競技時間をついやすと最長 900 分＝15 時間。全員が全ての時間を使い
切るとは思えないんで、その半分としても７〜８時間はかかります。
開催は９月だったんで日の入りも早い。９時から競技、お昼休みを入れて、午後は３時位が限界でしょう。得点集計や表彰や片付けなんかも考え
ないといけません。そこで無い頭を絞って考えたのが競技時間 10 分です。制限時間を設けることで、30 人 ×10 分＝300 分＝５時間になり、これで
何とか日中で終われます。

裏話 その２ マリギアックの衝撃… by 天狼☆
いやはやこのチャンプやってくれるもんです。流石、マリギアックで
す。初代 Greenlanders 店主がマリギアックを成田空港まで出迎えに
行ったんですが…。
飛行機に乗ってない！ なぁ〜〜にぃ〜〜！！ 初代 G-landers
店主は蒼白だったでしょう。僕は仕事を終え、中木へ行く途中で
したが、携帯でメールを受けてぶったまげました。そのまま
中木へ向かったんで、詳細はわかりませんでしたがそれ以降
の展開が大変だったと思います。
それでもなんとか翌日の便で飛んできて、
『G-style＆
GUTS』には間に合いました。

Guts
History of

GUTS の真髄

Greeland-stick Users’ Trial Stages

2008/11/2

第二回千葉県富津市新舞子海岸 Guest:Harvey Golden and family

開催地を中木に定着させるのもいいのではないかなと
思っていましたが、第二回は、我々の地元、新舞子にて。
前夜にはゲストのハ−ビ−・ゴ−ルデン氏による新
著「KAYAKS OF GREENLAND」を基にした講演もあり、
アカデミック的にも刺激される会となりました。
ハ−ビ−氏はもちろん競技会にもご参加頂きＭＫ２
さんのスキンカヤックで見事に６位。ぼくはあいかわ
らずあまり進歩がありませんでしたが、別に特別なに
ができるわけでなくても競技会は楽しいよ−、という
ことを身を持って示す係を自任しておりました。
裏話 カナックトランザム参上… by 天狼☆
今から思えば５年くらい前のことだったと思います。
「Qaanaaq512
の長さを長くすることは出来ませんか。例えば 525ｃｍとか 540ｃｍと
か」と WFK 水野社長にメールを送ったかと思います。水野社長の返事
は「アメリカンサイズを考えたときに長くする必要があると思います、
540 は少し考えています。そのうちやるでしょう」ということでした。
そんなやり取りから約２年がたち、G-style2008&GUTS2nd で Qaanaaq
TRANZAM プロトタイプのお目見えでした。
「勢いがあってよかろう」っ
てことから長さも 555ｃｍ
（Go! Go! Go!）
。アメリカンサイズなんでアメ
リカ横断から TRANZAM っていう名前が付きました。このプロト、
G-Style&GUTS 開催に間に合わせるべく徹夜作業の連続だったようです。
そして、2009 年５月に Qaanaaq TRANZAM の製品版１号艇が僕の元に
来ました。車載を考慮し、三分割にしてもらったり、無理を言って水
野社長のサインを入れてもらったり、製品版はプロトよりグッとシェ
イプされていてスマートになりました。きれいなカヤック嬉しかった
ですね。
今の Qaanaaq TRANZAM は形も少し変わり、デッキコードなんかも
ついて、使いやすくなっています。常に進化する WFK のカヤック。デ
ザイナーで製作者の水野社長の飽くなき探求のたまものです。

2009/9/22

第三回千葉県富津市新舞子海岸 Guest:DUBSIDE,Don Beale,Greg Stamer

Greenlanders イベント G-Style2009 でお招きした超
豪華ゲスト３名の超絶試技が見られる！と期待してた
ら、急遽、ぼくは事情により参加できなくなり、残念。
なので、
レポ−トも残念ながら以上。すみません。後日、
一人で試技、採点してもらいましたが、やっぱり競技
会の高揚感には及びませんね。

裏話 10 周年記念と三蔵さん… by 天狼☆
『G-Style2009&GUTS 3rd』は『Greenlanders 10 周年記念企画』として開催。日程も３日間、ゲストも３人と言う大きなイベントになりました。
内容もパドルメイキングあり、ロールレクチャーあり、ショートツーリングありで盛り沢山。Greenlanders の方は新たな店主の元での初めての
『G-Style』でしたから、いろいろとガタガタすることもありましたが、Greenlanders と QajaqJPN, みんなの力を基に無事開催に扱ぎ付けたと思い
ます。開催場所も新舞子。勝手知ったるなんとかというやつで、前年借りた廃校（といってもきれいなところですよ）もあるし、G-base もある。
『G-style』や『GUTS』なんかのイベントをやるにはもってこいのロケーションだと思います。
ガタガタ…まあいいじゃないですか。普通に始まらないのが『G-style＆GUTS』の常です。ハプニングありありです。そんな中でも、三蔵さん
のハプニングはびっくりでした。『G-style』の初日はいたかな？ 二日目から法事だったかで不在。いやはや、イベント前には二度の合宿を張り、
GUTS に備えた人が諸事情で参加できなくなる。これほど寂しいものはないなんて思いました。
同じ空気を吸うことは出来ませんが、同じルールの競技会への参加は出来ます。翌週に G-base へ来ることは知ってましたから、急遽、勝手に
三蔵さんだけの競技会をやらさせてもらいました。
QajaqJPN, 代表
（当時）
として自分ながらにできること、どんな形であれ三蔵さんに『GUTS 3rd』の一員であったことの証を残すことかな。そう思っ
てました。模擬競技会、三蔵さんだけの為の競技会、ちゃんと『GUTS 3rd』に出ていれば今までにない好成績だったと思います。左さえ出来て
いれば…右だけじゃなく左もやれよぉ〜。
僕にとっては三蔵さんの模擬競技会を終えた所で『GUTS 3rd』がやっとこさ終わった様な気がしました。自己満足かも知れませんがそんな感
じでした。

2010.11/20〜22

開催場所：大阪府岬町淡輪海水浴場 主管：QJ 西日本ブロック

2011 年 11 月 20 日から 22 日の予備日を含む３日間、
大阪府岬町淡輪にある淡輪海水浴場にて開催された。
今回で 4 回を迎えた『Guts2010』では関東から南は九
州まで参加者総数 16 名。初の関西大会となった。
ここ淡輪海水浴場は通称ときめきビーチ・ピチピチ
ビーチと呼ばれ、大阪湾、関空・明石海峡大橋を望む
東西約２ Km に及ぶ砂浜、少し西には友ヶ島があると
言うロケーション。潮の出入りが激しいが水質は良好。
ロールをするには少し浅いと思ったが先ず先ずのロ
ケーションではないでしょうか。

説明がされテンションが上がって行きます。
翌日の大会に備え早々と浜を引き上げ（と言っても
夕暮れまでみんクルクルしてたけど）、前夜祭が行わ
れました。今回お世話になった B&G の宿泊施設の一
角を借り BBQ や青森から送られてきた新鮮な魚に舌
鼓、海のパイナップルと呼ばれるホヤ（関西には無い）
まで頂きました。全国各地からのホットな話に花を咲
かせ夜が更けていく・・・。

大会２日目、いよいよ競技会が開催。審査委員２名、
タイムキーパー１名、海上補助２名の配置で行われる。
さて、本題の今大会初日には各地から続々と G なカ 参加者全員が審査委員になる様に配慮され、順に交代
ヤッカーが集結集。
で行われた。其々持ち時間は 30 分。自慢の自作スキ
ロープジムナスティクやハプーン投げ、スラックラ ンカヤックや自作の G パドルで参戦する者からツーリ
イン等各自自慢の G な技を色々と披露する。初日は特 ング艇で参戦する者、グリーンランドパドルさえ有れ
に競技に関する種目は無く現場の環境にいかに慣れる ばスタイルは自由。新作モスキートの仕上がりの良さ
か旅の疲れをいかに癒し翌日に備える事が出来るか、 にモスキートを借りて参戦する人も多く居ます。今大
とにかく G な雰囲気を味わえる時間となった。
会では希望者にウォーラスプルも競技の種目として入
九州からは WATER FIELD KAYAKS の水野氏が新作モ れられ多くの参加者がチャレンジしました。見様見真
スキートを運び込み試乗会も行われた、中にはシート 似で初めてする人がほとんどでしたが・・・。
ベルト付のソリッド G カヤックに驚きと恐怖を隠せな
続々とカヤックが海に沈んで行く様は圧巻でした。
い人も居たとか居ないとか・・・。
各自出来る限りの技で思う存分 G に挑む事が出来たと
今大会大会実行委員長を務める地元大阪の QJ 副代 思います。
表松野より開会の挨拶、続き QJ 代表伊東より大会の
西日本ブロック代表：村田 恵
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175
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9

水
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11 三
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14 Ｑ
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谷
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「ヘレン達を見失った。会えなかった」という伊東
様々な形での支援が行われた。
代表からの連絡で始まった、GUTS2011。北日本ブロッ
QJ としての義捐金集め、チャリティステッカーの
クを会場で初開催となるこのイベント。自身がブロッ
販売。世界中の人たちの協力を得られた。地元の私た
ク代表を務めた時からの最大のミッションとなり、お
ちも小さなことだが、清掃ボランティアなどでできる
まけに海外からのゲストまで招聘するというからタダ
ことを行った。１ヶ月、２ヶ月と時は経ち、八戸だけ
ゴトではない。１年半かけて準備を進めてきた。
を見れば多少の風景はかわったかもしれないが通常の
2011.3.11。未曾有の悲劇が日本を襲った。東日本大 生活に戻った。
震災。強烈な揺れが日本中に、さらに東北地方へは千
そんな中、「やっぱり GUTS やろう！」という声が
年に一度と呼ばれる大津波が町を、そしてかけがえの
QJ 執行部からあがった。
ないたくさんの命をのみ込んだ。
そこからは怒濤の勢い（少々、大袈裟ですが）。フ
GUTS2011 の開催候補地としてあげていた青森県八 ライヤー製作、サイト製作、T シャツデザイン発注、
戸市蕪島周辺。もちろん、ここも被害をうけた。三陸 関係機関への許可申請、facebook での告知等々。あっ
地域の被害に比べれば、語弊があるかもしれないがた という間の何ヶ月。
いしたことはない。でもここで暮らす私たちにとって
そんな中、伊東代表から朗報！
は、やはりあの光景は衝撃であり、無力さを痛感して 「オーストラリアからの参加者がくるよ」
ならなかった。
「GUTS2011 白紙」
。QJ 執行部からあがった声。もち なんと！！！！！！！！！
ろんのことで、あの時点では復旧がここまで早く進む
とは思っていなかった。停電、福島の原発事故、ガソ
もうそれだけで GUTS2011 は大成功！ 実際には、
リン不足、混乱するインフラ、連日報道される三陸の
他にも facebook を通じて、大阪からの一般参加者、
被災状況。
そして広島からなど、本州最北の青森の地へたくさん
日本中の人たちが、自分たちにできることを見つけ
の方々が参加があった。

2011.9/17˜19
開催場所：青森県八戸市蕪島海浜公園、三沢市小川原湖湖水浴場
主管：QJ 北日本ブロック
イベント３日間はあいにくの雨。初日は予定通りの
全プログラムを雨のため、消化できず悔いの残る
小川原湖でのロール講習、曇り空の中スタート。翌日 『GUTS2011』となった。とはいえ今回のこのイベント
のチームロールコンペへ向けての、Helen から各レベ で学んだことは計り知れず、今後の糧となったのは言
ルにあわせた的確なレクチャー。このレクチャーで壁 うまでもない。ぜひまたこの地で開催したいと思った
を超えることができたメンバーは多かったはず。途中 ことも確かだ。
からは雨の中でのレクチャーとなった。
雨脚も強くなり、撤収。急遽、SLOWBASE 移動をと
ゲストとして来日してくれた Helen Wilson さん。
りやめ、相馬隊長の本拠地の小川原湖自然楽校でのプ 初めての日本が青森でどんな印象だったのか・・・。オー
ログラム。Helen のプレゼン、そして、そのあとはも ストラリアから参加してくれた Wayne Hanley さん、
ちろん夜は大宴会。
そして Mel Hanley さんご夫妻。Mel さんはなんとチャ
２日目、朝からの雨。早朝から八戸名物の朝市の予 ンピオンに！ お二人の参加がこの大会を盛り上げたこ
定を変更。午前は、Helen からプレゼン Part2、自然 と は 間 違 い な い。通 訳 と し て 大 活 躍 し て く れ た
楽校の体育館でのパドルをつかったレクチャー。その Natalie Kruckenberg さ ん。参 加 者 全 員 が 感 謝 感 謝。
後、八戸・蕪島へ移動。雨も一時止み、チームロール そして、突然の雨や会場変更など臨機応変に対応をし
コンペのスタート！ ２〜３名のチームで、基本のサ てくれた地元青い森のメンバー達。あらためて感謝し
イドスカーリング、スタンダードロール、ストームロー たい。
ル、プラスくじ引きで引いたロールを２種という内容。
最後はもちろんこのイベントへ参加していただいた
全チームが終える頃にまた雨が降り、撤収。小川原湖 参加者のみなさん、地元はもとより、遠方よりの参加
自然楽校へ移動をし、その夜に表彰式となった。
いただき本当にありがとうございました。次回、青森
３日目、
この日も朝からの雨。カヤックへのモチベー で開催の時はさらにビッグなものにしますので期待し
ションを雨によって、下げられてしまい、この日は八 てください。
戸観光と昼食を楽しみ解散。
北日本ブロック代表：戸川拓馬

Result

１

結

果

Eiichi&Mel

2

NAO& らむた

3

muomuo& ウガ

<< 特別賞 >>
Koma さん、SSJ さん、kodama 夫妻

『ウォーラス ・ プルって何？！』
ウォーラスプル研究所

（けんきゅうしよ〜）

所長

魚住 光治

「ウォーラス・プル」、なんと謎めいた響きでしょうか。グリーンランドで開
催されるカヤックのチャンピオンシップ、その中のロール競技で行われる最
後の種目、飲料缶の飲み口でないことは予想できます。
ウォーラス・・・セイウチのことですね。そのセイウチに引っ張られた事態
を想定した競技。数あるロールマニューバーの中でも異質な存在に感じられ
ますが、グリーンランドスタイルのカヤッキングが狩猟のためにあることを
物語っています。
Qajaq JPN,で「Guts」と称したロール競技の大会を重ねて行くなかで、
2009年まで手つかずだった種目でした。後ろのデッキにロープを括ったノル
サックをはさみ、そのロープをセイウチよろしく５人が引っ張ります。艇を安
定させながら引かれること15mで得点になります。やってみよう、ということ
になり、30ｍのロープを用意してトライしたのが 2010 年 4 月。実験台？と
して引かれたのが運のツキ。力強くカヤックが引かれ、ドーッと流れる海底を
眺めながらパドルで懸命に抵抗とバランスをとる妙技にハマりました。それ
以降、5月に小川原湖（これは不参加）と大六海岸で、9月に北日本ブロック北
漕会で集まったメンバーで実行され、そしてついに 11 月に大阪で開催した
「Guts2010」では競技としてウォーラス・プルを競うまでに至りました。
今後も研究はまだまだ続きます。引いてみないと判らない、引っ張られてみな
いと解らないことが沢山あると思います。皆さんも是非体験してみて、北洋の
狩りの緊張感に思いを馳せてみませんか。

セイウチに引っ張られる状況

狩りでは、ハープーンという矢じりが外れるよ
うになっている槍を、ノルサックという板を使ってテコの原理を利用し、カヤックからセ
知識 イウチ目掛けて投げます。投げた槍の矢じりがセイウチに突き刺さると、矢じりが槍から
外れ、その矢じりと紐で繋がっているアヴァタックという浮き袋がカヤックから離れてセイウチ
に引っ張られて行きます。その浮き袋を追いかけ、更に小さい槍を使ってセイウチを仕留めるの
ですが、矢じりと浮き袋をつないでいる紐の束はカヤックの前方のデッキに備えていて、浮き袋
はというと後方デッキに載せているので、浮き袋の留め具を外していたとしても何かの拍子に留
め具や紐がカヤックに引っかかったり、体に引っかかったりする事故があったのでしょう。デッ
キコードが切れてしまうならまだしも、体が巻き込まれたとしたら、氷が浮く冷水の中を長い時
間引きずらて行くのは致命的と想像します。すぐさま、紐を切るなどの手段がとれればそうする
かもしれません。実際にセイウチに引っ張られる映像を見た事ありませんが、想像したくないで
すね。

豆

Walrus Pull , what a mysterious sound. This is the last roll of the rolling competition at the kayak
championship held in Greenland, not a pull of a canned drink.
Walrus. This is the roll made for a case of being pulled by a walrus. People might feel it is strange to
have this roll in the rolling competition, but it says well about Greenland kayaking being a mean of
hunting.
It was untouched maneuver on the rolling competition named GUTS by Qajaq JPN until 2009.
Tying a rope to a norsaq, tuck it on the backdeck, and 5 men as walrus pull the rope.
You get the point being pulled 15meters while you stabilize the kayak. Some of us wanted to try it, so
we did it with 30meters rope in April 2010.
That was my luck being pulled as an guinea pig, I was hooked to the maneuver to be pulled violently,
balance, ﬁght the force with my paddle while watching the sea ﬂoor ﬂying away.
Since then, we tried it in May at Lake Ogawara ( I did not attend) and Dairoku Kaigan, in September at
North Japan Block Hokusoukai, and at last, we listed Walrus Pull as competing maneuver on Guts2011
held in Osaka.
The study continues from now on. There must be a lot to discover pulling it and being pulled. Why not
experience it and dream about hunting in north?

2011 年 6 月。QajaqUSA 主催の SSTIKS というイベントに招待
され、レクチャー及びプレゼンテーションを行なってきました。内容
についてはブログ等でもご紹介してありますので、ここでは割愛させ
ていただきます。
http://g3-2nd.at.webry.info/201106/article_4.html
兎にも角にも「光栄」の一言に尽きます。これまで海外のエキスパー
トを日本に招待してイベントを開催してきた立場で言うと、逆に招待
を受けるステージにようやく辿り着いたか！という思いで一杯でした
QajaqUSA のみなさんと事務局スタッフのみなさんに改めて御礼申し
上げます。
SSTIKS は今年で 10 周年になるそうです。初めての G-style が
2002 年でしたから、ほぼ似たような時期に始めたことになります。
しかし、蓄積してきたものの差はとても大きく感じられました。我々
はどちらかと言うと「ロール」主体でクラブを活性化してきましたが、
QajaqUSA は多岐に亘るグリーンランドの狩猟文化をしっかりフォ
ローしています。それぞれの分野の専門家がきっちりと“キャラ立ち”
していて、文字通り満遍なくカバーできている印象を強く受けました。
しかも 10 年ですからね。半端ない濃さがあります ( 笑 )。そんなこん
なもあって、帰りの飛行機の中では「この先の QajaqJPN,」について
珍しく真剣に考えてしまった次第です。
年に一回のイベント「GUTS」に集約するあまり、どうしてもメイ
ンはロールコンペになってしまいます。まずこの流れを少し変えなく
てはいけないと思いました。「楽しめるんだから、別にロールコンペ主
体 で も い い だ ろ う。」と い う 声 も あ ろ う か と 思 い ま す。し か し
Qaannat Kattuffiat の一員になった以上はロールだけでは偏りが出
来てしまうのです。ロープも、レースも、ポーテージも、メイキングも、
文化史も少しずつ齧っていかなくてはならない、そう思いました。他
を見ることで自分の周囲がどういう状況なのか再認識できるというの
はまさにこういう事を言うのかもしれません。いわゆる「井の中の蛙」
ですか…。決してネガティブな意味ではなく、積極性を持った刺激という意味で。
機会があれば今度は一般の参加者として行ってみたいと思いますし、QajaqJPN メンバーにも参加を
推奨したいですね。イベントの質、講師のスキル、参加者のモチベーション等々、あらゆる点で参考に
なるでしょう。いろんな国の G なクラブがお互いのイベントを行き来できるようになれば、こんなに
素敵なことはありません。現状、グリーンランドの方角を見ざるを得ないという事情はよく理解してい
るつもりですが、グリーンランドも含めて色んな国のクラブ同士がお互いを見つめあえるというスタン
スが個人的な理想でもあります。またそうしなければ総本山が願う「狩猟（カヤック）文化を広く伝播
する」というミッションは真の意味で達成できないのではないでしょうか。そのためにも各国のクラブ
が SSTIKS のようにコンテンツを広くカバーできる姿勢を持つことが大事だと思います。
伊 東 英 一

WATER FIELD KAYAKS

Impression

Qaanaaq Mosquito(480SS)

僕は以前から 480 好きで旧型も所有しています。480 は
シリーズ中でも手強いと想像れていますが実際は慣れてし
まえばハンドリングが軽く素直で面白い艇です。中でも新
しくリリースされたモスキートに関しては是非ともお薦
め。今までのカナックとはまた別世界です。ボリュームに
関しては従来よりローボリュームになりましたがデザイン
が見直され乗り手を支える十分なキャパシティを与えられ
ています。

静水での状態。自身の体重は 65 〜 68kg です。
スターンデッキに水が被りそうです。

上の写真が波の中での状態。わかるだろうか、艇が持ち
上がっているのだ。波であったり推進力で浮き上がる。従
来のカナックシリーズではこれほど浮き上がる感覚はな
い。これが新たに与えられたキャパシティというものなの
かな。
旧型は三角波なんか苦手なイメージがあったがモスキー
トに関してはもっと大きな艇に乗ってるような感覚でスル
スルと波をいなす。艇が波とぶつかりあうような力みなど
は皆です。

西日本ブロック：柴田直孝

こちらの乗り手は中学 3
年生。初めて乗る艇がカ
ナックです。初日に T バ
ランス→スカーリング→
バタフライ→スタンダー
ドロール→アームピット
と教えました。ロールを
覚えないと漕ぐ事は叶わ
ないですからね。その日のうちに漕ぎだします。あまり知
識を入れると邪魔になるので簡単な漕ぎ方を伝え自由に漕
がせます。パドルは塩ちゃんパドル 200cm。
2 回目には風波、潮流を経験させました。時折波に乗り
走り出すカヤックに興奮し同時に風見鶏も経験。そんな中
でも 10km 程の海ツーリングを経験しました。
モスキートは大人だけのカヤックとしてはちょっと勿体
ないのかなと思います。サイズ的に見ても子供達にも良い
のかなと思ってます。勿論ロールを覚えてからが前提です。
転び方、起こし方を最初に覚えないのはおかしいですから
ね。子供達も巻き込んでもらいたいです。

モスキート最初のオーナー「ヤスさん」です。今年は一番カナックに乗っ
た人かもしれませんね。カナック大賞です！コイツの楽しさを一番知って
いるメンバーだと思います。

480 初号機 青カナックを誰よりも乗っているアネちゃんです。スルスルと
波を超えて行く感覚を味わってもらえたかな。初号機の良さもありますが
コレもまた楽しいと思います。

この時は伊豆の浮島、波勝、石廊崎と漕ぎましたがどの
シチュエーションでも不満は感じられませんでした。
特に最終日の石廊崎近くで波に乗せていた時もこの程度
波ではバウが潜る事なく走ってくれました。とてもニュー
トラルなハンドリングで波に乗ります。安定した艇と低い
デッキのおかげでパドルも短い物をチョイスできます。こ
のツーリングでのパドルは塩ちゃん G パ 190cm ほどの物
を使用しています。これくらいの長さだとスライディング
のさいも邪魔にならず巡航速に関してもツーリングレベル
では十分でした。

新しい世界。
ちょいと上級者向けみたいな風潮があったカナックです
が初心者でも乗れます。

シリーズでは一番敬遠されがちな 480 ですがモスキート
に関しては今一番お薦めしたいカナックです。足の速い艇
ではないですが艇から伝わる情報がとても多く乗っていて
楽しくなります。これほど水とコンタクトを取り易い艇は
なかなか出会った事がありません。
けしてデキの良い艇だとは言いませんがとにかく乗って
いて楽しい。ここ重要だと思います。あとはとにかく軽い！
笑っちゃうくらい軽いので片手にぶら下げながら歩いてい
られます。非力な女性でもカヤック運搬が楽♪
思ってる以上にスタンダードな艇、モスキート。これか
らもっとユーザーが増えて欲しいなと思う一艇です。
宜しくね。

セガレとカヤック
I-sana Kayak・舟大工頭
洲澤育範

「息子とカヌー」という本がある。ぼくの手元にない
ので、この原稿を書くまでに手にいれて、もう一度読み
なおそうと思った。しかし、古本はそこそこの値段で取
り引きされていたので、見送った。
著者はドン・スターケル、日本では 1990 年に発行さ
れた。うろ覚えの記憶をたどると、カナダのウイニペグ
あたりを出発し、ミシシッピー河を下り、メキシコ湾を
南下し、ホンジュラス、ニカアグラ、パナマ、コロンビア
と漕ぎ続け、ベネズエラではオリノコ河を遡上し、ブラ
ジルに入り、ネグロ河からアマゾン河下降と２年にわた
る12,000マイルのカヌーの旅の記録だ。
もう一度言うが、
カヤックではなくカヌーの旅なのだ。
たしか著者のドンは離婚したばかりで、いやがる息子
二人をなかば強引に連れだした。日本人のぼくからみれ
ば、離婚男のヒステリックでヤケクソのような旅におも
さが
えた。しかし、男の性なのだろうか、憧れるのである。

ぼくも子どもが小さかったころ、小川や海岸で、安穏
なカヌーとキャンプを家族で楽しんだ。いずれ親子で厳
しい海を旅するのだともくろみながら・・・。しかし、
子どもが育つにつれ、学校の行事やクラブ活動、友だち
づきあいなどで、だんだんとオヤジの暇つぶしの相手な
どしてくれなくなり、ぼくの勝手な「息子とカヌー」へ
の憧れなど、いつの間にやらうやむやになってしまった。
ところが昨年夏、大学卒業後、団体職員として勤務し
ていた次男に心の病が発してしまった。それは堰をきる
ように、押さえ切れない何かが溢れるように沸きだして
きた。そこには以前のような活発な息子の姿はなく、た
だ自らの症状が自覚できない息子がいた。肉体の衰弱は
数週間で回復したが、心の病はわれわれの手に負えるも
のではなく、長期の入院が必要だった。
退院後も１年以上の時をかけ、焦らず、少しずつ社会
になじませるようにと、医師からの指導をうけた。そん
いきさつ
な経緯から、いま次男は通院加療をしながら、同居生活
をしている。暮らしぶりは、水汲み、薪割り、風呂炊き、
畠の手入れ、そしてカヤック造りの手伝いとカヤックを
漕ぐことなどなど、迷わず、心が乱れず、余計なことは考
えず、ただ体を動かし汗を流し、自然界の摂理を観察す
る目を養い、ゆっくりとやすらかに眠れる夜がむかえら
れるように、心がけている。
そんな暮らしにどっぷり浸かるには、カヤックの長旅
が一番好ましい。だからぼくはセガレを「瀬戸内カヤッ
ク横断隊」に連れだした。「息子とカヌー」にくらべれ
ば旅のスケールはうんと小さいが、「セガレとカヤック」
なのだ。
瀬戸内カヤック横断隊は初冬の瀬戸内海を一週間で約
300km 漕ぐ。余計なものは何もない。心を煩わせるも
のも何もない。ただ「漕ぐ」だけだ。早朝 4 時には起
きだし、火を熾し、朝飯を喰い、テントをたたみ、装備
をカヤックに積みこみ漕ぎだす。夕方までひたすら漕ぐ、
仲間を気遣いながらひたすら漕ぐ。波にもまれ、雨にう
たれ、風に吹かれ、日に晒され、ひたすら漕ぐ。へとへ
とになり浜に上がり、流木を集め、火を熾し、酒を飲み、
晩飯を喰い、一日をふり返り、明日の天候・潮などを考

え道を決める。そして泥のように眠る。
セガレはカヤックの経験が浅い。だから、ぼくはセガ
レを連れてゆく、そんな気持ちでいた。しかし、そんな
うぬぼれた考えが間違いであることに気づくまでに時間
はかからなかった。ぼくは足に障害がある。向い風や向
い潮を漕ぎのぼると、腰がはり歩くのも難儀になる。二
日目の昼には足の感覚がなくなり、漕いでも隊から遅れ
てしまう。夕方上陸しても、セガレに肩を借りないと歩
けない、靴もズボンもセガレに脱がせてもらい、履かせ
てもらう始末だ。
翌朝、朝日が昇るころ、ぼくはセガレと隊員の背中を
見送り、隊を離れた。その後、セガレは隊員に見守られ
ながら、最後まで漕ぎきった。ぼくにはできなかったこ
とを、セガレはやりとげた。
あれから１年。
日本は東北地方太平洋沖地震で被災し、
世相は大きく変わった。それに比べれば子細なことだけ
ど、
わが家の「身過世過」のたてかたも大きく変わった。
ぼくの足の悪いのは承知のことだが、まさかこの夏に手
術を受けるとは思いもしなかった。
右股関節機能全廃だ。
カヤックは持てないし、カヤックに乗り降りする時に
も人手がいる。
カヤックを造るときの重たい材は運べないし、力仕事
もできない。とうとうセガレと二個一で「身過世過」を
しなくてはならなくなった。
この仕事をしていると、いろいろな方からいろいろな
事を聞かれる。
「カヤックを造るうえで、何が一番大変
か？あるいは難しいか？」という問いが大半である。た
ぶん聞いた方はカヤックの具体的な制作の方法につい
て、何かの答えが返ってくることを期待しているのだろ
うが、ぼくの答えはそうじゃない。
制作の技術も漕ぐ技術も急ぎさえしなければ、根気よ
く反復練習すれば身につけられる。もちろん上手い下手
はあるが、技術の根本はそういうものだとぼくは理解し
ている。
しかし続けることは至難なのだ。続けるとは、過去か
ら未来へ引き渡すことだ。そのもっとも優れた方法は造
り続けること、漕ぎ続けることだ。だからぼくの答えは
いつも決まっている。
「続けることです」この一言だ。
ぼくはセガレにこの仕事を引継ぐことは諦めていた。
なぜならそこには時としてのっぴきならない
「身過世過」
があり、けっしてのんきな暮らしぶりではないからだ。
だからぼくはセガレにこの仕事を継いでもらおうなどと
爪の先程も考えたことはなかった。
だけど不思議だ。昨年の夏から、何かがぼくたちを導
いている？いやもっと前から導かれていたのかもしれな
いが、それにぼくたち
は気付かなかったのだ
ろう。いま、セガレがこ
の仕事を引継ぐための
道筋がどんどんできあ
がっている、まるで家族
がそう生きるのがあた
りまえのように・・・。

（この原稿は「海洋と生物」193 号に掲載した記事に大幅に加筆しました）

Qajaq JPN, メンバーから投稿いただいた自慢のスキンカヤックを紹介！

これを見て、カヤックメイキング魂に火をつけろ !!

MK2
MK2
▲ MKIV：2009 年に進水。駿河湾、相模湾の単独横断に使用した艇です。今ではフレームだけ
になっていますが、ローボリュームのトラディショナル・グリーンランドカヤックであっても
厳しい海況に耐えうること を証明してくれた思い出の艇です。
MKV：初めて人のために製作した艇です。オーナー夫婦のためにタンデムとしました。積載す
る自動車の車長の関係で、後部コックピット 直後で切り分け、ボルトで接合する二分割として
います。2 名の体重を考慮した浮力のバランス、接合面のフレーム加工とスキン掛け等、何か
と チャレンジングでしたが、なかなか良い艇に仕上がったと思います。オーナーも楽しんでく
れているようです。(Greenlander MK2)

MK2

マコチン
▲ G-style2006 で製作したスキンカヤックで
す。いろいろな思い出がつまった最初の 1 艇です。(マ
コチン )

▲
▲

マコチン
天狼☆

マコチン

隊長

うが
▲ 初めて完成させたスキンカヤックです。一度海で使
いましたが、サイズが合わずキツかったです。手直し
して再び海に浮かべたいと思っています。( うが )
▲ 初めてスキンカヤックを作ったのは 2001 年のこと。Greenlanders のキッ
トプロジェクトってやつで有志を募りカナダからスキンカヤックのキット
を輸入したのがきっかけでした。
送ってきた７艇分のキットが入った木箱をワークショップに運び、梱包
を解いた時には感動はあったものの、
「なんや木の束やん」ってのが正直な
思い、日曜大工もようやらん奴がそう思うんだからほんとＤＩＹショップ
でも十分間に合うような感じのものだったかと思います。一艇目は作り方
を覚えると言うことを主眼に作ってみました。初めてにしてはちゃんと乗
れるスキンカヤックが出来たと思います。その後、富津の材木屋さんと友
達になり、２，３，４，５，６，７，８号艇と毎年のようにスキンカヤッ
クを作りました。長くなったり細くなったり形も随分変わりました。新艇
ばかりじゃなく改造も１，２，４，５，７号艇とやってみました。自作ス
キンカヤックのいいところは自分で改造も出来るってことです。幅や長さ
ハルの形状等自分の好きにできます。途中でガンネルが爆ぜたりして製作
を中止したのも２艇ほどありますね…ちょっと悲しいけど。
そうですね。自分で作って自分で乗れる、自分だけのカヤック。やっぱ
りいいもんだと思います。決して難しくなんてないです。ほんと僕は今で
も日曜大工もようやりましぇんもん。
（天狼☆）

隊長
▲ ▲ 初めて作っ
たカヤックだけ
ど思うように乗
り こ な せ な い。
カラーリングは
い い の だ け ど、
体形を変えるべ
きか・・？ ( 隊長 )

うが

三蔵

あね

あね
▲ 2 年乗って問題点が見えてきたので改造を思い立ったものの、途中で挫折しそうだったので、改造開始と同
時にＨＰ開設して進捗を世間の目にさらすようにしてみましたが、やはりなかなか進まず、転勤丸の名のとおり、
新着任地 那覇のベランダにフレ−ム状態で待機中です。
（三蔵）

伊東

▲

▲ これは 9 号艇です。北日本ブロックのマコチンに差し上げるために作ったス
キンカヤックです。これまで作ったモノのほとんどが人様のところへ嫁ぎました
が、最初から誰かにあげるために作ったのはこれが初めてです。体測で採寸する
スキンカヤックにおいて、誰かを想定しながら作るのはとても難儀しました。マ
コチ ンのイメージを思い浮かべながら勘だけを頼りに作りました。さすがに「プ
レゼント前提」ということもあって、かつてない丁寧さだったのを憶えています
( 笑 )。今は小川原湖自然楽校に置かれています。ちなみに先だっての GUTS2011
ではヘレンにお褒めの言葉を戴きました。( 伊東 )

伊東
▲

天狼☆さんから譲り受けた六号艇は
去年一度バラバラに解体され、切り詰
められた全長とボリュームアップした
横幅を与えられて組み直ししていると
ころであります。初めはマジ師匠のア
トリエで組み立て作業をしていたので
すが、フレームが完成してからは狭い
我 が 家 の 頭 上 に 鎮 座 在 し て お り ま す。
はっきりいって邪魔です。( 笑 ) 早く完
成させないとね。あとはスキンを縫っ
てウレタン塗装をするだけなのですが
…。( ほげた )
一艇目を作った 1 年後に改造。リブとビームの半数は作り直し、スキンも当然張り替え、気分は２号艇です。(MUOMUO)

ほげた

▲▲

あくまくん

muomuo

あくまくん

あくまくん

muomuo

facebook

Qajaq JPN,

QJ チャット対談

こんばんは。さて、始めましょう。

やっと PC が動いた。。。こんばんわ

もうすぐ寝るから…Ｚｚｚｚんご！

こんばんは。はじめてのチャットに緊張してます。

早いっ！

いま QJ 何人になったの

で、話題は？？

あー、最近抜けた人もいるからなぁ。でも 50 チョイぐらい
かな。

テーマはナンじゃね！？？
テーマは来期の QJ についてです。どんなことを期待するか。
どんなことをやりたいか。なんでもＯＫ！
いきなり確信からですか？
早くやんないと寝るよ。 QJ 海外進出！
海外進出はいいっすね。
メンバーいっぱいで USA でもいいかな。
多くのメンバーにもっともっと出ていってもらいたいです。
SSTIKS は歓迎してくれると思いますよ。SSTIKS か
休暇と渡航費用が問題

日本最大のカヤッククラブかも
海外の話で言うと、今、直近のアルゼンチン、メキシコのほ
かにデンマーク、オランダ、スペインからお声がかかってい
ます。これ俺だけじゃ無理なので、希望があれば代わっても
らおうと思っています。
個人的には狩猟道具に注目したい。
天浪☆さん、俺 来年 Unaaq で狩ります。狩猟法の適用受け
ない魚から。
襟裳岬ではアザラシの間引きしてるんじゃなかったけ？
今頃の積丹半島にはトド居るかもしれません。先週の稚内で
カヤックからの画像です

進み早すぎ〜
サーフカヤックの世界大会、来年はオーストラリア。みんな
でＧパででるか？？
ほぉー、オーストラリアですか。
グリーンランドが先か。
Greenland Downunder がコンペを企画しているみたいです
よ。グリーンランドにはナオさんかＳ口さんを派遣したいで
すね。
ＱＪバックアップで。
酒女は、何やりたい、来年？ ペーター！ 小松さん、いま
すか？
居ますよ、聞いています！
タイムリミットまで 17 分。
聞くも読むも詠んでいるも、可能なの！年寄りは。
小松さんは来年の QJ に何を期待しますか？
コマネチコマネチ

スキンカヤック率が急減してます。何とかしてー
来年はスキンカヤック率あげましょう！
スキンカヤック！

憧れだけど、難しいンでしょね。

どんどん作ってね。ナオさんはカナック禁止
スキンカヤック製作は難しくない。無器用な現 QJ 代表でも
つくれてる。
小松さん、私が作れたんですから大丈夫！作れます！
慣れればハイボリューム FRP 艇が怖くなります。酒女さんの
縫いは最強
自分で作るものです。乗るのも難しくない。難しいカヤック
を作るとそれは難しいけど。
自作スキンカヤック率、自作Ｇパ率、自作チュイリック率。
自作率大事。
記事になりそうもないなー

わたくしは、
南の島に行きたい。長距離島渡り漕ぎしたいです。
展開が早い

これはこれでいいんじゃない。ダラダラ感がいい。

おいらも南でロングツーリング！がいい。

いや、これ記事になるでしょ！

こちらでいかが？

んじゃ、来期の QJ 目標は「スキンカヤック率を上げる！」
ということで。

G パなら 50Km くらい漕げると思います。フリースタイルの
様なボートコントロール系は平パの方が有利でしょう。

うわーい、いまつながった
このあともだらだらとつづいたのでした・・・。すべてのコメントをのせられず、申し訳ない。。

ENTRY:Eiichi Ito,Toshihiko Tanaka,Hitoshi Maida,Mayumi Kuwabara
Kazuyuki Kaiho,Takuma Togawa,Hanji Matsubara,Chikara Mikami
Takayoshi Komatsu,Yukihiro Saito ( アイコン左から順に )

North
北日本ブロック JAPAN
代表：戸川拓馬

Block Report
ブロック便り

East JAPAN
代表：桑原寛志

東日本ブロック

東日本ブロックは、多くの QJ メンバ−が Greenlanders メ
ンバ−でもあるため、G-Base に集まることが多くなります。
G-Base についてはまだまだ新参者のぼくでさえ、ここでどれ
だけ飲んだことか。Guts 直前には強化合宿と称して飲み、ス
キンカヤック製作時には作業をつまみに飲み、画像は、2010
年 10 月 17 日の東日本ブロック競技会の前日、そろそろ日が
暮れ始めて飲み始めにいい頃合いです。この時は、とりあえ
ず、日本初（？）のフルメニュ - の競技会を試してみたいと思っ
ていて、3 人集まればや
れるなと思っていたら
10 人参加の盛況で、また
前夜の大量の酒が旨かっ
たのでした。酒と海とカ
ヤックと仲間を結んでく
れる G-Base に、ほんと
うに感謝しています。

South
南日本ブロック JAPAN
代表：中尾周一

「ぐれんランダーズ」と言うシーカヤッククラブを作り沖縄
でグリーンランドパドルを普 及させようと活動してところ、
昨年の夏に Qajaq JPN, の存在を知り、内３名が入会を希望し
許可されました。本土よりはるか離れた沖縄の地でとにかく
シーカヤックに関する情報を少しでも多く手に入れることが
目的でした。四方を美しい海に囲まれた南海の
島沖縄では、海遊びはもっぱら観光客の人たち
で、シーカヤック人口の少なさには本土の人
には理解できないと思います。
沖縄での活動は、ロールテクニックの充実
に会員のフユーナさんを中心に励んでいます。
まだ未成年のユート君は、カヤックに初めて
乗ったその日にはロール全般が出来てっしま
うという恐ろしさです。彼はツーリングより
もひたすら海中を回っているカ
ヤッカーです。

ほんと、あっという間の２年弱でした。QJ 入会は 2008 年
かな？ まだロールもままならないというのに北日本ブロッ
ク代表という大役。やるからには中途半端にはできません。
『北漕会』、『GUTS2011』となんとか役割を果たすことができ
たかなと思っています。笹川流れで開催の『北漕会』では、
北日本ブロックメンバーに加え、東日本ブロックメンバーも
多数参加、さらに一般も含めて、本当に濃い 2 日間を過ごす
ことができました。ぜひ今後もこういったブロックミーティ
ングが継続されていくことを期待します。そして、なんと言っ
ても『GUTS2011』! 前
のページでいろいろ書か
せてもらったのでここは
カット。とまぁ、いろい
ろなことを感じましたが、
一番強く感じたのは今後
の活動に facebook という
ツールはとても有効だなと
いうことでした。

West JAPAN
代表：村田 恵

西日本ブロック

西日本ブロックからはお勧めポイントの紹介。日生諸島鹿
久居島周辺島渡りツーリングコース［鶴島、大多府島、頭島、
鹿久居島 ]（全行程約 30km）です。
鹿久居島の南東に位置する鶴島には、その昔、長崎等より
隠れキリシタンがこの島に連れて来られ留置されていたと言
う悲しい歴史を持つ島。島の北側と西側に上陸ポイントが有
りキャンプが可能。( 現在無人島です )。つづいて大多府島は、
鹿久居島から鶴島と頭島の間を約 4 ㎞南にあります。外周
1.5 ㎞程の小さな島だが民家が多く有る有人の島。次に頭島
は、小さく丸い島、民家や
民宿も有る活気の有る島で
す。最後は鹿久居島。日生
諸島一の広さを誇る島、昔
から鹿が海を泳いで行き来
し島内にも多くの鹿が生息
する。運が良ければ泳いで
渡る鹿が見れるかも ?!

OverSea
代表：Setsuko Cox

海外ブロック

2010 年 それぞれの所属するクラブでパドラーとしての技
をみがく。Seattle 近郊でひらかれる『SSTIKS』参加。
2011 年 基本的にはそれぞれの所属するクラブにてパドル
技術をみがく。SSTIKS に伊東代表参加のお手伝い、さちこさ
ん宅にて暖かくもてなしていただいたあと 三日間過酷なス
ケジュールで伊東氏を酷使させていただいたのでした。
こ の２年間、私個人にとっては Greenland 型のカヤックで
モダン型カヤックの使い方がどれくらいできるようになるだ
ろ う か、と い う の が 課 題 で し た。そ し て 待 ち に 待 っ た
Qaanaaq がとどき、年中いろんな海況で漕ぎまわし 自分の
カヤッカーとしての技量をため
されたのでした。まともな パ
ドラーとよばれるまで まだま
だですね。いままでいかに舟に
頼ってたかがよくわかります。
ロールに関しては 今 舟に頼って
しまう自分に多少の危機感もも
ったりします。精進あるのみです。

QajaqJPN, 2010-2011
早いもので、あっという間に任期満了です。
我ながら執行部と共によく動いた二年間でした。簡単にラインナップしてみます。お付き合いください。
・ホームページのリニューアル
「日本」ということで短絡的にサムライをデザインしました
が、案外好評だったようです。特に海外ウケは頗る良く、
リリース後一週間も経たないうちに色んな国からのアクセ
スがありました。また、
「QJ YouTube」や「会議室」な
どのサイドサイトも充実させ、メンバー間での情報共有に
も努めました。

・Facebook QJ ページの立ち上げ
ウェブサイトへの海外の反応が良かったので、Facebook
にも QajaqJPN, のグループページを作ってみました。こ
れを打っている現在の登録者数は 1,080 名超。二年でこの
数字は海外がいかに QajaqJPN, に注目しているかを物語っ
ていると思います。

・Qaannat Kattuffiat オフィシャルメンバー入り
長年の夢が、代表就任早々に叶ってしまいました。幸先よ
かったです ( 笑 )。一応、公約でもあったので、早い時期に
クリアできて、だいぶ肩の荷が下りました。これで活動に
拍車がかかった部分もありますね。

・北漕会
GUTS2010 のプレイベントとしてリバランさんと北日本
ブロックのメンバーが企画・運営。ジャッジレクチャーや
ツーリングなど「プレ」とは思えないぐらいのボリューム
でした。笹川流れもキレイでしたね。また行ってみたいです。

・GUTS2010
初めてブロック主導で、しかも単独での全体イベント開催。
副代表のまっちゃんと西日本ブロックの Fox さんが奔走し
てくれました。モスキートのお披露目もあったり、何かと
話題が尽きないイベントでした。

・震災支援チャリティー
ステッカーをデザインし、海外の仲間と連携して寄付金を
集めました。Facebook の効力をハッキリと手応えとして
感じた瞬間でもあります。

・SSTIKS
QajaqUSA 主催のイベントにゲスト講師として招待を受け
ました。個人的にも得るものが多く、とても刺激的な経験
でした。海外ブロックのメンバー、節子さんと幸子さんに
もお会いできて嬉しかったです。

したね。レクチャー方法も理に適いとても勉強になりました。
またぜひ日本に呼びたいです。海外からの初一般参加者もい
ましたね。ウェイン＆メル。これが突破口となって、来年も
海外の仲間がやってきてくれることを期待しています。

・機関紙
QajaqJPN, の機関紙です。執行部の仕事として定例化したい
と思います。QajaqUSA にも「Masik」や「Qajaq」という
機関誌がありますが、
回を重ねる毎に「記録」あるいは「歴史」
としてイイ味を出しています。我々の機関紙も小慣れてくる
まで少々時間を要するかもしれませんが、継続することで経
験値を上げていければと思います。ご協力ください。

とまぁ、この二年間を簡単に振り返ってみましたが、企
画と企画の間にも準備の時間があるわけで、割と引っ切
り無しに動いていたように思えます。
家の事情で活動休止していた一年間のブランクから明け
て、いきなり初代代表の田中さんより「次の代表を頼む。」
という依頼がありました。肩慣らしの意味も含めて、し
ばらく第一線はやめとこうと思っていたのですが、何せ
他でもない田中さんからの頼みなので…。
やるからには全力で動き QajaqJPN, を活性化させない
ことには申し訳が立ちません。そんな思いを軸に頑張っ
た二年間でした。
執行部メンバーも良く協力してくれたと思います。いろ
んなイベントにおいて、ほぼスムーズに事を運ぶことが
出来たのも執行部メンバーのお陰です。特に途中から副
代表代理として相棒となってくれたリバランさんの働き
は目覚しいものがありました。語弊があるかもしれませ
んが、これもまた大きな収穫です。若手を育て次へ繋げ
るのも「伝播」というミッションにおいては欠かせませ
ん。当面、
ＱＪの未来は安泰だー ( 笑 )。
執行部のみなさんには改めて御礼申し上げます。どうも
ありがとうございました。
QajaqJPN, はようやく「世界ステージ」の入り口に立
ちました。これは 10 年前に俺が思い描いていた夢その
ものです。サイドスカーリングもままならなかったあの
頃、いつかグレッグやマリギアックと同じ土俵に立って
やる、そう思いながら練習に励んだ日々が懐かしいです。
この先、我々はもっともっと海外から注目されるクラブ
になっていくことでしょう。期待に答えられるよう、精
進を怠らないようにしたいものです。

・SOF ワークショップ
小川原湖自然楽校主催のワークショップに講師として参加
しました。改めて人に作り方を教える難しさを痛感した次
第です。しかし、その分収穫もあり、次に控えるアルゼン
チンおよびメキシコの前哨戦としては有意義なイベントで
した。

・GUTS2011
北日本ブロック主導の GUTS。リバランさんの
「イベント魂」
が炸裂！ ほんっとに完璧な采配でした。ゲストはヘレン・
ウィルソン。まさかあんなにノリが良いとは思いませんで

いつも風呂敷ばかり大きくて危なっかしい代表でした
が、みなさんの支えでなんとか大任を終えることができ
そうです。二年間本当にありがとうございました。とて
も楽しく充実した日々を送ることができ満足しておりま
す。これからも QajaqJPN, を盛り上げるために心血を
注ぎますので、どうぞよろしくお願いします。
また近いうちに海でお会いしましょ！
伊東英一

2012 年 QajaqJPN, が早わかり ?!

by Eiichi Ito

http://www.qajaq.jp/

