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3 月 1 日〜 5 日
Qajaq 制作講座：青森県三沢市の小川原湖自然学校が主管した第 2 回目の講座を開催
参加 3 名
5 月 22 日〜 25 日
Qajaq 制作講座：青森県三沢市の小川原湖自然学校が主管した第 2 回目の講座を開催
参加 4 名
5 月 26 日〜 28 日
全国大会：GUTS 11th となる SUPER GUTS2017 を小川原湖自然楽校で開催

参加 29 名

内容：アメリカは Kayak Ways の Cheri & Turner 両氏を講師として招く
1 日目

ロール講習、ロープジムナスティックス体験

2 日目

ロール講習、ロール競技会、座学（Cheri 女史によるロールテクニカル Q＆A）

3 日目

Qajaq JPN, 総会、ロール講習

6 月 17 日
練習会：千葉県の新舞子海水浴場横の笹毛浜でロール練習

参加 12 名

7 月 23 日
ボランティア：千葉県袖ヶ浦市の子供会が開催したカヤック体験会のお手伝い
9月9日
海外講師遠征：伊東氏がサハリンのカヤックグループの招きでロール講師としてトンナイチャへ遠
征。峯岸さんがサポートで同行
10 月 8 日〜 11 日
海外講師遠征：伊東氏がカナリヤ諸島はテネリフェ島のカヤッククラブ

Qajaq Tenerife の招きで

講師として遠征
11 月 4 日
Qajaq 制作講座：伊東氏が真島氏のアトリエ 2 階で第一回目を開催
参加 3 名
12 月 17 日
Qajaq 制作講座：伊東氏による講座第 2 回目を開催
参加 3 名
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ャインの
ことが出

organization
AND MEMBER
【2017 年・執行部】

総代表

魚住 光治

副代表

舞田 仁司

会

桑原 真由美

計

北海道ブロック代表
東北ブロック代表
東日本ブロック代表
副代表
南日本ブロック代表
海外ブロック代表

奥山さん：午前
竹瀬 勝博
相馬 孝
古谷 公一
奥山 順子
平良 敬
Sachiko Dhabolt

の準

た。初
佐藤さん：艇の

ブロックメンバー分布図

の木目
古谷さん：ガン

2017.12.31 現在 77 名（人数は総代表、ブロック代表等を含む）

Guts2014 @hokkaido(2014.Sep)

けるこ

East
Japan
東日本ブロック

北海道ブロック

Hokkaido
4名

48 名

（関東、甲信越、北陸）

南日本ブロック

Guts 2011@aomori

4名

SuperGuts @aomori(2017.may)

（九州、沖縄）

東北ブロック

South
Japan

8名

Eastnorth
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)

Guts 1st@izu(2007.0ct)

西日本ブロック 9 名
Guts 2012@okinawa(Nov)

（中部、近畿、中四国）

West
Japan

Over
Sea
海外ブロック
( アメリカ、カナダ、シンガポール、台湾 )

【新メンバー】
2017 年入会 5 名
東日本ブロック
西日本ブロック
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眞野 玄範
何 鵬
浅尾

淳

南日本ブロック

4名

渋谷 さとし
豊見山 明久

の取り付けが終わったらラップテストをしてもらうように
出来ました。小川原湖は風の向きに合わせて場所を

前中にチャインとリブの結束を終え、午後は角の面取

準備です。西風が強いため、三沢側ではラップテスト

グリーンランドスタイル
初めてのラップテストでバランスや喫水を確認しまし
の深さを決めて、キールの取り付けをしました。あと

カヤック

目が合わず、半分以上は折れてしまいましたがどう
ンネルのホゾ穴加工に手間どってしまいましたが、ガ

製作講座

ことが出来ました。出来上がりは見事です。今回はこ

主催 ：QajaqJPN, 東北ブロック
主管：小川原湖自然楽校
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第２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
２回目の講座は、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、前回に引き続き自艇製作に３人の参加者がありました。見学者もあ
り、地元紙や雑誌による取材も受け、にぎやかに講座を開催できました。
３月１日（水）
１日目：１３時頃に古谷さんと奥山さん、１７時過ぎに佐藤さんが集まり講座が始まりました。今回の講師は、
前回に引き続き東北ブロック代表の相馬です。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。三者三様の進み具合で出来上
がり状態が違いますが、前回の終わった段階での見直しをして製作開始です。奥山さんはキール取り付け
で終わりましたが、艇の深さを見直して、キールラインを持ち上げちょっと浅めにしました。佐藤さんはエンド
ピース固定のシニュー結束が緩んでいたため締め直しから、古谷さんは残っているビームの取り付けに入り
ました。午後には来訪者が１名あり、皆さんの製作工程を見学していきました。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・ワインなどで夜は大いに盛り上がりました。事前に送ってくれたイノシシ
の肉はジャーキーにしていただき、差し入れしてくれた参加者の皆さんありがと～！

リブ取り付け開始

ホゾ組み加工開始

0

キール・ダボの切り落し

交流会

３月２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。
奥山さん：リブをすべて仮取り付けして、シート部分の強度の必要な個所にリブを追加して補強しました。
佐藤さん：フットブレースの位置を再確認して取り付け直し、エンドピースを付けてデッキの歪みを確認しま
した。
古谷さん：終日ビームの加工でした。

リブの追加

三者三様

デッキの歪み確認

交流会Ⅱ

３月３日（金）
３日目：
奥山さん：キールをリブにシニューで固定です。チャインの位置を左右均等に振り分け、先端のエンドピー
スに当たる部分はカンナで削り形を整えました。
佐藤さん：ビームを取り付け、再度左右のセンター出しをしたら、エンドピースが斜めについていることがわ
かり、エンドピースを取り外して付け直す。
古谷さん：ビームの加工を終え、ガンネルの加工に取り掛かる。ビームの先端部は全てノミ加工で仕上げ
ています。
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チャイン取り付け加工図

ガンネルの左右確認

チャイン先端部補強

ビームの加工

３月４日（土）
４日目：芳地さんが朝から参加、地元紙の記者が取材、見学者がありと忙しい１日でした。奥山さんにはチ
ャインの取り付けが終わったらラップテストをしてもらうようにお願いして、夕方、風の弱い場所で行う
ことが出来ました。小川原湖は風の向きに合わせて場所を選ぶことが出来る強みがあります。
奥山さん：午前中にチャインとリブの結束を終え、午後は角の面取りをしてラップを巻き付けてラップテスト
の準備です。西風が強いため、三沢側ではラップテストを行えず、風の弱い東北町側で行いまし
た。初めてのラップテストでバランスや喫水を確認しましたが予定通りの状態でした。
佐藤さん：艇の深さを決めて、キールの取り付けをしました。あとはひたすらリブの取り付けですが、部材
の木目が合わず、半分以上は折れてしまいましたがどうにか仮固定できました。
古谷さん：ガンネルのホゾ穴加工に手間どってしまいましたが、ガンネルとビームを一発できれいに取り付
けることが出来ました。出来上がりは見事です。今回はここまでとしました。

芳地さんと

0

ラップ巻き

リブの仮止め終了

三者三様

ラップテスト

ビームのホゾ組終了

三沢のソウルフード・バラ焼き

３月５日（日）
５日目：千葉組は朝から帰り支度、佐藤さんはリブの仮止めから本止めをして帰ることになり、結束にも力
が入りました。今回も５日間皆さんお疲れ様でした。芳地さんはこの後雑誌の取材も兼ねてあと３日間滞在し
ました。参加者が少なかったですが、ＳＵＰＥＲ ＧＵＴＳ２の実行委員会も開催して解散しました。奥山さんと
芳地さんはオブザーバーとして参加してもらいました。
奥山さん：フットブレースの位置を変え、シニューで固定して、今回はここまでとしました。
佐藤さん：リブを本止めまで済ませ、今回はここまでとしました。
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フットブレースをシニューで固定

リブの本止め

集合写真
ふりかえり
第２回目の製作講座が終了しました。今回は、水温がまだ冷たい中でラップテストを引き受けてもらい、実
りのある講座になりました。キールを取り付ける時の、左右のバランスのとり方なども学びとして身に付いた
ことと思います。ビームのホゾ組みもきれいに１度で決まり、慣れると早く出来上がりそうでした。
今回の良かったところや失敗したところをデータとして蓄積し、これから製作する人たちへ、今後の参考に
なればいいと思っています。

報告者：東北ブロック代表 隊長@相馬
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続々

鈍行列車は、乾燥した帆布張りの季節、2016 年 11 月冬を待ってからゆっくり出発
です。
10 号帆布 6m ずっしりと重い。カヤックを動かな
いようにしっかり固定してから、帆布をキールの上に
かぶせてあげる。
まずは、長さ決め。バウ、スターンの先端を縫い、
布を徐々に伸ばしフィットさせる。顔を真っ赤にさせ
ながら、全体重をかけて、

" ハイ、セーノ！引っ張るー！ "
伸びた所に印をつけて、縫う。
縫った所に先端を引っかける為にまた

" セーノ！引っ張るー！ "
" もう伸びないよ〜！ "
という限界まで繰り返す事 5 回。

" ふぅ〜〜。伸びた〜！ "
表に返して衣を羽織わせる。キールが背骨、リブがあばら骨に見えた時、ふっと命
が宿り、鼓動が打ちはじめたように思えた。
実は何年か前、ちゅうさんに G ベース前でこの帆布張りを実演で教えて頂いた。
そのおかげで悩む事なく、スムーズに出来たのです。
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さて、次は縫い。糸は骨組みを固定した時にも使った
シニュウ。引っ張りにも強く、滑り止めも効き、縫いに
も素晴らしく優秀なのです。ループを作り、張りながら
の縫い合わせ。段々と形が見えてくるのが楽しく、ワク
ワクしながら縫い進めていった。

コックピットを縫い付けると一気に出来上がり
感がアップ。

" カッコいいー！ "
水洗いで帆布を縮め、塗装は乾かしながら繰り
返す事 3 回。
コードをつけ、鹿角でドレスアップ。

" わぁーぃ、
完成〜！ "
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2017 年 3 月 9 日、ひっそり静かに三
浦で進水式。
憧れ、つくりたいと思ってから 3 年
4 ヵ月。つくり込んだ木のぬくもりが柔
らかい。ロッカーバッチリ！
ゆらゆらクルクル " ゆりかごカヤック "
となりました。
さぁ、これから楽しく乗り、回るよ。
そう、完成は完成ではないと気づきまし
た。
まだまだ鈍行列車は、ゆっくりと進ん
で行くよ。

全長 495 ㎝ 幅 44 ㎝
ガンネル角度 55 度

重さ 14.2 ㎏

by やっくん
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日程：2017 年 5 月 26 日〜 28 日
場所：青森県三沢市・小川原湖
【参加】 29 名
【ゲスト】Kayak Ways Cheri & Turner
【内容】
1 日目 ロール講習
ロープジムナスティックス体験
2 日目 ロール講習
ロール競技会
座学（Cheri 女史によるロールテクニカル Q＆A）
3 日目 Qajaq JPN, 総会
ロール講習

時間 / Time

会場 / Site

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

体育館 / Gymnasium

金

15:00

16:00

ギア・メンテナンス（作業）
Gears Maintenance Lecture

工作室 / Work Room
May 26
(Fri)

14:00

Staﬀ MTG

ランチルーム / Lunch Room
校庭 / Schoolyard

ロープジムナスティック / Rope Gymnastics
Side Sculling
Standard Roll

Side Sculling
Standard Roll

Master Class

18:00

フリー

Free Time

受付 / 開会式
Opening
Ceremony

湖畔Ａ / Lakeside A

17:00

By
yourself

夕食

Dinner

19:00

20:00

21:00

プレゼン / Presentation
Qajaq Making

Master Class

前屈道場 / F-F Master Class

湖畔Ｂ / Lakeside B
湖畔Ｃ / Lakeside C
ギア・メンテナンス（作業）
Gears Maintenance Lecture

体育館 / Gymnasium
May 27
(Sat)

土

ランチルーム / Lunch Room

Staﬀ MTG

校庭 / Schoolyard

ロープジムナスティック / Rope Gymnastics

湖畔Ｃ / Lakeside C
体育館 / Gymnasium

日

ランチルーム / Lunch Room

Staﬀ MTG

校庭 / Schoolyard
湖畔Ａ / Lakeside A
湖畔Ｂ / Lakeside B
湖畔Ｃ / Lakeside C
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Turner & QJ Staﬀ

Side Sculling
Standard Roll

Side Sculling
Standard Roll

Master Class

Master Class

Master Class

Lunch

Cheri Perry

By
yourself

ロープジムナスティック / Rope Gymnastics
Side Sculling
Standard Roll

Side Sculling
Standard Roll

Side Sculling
Standard Roll

Master Class

Master Class

Master Class

Chest Sculling Chest Sculling Chest Sculling
Reverse Sweep Reverse Sweep Reverse Sweep

Kayak Ways

QJ Staﬀ

Side Sculling
Standard Roll
Master Class

Side Sculling
Standard Roll

Side Sculling
Standard Roll

Chest Sculling
Reverse Sweep Master Class

ロール競技会 / Roll Compe.

閉会式 / 片付

朝食 ( 各自 )
Breakfast

ロープジムナスティック / Rope Gymnastics

ロールデモ
Roll Demo.

ギア・メンテナンス（作業）
Gears Maintenance Lecture

工作室 / Work Room
May 28
(Sun)

Side Sculling
Standard Roll

昼食

Chest Sculling Chest Sculling Chest Sculling
Reverse Sweep Reverse Sweep Reverse Sweep

湖畔Ｂ / Lakeside B

フリー

Free Time

朝食 ( 各自 )
Breakfast
By
yourself

湖畔Ａ / Lakeside A

ギア・メンテナンス（作業）
Gears Maintenance Lecture

Closing
Ceremony

By
yourself

夕食

Dinner

プレゼン / Presentation
How to get a roll

オークション
Auction

09

15

- SUPER GUTS2 を終えて SUPER GUTS2 2017 in 小川原湖、何ともいい響きです。
昨年、館山で開かれた GUTS の時には、次年度には小川原湖でとい
うのは自分なりに決めていました。ただ、ゲストとして迎える講師の
スケジュールに合わせたため、開催までに期間がなく、どうしてもバ
タバタ感が出てしまいました。
SUPER GUTS2 に合わせて自艇製作の講座を開催し、あわよくば製
作した Qajaq のデビューを考えていましたが、なかなか思うように
ならず 1 艇のみスキン完成で防水処理を残すところまでこぎつけま
した。それでも製作講座の情報発信をすることで、SUPER GUTS2
への意識の高揚をだいぶみることが出来ました。これに触発されてか、
QJ 会員で Qajaq 製作に取り組みだした話も聞こえそれなりの結果が
出たものだと思います。
今回は、SUPER GUTS2 の開催される週を GUTS ウイークと称して、
メイキングに力を入れました。ワークショップを開き、これにも参加
者がありそれなりの成果が出ました。ここまで順調に進んでいると思
いきや、ターナーたちの乗った飛行機にトラブルが発生し、予定の前
入りが出来なくなりました。前入りした段階で色々と計画していたこ
とが全部白紙になってしまい、エスコート役の魚住代表や伊東さんた
ちもだいぶやきもきしたようでご苦労様でした。
今回の講師として来てもらったターナー＆シェリは「Kayak Way」
として活躍し、ロール＆メイキングにはうってつけの御仁たち。USA
在住で世界中を飛び回っていますが、Qajaq USA 最後の大物として
の来日でした。
ロールに関してはシェリが担当し、3 日間フルに動いてもらい収穫が
ありました。それに合わせたターナーを迎えてのギアのメンテナンス
でしたが、本人の体調不良により場を設けることが出来ず不完全燃焼
で終わってしまいました。それでも事前に問い合わせた事項が、帰り
際ですが回答をもらえてどうにか形を得ることが出来ました。
今回の参加者は、SUPER GUTS2 参加 27 名他 2 名、
（自艇製作 3 名、
ワークショップ 1 名を含む）となっており、国籍も日本、USA、
中国（台
湾）、ロシア、ハンガリーと多岐にわたっていました。
最後に参加された皆さん、来たくても来れなかった皆さん、つたない
実行委員長を支えて動いてくれた実行委員の皆さん、本当にありがと
うございました。この SUPER GUTS2 が次に繋がるように祈念して
締めの言葉とさせていただきます。

SUPER GUTS2 実行委員長
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相馬孝

G-style2017

Сахалин

2017 年 9 月 9 日、現地時間 9 時（日本時間 7 時）、トンナイチャに到着。
さて、G-style2017 の始まりです。久しぶりの G-style です。かつてはグリーンランドスタイルへの足掛かりになるようなイベントとして毎
年開催されていました。フェードアウトがずっと気掛かりだったのですが、こうして再開する機会を得られて良かったです。主催のグレッグさ
んにひたすら感謝です。
波にも負けず
風にも負けず
雪にも夏の酸っぱさにも負けぬ
丈夫なチュイリックを持ち
東に 平パ ユーザーが居れば
行って「なんだこれは！」とへし折り
西にカヤリアックがあれば
行って「これはカヤックじゃない！」と説き
南に Qajaq を作りたいと言う人が居れば
行ってワークショップを整え
北に弟子ができれば
行って徹底的にシゴきまくり
ストームパドルで
ストームロールをバターになるまで
回りまくる愚の骨頂
そういう者に
私はなりたい（Ver.2）
…なんっつって ( 笑 )
グレッグさんのクラブは、まさに「これからグリーンランドスタイルに没頭するんだぜ！」という感じですが、カヤックのビギナーというわ
けではなく、普段はエクスペディションをメインに活動しています。なので、パドリングのスキルは物凄くあります。ガタイもマッチョ系が
多かったです ( 笑 )。
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そして今回は、峯岸さんがサポート役として同行してくれまし
た。いやいや、本当はイチ参加者として自腹エントリーだった
のですが、
せっかくの機会なのでレクチャーとプレゼンも手伝っ
てもらうことにしました ( 笑 )。
午前中はレイバック系の基本である、サイドスカーリングとス
タンダードロール。峯岸さんにはサイドスカーリングのレク
チャーを任せました。事前にあれやこれやと想定して練習を重
ねてきたこともあって、特に問題もなく教えられたようです。
とまぁ、書けば淡白ですが ( 笑 )、本人の中では色んな葛藤や
凹みがあったかもしれません。それもこれも 肥やし デス。
自分としても、
これまでやってきてようで出来ていなかった「次
世代」あるいは「後継者」の育成にやっとこさ着手できたよう
な気がしています。もうちょい鍛えて、将来的に QJ を背負っ
て立つような人間にしたいですね。自分も天狼星の兄ぃも、そ
れなりに歳をとりました。いつまでも QJ 創設当時のように動
けるわけじゃありません。クラブの存続を考えると若手の育成
は必須です。
参加者の皆さんはと言えば、なかなかの貪欲さ。G-style2002
当時の自分たちの姿がダブりました。「もっと教えろ、もっと教
えろ！」言葉は通じなくても、目がそう訴えています。こうなっ
たら回らざるを得ません。腹を括って、ナンボでも回ります！
その甲斐あって、スタンダードロール、チェストスカーリング、
リバーススイープと次々にクリア！時間切れでストームまでは
辿り着けませんでしたが、レッグドライブの取っ掛かりを掴ん
だ方もいますので、あとは時間の問題でしょう。ぜひ練習を積
んでモノにして欲しいですね。もちろん、リクエストがあれば
いつでもサポートに駆けつけます。

話は戻りますが、会場のトンナイチャは、かつて間宮林蔵が第一次樺太探
検で立ち寄ったところです。樺太の東海岸を調査する際に、このトンナイ
チャを船で横断したという記録が残っています。そんなわけで、実は身体
中が震えそうなほど感動していたのですが、 舎弟 が変なショットを狙っ
ていたようなので、敢えて平静を装っていた次第です ( ウソウソ…笑）
。
今回のレクチャーは本当にアッ
と言う間でした。それほど充実
していたということでしょうか
ね。
何度失敗しても食らいついてく
る、そういう姿を見せられると、
こっちのテンションもグググッ
と上がり、何としてもゲッツさ
せてあげたいという気持ちにな
ります。久しぶりに気持ちの良
いレクチャーを展開できまし
た。ありがとうございました。
い つ か GUTS で Qajaq
Sakhalin と対決できたらいいで
すね。待ってます！
というわけで、夜の部「プレゼ
ンテーション」に向けて一旦撤
収です。
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9 月 9 日、現地時間 19 時（日本時間 17 時）、クラブブーメランに到着。
さて、今度はプレゼンテーション。日中のロールレクチャーに続きダブルへッダーだぜ。う
ひぃぃぃ ( 笑 )。会場はクラブブーメランという自然学校のようなところです。中にはサハリン
の動植物に関する資料などが展示されていました。
予め「ベーシックロールの紹介」と「QJ のミッション」についてというお題をいただいていた
ので、それはそれでやりやすかったです。自分が ロール で、峯岸さんが QJ を担当。

今回は資料の作成にかなり時間をかけました。サイドスカーリング、スタンダードロール、チェストスカーリング、リバーススイープ、ストー
ムロールの五つについて、天狼星の兄ぃのロール動画に加え、すべてアニメーションを作成し、色んな角度からロールを見れるようにしました。
ロール解説の難点は「水中の動き」なんですね。最近ではアクションカメラもフツーに防水仕様になっているので、割りと手軽に水中の様子を
撮ることができますが、それでもマウントの固定によってはアングルが限られてしまいます。
一つ失敗したのは…プレゼン用にストームロールのスペシャルムービーを作って持って行ったのですが、見事に見せ忘れてしまいました。いっ
ぱいいっぱいだった証拠だなぁ。深く反省してます。

峯岸さんのプレゼンは堂々としていて、余裕が見えました。緊張しないタイプなんでしょうか。人前で話すことに慣れているのかな。なんにせ
よ、大したもんでした。
サハリンのみなさんにとっては「Qajaq クラブ」自体が新鮮だったのかもしれません。お題が地味かなぁと思っていたのですが、食い付きが良かっ
たです。そして、Qajaq がグリーンランドの文化であるという認識についても強く持っていただけたと思います。QJ のミッションを口にする
ことで、我々にとってもコミットメントになりました ( 笑 )。これは是が非でもクラブの在り方を再考しないといけません。うむうむ。
プレゼンの様子は YouTube にもアップされていますので、ご興味があればご覧ください。
いつもは孤軍奮闘な海外遠征ですが、今回は初めての同行者を得て心強かったです。またいつか、どこかでコラボできればと思います。ただし、
ためグチはよせ。
伊 東 英 一
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Qajaq Tenerife
Ruskin Memorial

早いもので、STORM ON を盛り上げてくれたラスキンが亡く
なって一年経ちました。残された Qajaq Tenerife のメンバー
が一周忌を機にもっともっと G-style を極めようと決起集会を
開催。ここに呼ばれました。ここってどこかって？ テネリフェ
島です。スペイン領ですが、島自体はアフリカ大陸のモロッコ
と西サハラの国境沖に浮かんでます。遠いです、はい。
Qajaq Tenerife は組織されてまだ間もないクラブです。さぁこ
れから！という矢先に代表のラスキンが他界してしまいました。
同い年だったので、ショックでしたね。カリスマを失ったクラ
ブは自然と解体へ向かい、残されたメンバーは四散寸前。そん
な中、ラスキンの一番弟子だったハビエルが「これじゃいかん！」
と一念発起！自らが二代目の代表となり、QajaqTenerife の舵
取りをすることになったわけです。
さて、日本から丸一日以上かけて島に着いたのですが、まず特
筆したいのはエティハド航空サイコー！ 恥ずかしながら、会
社を知りませんでした。なので、最初 e チケットのお知らせをもらったときは「聞いたことねぇな。大丈夫か？」ぐらいのもんで、実際に乗っ
てみるとサービスからファシリティからエンタメ系までパーフェクト！長旅もなんのその、快適でした。フライトの日は丁度スーパームーンで、
飛行機から大きな月を眺めてました。
そんで、やっとこハビエルに会えたのですが、どうにも煮え切らない系の御仁 ( 笑 )。第一印象は「こいつがリーダーになるってか？」とまぁ、
好印象にはほど遠かったです。
初日はロープジムナスティックのレクチャーとプレゼンテーションで
した。
今回は Qajaasaarneq を中心にレクチャーしました。やっぱこれが一
番ロールの練習にはいいです。いいんですが、キツい！五十も半ばに
達したオッサンにはキツ過ぎます（泣）。
しかも「初日のロープ」、これがいけなかった。完全にナメてました。
またもや猛省です。普段の練習では、やっても 10 分ぐらいが限界。
そんなに何十回と回れるものじゃありません。それを一時間ほど各メ
ンバーに教えつつ、自分でも回って見せつつ…調子に乗っちゃいまし
た。いったい何回まわったんだ？
二日目はロールレクチャーです。メンバーのみなさんも心做しかウキ
ウキしている様子。そりゃそうです、ロープよりは確実にインパクト
あるし、面白いですよね。そんな俺は全身ツッた状態（筋肉痛を通り
越しています）。
宿泊先の Manantial de Tara からクルマで 30 分ぐらいのところにあ
るテレシタス・ビーチでの練習となりました。亡きラスキンのホーム
ゲレンデだそうです。ビーチは島の至るところにあります。その殆ど
は黒い砂のビーチですが、ここだけは黄色い砂。聞けば、はるか対岸
の西サハラから飛んでくる砂なんだとか。とにかくコントラストが凄
い。
ビーチの南端にちょっとした堤防があります。そこに古いコンテナが
いくつも並んでいて、クラブのメンバーが艇庫として利用してます。
ラスキンの Facebook でよく見た光景です。錆びた扉を渾身の力で開
けると、色んなカヤックが所狭しと並んでました。メンバー数名が、
その中の一艇をおもむろに引っ張り出してきて、
「今日はこれで回ってほしい」
「…！」
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全身に鳥肌が立ったかと思いきや、涙腺決壊 (ToT)。目の前に
置かれたのはラスキンのフネでした。STORM ON に幾度と無く
投稿してくれた動画に映っていた白い Tahe Greenland です。
色んなシーンが頭の中を走っていきます。「これで回るよ」断る
道理がありません。むしろ光栄。用意してきたレッグドライブ
用のフィッティングブロック MkII もドンピシャ！ラスキン、一
緒に回ろう！
ロール練習があった日の夜は「ラスキンを偲ぶ会」でした。ディ
ナーの後は全員ホールへ移動して、ハビエルが編集したラスキ
ンの映像の上映会です。さすがにこの場ではみんなシンミリで
す。40 分ぐらいあったかな。いいビデオでしたよ。カヤック・シー
ンもたくさんあって、彼がグリーンランドスタイルを愛してい
たことが良く伝わってきたと思います。Qajaq Tenerife の連
中もソレをしっかり受け止めているでしょう。ラスキンの想い
は消えていません。消えてないどころか、ハビエルの奮闘でま
すます濃くなっているに違いありません。そうなんです、ここ

21

までハビエルと一緒にいて、第一印象が 180 度変わりました。一見パッとしない男な
んですが、芯に篭るモノは熱いです。クラブを引っ張ろうという情熱なのか、それと
もラスキンに対する敬愛なのか…。こうなったらクサレ縁です。彼らが Qaannat
Kattuffiat に辿り着くまで、
しっかりサポートしようと思います。なんとなく彼らが、
QajaqJPN, を立ち上げた当初の自分と被る部分が多く、他人事に思えません。ラスキ
ンもそれを見越して、俺に託したんじゃないかと勝手に思い込んでます ( 笑 )。
浜に寝転がって、ここ数日のことを反芻。今回に限ったことじゃないけど、会ったこ
ともない連中からの招待で、日本から一日以上の時間をかけてこんな遠くまで…フ
ツーじゃないです。家族は毎回「大丈夫なの？」と当然心配します。俺を呼んだ相手
に対する懸念と、一介のサラリーマンが一週間以上の休みを取ることへの不安もある
でしょう。でもなんだろ「グリーンランドスタイルをもっと知りたい」というリクエ
ストを受けてしまうと、断れないスイッチが入ってしまいます。きっとグレッグの教
えが根付いているんだと思います。毎回、色んなリスクを抱えることになりますが、
それでも、レクチャー中に見せてくれる彼らの笑顔、特に新しい技をゲットした瞬間
のガッツポーズ、雄叫び、ハグ、涙目、これらは何物にも代え難い「快感」です ( 笑 )。
Qajaq Tenerife の一件はまだ始まったばかりです。ラスキンに吉報を届けられるその日までサポートは惜しみません。頑張れ二代目！
伊 東 英 一

22

カ ー ス ケ 先 生 の 制 作 授 業
高 校 の 授 業 で ス キ ン カ ヤ ッ ク 製 作 は じ め ま し た
荻 原 佑 介 （ 通 称 ： カ ー ス ケ ）

はじめに
私が神奈川の水産高校に赴任して初めての夏、三浦海岸にある南風 COFFEE でコーヒーを飲んでいると岸からすぐのところでぐ
るぐる横回転をしているカヤッカーが！！ やっくんでした笑。 このときスキンカヤックの製作やロールについて色々話を初め
て聞き、これがきっかけで私は QJ の世界へと入っていったのでした。
そんな私ですが、パドルを作りたい！カヤック作りたい！と思いつつなかなか動き出せなかったところ、ある転機が訪れました。
私の勤務校では、様々なテーマに沿って生徒たちが協力し、作品製作や課題解決をしていく 課題研究 という授業があります。
そして昨年の 4 月よりその授業担当者の一人に私がなることに。これは、スキンカヤックをテーマに立ち上げて生徒たちと作るし
かない！と当時 G パすら完成していないにもかかわらず勢いに任せて挑戦したのでした（周りからは無謀だとの声も。
。
。笑）
。と
いうことで、今回の挑戦について振り返りつつ報告をしたいと思います。

１年間の流れと目標
４月から授業が開始といいつつもガイダンスや講座希望の調整などを行うため、本格的な始動は、ゴールデンウィーク明けとなり
ました。講座の内容は、スキンカヤックはみんなで一艇、パドルは一人一本を製作することに決定し、１１月初旬の文化祭でスキ
ンカヤックのラップテストを来校者の前で行うことを目標に動き始めました。

生徒たちの体を元にサイズ決定
大柄な生徒も乗れる（沈まない）ようにガンネルの幅はかなり広めになりました。船の長さをイメージしたり、寸法を測っ
たり、失敗しながらも線を書き込んでいきました。

地獄の溝彫り作業
彫刻刀を片手にひたすら溝を掘りまくる期間。なかなか進まず、生
徒たちの心が最初に折れたのは、このときでした（笑）。
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ガンネル曲げ

リブ材の長さ調整

安定性を高めるために、角度は大きめに設定しました。
２本の板を曲げただけなのに、急に船っぽくなった！
と喜び
の声があがりました。

苦労してあけたリブ穴に細く切った画用紙を差し込んでリ
ブ材の長さを決めました。前後からリブの膨らみ具合を
確認していきます。

苦労したリブも。。。
いざ、組み上げると微妙な隙間があちこちに。スペーサー
を作って調整しました。この頃からグランドで体育をしてい
る生徒たちからすごい！
という声が聞こえました。

文化祭直前ラップ巻き〜
文化祭前日、ほんとに浮かぶのか？
！
とドキドキしながらラップを巻きました。

祝！
！ ラップテスト成功〜！
！

生徒・来校者が見守る中、恐る恐る乗艇。プールサイドから船を離して数漕ぎ。無事
浮きました！
！安定性もよく、無事だと分かるとすいすい〜っと漕ぎ始めました。大成功♪

おわりに
ラップテストが成功に終わったスキンカヤックですが、現在は帆布を縫う作業をしています。裁縫なんてほとんどやったことが
ない男子たち。全然進まねぇ〜！！と言いながらちまちまと縫っています。もうすぐ卒業してしまう彼らですが、高校時代のかけ
がえのない思い出として みんなと作ったカヤック が残ってくれると嬉しいなと思います。また今回のカヤック製作にあたり、
kei さん、やっくん、魚住さん、古谷さん、小川原湖自然楽校をはじめとする多くの方にアドバイス、助言をいただきました。ＳＵ
ＰＥＲ ＧＵＴＳ２で皆様よりカンパをいただきましたスケールモデルも大変参考になりました。この場をお借りして厚くお礼申
し上げます。ありがとうございました。

24

Qajaq ワークショップ 2018
2017 年 11 月から Qajaq メイキングのワークショップを始めました。
QJ 主催というわけではないので、特に広くお知らせしませんでした。身近なところで「Qajaq を作ってみたい」という方々にお声をか
けた次第です。結果的にみなさん QJ メンバーだったりするんですけどね。取り敢えず３艇並行で進めます。
作り手が欲する Qajaq をトラディショナルスタイルに則ってレクチャーします。
サハリン、テネリフェとロールレクチャーが続いたので、Qajaq メイキングレクチャーはまた違ったコントラストを持って自分を刺激して
くれると思います。
「作って、
回る
（漕ぐ）
」
というスタンスを微力ながらホウボウへ浸み込ませたい、そんな野望の第一歩です ( 笑 )。作りっ
ぱなしにはさせません。
Qajaq には 生き物

のような空気感が漂っていると思います。コクピット付近に片目を近づけてバウ（あるいはスターン）を覗いた

ときのガンネルの反り具合、フレームごと逆さにして眺める肋骨たちの丘陵、ラッシング後にまるでサナギと化すシニューたち、五臓六
腑を透かすスキン、作り手の血や汗を吸い、ゴーストまでコピーされた日には鼓動が聞こえてくるのかも知れません ( 笑 )。
そして、商業ベースに乗らないのも魅力と言っていいかな。伝播普及とは二律背反するところではありますが、このご時勢で「金じゃ
買えねぇんだよ」というのは小気味良いです。欲しかったら自分で作りな…これは一種のバリアですよね。この文化を守る防壁です。
まぁ能書きはこれぐらいにしといて、とにかく進めます。参加者のみなさん、よろしくお願い致します。まずは楽しみましょう。

Qajaq Workshop 2018

The 1st day

2017 年 11 月 4 日、スタートしました。

まずは作業スペースを提供していただいたまじさんに御礼申し上げます。どうもありがとうございます。未来世紀な工具も充実していて
( 笑 )、作業の効率化を大いに図れそうです。いいフネ、作ります！
さて、第一回目の今日は作業スペースの確保。まじさんのアトリエの二階での Qajaq 作りになるのですが、所狭しと並ぶいわくありげ
な材たちを片付けて ( 笑 )、それぞれの

場所 をゲッツしました。なかなかいいです。かなり恵まれた環境です。ストレスの軽減は、

そのまま作業に反映されますよね。
片付けのあとは、作業用のウマ作り。これが無いと始まり
ません。まじさんのサポートでサクサク完成。早い早い！
出来上がったウマたちを作業スペースに並べると「おー、
それっぽいじゃん！」ということで俄然テンションが上がっ
てきました。この先、月に１〜２回のワークショップ開催に
なると思います。いっぺんに大勢はご招待できませんが、
ご興味のある方は申し付けください。適当にスケジュール
を調整して、見学などしていただけるようにします。まず
は一歩前進。必ず進水まで見届けてみせます。おりゃっ！
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Qajaq Workshop 2018
12 月 17 日、ワークショップ第二回目を開催しました。

The 2nd day
ガンネルの加工からスタートです。
まずは身長からガンネルの長さを割り出します。
各ビームとリブの位置を罫書いて、ガンネルの上
面を加工。こうして書けば一行ですが、これでほ
ぼ半日を消化。それでもこの工程だけで、ただの
材木だったガンネル材がオーラを放ち、もう作り
手の思いがそこに宿ってます。
初日から三人三様でしたね。王様のアイディア級
の発明王Ｔ沢さん、アーティスト肌のＨろ子さん、
野生の勘でガシガシ進めるＭ上さん。この先が楽
しみです。

「ちょっとフネのイメージを見てみようか」という
ことで、加工途中の M 上さんのガンネルにジグ
を入れてみました。どうです、既にフネっぽいで
しょ。そしてこの ドヤ顔

( 笑 )。

年末年始の宿題としてリブ材を持ち帰ってもらい
ました。ご自宅で面取りですね。
イエローシーダーの香りに囲まれちゃってくださ
い。
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