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4 月 11 日・12 日
合宿：第 1 回館山春合宿：千葉県館山市の北条海岸で開催 参加 18 名
内容：ロール講習（講師：スキルのあるメンバー）、講演（ソルティーズの山本
高沢進吾氏による「アラスカ極北の暮らしと伝統的クジラ漁」）

勉氏による「カヤック遠征記」、

6 月 20 日・21 日
合宿：第 2 回笹川流れ合宿：新潟県村上市の笹川流れで開催 参加 20 名
内容：ロール講習（スキルのあるメンバーが講師となる）、カヤックツーリング、講演（Qajaq JPN, 伊東氏（二代
目代表）による「海外イベントの実際と海外ロール講師経験談」、魚住三代目代表による「グリーンランドス
タイルのカヤッキングのための道具」）
10 月 10 日〜 12 日
海外講師遠征：スペインでグリーンランドスタイルのカヤッキング普及のため、2014 年の北海道全国大会にスペ
インから来日して参加した Fernand 氏の招きで伊東二代目代表を講師として派遣
内容：ロール講習、講演「History of Qajaq JPN, 」「How to build a skin-on-frame Kayak」
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11 月 21 日〜 23 日
全国大会：GUTS2015：千葉県館山市の北条海岸で開催 参加 25 名
内容：1 日目 ロール講習（講師：スキルのあるメンバー）ハープーン（投擲）体験、講演
（Qajaq JPN, 伊東二代目代表による「スペイン・ロール講師遠征談」）
2 日目 Qajaq JPN, 総会、ロール競技会、講演（荻原佑介氏による「北極紀行記」）
3 日目 短距離ポーテージ・レース（カヤックを担いで運搬する区間があるレース）

東日本ブロック
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笹川流れ合宿 2016
東日本ブロック 大澤 博之
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やっくん

MEMBER INTERVIEW
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舞田仁司さん
QJ 副代表

東日本ブロック
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館山春合宿 2016
東日本ブロック 小松 孝嘉（koma.）
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2016
4 月 16 日・17 日
合宿：第 2 回館山春合宿：千葉県館山市の北条海岸で開催 参加 21 名
内容：ロール講習（講師：スキルのあるメンバー）、ハープーン（投擲）体験、講演（嶋崎亮介氏による「Greenland の旅」）
6 月 18 日・19 日
合宿：第 3 回笹川流れ合宿：新潟県村上市の笹川流れで開催 参加 26 名
内容：ロール講習（スキルのあるメンバーが講師となる）、カヤックツーリング、講演（Qajaq JPN, 魚住代表によ
る「スキンカヤック製作方法」）
9 月 17 日〜 19 日
全国大会：GUTS 10th 2016 千葉県館山市の北条海岸で開催 参加 31 名
内容：1 日目 ロール講習（講師：カナダから James Manke 氏を招く）、ハープーン（投擲）競技会
２日目 Qajaq JPN, 総会、ロール講習、ロープジムナスティックス体験、講演（James 氏による「グリー
ンランドチャンピオンシップ参戦記」）
3 日目 ロール競技会
11 月 23 日〜 27 日
講習：第 1 回 Qajaq 製作講習：小川原湖自然楽校で開催 参加 3 名
内容：グリーンランドスタイルのスキンカヤックの製作講習の 1 回目自艇製作に３名が参加。5 日間の製作でほぼ
1/3 まで作る。第 2 回は 2017 年 2 月〜 3 月に開催予定
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organization
AND MEMBER

NEW MEMBER
【新メンバー】

【執行部】

総代表

魚住 光治

北海道ブロック代表

竹瀬 勝博

副代表

舞田 仁司

東北ブロック代表

相馬 孝

会

桑原 真由美

東日本ブロック代表

古谷 公一

副代表

奥山 順子

計

2015 年入会

13 名

東北ブロック

東北ブロック

村田 恵

南日本ブロック代表

平良 敬

海外ブロック代表

Sachiko Dhabolt

石井 博道
古谷 公一

高沢 進吾

川原 純一

根本 基

前川 永久

村上 義

大澤 博之

小野 康子

7名

東北ブロック

South
Japan

Eastnorth

荻原 佑介

10 名

南日本ブロック

天野 博之

Guts 2nd@futtu(2008.Nov)
Guts 3rd@futtu(2009.Sep)
SuperGuts @futtu(2013.may)
Guts 2015@tateyama(2015.Nov)
Guts 2016@tateyama(2016.Sep)

Guts 2010@osaka(Oct)

阮劍安（Simon Juan）

高山 明

Guts 2011@aomori

（九州、沖縄）

海外ブロック

長谷川 喜子

Hokkaido

（関東、甲信越、北陸）

南日本ブロック

目黒 進

北海道ブロック 7 名

東日本ブロック

奥山 順子

斎藤 聖治

51 名

峯岸 真弓

東日本ブロック

Guts2014 @hokkaido(2014.Sep)

東日本ブロック

７名

小田原 紫朗

西日本ブロック代表

East
Japan

2016 年入会

天野 宏美

Guts 1st@izu(2007.0ct)

西日本ブロック 7 名
Guts 2012@okinawa(Nov)

（中部、近畿、中四国）

West
Japan

ブロックメンバー分布図
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Over
Sea
海外ブロック

4名

( アメリカ、カナダ、シンガポール、台湾 )

2016.10.30 現在 86 名（人数は総代表、ブロック代表等を含む）
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東日本ブロック
春季合宿
会場：館山市北条海岸
宿舎：みよし交流館
期日：4 月 16 日（土）
・17 日（日）の二日間
東日本ブロックでは一昨年 2014 年春の三浦半島諸
磯でのロールイベント（合宿とは銘を打てなかったが）
に始まり、2015 年春季合宿に続いて 2016 年も春季
合宿を下記により執り行いました。
会場も宿舎もお定まりの場所で（これで三度目、
）準
備手配も手慣れたものでした。
これには QJ̶member 会費の増額により、これまでの
イベント開催にあたり主催者の収支目論見のストレスが
軽減されたことも気分を明るくし前向きになれたことが
大きかった。
ス ロ ー ガ ン も 昨 年 の「Get One!」に 続 い て「Get
Next one!」と 一 つ 欲 張 り、Qajaq̶life に 不 可 欠 な
Greenland̶Roll 技術の習得をテーマに、勿論新規メ
ンバー獲得の下心も有って昨年に続いて Qajaq JPN̶
メンバーのみならず広く参加を募った。
この広報には QJ̶mailing の他に Face Book をフ
ルに活用させて頂き、利便性とその力に改めて気づかさ
れました。
参加者は総数 24 名
（台湾から Juan Chien 氏が参加）
、
内女性が 4 名と昨年 2014 年の 22 名を上回り当初の
目論見はほぼ達成できました。
初日朝のミーティングの後、伊東氏による Greenland̶
Qajaq の紹介、魚住氏の Greenland̶Roll デモンストレー
ションと進み、あらかじめ参加者に申請して頂いた
「Get Next one!」に従いクラス分けして前屈系 storm
roll は伊東氏、レイバック系 standard roll は魚住氏と
小松が担当し、陸上でのレクチャーに続いて海上での実
技講習へと進みました。

北条海岸に集合
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笹川流れ
合宿
嶋崎亮介氏（Greenland の旅）
講師一人に受講者が 6 人〜 7 人となり、理想のマ
ンツーマンには程遠く受講者の方にはご不満もあった
かと思います。慢性的な講師不足と指導マニュアル整
備の必要性は今回も痛感した次第です。
他には魚住代表の肝いりで、ハプーン投げの体験
レッスンも実施され、陸上からでしたがその難しさを
実感された方々もおられたでしょう、海上の Qajaq
からではさぞやと思いやられました。
夕刻にはそれぞれに入浴などを済ませ、奥山さん公
一さん他は食料、飲み物の買い出しをして、移動。
宿舎の厨房では奥山さんを中心に有志の方がたは夕食
の準備に勤しんでくださいました。
同じ頃、
会場でテーブルを囲んでいる方々も居られ、
既に缶ビールを、プッシュ！！プッシュ！！
『乾杯！カンパイ！』の声が高らかに響いておりまし
た。その後の様子はご想像の通りで、
・・・。
従ってその日の夕刻から夜中のことは、筆者の貧脳
には一切記憶されておりませんのです、
・・・はい。
お許し下さいませ。
今回も経験の少ない方がたに目標のロールをゲット
された方が何人も居られました。
特に女性の方がたの進歩の速さには驚かされまし
た、体幹の柔軟性が男どもとは違い格段に優れている
のでしょう、羨ましい限りです。
『うつし世の七十有余年、男はもう飽きた、来世は
女に生まれて来よう！』と、想う呆けなのでした。
（文責：koma.）

会場：新潟県村上市桑川集落弁天岩
期日：６月 1８日（土）・1９日（日）の二日間

6 月１８日（土）から１９日（日） の日程で taka-p
さんの地元である 新潟県村上市笹川流れの桑川集落弁
天岩にて、ＱＪの恒例イベントになりつつある第二回笹
川流れ合宿が開催された。
日程はこうなっているが、１７日の夜から前入りされ
た面々は盛り上がっていることは言わずもがななので、
ご想像にお任せするとして…
１８日当日には総勢２５名のメンバーが遠方〜近距離
よりご参集頂き、基本編・前屈道場とクラス分けを個々
人で選択して貰い合宿が始まった。
１０時から１２時まで海上で実技を学び、１３時過ぎ
から１５時まで復習でまた実技をして、一人ではとても
やっていられない時間を水の上で過ごした。
講師陣・参加メンバーの熱気が刺激となり、いつも以
上のパフォーマンスを発揮された人も多いのではない

か！？（自身がそうであった！）
夕食の前にはトラディショナルなスキンカヤックについ
て魚住総代表に講師をお願いしてパワーポイントと本、
作成中のフレームを用いて座学が行われた。
１９日最終日はショートツーリングで笹川流れの自然
環境をお楽しみ頂いた。
【合宿】と言うからには、ご参加頂いた皆様に技術や
知識の向上を目指してスケジュールを組んではみたが、
楽しく技術向上出来る場となっていれば主催者としては
幸いである。
来年の日程は決まってはおりませんが、多くの方々のご
参加お待ちしております（♥）。
文：大澤 博之

ロール講習
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GUTS2015
日程：2015 年 11 月 21 日～ 23 日
場所：千葉県館山市・北条海岸

【参加】 25 名
【内容】
1 日目 ロール講習
ハープーン（投擲）体験
講演（Qajaq JPN, 伊東二代目代表による「スペイン・ロール
講師遠征談」
）
2 日目 Qajaq JPN, 総会
ロール競技会
講演（荻原佑介氏による「北極紀行記」
）
3 日目 短距離ポーテージ・レース（カヤックを担いで運搬する区間
があるレース）

年に一度の全国大会！
2 回目となる Qajaq JPN, 総会やロール講習・競技
のみならず、ロープ・ジムナスティックス体験・ハー
プーン（銛）投げ体験・ポーテージ・レースなどなど、
盛りだくさんでした！！
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GUTS2016
日程：2016 年 9 月 17 日～ 19 日
場所：千葉県館山市・北条海岸

【参加】 31 名
【内容】
1 日目

ロール講習（講師：James Manke 氏）
ハープーン（投擲）競技会

2 日目

Qajaq JPN, 総会
ロール講習
ロープジムナスティックス体験
講演（James 氏による「グリーンランドチャンピオンシップ
参戦記」
）

3 日目

ロール競技会

年に一度の全国大会！
なんと記念すべき１０回目！！
カナダから James

Leg Drive Manke 氏を迎

えて充実した講習とロール競技会！
定例の総会とロープ・ジムナスティックス体験など
などハープーン（銛）投げは初の海上競技を実施し
ました。
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だけど、翌日大変な事に気付く。" 入らない！ " 角度が合
わず、ガンネルの穴にリブ材が差し込めないのだ。すでに
冷え固まってしまっている。" あ〜あ。どうしょう。心も
折れちゃうよ〜"

続

6 番目リブを 4 番目リブに入れ替え、えーと、14 番目リ
ブの方が合うかな？みたいな感じで、シャッフル。煮直し
をして、広げたり曲げ直したりしたけれど、一度固まった
リブ材は、なかなか上手く出来ない。どーしても合わない
4.5 本は、改に曲げ直しをした。
なんとか出来上がり‼
個性豊かな形のリブ達。リブとキール、リブとチャインの
間はすき間だらけ。でも、
大丈夫。スペーサーを入れて調節。
実は、この前にリブ材の煮曲げをしているんです。その時
は、思うように曲がらず、すべて折れてしまった！！ 1
年以上、水にリブ材を漬けすぎた為に、すっかり油分が抜
け、カサカサのリブ材になっていたのです。
繰り返す失敗も、また考えやり直せるのが手作りの良さ。

鈍行列車はゆっくりのんびり、
しかし、決して止まらずに進んでいます。
私にとっての最大の難所は " リブ曲げ " でした。
だって、木を曲げるんですよ！？
ガスコンロの 1.5 倍位の細い長方形の特製鍋にリブ材を煮
る事 20 分。まずはカタツムリのようなアールの型に沿わ
せながらゆっくり慎重に曲げていく。丸みを調節する為

でも、材を無駄にしてしまった事を反省したのでした。
後日、浮くかどうか？ラップテストをしました。

さあ、これから帆布張り！
まだまだ鈍行列車はゆっくりと進んで行
くよ。
やっくん

に、イスの背に押し当ててみたり、床に当てて踏んでみた
り、あの手この手で試行錯誤。もたもたしているとリブ材
が冷めて曲げにくくなる。もう一度煮て曲げ直し。ちょっ
との力加減で折れてしまう。ささくれてしまう。前後左右
の形がガタガタながらも、なんとか 19 本曲げ終わった！！
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QJ インタビュー

QJ interview
文＝芳地直美

TEXT BY NAOMI HOCHI

Vol.1

まいだ

獣の匂いがすると思うと鯨がすぐそばで潮を吹く、と

うな状態になりました。これがさらに海にのめり込む

いうことがごく普通でした。ホエールウォッチのボー

きっかけになりました。

トがその潮をみて寄ってくるのですが、その頃にはク
ジラは尾を大きく上げて潜ってしまう。カヤックの優

●サラリーマンをしながら、カヤックを続けていたのですね

位性を感じました。シャチにも何度か遭遇し、これは

週 末 に は、野 営 ツ ー リ ン グ も す る よ う に な り、ボ イ

少し怖かったですが。また漕ぎたいですね。復路にバー

ジャー 415 で伊豆や紀伊を漕ぎました。艇長 415 ㎝で
海を往くのは結構大変で、それゆえ面白くもあったの
ですが、海に適したエルズミア 530、ウォーターフィー

ひとし

舞田仁司さん
HITOSHI

くっきり見える海底の上を、宙に浮いて漕いでいるよ

MAIDA

ルドのバランスタッチ 3 分割艇、フェザークラフトの
大学時代から冒険の魅力に憑りつかれ、自作の Qajaq を颯爽と
操り海を漕ぐ、ただいまシンガポール駐在中の greenlander
mk2 こ と 舞 田 仁 司 さ ん。「自 作 サ バ イ バ ル 男」で お な じ み の
Qajaq JPN, 副代表の舞田さんに、グリーンランドスタイルの魅
力をうかがった。

●小さな頃から野外で遊ぶのが好きだったのですか？

調査のようなものが流行りで、クルド人独立運動中の

1970 年に東村山市で生まれました。自宅の脇が森、父

トルコ東南部国境付近に単独でしばらく滞在してみた

が登山好きということもあり、小学生の頃は家族で秩
父や奥多摩の山を登ったり、同級生と多摩湖周辺の原
生林で野宿したりしていました。中学生になると、一

り、同期部員でアメリカにフリークライミングに行っ
たりしていました。西表島で、採取食料で自給しなが
らオオヤマネコ ( ヤマピカリャー ) を探す、など、海と

たはずですが。
シーカヤックは、
80 年代末に知りました。ICI 石井スポー
ツのカタログ誌「The Earth」の記事で、米国でのアウ
トドアアクティビティーとして紹介されていて、これ

たようです。氏の「シーカヤッキング」はほぼ唯一の、

カサラノと乗り換えて行きました。

貴重な参考書でした。そして、どうしても気になるの

●いまのようなスタイルになったのはいつ頃からでしょうか？

航海です。本を書いてほしい。

ボイジャー 415 で漕いでいる頃から、ジョージ・ダイ
くっきり見える海底の上を、宙に浮いて漕いでいるよ
ソン氏の「宇宙船とカヌー」や「Baidarka: The Kayak」
うな状態になりました。これがさらに海にのめり込む
等の書籍を通じて、トラディショナルカヤックへの関
きっかけになりました。
心は持ち始めていました。「フラム豪」北極探検関連の

書籍に登場するカヤックなども再認識しはじめました。

●サラリーマンをしながら、カヤックを続けていたのですね

洲澤さん指南によるスキンカヤック製作の記事が「カ
週ヌーライフ」
末 に は、野 営
ツ ー リ ン グ2000
も す年
るよ
に号、
な り、ボ
イ)。
誌に出たのが
( 冬う24
春 26 号
ジャー
415
で伊豆や紀伊を漕ぎました。艇長
415
㎝で
2001 年にバランスタッチを発注した頃には、もうグリー

がエドジレット氏のバハ・カリフォルニア〜ハワイの

●帰国後に Qajaq つくりをはじめられたのですね

Christopher Cunningham 「Building the Greenland
Kayak」を一気読みし、帰国後の製作を決めました。現
物合わせで製作する、ということが腑に落ちたこと、
当時は東村山の自宅に戻っており、製作場所と保管場

inter
view
所のめどがついていたことが大きかったです。

ルドにすることはなかったです。93 年 2 月にゴムボー
トで釧路川を下ったのですが、当時世話になった北見

ルドのバランスタッチ
3 分割艇、フェザークラフトの
ていて、一体もののリジット艇は無理でした。

技量に懸かっている、というのが私にとってのカヤッ

在住の OB やその友人がカヌーやカヤックを持っていま

カサラノと乗り換えて行きました。

●カヤックを始められたきっかけはなんですか？

います。80 年代半ばですかね。まだカヌーと言ってい

時は全く気づきませんでしたが、ジョン・ダウド氏だっ

●Qajaq の魅力を教えてください

の関わりがある遠征もしましたが、海そのものをフィー

や、
「怪しい探検隊」のテレビ放送のちょっと前だと思

婦に話しかけられ、しばらく立ち話をしました。その

海を往くのは結構大変で、それゆえ面白くもあったの
ンランドスタイルのカヤックに惹かれていて、スパロー
ですが、海に適したエルズミア
530、ウォーターフィー
ホークの購入も考えたのですが、まだ社員寮で暮らし

人で丹沢近辺を野宿登山もしていましたね。

カヤックを知ったのは野田 知佑氏のチキンラーメン CM

ガス島に上陸して泊まったのですが、この時初老の夫

基本的にソロでしか漕ぎません。すべて自分の判断と

キングの魅力です。市販艇ではなく自作艇で漕ぐと、

した。ちょうど流氷が着岸した網走に連れて行っても

●グリーンランドスタイルに向かったきっかけはなんですか？

その魅力はさらに増します。低ボリューム Qajaq では、

らい、カナディアンやカヤックで流氷の中をちょっと

2003 年にカサラノを購入して、今も使っているグリー

野営ツーリングに行くにしても、装備を最小化し、積載・

だけ漕がせてもらった。これがカヤック初体験です。
●カヤックの歴史を教えてください。

1994 年、トラブル対応で結構な額の深夜残業手当が出
たので、ファルホークのボイジャー 415 を買いました。

ンランドパドル ( クラトワ ) を使い始めてからは完全に
グリーンランド系に向かうことになります。当時、上
野の OD BOX でグリーンランドカヤック関連の書籍や

ビ デ オ が 入 手 可 能 で し た。H.C.Petersen 氏 の

取り出し方法も工夫しなければなりません。体重移動

で前後の浮力を調整することができるローボリューム
の Qajaq だと、スターンを水中に食い込ませてスケッ
グ効果を出すこともできます。

はじめは名取川の河口部や猪苗代湖等の湖で漕いでい

「Qaanniornermut ilitsersuut(Instruction in Kayak
●いまのようなスタイルになったのはいつ頃からで
Building)」等の書籍やロールのビデオを買い集めまし

●今まで作った Qajaq の材料入手で苦労したことや製作期

たと思います。

ましたが、洞爺湖の中島を一周したときに風の影響で

た。
しょうか？

間は？

●大学時代は探検部だったのですね

寮から海が近かったので、七ヶ浜から奥松島のあたり

はなかなか面白そうだな、と。ポール・カフィン氏が
日本一周したのが 1985 年ですが、記事には出ていなかっ

普段は沢登りや登山、山スキー、春・夏休みに海外遠
征する、という生活をしていました。当時は少数民族
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操船に非常に苦労したことからラダーを購入しました。
を頻繁に漕ぐようになりました。牡鹿半島の金華山周
辺で激しい雨と風に見舞われ日没後も漕ぐ羽目になっ
たことがあります。月光が海面に反射せずに透過し、

現在製作しているのは 9 艇目で、Mk9 と呼んでいます。

●2004 年にはカサラノでバンクーバー島を漕ぎに行ったとか

工芸品を作るわけではないので、普通に入手できる高

2004 年の秋に、カサラノを持ってバンクーバーに遠征

品質なエポキシ接着剤を使えば、短材を継いで長くす

しました。Toﬁno から Hot Springs Cove まで往復 2 泊。

ることもできる。帆布や塗料も通販でも入手可能です
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し、何より良い工具が日本は簡単に手に入ります。一

●どのロールスタイルが好きですか？

艇目は、製作開始から進水まで 9 か月掛かりました。

パドルを使った、無理なスタイルのロール ( ビハインド、

inter
view
最短の製作期間は 2 か月弱だったと思いますが、週末
のみ作業ですから、フルタイムでやれば 5 日間もあれ
ばできるのではないでしょうか。そんなに急いで作っ
ては全く面白くないですからね。

●Qajaq の用品まわりの製作もされていますね。

リブ位置やビームのホゾ穴の墨付けは、艇のサイズが

変わっても同じで良いので、冶具 ( テンプレート ) を作っ
て手間を省いています。リブ穴の墨出しもいちいち物
差しで測るのも面倒なので、ドリルホールの位置をマー

キングするための冶具をガンネルの厚みに合わせて作
ります。リブ曲げには、一艇目の Masik を作る際に出
たアールのついた端材を、曲げ位置決めと曲げの際の

クロス、バーチカル等 ) が好きです。全て完璧にマスター
したいです！

●シンガポールの生活はいかがですか？

カヤックにはあまり乗れていません。Qaanaaq の 5 分

割艇を作ってもらいましたが、残念ながらロール練習

位です。漕げる場所が限られている上、すぐに国境を
越えてしまうので長く漕げず、どうにも面白くないの
です。雨季には豪雨強風と雷が突然襲ってくるのであ
まり漕ぎたくない。逆に乾季には、Haze という煙害が

ひどくて外出する気にならないこともあります。マレー

シアまで車で行って野営ツーリングしたことがあり、
これはそれなりに面白かったです。食べ物は、ホーカー

ガイドとして使い続けています。アノラックはカラー

と呼ばれるところで、ローカルフードを摂ることが多

リット語の annoraaq が語源です。一着目は帆布で作り

いです。中華系、インド系、マレー系といろいろ選べ

ましたが、生地自体の摩擦で穴が開くので、補修が面
倒でした。それでも 10 年使いましたが、二着目ではよ

り柔軟な素材を使うことでこの問題は解決したと思い
ます。本当は皮革で作りたいのですが、まだ実現でき
ていません。

ますが、基本的に油多用の料理が多いですよ。ローカ
ルの魚を干物にすることにも挑戦しています ( 笑 )

グリーンランドスタイル

カヤック
製作講座

●ずばり、グリーンランドスタイルのカヤックの魅力とは？！

市販艇ではなく自作艇で漕ぐと、カヤックの魅力はさ
らに増します。低ボリューム Qajaq では、野営ツーリ
ングに行くにしても、装備を最小化し、積載・取り出

●Qajaq JPN, の大会の中で、心に残るのはどの年度の大

し方法も工夫しなければなりません。快適とはいいが

会ですか？

たく、いろんな意味でマージンも少ないのですが、そ

どの大会も思い出深いですが、あえて言えば初参加の

れこそが魅力なのです。

GUTS 2007( 伊豆 中木 ) です。
グリーンランドロールのビデオで見た、マリギアック
氏と直接会うことができましたし、初めて開催された
ロール競技会だったので。本物のチュイリックを触る
こともでき、帰宅後すぐにチュイリックを作り始めま
した。2013 年の SUPER GUTS も思いで深い。自作の
Qajaq や Norsaq, Unaaq が、まがい物ではなく本物と認
識してもらえたのはうれしかったです。
やはりグリーンランドからの人、直系の技術や本物と
接することができた大会に勝るのものはないです。

芳 地 直 美
NAOMI HOCHI
瀬戸内海・小豆島出身。主にアウトドア
雑誌に寄稿するライター。T バランスで
空を眺めるのが好きだがロールは練習
中。千葉県在住。舞田さんとは同い年で
大学時代も同じ探検部。

QJ interview
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主催 ：QajaqJPN, 東北ブロック
主管：小川原湖自然楽校

第 1 回グリーンランドスタイルスキンカヤック製作講座 報告書
主催：QajaqJPN,東北ブロック
主管：小川原湖自然楽校
今回の講座は、メインフレームの製作に掛かるワークショップと、自艇製作を目指すコースに分かれていまし
たが、ワークショップに参加者がなく、自艇製作に３人の参加者がありました。自艇製作は今回だけでは終わ
らないため、都合３回ほどの予定となります。
材料の切り出し

ビームとウェーブの墨出し

１１月２３日（水）
１日目：１５時頃を目安に参加者が集まり講座が始まりました。今回の講師は、東北ブロック代表の相馬と、
ＱＪ前代表の伊東氏によるサポートです。材料となる樹種は、ほとんどを青森ヒバで揃えました。参加者は東
北ＢＬから佐藤さん、東日本ＢＬから古谷さん、奥山さんの３名です。乗り手によってサイズや形状が異なるた
め、まずは自分の乗りたいカヤックのイメージを持ってもらい採寸します。長さの基本は身長の３倍若しくは３
尋で、自分の体のサイズが自分の乗るカヤックに反映されます。横幅は腰の両脇に拳を足した分となります。
あとはガンネルの角度でソリの具合（ロッカーの有無）、これで概ね形状が決まります。この先は材料の切り
出しから製材までを古谷さんに加工してもらいました。今回の組み立てに関しては、初心者、上級者が混じり、
各人の思いと照らし合わせて三者三様のスタイルになりました。奥山さんはガンネルがストレートでビームを
ダボ止め、佐藤さんはガンネルの上面ウェーブでビームをダボ止め、古谷さんはガンネルが幅広で上面ウェ
ーブのビームをホゾ組みになりました。各人のガンネルの角度と長さが違うので、組み合わせた仕上がりが
楽しみです。まずは既存のＱａｊａｑに試乗してイメージを膨らませ、各人の身長から艇の長さを決め、ガンネ
ルの角度からロッカーの有無を決ました。奥山さん、佐藤さんはガンネルにビームとリブの箇所の墨出しをし
て初日を終えました。講習会の初日ということもあり、差し入れしていただいた日本酒などで夜は大いに盛り
上がりました。差し入れしてくれた新潟の大澤さんありがと～！

集まってきた酒たち

いじられている伊東さん

１１月２４日（木）
２日目：今日からは三者三様、各人ごとに形状も行程も分かれるので、それぞれの報告になります。夕方
日の入り時刻に合わせて、小川原湖の夕焼けを皆で見て息抜きをし、夜はウエルカムということで、三沢の
食と酒を市内の居酒屋で楽しんでもらいました。
奥山さん：ガンネルの先端部分をカットして、ガンネルの角度を調節して組み合わせました。ソリの具合（ロ
ッカー）が良くわかり、カヤックのイメージが見えてきました。この後はけがきに沿ってビームの取
り付けをしました。ビームの取り付けはダボ打ちによる固定です。
佐藤さん：フットブレースの位置を最確認して、ガンネルの上面にウェーブを付け、ジグソーで切り落とした
後はやすりで仕上げました。
古谷さん：終日材料の切り出しをしてもらいました。

艇の長さ決め

ガンネルの角度測定

ガンネルの上面ウェーブ

ビームの取り付け

ガンネル上面の加工

材料の切り出し

小川原湖の夕焼け

ガンネルの先端部加工

ガンネルの墨出し

市内の居酒屋で

噂のゴボウタワー

Ｊａｍｅｓ差し入れコーヒー
１１月２５日（金）
３日目：古谷さんにお願いしていた材料の切り出しも終わり、夕方には３人とも製作に掛かることが出来ま
した。作業の合間にはＱｕｔｓで来日したＪａｍｅｓ差し入れのコーヒーを頂きリラックスです。サポートに入って
いた伊東氏が夕方で帰ることになり、この３日間貴重なアドバイスを頂き、ありがとうございました。
奥山さん：ビームの取り付けが終わり、リブ取り付け用のホゾ穴加工も終わりました。順番が逆になりました
が、リブ取り付け用のホゾ穴加工はビーム取り付けの前の作業です。
佐藤さん：リブ取り付け用のホゾ穴加工も終わり、ガンネルの先端部分をカットして、ガンネルの角度を調
節して組み合わせました。
古谷さん：材料の切り出しも終わり、自艇の製作に取り掛かりました。まずはガンネルの墨出しからです。

ガンネル加工図

リブ用ホゾ穴加工

伊東さんを囲んで

１１月２６日（土）
４日目：三者三様に製作に取り掛かりました。目指すはデッキ部分の完成です。
奥山さん：ガンネルとエンドピースの傾斜が合うように、テーパー部材をガンネル先端上面に取り付ける。ビ
ーム取り付け後、ガンネル先端部が開かないようにシニューで結わえる。＃４(Ｋｎｅｅ Ｂｒａｃｅ)と
＃５(Ｓｈｉｎ Ｂｒａｃｅ)をジグソーで加工した後に、ビーム取り付け同様にガンネルにダボで固定す
る。前後のエンドピースを切り出し、ガンネルの角度を調節しながら組み合わせ、ガンネルとシニ
ューで結わえて固定する。
佐藤さん：朝から積極的にビーム材を取り付け、＃４(Ｋｎｅｅ Ｂｒａｃｅ)と＃５(Ｓｈｉｎ Ｂｒａｃｅ)の取り付けも終
了する。
古谷さん：ガンネルの成型も終わり、リブ用のホゾ穴墨出しも終わり、ホゾ穴加工に入りました。

ニーブレースの取り付け

ビーム取り付けダボ打ち

リブ用のホゾ穴加工

三者三様

八戸の朝市

(有名？)イカドン

１１月２７日（日）
５日目：奥山さんが本日中に千葉へ戻ることになり、この日が全体での最終日となりました。製作講座だけ
にとどまらず、地元の食や文化に触れてもらうということで、八戸の朝市へ皆で繰り出し英気を養いました。５
日間皆さんお疲れ様でした。
奥山さん：ブレストフックを取り付けデッキ部分の完成です。キールも取り付け、今回はここまでとしました。
佐藤さん：ガンネルとエンドピースの角度を合わせて取り付け、ブレストフックをはめ込むための切欠きを
済ませ、今回はここまでとしました。
古谷さん：ガンネルの前後を固定して、角度だしをしてガンネルを組みました。リブ用のホゾ穴加工も終わ
り、ビーム材をホゾ組みするための墨出しも終え、ビーム材を１本ホゾ組みして今回はここまでと
しました。ホゾ組みの加工はなかなか難しいです。

お約束
ふりかえり
第１回目の製作講座が終了しました。２０１７年５月の「ＳＵＰＥＲ ＧＵＴＳ２」目指して３艇が無事にスタート

キールの取り付け

ブレストフック取り付けの計測

を切れ、今から出来上がるのが楽しみです。本場グリーンランドの作り方をどこまで踏襲するかというのは少
し先においておき、自分の乗るＱａｊａｑを自分で作るところから始まったことに意義があると思います。
組み方にしても日本語の解説書がある訳ではないので手探りの状態ですが、ＱＪ先人たちの経験と知恵を
借りて自分たちのものとして、次へと続く人たちの目安になれば幸いです。

報告者：東北ブロック代表 隊長@相馬

ビーム材のホゾ組み

本講座での終了形

