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執 行 部 紹 介
（２０１４年就任

任期２年間（最長２期）
）

1 年間、この新役員で活動してまいりました。
メンバーの多くのご協力の元、いろいろな活動ができました。
ありがとうございます。
引き続き Qajaq JPN, を盛りあげて行けるよう尽力いたします。
よろしくお願いいたします。

総代表：魚住 光治
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街中ロールデモ！
東北ブロック 戸川 拓馬

東日本ブロック
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東日本ブロックロールコンペ参戦記
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ありがとう
GUTS 2014 北海道

DAY 3
午前中はマリギアックさんのデモンストレーションとレクチャー
細かいテクニックの説明とより専門的なレクチャーを受けることが出来ました。午後は中締めと積丹への移動。

DAY 4
最終日 積丹ツーリング
一言では言い表せませんが、とにかくすべてが素晴らしかったです。

ありがとうＧＵＴＳ２０１４北海道
２０１４年９月２０日〜２３日の４日間で開催しました。
今回のゲストはマリギアックさん。

DAY １
まずはもうおなじみのマワレンジャーショー !!
このメンバーに初めて選ばれた人にとっては相当なプレッシャーになるようですが、それがロール技術の著
しい向上につながるようです。
そのあとマリギアックさんのロールデモンストレーションとレクチャーチャンピオンから直々にレクチャー
を受ける機会はそうそう無いはず。
チャンピオンの技術に酔いしれました。

最後に、この度はＧＵＴＳ２０１４北海道の開催にあたり関係各所
協賛者、協賛企業様、参加者のご協力に感謝致します。
北海道ブロック代表 齊藤幸博（GLT ）

DAY 2
ロールコンペ・ポーテージレース
ロールコンペは各選手、緊張感ある競技を繰り広げました。そのあとはＧＵＴＳ史上初のポーテージレース
迫力のあるレースが行われました、これはやって良かったです。
今回はロールとポーテージの合計得点で競われました。
結果は男子優勝は三上氏の連覇、女子優勝は初参加の三橋氏。実力が結果に反映された良い競技会でした。
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2014 NEW MEMBER

Qaannat Kattuffiat

新 メ ン バ ー 紹 介

2014 年もあらたに Qajaq JPN, にはたのもしい新メンバーが入会してくれました！
そんな変わり者（笑）な新メンバーの紹介です。

Qajaq København

GUTS2014

QAJAQ USA

HOKKAIDO

Qajaq JPN,

2013 Delmarva
Paddlers Retreat

South SoundTraditional
Inuit Kayak Symposium
(SSTIKS) 2012

SUPERGUTS2013
QajaqJPN, VSQaannat Kattuffiat

Guest Eiichi Ito

Guest Instructor Eiichi Ito

雅美 【東日本ブロック】
南伊豆の… 荒削りだけどとっても 綺麗な海が大好き
です♪ 一番好きな場所は、神子元島です♪
ロールは、去年の秋に教わり、冬に突入したため出来
ません。海にまず慣れようと思い… ライジャケなし
で泳げるように練習中です！ q(^-^q)

戸田

清水 清 【東日本ブロック】
カヤックを漕ぎ始めて１０年になりますがツーリングカ
ヤックをメインにしており、これから大いに楽しもうと
思っております。得意技は何もありません。強いて言え
ば「宴会中の船漕ぎ」かな？

1er Simpósiode QajaqArtico
- con Eiichi Ito,Don Beale
Paul Diener,Dubside
Instrutor convidadoEiichi Ito

Over
Sea
海外ブロック

Guts2014 @hokkaido(2014.Sep)

East
Japan

相田 敏 【東日本ブロック】
山や海など自然の中で遊ぶのが好きです。毎年、奄美
大島に行きカヌーキャンプしています！
今回は、知らない世界と人に出会えること楽しみにし
ています。

英司 【東日本ブロック】
シーカヤックを初めて 1 年 4 か月の若葉マークの自分で
すが、この世界の奥の深さを、もっと楽しみたいと思っ
ております。
これからの色々な出会いを楽しみにしておりますので今
後ともよろしくお願いいたします。

廣田

2015 年はどんなメンバーが増えるの

東日本ブロック

Guts 2011@aomori

南日本ブロック

東北ブロック

South
Japan

Eastnorth

かとても楽しみです。みなさんの周りで
トラディショナルカヤックやロールに興
味をお持ちの方がいましたら、ぜひとも、

Guts 2010@osaka(Oct)

吉川
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豊輝 【西日本ブロック】

約 40 年前（20 代の頃）ジャックホルトデザインのディン
ギーを S&G 工法で作って以来、約 7 年前に S&G カヤック
製作 How to 本に出会った後、自作 canoe・カヤックには
まっています。

西日本ブロック
West
Japan

この世界に引き込んであげてください。
新メンバー加入に関しては各ブロック

北海道ブロック
Hokkaido

Guts 2012@okinawa(Nov)

Guts 2nd@futtu(2008.Nov)
Guts 3rd@futtu(2009.Sep)
SuperGuts @futtu(2013.may)
Guts 1st@izu(2007.0ct)

ブロックメンバー分布図
2014.12.31 現在 84 名

のブロック代表にご相談ください！
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Qajaq JPN, 2014 BIOGRAPHY
January

１月

・ＱＪ新役員体制でスタート
・3 日 東日本ブロック 鴨川で初漕ぎ
・11 日〜13 日 西日本ブロック 赤穂牡蠣キャンプ

February

街 中 で ロ ー ル デ モ！

2月

・2 日 北海道ブロック 洞爺湖雪中ロール・ミーティング

March

3月

・1 日〜2 日 小川原湖 ＩＣＥ ＣＡＭＰ（東北ブロック 戸川さんのリバランイベント企画）
・7 日 ジェフリー（田中望さん）他界
・23 日 北海道ブロック 洞爺湖雪中ロール・ミーティングⅡ

April

4月

・13 日 東日本ブロック 千葉：G-BASE でスキンカヤック 8 艇乗り比べ祭り
・27 日 北海道ブロック 雪解けロール・ミーティング

May

5月

・3 日〜5 日 東日本ブロック 多々良浜キャンプ
ユハースさんのカナダ遠征報告
・11 日 北海道ブロック 積丹美国ツーリング
・24 日〜25 日 東日本ブロック 三浦諸磯でブロック大会
・25 日 北海道ブロック 洞爺湖お花見ロール・ミーティング

June

July

6月

・9 日 北海道ブック 洞爺湖ジンギスカンロール・ミーティング
・15 日 東日本ブロック 富津岬でロール練習
・15 日 北海道ブロック 積丹美国ツアー

7月

・7 日 北海道ブロック 豊浦カヤックサーフィン
・27 日 東日本ブロック 富津岬で子供会カヤック体験会のお手伝い

August
・8 日

8月

東北ブロック 戸川さんが三沢市内のお祭り
三沢まんぷく祭りで仮設プールを作り、街中でロールを披露

September

9月

・20 日〜23 日 ＧＵＴＳ２０１４北海道
マリギアック氏 ７年ぶりの来日
ロールデモ・ロール講習・座学・ロール競技ジャッジなどなど
舞田さんのラップスキンカヤック再登場
ロール競技と初のポーテージレースを敢行
北海道ブロック三上チャンプが連覇

October

１0 月

・5 日 北海道ブロック ＧＵＴＳ反省ロール・ミーティング
・11 日〜12 日 東北ブロック山本さん・赤坂さん、東日本ブロック小松さん・清水さん
「三陸シーカヤックマラソン in 宮古」に参戦
清水さんがシニア部門で二位！、赤坂さんがタンデム部門で優勝！
・25 日〜26 日 東日本ブロックメンバーが館山シーカヤックマラソンのレスキュー隊に
お手伝い参加
東北ブロック赤坂さん参戦 10km レース部門で二位！

８月９日（土）に三沢市中心街のスカイプラザ前の
広場にて『まちなかカヤック体験』というブースを出
させていただきました。小川原湖そして米軍基地のあ
る町・三沢市でもっとも人が集まる場所です。
このイベントは三沢市が主催する『まんぷく祭り』
というものでした。３×５ｍ・深さ６０cm の特製プー
ルをつくっていただいて、イベント来場者に方にカ
ヤックに親しんでもらう趣旨です。
子どもから大人まで、はじめてのカヤックを体験す
るかたがほとんどでそれだけでも大成功。
ただそれで終わるわけにはいかないので、持参した
チュイリックを着込んで、ロールデモをおこなったの
です！ 写真がなぜかなく動画のみありました。よろ
しければ YOUTUBE（下記参照）を御覧ください。
ついでにロール講習もおこないました。私たちのス
タッフの女性を無理やり（爆）着替えさせ、この特製
プールでロール講習です！
こちら（⇩）の女性はなかなかセンスがよく、この
とおりバランスブレイスをしっかり習得。スタンダー
ドロール、ハンドロールとまぐれでできました。
そしてこちら（⇨）の女性はカヤックはこれまで何
度も乗っているのですが、ロールは初挑戦。なんども
果敢に挑んでくれました！
このイベントがキッカケでこのあと 11 月には、私
の住む八戸市の中心街でもまた特設プールを製作して
いただき『まちなかカヤック体験』をやらせていただ
きました！ もちろんロールデモも！
ロールデモの注目度はバッチリです！ いつか渋谷
か銀座のど真ん中でロールデモができることを夢見て
います！
東北ブロック 戸川 拓馬（リバラン）

スカイプラザに登場！ 特製プール！

カヤック体験中！

まんぷく祭でテンプク祭 ?!
おまけ！
三沢市のヒーロー
” 海鮮野郎 ホッキーガイ”
にもカヤックレクチャーを
させていただきました。
⇩

街中でロールレクチャーです！

トラディショナル・カヤッキング情報
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・やっくん、kei さんがスキンカヤック製作中
・石川さんスキンカヤックのスキン張替え中
・魚住がスキンカヤック改造・進水
・WATER FIELD KAYAKS 社のカナックがアメリカで販売開始、さまざまなカナックが 5 分割化
・2013 年のＳＵＰＥＲ ＧＵＴＳに講師で来日したジェームスが本家グリーンランドのチャンピオンシップで活躍

このプールで余裕のバランスブレイス！

https://www.youtube.com/watch?v=vMbfyR9t3tI
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2014 怒涛のイベント制覇
GUTS2014 北海道〜小川原湖漕ぎ大会２０１４〜
三陸シーカヤックマラソン in 宮古〜館山湾シーカ
ヤックマラソン
これらの 4 つのイベント、2014 年の 9 月から 10
月に行われたものです。
北は北海道から南は千葉の南房総まで、ちょうど
南下していくように開催されました。
Qajaq JPN, のイベントはご存知、洞爺湖で行われ
たＧＵＴＳ２０１４だけですが、これら 4 大会全て
に参加されたＱＪメンバーがいらっしゃいます！
それが、奇遇にもなんとお二人も !!
まさか、ず〜と放浪しながら・・・なんてことは
ないですよね（憧）
東日本ブロック代表の koma. さんと東北ブロック
のマコチン !!! また、各イベントには他メンバーも
参加していました〜

小川原湖漕ぎ大会 2014 （9 月 27 日 ・ 28 日）
東北ブロックの前代表、リバラン戸川さんが大会
運営！
10ｋｍのシーカヤックレースには、東北ブロック
からブロック代表・SSJ 坂下さん、マコチン赤坂さん、
ナスマン矢内さん、ラリポン山本さん、東日本ブロッ
クから koma. さんが参戦！！
ラリポン 3 位、マコチン 4 位と活躍！！！

館山湾シーカヤックマラソン （10 月 25 日 ・ 26 日）
記念すべき第一回目の開催

続いてほしいですね。

マコチン赤坂さんが 10ｋｍ部門で 2 位！

東日本ブ

ロックから、前ＱＪ代表 Eiichi さん、まんぞうさん、
koma. さん、kiyo さん、うがちゃん、つよＰ、魚住
がレスキューボランティアで参加しました。

まずは、
ＧＵＴＳ２０１４北海道 （9 月 20 日〜23 日）
講師にマリギアック氏を迎えてグリーンランドス
タイルを満喫しました。
お二人とも出発地は違うもののフェリーで苫小牧
に入りロール競技もレースも燃えた！
三陸シーカヤックマラソン in 宮古
（10 月 11 日 ・ 12 日）
今回で 14 回目を迎えるイベント。震災前のレー
スコースが復活したようです。
東北ブロックからマコチン赤坂さん、ラリポン山
本さん、東日本ブロックから koma. さん、kiyo さん
が参加。
マコチンが 10ｋｍタンデムクラスで 1 位！
kiyo さんが 10ｋｍシニアクラス 2 位！

Koma. さん＆マコチン
2015 年はさらなる伝説を作って下さい！
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2014 怒涛のイベント制覇
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スキンカヤック乗り比べ祭りと製作中スキンカヤック ・ レポート
細くてかっこいいロール艇が作りたい！
意欲満々の作り始め、最初から上手く作ろうなんて思っちゃい
けないのです。
採寸途中なのにスウォードを外してしまった。
すでに数個ビーム材を切っている。
でも大丈夫、やり直せるのが手作りの良い所。
ちょっとだけしょげていた丁度その頃、魚住代表が " スキンカ
ヤック乗り比べ祭り " を開催してくれました。
G ベースにあるスキン 8 艇を順々に、乗り回り心地を味わう贅
沢な体験。手作りの痛くも柔らかい感触。海から出るバウ先端の
美しいラインに惚れぼれ。

乗っているだけで
幸せな気持ちになりました。
午後からは、ちゅうさんのスキン張り講習。想像以上にスキン
を力いっぱい張る事、勉強になりました。
私は今、バウ、スターンピースをカットして、マシック周りの微
調整をしています。
これからやるリブ曲げが楽しみ。
無知な私にみんなが教えてくれる。
その暖かい気持ちがとても嬉しい。
感謝です。

2015 年スキンで漕いで回るぞ！
12

東日本ブロック やっくん
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東日本ブロックロールコンペ参戦記
それは 3 度目の正直であった。
2013 年 11 月 10 日、意気込んで会場の新舞子に到着するも悪天候で延期になり、
翌月の 12 月 8 日は季節もすっかり変わり、持病が発症、泣く泣く棄権し見学だけとなってしまった。
2013 年の東日本ロールコンペは楽しみにしていた「とりあえず初出場」さえ叶わずに撃沈したのだった。
年が明け、春が訪れると朗報が届く。
2014 年の東日本ロールコンペは地元、三浦で 5 月に開催される事が決まった。
振り返ると、SUPER GUTS で G スタイルに接近遭遇し、下手な横好きで回り続けた 1 年間の集大成の様に、この時は思えた。
参戦するに辺り、私の相棒 2005 年カナック 5 分割に体重を合わせ、45 日間で 11kg の減量をした。
コンペ当日は身体がフラフラだったが、喫水線が規定通りバッチリ決まっていたのが、とても誇らしかった。（笑）
競技中、力が入らなかったのも、ぶっつけ本番スパインロール成功の要因だったと思う。（笑笑）
初めてのロールコンペ参戦は目標設定、練習計画など相乗効果は絶大でロールスキルアップには最大の近道だと実感した。
短期間ではあったが「出場から参戦」の変化が私のロールコンペの全てでした。
そして心配していた QJ 都市伝説 の「回り過ぎるとバターになる」は真実でない事もわかったのだ。
いやいや、まだ回り足りないのかもしれない…が、ちょっと休憩。
東日本ブロック 木村ケイ（kei hajama）

ICE CAMP
Lake Ogawar
ICEinCAMP
in Lake Ogawara Vol.03
2014.3.1〜3.2

2014 年 3 月 1 日〜2 日、今回で 3 度目の開催となる小川原湖での『ICE CAMP in Lake Ogawara』
。私、リバラ
ン戸川が個人的に自分の店のイベントとして開催をしています。始めたキッカケはというと、グリーンランド
スタイルカヤックを操る私たちが憧れの地でもあるそのグリーンランドへ足を運ぶことがなかなか難しい。あ
の雄大な氷をバックにロールがしてみたいという思いです。私の住む青森県のここ小川原湖は冬になれば全面
結氷になることが多い湖で、ワカサギ釣りなどでも有名。そんな小川原湖なのですが、一箇所だけ、毎年凍ら
ない場所があったのです。ここなら厳冬期に氷をバックにロールができると確信したのです。企画をした時は
誰がこんな企画にのってくるのかとの思いでしたが、そこに釣られた QJ の面々が毎年いるわけで（笑）
第 1 回から参加は MK2 さん、そして 2 回目は北海道から三上さん＆斉藤さん、さらには Koma. さん、魚住さん、
そして今回も Mk2 さんに魚住さんが小川原湖の洗礼を受けにきてくれたのでした。
実際にどうなのよ？ と思います。気温は 0 度前後。水温は５度くらい。風がなければそんなに厳しくはあ
りません。
ただ風が吹くと一気に体感温度もさがります。水の中のほうが心地いいかも。じつはこの
場所の
深さは 60cm ほど。普通にやろうとすると頭を打ちます。なので前屈必須なわけです。い
か
に頭をこすらずにロールをするか、冷たいのを堪えるためにすばやくおこなうか。とトレー
ニングにはもってこい。ここで素早いロールが身につくのです。ぜひ QJ メンバーなら一度は体験
してみることをオススメします。
イヌイットの気持ちが少しわかってきます。
東北ブロック

戸川

拓馬（リバラン）

今回のメインディッシュのトドの肉。美味しかったです！

魚住代表
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米田（MK2）副代表
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