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はじめに 

 

 昨年、フィンランドの北極圏「ラップランド」のサイクリングを終え、さて次回

は・・・と考えたとき、それまでに行ったコースを想い浮かべた。 

 オランダはもちろん坂も殆どなく快適にサイクリングを楽しめた。しかし、季節

によっては山と言う遮蔽物がない為、風の影響をまともに受けてしまう時もあった。

だから、季節と風向きを考えて計画を立てれば殆どを追い風で楽しむ事が出来る。

その上有名な｢自転車大国｣で、自転車道の整備状況も良く、非常に安心して走行で

きる期待を裏切らない国であった。 

 イギリスの｢湖水地方｣では、自然に溶け込んだ田園風景が目を楽しませてくれたも

のの、｢パス(峠)｣が湖と湖との間ごとにそびえサイクラーに牙を剥いた。およそ３

㎞の登りを１時間掛けて押し上げたかと思うと、同じ距離の下りを僅か５分で下り

てしまうと言った状態だった。しかし、そういった｢険崖｣に囲まれていたせいか、

都会の雰囲気は全くなく、本当の自然と何世紀にも渡って築かれてきた人の手によ

る田園風景とが絶妙のバランスで調和している。 

 フィンランドはどうだったかと言うと、地図で見る限りは非常にフラット(平坦)

な国土である。とは言えやはり山岳地帯。２０M の等高線では表示しきれない高低

差は常にあり、マウンテンバイクでは少々きつかったが、ロードやクロスバイク以

上なら比較的楽に走れたんじゃないかなあ。しかし、人と自然が良い。人は親日的

でフレンドリー。ラップ人は古代より遊牧移動を行ってきた。旅の苦労を知る彼ら

は、旅人を労わる術を知っている。道中沿いに立てられた「コタ」と呼ばれる無料

の休憩小屋がそんな彼らの気持ちを覗わせてくれた。 

 今回のコンセプトは、大自然の中でサイクリングを楽しみ、また、上りは「サポ

ート車」で移動し、下りを主に楽しむ。そうすれば、自ずと走行に余裕が出来、自

然をも楽しめる・・・と言うもので、そこで選んだのが「カナダ」であった。 

 場所は「カナディアンロッキー」と呼ばれる「ヨーホー」「バンフ」「ジャスパー」

の三つの国立公園が舞台となった。もちろん、「山岳地帯」。ルート上には２０００

ｍを越える「パス(峠)」も二ヶ所ある。 

 そこで、今回はトレーラー付きのミニコーチ(運転手付き)をチャーターし、大き

な上りは車両移動。下りと平坦路だけ(もちろん多少の上りはある)をサイクリング

する企画が完成。 

そして今ここに、初夏の「カナディアンロッキーサイクリング」を楽しめた喜び

を紀行文として文章にしてみた。 

つたないものではありますが、想い出の再現や、今後の計画の一助となれば幸い

です。 

また、ご参加頂いた皆さんに対して文中失礼な箇所もあるかとは存じますが、ど

うかご容赦の上ご笑読頂けます様お願い申し上げます。 

       京都サイクリング協会 企画担当：妹尾河馬(菱田克己) 
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 日程 スケジュール 食事

１日目 関西空港＝＝エアカナダ航空＝＝バンクーバー＝＝

　夕刻　　　所要約９：３０　　　　午前

　出発　　　　　　　(機中泊)　　乗り継ぎ

＝カルガリー＝シャトル＝カルガリー

　　午後　　　　　　　夕刻

　乗り換え　　　　　　到着ホテル：ホリデーイン

Ｄ／機

Ｂ／機

Ｌ／Ｘ

Ｄ／ホ

２日目 カルガリー＝＝＝バンフ～～～～～レイクルイーズ

朝　　　　送迎車　　　サイクリング　　　　夕刻

出発　　　　走行距離約４８km　　　　到着

ホテル：レイクルイーズ　イン

Ｂ／ホ

Ｌ／Ｘ

Ｄ／ホ

３日目 レイクルイーズ＝＝＝ボウ峠～～～～～～～～～ク

　　朝　　　　バス　　　　　サイクリング

　出発　＊登りはバス　　　　　約５０km

ロッシング　　＊アサバスカス氷河観光

　夕刻

　到着　　　　　　ホテル：クロッシングリゾート

Ｂ／ホ

Ｌ／Ｘ

Ｄ／ホ

４日目 クロッシング＝＝＝サンワプタ峠～～～～～～～～

　朝　　　　バス　　　　　　　　　サイクリング

出発　　　　　　　　　　　　　　　下り約４５km

～～サンワプタ滝＝＝＝＝バンフ

　　午後　　　　バス　　夜

　　到着　　　　　　　帰着　ホテル：インバンフ

Ｂ／ホ

Ｌ／Ｘ

Ｄ／ホ

５日目 終日自由行動

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　ホテル：インバンフ

Ｂ／ホ

Ｌ／Ｘ

Ｄ／Ｘ

６日目 バンフ＝＝バス＝＝カルガリー＝＝＝バンクーバー

早朝　　　　　　　　午前　　　　　　昼

出発　　　　　　　　乗換　　　　　乗継　機中泊

Ｂ／ホ

Ｌ／Ｘ

Ｄ／機

７日目 ＝＝＝エアカナダ航空＝＝＝＝関西空港

　　　所要約１１：００　　　　　午後

　　　　　　　　　　　　　　帰着／解散

Ｂ／機

Ｌ／Ｘ

Ｄ／Ｘ
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２００８年６月１日午後３時丁度に集合場所としていた関西空港４階中央案内所

付近に到着。予定より１５分程早かったが、河馬が到着すると随時参加者の皆さん

が集まって来られた。お互いが面識を持っておられなかったので、河馬が現れるま

で少し離れた所から様子を覗っておられたようだ。 

先ずは、中原さんグループで、中原旦那と奥さんに木下旦那と奥さんの４名。中

原さんグループとは、初めての「オランダサイクルーズ」に始まり「英国湖水地方」

にもご一緒頂き、また現在は「いつかは北海道一周」を目指し、年に一度北海道を

分割して走って頂いています。 

江森さんご夫妻は、今までご自身が入っておられる会で、「オランダ」｢フィンラ

ンド｣そして国内では「九頭竜」や「若狭海道」をお世話させて頂きました。 

「伊勢自転車愛好会(Ise Love Bicycle)」からは、今回最年少の青木君と最高

齢の米谷さん。この前日まで体調不良のため、ドクターストップが掛かりながらも、

無理をしないと言う条件でご参加頂いたＩＬＢ主宰の山脇氏の３名。 

そして、この度非常にお忙しいにも関わらず、栄えあるご同行を頂けた「京都サ

イクリング協会(ＫＣＡ)」の理事長であらせられ、また、今回のムードメーカーと

して「後光」も眩しい井原理事長。そしてその元でＫＣＡの企画を担当させて頂く

河馬を含めた合計１１名のメンバーが揃った。 

先ずは、皆さんを紹介させて頂き、航空券を配布。近頃の航空券は「ｅ-チケット」

と呼ばれＰＣ管理となっているため、全搭乗区間の表示ページと控えの僅か２枚と

なっている。以前の様に各搭乗区間毎の航空券綴じ込みは廃止されている。 

旅券の携帯を確認の後「エアカナダ(ＡＣ)航空」の手続きカウンターへ向かう。

我々は団体扱いなので、グループ用カウンターで手続き。皆さん自転車は現地レン

タルの予定なのでスムーズに完了。私だけが自転車持ち込みの為追加料金を徴収さ

れる。時間が掛かりそうなので、各自で１４番搭乗口へ先に向かってもらうよう解

散。自転車の持ち込み料は片道５０C$(カナダドル)。判っちゃいるけど徴収される

のが何故か悔しい･･･。今回は確実に徴収されると言うのが判っていたので、堂々と

ダンボールに梱包してきたが、その運び難さと言ったら極まりない。なぜなら、空

港リムジンバスもシャトルタクシーもどのような形に納めようとも｢自転車｣は載せ

てくれないし、また、空港留めの宅配便も受け付けてくれない(但し空港からは送れ

る)のである。公共機関ももう少し自転車に理解があってもいいものではないか。Ｋ

ＣＡひいてはＪＣＡからの働きかけ等の啓蒙がまだまだ必要だ。自ずと自転車があ

る場合はＪＲ等の列車しか無いのが現状だ。 

漸く、手続きも終え先ずは両替。関空内に両替所は数ヶ所あるが、決して手数料

は一律では無いので、注意するべきだ。本日の買値は１C$=１１５円とのこと。先週

は１０６円だったのに････。 

手荷物検査は一層厳しさを増している。最初から腰のベルトを外すのは当然の様

に指示される。もちろんペットボトルは不可。但し、化粧品や持病薬の類はジップ

付きのビニール袋に入れればＯＫ。 

出国審査は非常にスピーディーになった。 
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免税店で嗜好品を購入。近頃は手荷物検査の都度にボトル類のチェックを受ける

為、乗り継ぎがある場合は「酒類」は購入できない。しかし、今回のカナダの場合、

バンクーバーでの乗り継ぎとなるが、ここでは入国時に税関申告の関係で荷物を一

旦引き出し、改めて次の乗り継ぎ便に預けなおす必要がある。その際に手荷物から

機内預けに荷物に潜り込ませる事が出来る。因みに復路の際の荷物はスルーとなる。

またバンクーバーでの乗り継ぎの際の手荷物検査も無い。 

今回のスモーカーは河馬と青木君だけで、搭乗口近くの喫煙所で最後の一服を味

わう。喫煙所はガラス張りで「水族館」の様。換気扇は廻っているが結構煙が充満

しており、中にいるだけで吸った気分になる。 

搭乗口１４にて、予定より少々遅れて搭乗が始まった。ＡＣ３６便の機材はボーイ

ング７６７で、乗り込んで直ぐのビジネスクラスは斜めに設置され足はほぼ真っ直

ぐに伸ばせる。また、隣とはパーテーシ

ョンで区切られている為、まるで個室の

様だ。そんな区域を目にしながらエコノ

ミー席に向かうのは殺生な話である。 

エコノミー席は１列が２Ｘ３Ｘ２の計

７席の配列。最新機らしくパーソナルモ

ニターが前席の後部に設置されており、

しかもタッチパネル。往路だけで機上映

画は３本位見たかな。但し残念ながら機

内食サービス等の類はちょっとショボイ。

何といっても「スパークリングワイン」が無い。食事の量もいまいち。就寝中の巡

回飲み物も水だけ。頼めばもちろん持ってくるが頼むほどの物でも無いし･･･。 

関空～バンクーバー間の所要時間は9時間３５分。時計を１６時間戻したうえで、

１１時０５分に到着。 

先ず、入国手続き。旅券に入国スタンプを押してもらい、税関申告書をチェック。

付近のモニターで機内預け荷物の出てくるターンテーブル番号を確認。自転車のよ

うなオーバーサイズは別のゲートから放り出される。二ヶ所の受け取り場所の往復

で大変だ。荷物を受け取り税関で申告書を提出。その先にまた、機内預けのターン

テーブルがあり、関空で購入した酒瓶を潜り込ませ再び機内預けへ。しかし自転車

は国内線の機内預け場所へ持ち込めとのこと。一旦３階へ上り国内線ターミナルに

移動し、オーバーサイズ受付に持って行かねばならない。そして、預けに行ってい

る内に事件は起こった。青木君と井原ＫＣＡ理事長が行方不明となった。他の人に

先に行って貰い一人待つ事に。その内に中原旦那より携帯電話に連絡があり「二人

中で発見」の報にふれる。慌てて搭乗ゲートに向かうと････、居た。しかもビール

を片手に。実際はビールではなくビール缶に良く似た清涼飲料水でどうやら間違っ

て買ったようだ。いずれにしても良かった良かった。 

１３時丁度、ＡＣ２１４便はカルガリーに向けて出発。機内では飲み物サービス

のみで、しかも国内線の為アルコール類は有料となる。誰かがビールを所望して７
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C$もふんだくられたそうだ。この機材にもパーソナルモニターは付いていた。 

所要時間は１時間２５分で、時差の為時計を１時間進めた１５時２５分カルガリ

ー空港に到着。バンクーバーに比べるとかなり小規模な空港だ。ターンテーブルも

２ヶ所だけだから間違うことは無い。ターンテーブルの真ん中に付近の動物や昔の

暮らしぶり等の展示がされており、荷物が出て来るまでの間そういった雰囲気を和

ませる演出に井原理事長はいたく感動されていた。 

荷物が出てくるまで少々時間が掛かったが、程なく全部が出揃う。例の私のオー

バーサイズは特別コーナーから最後の最後に出て来た。しかし、他の皆さんはさっ

さと指示してあった、ホテルからのシャトルリムジンの乗り場に向かわれており、

追いかける羽目になる。 

乗り場の番号は「１０」。出国前に聞いていた話では３０分毎に巡回してくると言

う事だったが、他のホテルの利用者はその場にある専用電話で各ホテルにコンタク

トをとっている。中原旦那の「電話したら・・・」と言う言葉に反応してＴＲＹ！

「ホリデイイン」のダイヤル１４を押し、相手が出ると予約名と人数を告げてPickUp

を依頼。しかし話が噛み合わない。他の利用者もいるので一旦電話を切り、再ＴＲ

Ｙ。また、噛み合わなかったがよく聞くと「ホリデイイン」にはダウンタウンとエ

アポートの２ヶ所があるのが判明。我々が目指すのはエアポートだが電話の向こう

はダウンタウンだったのだ。そこでエアポートに電話を回してもらうと、がらがら

声のおっさんが答えてくれる。そこで初めて話が通じ予約も通っているのでこれか

ら PickUp に向かうとの事。さて、迎えが来るまでの約２０分間の心細かったこ

と････、他のホテルの利用者は殆どはけて、残りは我々だけ。ようやく現れた前部

に「ホリデイイン」の文字をあしらった車両が近付いて来るのを見た時はホッとし

たものである。 

車両はせいぜいが１０人乗り程度で、そこに１１人が乗り込むものだからもちろ

ん最後の私は、座席の間で「半ケツ」状態。エアポートホテルと言いながらホテル

までの所要時間の２０分は結構遠く感じられた。 

「ホリデイインカルガリーエアポートホテル」に到着。フロントに向かうと迎え

てくれた年配の男性が応対。先程の「がらがら声のおっさん」だ。部屋の鍵は既に

振り分けられており、こちらが聞かなければならない事は殆ど先に伝えてくれた。 

夕食は２階のレストランで午後６時から。まだ一時間以上あるので同室の井原KCA

理事長と交代でシャワーを浴びラウンジで５C$のカナディアンビール。 

夕食の内容は、「虹鱒」の大きな切り身のバター焼き。茹でライス添え。いつも呆

れるのだが、欧米人はどうやら米の炊き方を知らないようだ。欧米人は米を「パス

タ」感覚で調理するようで、沸騰中の湯の中へ生米を投入して柔らかくなった所で

「湯きり」する。それを「タイ米」でやるものだから米を食べた気がしない。 

デザートは、チョコレート・マンゴー・チーズ・アップルの４種のケーキから選

ぶのだが、どれも数が中途半端な為、遠慮がちな青木君は注文する度に品切れを宣

告され、その度に誰かが譲ったりするものだから、最後まで翻弄されていたっけ。 
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このあたりは、オランダとほぼ同緯度で日の暮れは９時半頃だ。食後もまだ明る

いが、明日を考慮して早々に眠りに就く。 

翌朝、６時に目覚め井原理事長と朝食に向かう。メニューはスクランブルエッグ

にソーセージ・ベーコンそしてハッシュフライポテト。典型的なアメリカンコンチ

ネンタル。まさかこれからの毎朝に同メニューが続くとは思いもよらなかった。 

７時半。ロビーに向かうとバンフまでの送迎の運転手(日本人)が既に待っていた。

車両は２５人乗りのボンネット型ミニバスでいかにも欧米らしい。ここからバンフ

までは約１４０㎞で２時間足らずの移動だ。途中、７分間くらい直線が続く個所も

あり、カナダの大きさを初めて体感する。 

９時４０分にバンフ到着。先ずはスーパーで本日の昼食を各自購入。サイクリン

グ中はレストランに丁度お昼に通り掛かれるとは思えないので、お弁当なんかを調

達しておかなければならない。サンドイッチとリンゴ、水のペットボトル。そして

エネルギー補充用のチョコバーを購入。 

ランチを調達後、１０時にバンフ駅へ移動。駅前にトレーラーを連結した１５人乗

りのバンが待っていた。バンのルーフには１０台の自転車が搭載されている。 

待っていてくれたのはドライ

バー兼ガイドのピーター。 

彼はドイツ生まれだそうで、奥

さんと共にこのカナダに移住を

して、このサイクリングガイドを

主宰しているそうだ。以前は商社

マンをしていて、日本にも訪れた

ことのある日本食通。現在は近郊

のキャンモアに住み、二人の息子

と一人の娘、いわゆる「一姫二太

郎」と奥さんに囲まれて暮らして

いる。因みに自転車の走れない冬

の間はウィスラーでスキーのイ

ンストラクターをしているという、生活もビジュアルも羨ましい位のイケメンだ。 

ミニバスはここでお別れ。これからの３日間は彼のお世話になる。荷物をトレー

ラーに移し替え、バンに乗り込み本日のサイクリングのスタート地点へ移動。 

バンフ駅を出発し、一旦ハイウエイの１号線を北上すると５㎞程の地点で右に入

る道路が現れる。旧の１号線でいわゆる「Old Banff Road」と呼ばれる自然いっ

ぱいの道だ。今日は、この分岐点からのスタートし｢レイクルイーズ｣までの約５７

Kmを走破の予定。 

ピーターは器用にもルーフからスルスルとあっという間に１０台もの自転車を降

ろしていく。その間に私は自身の自転車の組み立てをするがやはり降ろす方が早か

った。その上ピーターは其々の自転車の調整に取り掛かっている。 

レンタル自転車は｢ＭＴＢ(マウンテンバイク)｣と聞いていたが、実際は全て｢クロ

ルーフに自転車を満載のバン。トレーラーは外してある。
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スバイク｣だった。これなら私も日本から自身のバイクを持って来ることも無かった

のに･････。クロスは前ギア３枚Ｘ後ギア８枚の計２４段変則。但しブレーキは日本

と仕様が異なり右が後輪で左が前輪となる。調整が終了するとバイクを間違わぬよ

う、新品のドリンクボトルが配られる。各自それに名前を書き込みドリンクホルダ

ーに差し込んでおけば間違わずに済むし、また、そのボトルは最後に自身の記念品

として進呈してくれるそうだ。この説明の最後にピーターが言った言葉をそのまま

｢･･･あとは使えないので･･･。｣と流れで伝えてしまい、中原旦那から｢そこまで訳さ

んでもよかったな｣と叱られてしまった。反省。ヘルメットは無料貸し出し。 

走行中の注意点として、動物は頻繁に現れるそうでリスもいれば熊もでる。そこ

で大型動物を見かけた場合、必ず１００m以上の距離を保つよう告げられた。 

トレーラーには水タンクも積まれており、新品のボトルに水を詰め込み又、後ほ

ど補充する事も出来る。 

さあ、いよいよ出発。ピーターは１０分のビハインドで後を追うそうだ。バンフ

の標高は約１４００mで、５７㎞先のレイクルイーズは約１５３０m。途中、４ヶ所

程ピーターいわく｢リトル スティル｣な上りがある程度で他はフラットと緩いアッ

プダウンの繰り返しだった。 

走り出して５㎞と進まないうちに前方に３台の車が停車している。ひょっとし

て････、やはり｢エルク(鹿)｣の家族が道路を渡ろうとしているところだ。 

 あちらこちらのビューポイン

トで写真を撮りながらのんびり

と走行。フラットのアベレージは

およそ１７㎞。木下さんの奥さん

はちょっと辛そうだ。と言うのも

夕べのホテルの隣の部屋から子

供の夜泣きが激しく聞こえ、眠れ

なかったそうだ。連絡頂けたら部

屋を代える事も出来たが、夜中の

事で気を使われた様だ。やはり睡

眠不足は大敵だ。早々にリタイア

された米谷さんと共にバンの車

上の女となる。因みに木下旦那は爆睡だったとの事。 

 やがて、２５㎞地点で｢キャッスルマウンテン｣の麓のピクニックエリア(ＰＡ)に

到着。お昼もまわったところなのでランチタイム。残念ながら巷は晴れているのに

キャッスルマウンテンの山頂には雲が掛かり全容を仰ぐことは出来なかった。 

 ＰＡには芝生の上に木製の６人掛け位の｢ピクニックテーブル｣が幾つか置かれ、

皆、思い思いのテーブルでランチを開く。しかし、バンフで購入したサンドイッチ

のパックは一番小さめでも量がありすぎて持て余す。皆さん大体半分位しか食べ切

れていない様子だった。 

オールド バンフ ロード 



 9

 改めて出発となる前に女性陣はお

トイレをご所望。トイレは敷地内の

売店にあるのだが、そこで皆さんか

ら中原旦那にお声が掛かる。何の用

かと思いきや中原旦那に｢国際友好

的饒舌会話｣で店主に世間話を持ち

かけてもらい、その間の友好的な雰

囲気の中でトイレを済まそうと言う

作戦だそうで、見事大成功。木下旦

那はその間「熊除け鈴」を購入。カ

ナダでもトレッキング時には必需品

であることを知る。 

 ところで、この｢ＰＡ(ピクニックエリア)｣は公園内に結構点在しているし、道路

標識にも表示されている。その標識は｢ピクニックテーブル｣を抽象化したもので、

神社の｢鳥居｣を思わせる。カナダの地図でも表示されているが、日本の地図ならま

さしく神社の所在地だ。だから、当初皆さんは標識を見る度に｢なんて神社が多いん

だろう｣と真剣に思われていたそうだ。 

 再出発後、３つ目の上りを無事に越え平坦な直線に入ったところで雲行きが怪し

くなってきた。あと１５㎞程度だと言うのに･･･。そしてポツポツと降って来た。し

かも雨脚は強くなっていく。ピーターのバンは４つ目の上りの手前で待っていると

言って先に行ってしまっている。とうとう我慢できずに路肩に寄って雨具を着込む。

既に雨具の下は濡れているので蒸れる。しかし、雨具を着込むと雨が上りだすとい

う定説はカナダも同じようで、しばらく行くと雨も上がり、路面も乾いてきている。

このあたりは降っていなかったようだ。 

 やがて、９㎞程手前でピーターが待っていた。あと僅かだが、身体も濡れ初日で

もあるので、本日はここでTime Up!本日の走行距離は約４８㎞！ 

自転車を積み込んだが、まだ、ホ

テルの到着には早いので標高１７

６０m にある｢レイクルイーズ湖｣

を観光することにする。街から湖

への道中は標高差が２３０m もあ

った。ピーターに送ってもらって

よかった。 

このバンフ＆レイクルイーズは

私と家内が１５年前にハネムーン

で訪れた想い出の場所で、初日の

夜間にレンタカーでこの畔に建つ

｢シャトーレイクルイーズ｣に泊ま

り、翌朝、窓を開け初めて陽光のもとで目にした最初のカナダの景色がこの湖だっ

キャッスルＭｔ の麓のＰ Ａ  

レイクルイーズ 
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た。 

 ところで、山間に見える氷河が以前に比べて小さくなっているような気がする。

ピーターに聞くと、温暖化の影響で年に約１０m 毎位後退しているそうな。世界的

な現象なので理解はしていたが、目の当たりに見るとやはり心が痛む。 

 雨も少々降り出してきたので、本日のホテルに向かうことにする。宿泊先は「レ

イクルイーズ イン」で、麓の街(街といっても民家は殆ど見受けられない。あるの

はホテル等の観光施設だけだ。)の一番北寄りにある、欧米で言われる｢モーテル｣

のようなところだ。メイン棟でチェックインを済ませ鍵を受け取る。宿泊は木造３

階建てで、３０室位の棟が５つ程あり其々の棟の前は車で乗り付けられるよう駐車

場を広く取ってある。我々は棟までの２００m 位を徒歩で移動。荷物はピーターが

トレーラーで廻してくれる。棟の前ではポーターが荷降ろしを手伝ってくれる。 

 部屋は広く、一階だがバルコニーもあるシャレー風の作り。テレビは大きな扉付

きの木製のケースに収まっている。アメニティーの石鹸は「ナチュラルソープ」で

もちろん無香料。冬のスキー客が多いせいか、入り口を入って直ぐの踏み込みが結

構広く定員分のスキー道具やブーツが充分置ける。 

 先ほどからの雨は止みそうにない。荷物を受け取った時にピーターが「明日は晴

れるよ」って言っていたが本当かなあ。 

 シャワーを浴び、夕食の為に雨の中をメイン棟に向かう。 

 食堂では、学生らしき女の子が給仕をしてくれるが、若いだけあってたまにオー

ダーを忘れたりするのもご愛嬌。 

 先ずは、ビールとジンジャーエールで乾杯。このジンジャーエールだがこれに関

しては今回の何処のレストランでも｢おかわり｣はフリーのようだ。さすがに｢カナダ

ドライ｣を冠するお国だけある。 

 本日のメインメニューは、３～４００ｇはあろうかと思われる地元｢アルバータ

牛｣のステーキ。カナダでは美味しいとの定評があるが、我々日本人にとっては少々

｢噛み応え｣がある。やはりボリュームがあるせいか、皆さん付けあわせかステーキ

の一部を残されるのが多かった。 

 夕食後は雨のため散策も出来ずに早めの就寝となるが、本当に明日は晴れるのか

レイクルイーズインのロビー ３～４００ｇのアルバータ牛 
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なあ････。  

翌朝、｢かっチャン、晴れてるデ！｣の理事長の第一声で目覚める。ピーターの予

言通り夜来の雨が嘘の様にすっきりと晴れ渡っている。朝食までの間に周囲の山を

写真に収める。残念ながら遠方の山並みには未だに雲が掛かっていた。 

 朝食後、部屋に戻り身支度を整えて

いると、ドアの外に出しておいた大き

な荷物は、運ばれていった。 

 メイン棟に戻り売店を覗いている

と、井原理事長が女性もののＴシャツ

を購入。彼女への土産とは言っている

が｢見栄張ってんのちがう？｣なんて

江森夫人から野次が飛ぶ。 

 玄関で待機しているとピーターの

バンが現れた。荷物は既にトレーラー

に積み込まれている。 

 午前８時３０分。バンに乗り込み出発。目指すは標高２０７０mの｢ボウパス(峠)｣。 

 ハイウエイ(Ｈ)-１に入ると直ぐに分岐点が現れる。北に向かう右手に進路をとる

と、そこから先が最高の景色を満喫させてくれる｢アイスフィールドパークウエイ

(Ice field Park way)｣だ。ここから｢ボウパス｣まで４０分の上り。ピーターい

わく、パスからの逆走の下りも面白いそうだ。次の機会があれば試してみよう。  

バンは、峠を上り詰めた挙句、左折してＩＦＰＷをはずれ更に山を登る。２㎞程上

ると駐車場。自転車を降ろしておくからそ

の間に｢ペイト湖｣を見て来いと言う。そう、

ここは私が一番気に入っている｢ペイト

湖｣。少し雪の残る坂を下ると眼下に氷河

色に染まる湖が現れその突然の美しさに

息を呑む。残念ながら名残の氷が湖面を未

だに覆っているが、ベストの美しさは容易

に想像できる。 

 駐車場に戻ると既に自転車は準備され

ている。集合写真(表紙右下)を撮り終えい

よいよ出発。いきなりの急な下り坂。急ブレーキやブレーキの掛けっぱなしは事故

の元。ピーターから｢フェザータッチ｣のブレーキの握り具合でゆっくり下りるよう

注意を促される。 

スタート！スピードメーターを確認しながら時速２５㎞迄に抑えて先導。さすが

に標高２０００m を越えていると･･･寒い･･･。やがてＩＦＰＷに出、北の方向に左

折。なおも長い急な下りで時速３５Km迄にUP。７㎞は続いたかな？下り切ると少し

の上り。あまりの寒さにこんなに上りが待ち遠しく思えたのは初めてだ。 

ここから先は、少しの緩い上りと長くて緩い下りの連続となる。最後尾が追いつ

レイクルイーズインの玄関先にて 

ペイト湖 
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くのを待ちながら、時折休憩＆撮影タ

イム。最後尾は井原理事長が引き受け

てくれているので安心だ。 

見所ポイントでは、先回りしたピー

ターが、バンを止めて待っている。 

やがて、昼頃、路面も充分に乾き雲

も切れたあたりで、またもや長～い下

りがあらわれた。江森の旦那と青木君

が前に出てきて、飛ばす飛ばす。何か

の鬱憤を払うが如く飛ばす江森の旦

那たちを追いかけメーターに目をや

ると軽く時速５０㎞オーバー。３～４㎞もの距離を下り切ると、民家のような敷地

の入り口が現れた。ピーターが待っている。 

ここから１㎞程上ると左手にサスカチュワン河を望めるビューポイントのＰＡが

あるとのことで、そこで、ランチタイムをすすめられた。 

程無く最後尾も追いついて来たので、ミーティング。 

予定では、この先のクロッシングでバンに乗り、２０００m超のサンワプタパスま

で送ってもらい、クロッシングまでの逆

走の下りを楽しむ予定だったが、本日の

走行はここまでにして、パスの向こうの

｢アサバスカ氷河｣の観光をしようとい

うことにあっさりと決定。 

と言う事で、先ずは最後の１㎞を上り

きり走行終了。ピーターに自転車を預け

我々はビューポイントでランチタイム。 

サスカチュワン河の眺めは絶景。やが

てこの河は左右に分かれ、太平洋と大西

洋に注がれるそうだ。 

今日の河馬のランチは｢おにぎり｣。日本から持ち込んだパックのご飯を朝のうち

に携帯湯沸かし器で茹でておき、ビニール袋の中で塩昆布を混ぜ込み握ったものだ。

結構簡単に日本食が味わえるのと、自身のまめさ加減に呆れる。 

サンワプタ峠からのダウンヒルはなくなったので、ピーターは直ぐ先の宿泊先「ク

ロッシングリゾート」に連結していたトレーラーをはずしに行く。約１５分程で戻

ってきたトレーラーをはずしたバンに乗り込む。バンは本当に身軽そうだ。 

およそ４０分程で｢サンワプタ峠｣を通過。そこから５分程下ったところに｢アイス

フィールドセンター｣が見えて来た。ここはコロンビア氷原一帯の観光の拠点でもあ

り、案内所でもある。 

このあたりの氷河の成り立ちとは、標高３～４０００m 級の山々に囲まれた窪地

に雪が降り積もり、｢コロンビア氷原｣と言う氷の海のような一帯が形成されている。

シェフレンMtとウオーターフォル湖 

サスカチュワン河をバックにピーターと 



 13

そこから、その山々の狭間から溢れ出たような氷の河がまさしく｢氷河｣と呼ばれる

ものである。そして、このあたり一帯で一番大きく有名なのが｢アサバスカ｣山と｢ア

イスドーム｣と呼ばれる山との間から溢れ出ている｢アサバスカ氷河｣である。アイス

フィールドセンターはアサバスカ氷河のＩＦＰＷを挟んだ真向かいにある。 

氷河は、温暖化の影響で徐々にそして近年では年に１０m毎先端が後退している。

元々１９１９年にはＩＦＰＷの直ぐそばに先端があったものの、現在では７００m

位後退している。 

アイスフィールドセンターの一階は、みやげ物コーナーに氷河観光の受付と発着

のターミナルとなっており、地階には｢コロンビア氷原｣と付近の氷河との立体模型

や付近の自然の情景が展示されている。 

氷河観光はアサバスカ氷河の手前まで通常のバスで移動。そこから専用の車両（バ

ス）に乗り換え氷河の真ん中まで運ばれ下車し、氷河上を散策体験すると言った内

容である。この専用車両、開業当初はキャタピラの雪上車だったが、現在は直径が

２.５m位ある、月面探査車のような大きなタイヤとなっている。 

一時間のツアーで大人３８C$。中原の旦那と井原理事長、そして私の３人は氷河

の先端でよければ案内してくれると言うピーターの言葉に従い、氷河観光のバス発

着場所に向かう他のメンバーを見送る。 

バンに乗り込み、氷河の下部へ移動。ガレ場を１００m程歩いて上ったところから

氷河は始まっていた。氷河の先端

付近は立ち入り禁止となっている。

そばに注意書きがあり、ピーター

が指し示しながら説明してくれる。

氷河の先端部分は下面が解けて空

洞になっていることが多く、非常

に脆い為｢クラック(亀裂・クレパ

ス)｣が出来易い。人間が歩いた為

に出来る場合が多く、もし落ちて

クラックに嵌まり込んだ場合、助けを呼びに

行っている間に、体重と体温で体の周りの氷

が徐々に解け、益々嵌まり込んでいくそうで

ある。例え救助隊が来れたとしても、体が氷

に挟まれているため引っ張り揚げるためのロ

ープを巻きつけることが出来ず困難を極める

そうだ。 

立ち入り禁止ロープを越えた１００m 先を若いアジア系のグループが笑い転げな

がら戻ってくる。交わされている言葉が日本語でないのに妙に安堵する。 

アサバスカ氷河の先端部分 

アサバスカ山 アイスドーム 

氷河先端のガレ場を行く中原旦那 
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ガレ場を散策すると、所々に表面が平らな大きな岩を目にすることが出来る。ど

の岩もよく見ると、表面を同じ方向に向かった無数の引っ掻き傷がある。かつて、

氷河に覆われていた頃、岩と氷河に挟まれた小石が氷河の流れて行く際に引きずり

引っ掻いて行った痕だそうだ。 

ここから溶けた水は河となり、北極海へと注がれる。 

ピーターのネイチャーガイドは続く。しかし、温暖化で氷河の先端が後退してい

くさまを解説してくれている時のピーターの眼差しは真剣そのもので、心を痛め憂

いている気持ちがひしひしと伝わってくる。 

アイスフィールドセンターに戻って来たが、観光組が戻って来るまで未だ２０分

以上ある。河馬は、地階の氷原＆氷河の立体模型を見学。中原の旦那と井原理事長

はお買い物。 

やがて、戻って来た観光

組と合流しクロッシング

に向かう。ＩＦＰＷは結構

な下りと勾配を抑える為、

ループのように廻りこん

でいる。それが途中に現れ

る｢ビッグベンド(大曲

り)｣と呼ばれる個所だ。そ

の上の方が非常に有名な

ビューポイントで、当初ガ

イドブックのこの写真を

見て、今回の企画を思い立

つ要因の一つとなったも

のである。因みに｢ベンド｣

とは、例えばスキー板の裏面どうしを合わせた際、真ん中辺りの非接地部分の膨ら

みの曲がり具合をベンドと呼ぶが、それと

同じ意味である。 

 その先を進み、右手のサスカチュワン河

に沿うようになると、左手に大きな絶壁が

現れる。壁からは上方の氷原から解け出し

た水がそちこちから滲みだし岩肌をつた

い落ちている、さながら岩壁がないている

ような錯覚にとらわれる。そう、ここは｢ウ

ィーピングウオール｣。「すすり泣く壁」と

呼ばれるポイント。山々は結構距離がある

はずなのに非常に近く見えるのは、急にそ

そり立っているせいなのだろう。 

 さて、本日の宿泊先の｢クロッシングリゾート｣はもう直ぐ。途中でピーターが車

遥か彼方に迄続くベンドからのアイスフィールドパークウエイの眺め 

ウィーピングウオールと車上の自転車 
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を止める。何事かと思い指差す方向を見る

と････熊だ！１０mと離れていない。何してる

んだろうと聞くと、｢お腹を空かせてサイクラ

ーを待っている｣と、ニヤリとしながらピータ

ーが言う。おいおい････。 

 午後４時過ぎ、クロッシングリゾートに到

着。ここは、ダイニングホール・カフェテリ

ア・売店の三つが入った棟とレセプションを

中心に数棟のウッディーな宿泊棟（全６６室）

に囲まれたいわゆるモーテルである。宿泊棟の中には英国風のＰＵＢ(パブ)まであ

り、ロコの生ビールなら３.５C$で味わえる。その上敷地内にはＧＳ(ガソリンスタ

ンド)も併設されており、そういえば１５年前のＨＭで来た時もここで給油したのを

想い出した。 

 夕食は６時から。待ち切れずに眠ってしまい出遅れる。慌てて、ビーチサンダル

に半パン・Ｔシャツでダイニングルームに駆け込む。今夜は同席のピーターの襟付

きシャツにスラックスといったいでたちを見て自身の迂闊さに気付く。そう、欧米

ではディナーでの服装のマナーは暗黙のうちに守らなければならなかったのだ。 

 夕食はビュッフェ。サラダコーナーではブロッコリーなんかが生で盛られており、

生で食する習慣に一同驚く。コーナーの端ではホストが、ローストハムとロースト

ビーフを切り分けてサーブしてくれる。それまでの夕食のメインは、魚かお肉だっ

たので、ビュッフェのフライドライスはちょっと嬉しかった。 

 食後、併設の売店でみやげ物を見てまわる。面白いものを発見。ビール瓶のよう

なボトルに液体では無い物が入っている。中身は粉末状になっており、ラベルには

｢ホットケーキミックス｣と書かれ

ている。頭に浮かんだのは、空港

なんかで手荷物検査を受けた際、

液体ではなく粉末の入ったボトル

というものはどのように判断され

るんだろう？････なんて。でも、

買ってまで試す気は起こらなかっ

た。 

 翌朝、｢かっチャン、雨降ってる

わ････｣の言葉で目覚める。いきな

りパンチを喰らった様だ。今日は

｢サンワプタ峠｣の上からジャスパ

ーに向かって行ける所まで走る予

定だったが、路面が濡れていると急な下りは危険なので、下りを下り切ったところ

からスタートしなければならなくなる。 

 朝食は、カフェテリアで７時から。カフェテリアにも関わらず、料理が並んでい

ウイルソン Mt をバックに立つクロッシングリゾート 

熊が出たゾウ！ 
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ない。朝が早いので、我々の朝食は厨房から直接出されるそうだ。各自の皿にはス

クランブルエッグ・ベーコン・ソーセージ・フレンチトースト等が盛り付けられて

いる。飲み物だけはカフェテリアのドリンクコーナーでフリーとなる。ところが、

雨天時の相談をしているうちに雨が上りだした。と言う事で、とりあえず峠まで上

って様子を見ることに。 

出発前にここで、漸く準備されたサンドイッチを昼食用に購入して行く。河馬は今

日もパックご飯と塩昆布。ただ、

これでは足りないので菓子パ

ンを購入。 

午前８時、荷物は残していく

トレーラーに積み込み、バンの

みで出発。雨はすっかり上って

しまった。４０分ほどで｢サン

ワプタ峠｣に到着。路面も乾い

ている。 

体調のよくなかった山脇氏

は大事を取ってバンで移動す

ることに。 

峠からはゆっくりとそして

徐々に下っていく。時速３５㎞程度に抑えて走行。昨日観光したアサバスカ氷河と

アイスフィールドセンター前を快調に通過。さすが標高２０００m 超。寒い････耳

あて付きの帽子が欲しい････フリースを着込んどきゃよかった････寒い････と思い

ながら走行するうちに３㎞程先から少々スティルな上りが現れた。５００m ほど続

く上り坂は充分過ぎる以上に身体を暖めてくれた。最後尾を待つも身体が冷え切る

とダメなのでゆっくり先に行けとピーターが促す。息が整ったところで再スタート。

直ぐに出発できたのは、青木君と江森夫妻だ。さすがに青木君は若いし、江森夫妻

は英国の湖水地方の激しい高低差を走っただけある。 

ここから先は又急で長い下りが続く。もう寒くは感じない。下り切ったところで

皆が揃うのを待つ。揃ったところでメンバーを確認すると、米谷さんがいない。ど

うやら｢山脇ストップ｣が掛かったようで、あとで米谷さんに聞くと｢全然大丈夫でも

っと走りたかったのに･･･｣だそうだった。 

休憩中、木下夫妻が｢飴｣を配ってくださった。中原旦那はそれを袋のまま取り落

としてしまった。私がすかさず｢３秒ルール！１・２・３｣とカウントし出すと、す

かさず｢２｣で拾い上げられた。中々どうして、６０代とは思えない俊敏さだった。 

道は殆どフラットで、時折少しの緩い上りとそれより長くて緩い下りの連続で、

停まるのがもったいない様なコースが続く。左右を松の林に囲まれていたかと思う

と、いきなりサンワプタ河の河原が開けて山並みが遠望できたりする。 

あまりに気持ちよく長く走りすぎたので、一時停車。しばらくすると、青木君が

追い付いてきて、｢マシントラブルが発生したようです!｣と告げる。でも、先ほど先

←江森の旦那 

←
青
木
君 
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行していたピーターが、巡回して後方へ戻って行くのにすれ違ったので、任せてお

いて大丈夫だろう。 

やがて、皆が追いついてきた。どうやら、中原さんの奥さんの自転車のハンドルの

固定部分がスタートの際に緩んだ様。案

の定ピーターが駆けつけ修復してくれ

たようだ。本当にサポート車があると言

うのは安心だ。 

｢サンワプタ滝｣の入り口が見えて来

た。左折して標識通り滝の方に進んでい

くと滝の入り口に到着。待っていたピー

ターが帰りの時間も考慮して｢ここで

TimeUpしたらどうか？｣と。丁度お昼で、

滝を見学しながら昼食にしたら午後１

時は回る。本日の宿泊先のバンフタウン

に戻るには３時間も掛かるので、それが懸命かも知れない。帰路の途中でピーター

がお勧めの観光ポイントを２ヶ所案内してくれるということで、全員納得の上で本

日の自転車走行を終了する。 

自転車をピーターに任せ、お弁当を持って滝の方に向う。普通、滝というと下から

眺めたりするものだが、ここは違った。滝は短い間隔で３段くらいに別れている。

その真上に橋が架かっており、その橋上から見下ろせるようになっており。落差自

体は１０m もないのだが、段差毎に急流が逆巻きあまりの音の間じかさに思わず怖

じけてしまう程の迫力がある。橋を渡ったところの石段で思い思いに座り込みお弁

当を広げる。皆さん、食べ切れない程の大きなサンドイッチ。少々食傷気味になっ

てきたかな？河馬は今日もパックご飯に塩昆布。そうそう、クロッシングの朝食を

摂ったカフェテリアに「電子レンジ」が置いてあったな。次回はあれを利用させて

もらおう。 

昼食を終えバンに戻ると、すっかり準備が整ってい

た。ところでピーターはいつ食事を摂っていたんだろ

う。 

バンは一旦クロッシングに戻り、ピーターはトレー

ラーを連結に掛かる。その間に我々は売店で土産物を

物色。飽きることなく買い物は続く。屋外で待ってい

ても中々出て来ない。バン＆トレーラーの準備は１０

分程で完了したのに････。中へ呼びに行き漸く揃い出

発。 

出発して１０分程の駐車場に車が入っていく。ピー

ターの案内で５分程散策路を下ると、｢ミスタヤ滝｣が

現れた。ここも上からの眺めだが、なんと滝の直ぐ上

の岩場に立つことが出来る。日本なら必ず柵が設けられ、もし柵が無く人が落ちよ

サンワプタ滝でのお弁当休憩 

←
こ
ん
な
所
に
立
て
る 
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うものなら管理者の責任となるが、さすが、欧米は全て自己責任の世界だ。確かに

景観を台無しにしかねない柵は無粋だ。しかし、自身で責任を持てない日本人にと

っては柵は必要かも知れない。景観を犠牲にしてで

も････。事故が起これば柵を設置しなかった管理者

に責任を押し付けるのだろう。要は、何処までが安

全で何処からが危険なのか自身で判断できないのだ。

自身で危険だと思えば近寄らなければ良いのだ。 

車に戻る途中、松の木に奇妙な穴が開いているのに

気が付いた。どうやらキツツキの開けた穴らしい。

直径がおよそ５cm 位の見事なもので、それ迄は木に

寄生している虫をついばむ為に木を突いているんだ

ろうと思っていたんだが、アニメのウッドペッカーは、それを大袈裟にデフォルメ

したものと考えていた。でも、本当にここまで開けるとは大したものである。気が

付けば結構あちらこちらに開いてるのが散見できた。 

次の立ち寄り場所は、ボウ峠を越えた先の

「ボウ湖」だった。この国立公園内に初めて

立てられたロッジ｢Ｎａｍ－ｔｉ－ｊａ｣の

直ぐ手前の駐車場に乗り入れ｢ボウ湖畔｣を

散策する。ボウ湖もまだ半分くらい氷に覆わ

れている。その遥か向こう岸には｢Mt.クロウ

フット｣がそびえる。そう言えば｢カラスの

足｣に見えなくもない(？)。 

このあたりは道路から外れているので非

常に静か。是非もう一度訪れ、くだんのロッ

ジに滞在してみたいものだ。 

ここからバンフタウン迄、あと1時間少々掛かる。ピーターは乗客を気使い、ＢＧ

Ｍを流してくれる。｢エンヤ｣だった。｢好きなのか？｣とピーターに聞くと、「好きで

はないが、皆が和みそうな曲だから」と。｢ここはカナディアンロッキーだろ、なぜ、

ジョンデンバーを流さないんだ？｣と問うと、軽く笑いながら｢♪ロッキーマウンテ

ンハ～イ♪｣と口ずさみ、｢そんなもの持っ

てないよ！でも、今度来るときには用意し

ておくよ！｣と約束してくれた。 

１６時頃。バンフタウンに到着。今宵の

ホテルは｢インズオブバンフ｣で、そのスイ

スビレッジと呼ばれる宿泊棟である。先ず

はピーターが荷物を降ろしている間に、メ

イン棟へチェックインを済ませに行く。勿

論、既にルームキーが用意されており、１

９時からの夕食手配を確認。車を停めた場

Mt.クロウフット 

キツツキの開けた穴 

インズオブバンフの室内と理事長 

後光↓ 
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所に戻ると、皆さんそれぞれピーターにお別れを告げている。最後にピーターは、

自身が主宰するサイクリングツアーのパンフレットと宣伝用の画像を納めたＣＤを

手渡し、メールで連絡を取り合うことを約束し合う。 

ピーターには、仕事とは言え非常に良い旅を提供してくれたので、お一人１０C$を

協力して頂き、謝礼として別れ際に贈呈させて頂いた。 

やがて、３日間世話になったバン＆トレーラー＆自転車とピーターを見送り、各

自の部屋へ向かう。スイスビレッジ棟は坂の上に向かって延びており、２階建てだ。

バンフタウンには景観を保つ為、高い建物は無い。精々が３階建て程度である。 

我々の部屋は、入り口近くの１階にまとめられているお陰で外出し易く助かる。

室内も荷物の多い冬のスキー客を対象としている為か、結構広いめとなっている。 

夕食はいつもより１時間遅くしてあるので、３時間近く間がある。ということで、

皆さんそれぞれお買い物に出かける。私だけはマイ自転車があるので、ひとり初日

に立ち寄ったスーパーに向かう。河馬の土産はどの国に行ってもスーパーに売って

いる物と決めているので、買い物が楽しみだ。スーパーは結構広く食料品から日用

雑貨まで揃っているので、土産としてサプライズとなりそうなものが多い。 

食肉コーナーで直径３０cmＸ厚さ１cm、中心には骨の部分もある生ハムの真空パッ

クを発見。値段も４～５C$とお手頃。サプライズの土産としてはもってこいだ。早

速３枚程をカゴに入れる。問題は日本の食物検疫をどのように潜り抜けるかだが、

加工食品でもあるしその上、真空パックは良かったんだっけ？あとは、手頃な価格

のクッキーを探す。その上、パッケージにカナダのシンボル｢カエデ｣の模様があれ

ば言う事なし！あったあった････、やっぱり探せばあるもんだ。それまでの土産物

屋に売られていた、｢いかにもカナダです！｣といったものに比べればおよそ３分の

1 位だった。レジで代金を締めてもらうと４１,５C$。小銭をもらうのが嫌なので、

５０C$札と２C$硬貨で支払った。にも関わら

ずお釣りはなんと８,５C$。おいおい、何の

為に２C$硬貨を渡したんや？文句を言って

もレジの女の子は理解できていない様子。本

当に欧米人って釣銭の暗算って苦手なのか

な？尚も食い下がっていると、私の後ろのレ

ジの兄ちゃんが、見ていて気付いたらしく女

の子に注意をしてくれたお陰で、ようやく理

解できたらしくお釣りの１０,５C$を返して

くれた。うやむやにせず、ちゃんと主張をし

ておいてよかった。 

買い物を済ませ、外に出ると河馬の愛車｢流星号｣をしげしげと眺めている白人が

いる。およそ２５歳位の男性。私が近付くと話しかけてきた。｢この自転車はシボレ

ーとなっているが、何処で買ったんだ？｣と。「日本で購入して、持ってきた」と言

うと、｢そうか、シェヴィー(シボレーの呼称)の自転車なんて初めて見たよ！｣って。

そういえば、ピーターにはシボレーの自転車を見て、私に冗談で｢どうして日本人な

の室内 

バンフタウンでは馬車も闊歩している 
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のに、トヨタやホンダに乗らないんだ？｣って

言われたっけ。 

思えば、｢プジョー｣や｢ＢＭＷ｣なんかの欧米

の自動車メーカーが、オリジナルの自転車を

開発販売している事が良くある。環境に悪い

影響を与えかねない自動車を販売する傍ら、

その工作技術を生かし、環境にエコで優しい

自転車にも関わっている。日本位かな、先進

国で乗用車メーカーが８社もありながら、何

処も自転車に見向きもしていないのは。儲け主義の日本らしい。トヨタなんか売り

上げがいくら世界第一～二位といってもやはりエコマインドは欧米にはかなわない。

ひいては、いくら経済的に豊かになっても、心の豊かさは追いついていないという

ことだ。 

宿舎に戻り、シャワーを浴びれば間もなく夕食。場所は、メイン棟の 1 階のレス

トラン。メニューは･････｢鱒｣だ。このあたりのお薦めは、｢鱒｣か｢牛肉｣しかないの

だろうか？既に明日の夕食(最終日は自由食)は、｢日本料理｣にしようと皆さん心に

それぞれ誓った事だろう。 

翌日、朝食をさっさと済ませオプショナルツアーの準備に掛かる。伊勢の山脇さ

んと米谷さん、青木君と井原ＫＣＡ理事長は「ヨーホー国立公園の終日観光」。中原

さん・木下さん・江森さんのご夫婦３組は朝からの｢バンフ半日観光｣。何れも午前

９時ホテルＰｉｃｋＵｐだ。いずれの車にも日本人ガイドが乗り込み賑やかに出発。    

皆さんを見送ったあと、河馬の私は｢朝寝｣を昼前迄楽しむ。 

でも、１１時には身支度を整えＭｙ自転車｢流星号｣に跨り、バンフのポタリング

に出かける。 

バンフは街の東端にある｢バンフ

駅｣から西の｢ボウ河｣迄の約２㎞程

のメインストリートを中心に広がる

細長い小さな街である。｢ボウ河｣か

ら先には｢サルファーマウンテン｣が

そびえ、ふもと付近から左手に進め

ばお城の様な｢バンフスプリングス

ホテル｣が建っている。右手に向かっ

て坂を３㎞程進めば｢サルファーマ

ウンテン｣の登るロープウエイ乗り

場となっている。その近くには、｢ス

プリング｣つまり温泉センターがあ

る。元々、この街も先ず最初に温泉が発見され、それを中心にホテルや街が形成さ

れて行った様である。温泉は、日本での温泉の浸かり方と違い、水着を着用して入

浴するのでさながらプールのようだ。 

メインストリートから東のMt.ノーケイを望む 

バンフ駅より南を望む 
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バンフは、国立公園の中にある。その為

住人の人数も制限されており、１万人迄

と決められている。居住条件は、バンフ

国立公園内のホテルや土産物店・飲食店

等観光関連に従事する者又はその家族と

なっている。現在は８千人少々が居住し、

その内の２０％が日本人又は日系人との

事で、バンフの街の経済に重要な役割を果たしているのが窺い知る事が出来る。 

｢流星号｣は、そんなバンフを駆け抜ける。先ずは駅で記念撮影。そのあと颯爽と

メインストリートを走り、｢サルファーマウンテン｣の山頂に立つべくロープウエイ

乗り場を目指す。西端の｢ボウ河｣から、坂は徐々に上がっていく。･････無理！一人

の上に誰も見ていないので、根性が続かずおよそ半分の地点で挫ける。 

ボウ河に向かって坂を引き返す。ボウ河の橋の袂まで戻ったときに地図を確認する

と、ボウ河の上流方向に｢牧場｣の印。確か家内と HoneyMoon で訪れた際に乗馬体験

したところではなかろうか？舗装路から逸れて地道を進むと････思い出した。ここ

だ！家内と早朝に訪れ、乗馬を楽しんだ（？）記憶が蘇ってきた。あの時の厩舎も

受付の小屋もそのままだ。時間は正午。ランチタイムらしく、カウボーイ姿の男女

５～６人が屋外のベンチに腰を掛けて食事を取っている。流星号を傍らの立ち木に

持たせ掛け、彼らに近付いていくと、一人の

｢カウガール(？)｣が食事を摂りながら挨拶

をしてくれた。一時間の乗馬体験を希望する

と｢ＯＫ！｣と応えながら、４０分後にここへ

戻ってくるよう指示された。 

さて、４０分間を何処で過ごそうか？そう

いえばここへ来る途中、昔の砦のような丸太

の壁の建物があったのを思い出した。ここか

ら自転車で５分と掛からない場所だ。 

そこは､｢バッファロー博物館｣と呼ばれ、

開拓時代のネイティブアメリカン(要は“インディアン”)の生活が展示されている。

館内には僅か５～６席の喫茶コーナーと小規模の土産物コーナーがあるだけだ。展

示コーナーの入館料は大人８C$。内容の割に高いので土産物コーナーだけを覗き外

で待つことに。地図を広げ、乗馬の予想コースとその後の見所を確認。 

やがて時間が来たので、牧場に戻る。今度は男性の牧童頭が応対してくれ、受付

小屋にて料金を支払う。１時間コース＠３８C$。日本円で４３７０円だ。１５年前

は確か２時間で＠３５C$しかも、当時の為替レートに換算して２９００円だったよ

うな記憶がある。物価も上昇しただろうが、その前にカナダドルが強くなったのか、

あるいは円が弱くなったのか･････？多分、後者かな。でも、今回このアクティビテ

ィをオプショナルツアーとして申し込むと、ホテル間の送迎をつけてなんと一人＠

１１０C$となる。１１０－３８C$！さて、この差額は一体何処に消えるんだろう。 

バッファロー博物館 

カナダ式の温泉 
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そのうち牧童頭に呼ばれ、柵にの中に入ると一頭の馬が牧童頭に鼻面を抑えられな

がら待っていた。馬の名前は｢エディー｣。馬は人の気持ちを読むと言われるので、

ビクつく気持ちを抑えながら、気丈にエディーの額を撫でてやる。どうやらまだ舐

められてはいない。牧童頭に促され左足を左側の鐙に掛ける。鐙の高さはどう見て

も胸元近くまである。先ずそこにつま先を入れなければならない。腹がつかえる。

次にその左のつま先に全体重を預け、右足を振り上げながら馬の背を跨ぎ越さなけ

ればならない。今度は体重が邪魔をする。昨年に体験したモンゴル馬に比べはるか

に大きい。何とか跨ぎ越え鞍に落ち着く。牧童頭は私が乗り終えたところで、｢馬に

乗ったことはあるか？｣と聞くので｢ここでは 2 回目だ。｣と返すと、｢じゃあ大丈夫

だ！ここから先は別の人間が案内する。GoodLuck!｣と言って見送られた。えっ？そ

れだけ？説明は････？え～と、馬を前進

させるには両の踵で馬の腹を蹴り、太綱

を片手で持ち、右に退けば右に曲がるし

左に引けば左に曲がる。後ろに引けば停

まるし、もっと退けばバックもす

る･･････。そうこう思い出している内に

前を見ると、女子大生と言えるような女

の子が馬上で待っている。彼女の名前は

｢キャシー｣。なんと、この時間は他にお

客がいないので、私一人だけのガイドと

なったのだ。テンガロンハットを被って

はいるが、今風の細めの赤い縁の眼鏡が２０歳前後の年代を覗わせる。 

練習も無しにいきなり乗馬トレッキングが始まる。キャシーは自身の後方５m 以

内の距離を保つよう指示してくる。１０m 近く離れると(上の写真位)、エディーの

お腹を蹴るよう促してくる。また、エディーもなまくららしく放っておくと直ぐに

ペースを落としてしまう。舐められたのかな？ 

キャシーが乗馬は何回目かと聞いてくるので、４回目だと応える。何処で･･･？と

聞くので、前回と前々回はモンゴルでと答え、｢初めて乗ったのは、１５年前にここ

で家内と HoneyMoon で訪れた時に体験した｣と応えると｢Ｏｈ！ＣＯＯＬ(カッコい

い)！｣と。 

我々は、林の中の柔らかそうな専用ダートをのんびりと進む。時折、交差する遊

歩道のトレッカーとにこやかに挨拶を交わす。 

３０分程、林を進んだ辺りでボウ河のほとりに出たところから、河に沿って牧場

に向かう道に入る。時折、キャシーは口元に人差し指を充てて｢シッ･･･｣と囁きなが

ら馬を停める。倣ってエディーを停め前方に目を凝らすと、鹿の親子がのんびりと

散歩をしている。足元を２匹のリスが右に左にと小走りに駆けて行く。やがてそれ

らの邪魔にならない位離れたと判断されたところで、再び馬の歩を進め出した。カ

ナダの自然ってこうして守られているんだと実感する。国や行政がいくら国民に呼

び掛けても、国民一人一人の大切にしようという意識が無ければ自然との共存は不
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可能だ。まあ、特にこのバンフは住人の殆んどがこの自然を売り物にした観光業に

経済を依存している為尚更だ。自然が無くなれば観光客が来なくなりひいては生活

を逼迫してしまう。いわば、自然と共存して大切にする意識無くしてバンフに住む

ことは出来ないのだ。 

牧場に戻り、私一人のために案内してくれたキャシーに５C$ものチップを奮発(し

たつもり)！して別れを告げる。入れ違いに二人のカウガール(？)が、１０名位のお

客さんを案内していった。あの位いるとキャシーのチップ収入ももっとあったんだ

ろうなあ。 

お昼を食べ逃したのでお腹はペコペコ。バンフタウンのいつものスーパーに立ち

寄る。お惣菜コーナーで、お寿司のパックを発見。妙にワクワクしながらカゴの中

へゲット！他にカップ麺のキムチ味も合わせて購入して、勇んでホテルにもどる。

ホテルのメイン棟を覗くと、バンフ市内半日観光の中原さん達が戻っておられた。

夕食の話をすると、今夜はホテルの直ぐ近くのステーキハウスでステーキを楽しむ

そうだ。ガイドのお薦めだそうだ。でも、私にはお寿司とラーメンがある。やがて、

ホテル前にバンが停まり、井原理事長や伊勢グループが降りてこられた。にこやか

で、明らかに楽しかったようだ。彼らは、同じようにガイドから薦められた｢日本料

理｣を食べに行くそうだ。それまでの間、また皆さん買い物に出かけられた。 

ワクワクしながら一人部屋に戻り、食事の準備。先ず、カップ麺用に湯を沸かす。

持参の湯沸かし器は片付けるのが面倒なので、コーヒーメーカーを利用する。出か

ける前から氷浸けにしておいたビールを取り出す。お寿司のパックを開け蓋の部分

にワサビを搾り出し醤油に溶いておく。お湯が沸いたようなので、カップに注ぎ込

む。ちょっとぬるいかな････？３分程待つ間にビールを開けグビ！プハア！ 

先ずはお寿司に手を付ける。サーモンの巻物だが、海苔とご飯が逆になったいわゆ

る｢カリフォルニア巻き｣だ。一本を八つに切り分けていれてある。箸で摘んだ際崩

れないように注意しながら、端を少しワサ

ビ醤油に浸け口に運ぶ。一切れを一気に一

口。う～固い････！加熱していないパック

ご飯のようだ。海苔巻きと言うのは海苔が

ご飯を包み込み外気に触れないようにし

ている為、しっとり感が損なわれないので

ある。しかしてカリフォルニア巻きは外気

に触れる部分が多く硬化し易い。目の前で

巻いてもらい即食べるなら、見た目も変わ

って面白いかも知れない、しかし、持ち帰

りのような時間をおいて食す場合には絶対に不向きだ！ 

なら、もう一つの楽しみのカップラーメンは････これも固い････！お湯の温度が

やはり低かったようだ。芯が残り、噛む度にバリバリ音がするようだ。 

お寿司はボロボロ、ラーメンはバリバリ･････この２種はお陰でカナダでの最後の

夕食を非常に思い出深いものにしてくれたのであった。 

インズ オブ バンフの入り口 
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辛い食事を終え、最後の大仕事。Ｍｙ自転車｢流星号｣の分解と梱包に取り掛かる。

先ず、ペダルを外すも両方とも心棒が割れており、このカナダの地に置いて行く事

に･････。前後のタイヤの空気を抜き、フレームから外す。梱包してきたダンボール

をガムテープで徹底的に補強！フレームを逆から入れタイヤを前後の隙間に差し入

れる。要所要所に不要の着替えや洗濯物を緩衝材として詰め込んでいく。いくら重

くなっても自転車の一台は一台。往路の時の様に５０C$も別途徴収されるなら、多

少の荷物を詰め込んでも罰は当たらんだろう。お陰で、別のバッグは軽くペチャン

コになった。 

暗くなりかけた頃、井原理事長はご陽気に戻ってきた。でも、しきりに｢日本食は

高かった！｣とぼやいている。あとで青木君に聞いてみると｢そりゃ、あれだけ日本

酒だとかこちらで高そうな物ばかり注文するとあれ位掛かるでしょう!｣と。 

翌朝、４時半にモーニングコール。最後

の荷造りと身支度を整え荷物を外に運び

出す。５時４０分にメイン棟へ朝食用の弁

当を受け取りに行く。朝が早いのでホテル

で朝食が摂れないからだ。 

弁当を持って外に出ると送迎の車がやっ

て来た。往路で向かえてもらった２５人乗

りのミニバスだ。運転手は往路の時と異な

り｢河野くん｣と言う在7年の男性。全員が

協力してバス後方のトランクルームに荷

物を積み込む。一番厄介だったのはやはり｢流星号｣だった。 

積み込みも終わりほぼ定刻の６時にバンフを出発。夜は明けているが西に向かう

為朝日が後からとなるので、車内は少々薄暗い。そんなせいもあるが、やはり楽し

んだバンフを後にするのは名残惜しいのか、一様に無口である。陽も昇り車内が明

るくなり始めると次第に会話も始まる。出発時に配った弁当と烏龍茶も気になり、

それぞれガサゴソと開く音がし出す。中身は｢おにぎり｣だ。それにきんぴらや漬け

物が入っている。う～ん、美味しい！。弁当を受け取りに行ったとき手渡してくれ

たのは、日本食レストランの日本人だった。やはり、米の炊き方＆扱い方を心得て

いる。欧米人は、米と言えばパスタ類と同じ感覚で、沸騰したタップリのお湯に投

げ込み、茹だると湯切りすると言った塩梅で｢ふっくら｣と言う炊き上がりには程遠

い。せいぜい｢リゾット｣のような｢粥｣ならまだ良い方で、まさか｢アルデンテ｣に拘

らぬ様祈るばかりである。そういえば昨日のカリフォルニア巻きなんかは｢アルデン

テ｣に仕上げた米だったんだろうか？ 

烏龍茶は缶入りで、製造先を確かめると｢シンガポール｣となっている。どのよう

なルートを辿ってこんなカナダの山の中に入って来たんだろう。そんなつまらぬ事

さえも旅の終わりというシチュエーションの中ではロマンにさえ感じられる。 

左手に１９８８年のカルガリー冬季五輪のシンボルとなったジャンプ台が見えて

来た。来る時は出迎えてくれるように見えたものも、帰りでは名残を惜しまんばか

スイスビレッジと空港までの送迎のミニバス 
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りに物悲しく見える。 

間もなく、カルガリー空港に到着。感傷に浸っている暇は無い。気持ちを切り替

えて、搭乗手続きを行わねばならない。 

ロビーに入って左手の通常のカウンター入り口で係員に問うと、右手がグループ

のチェックインカウンターだと教えられる。行って見ると係員はまだいない。その

うちに他の日本人の団体の荷物がロビーに運び込まれて来た。初日にこの空港まで

いっしょだった団体のようだ。なんとしてでもあの前に並ばねばならない。急いで

皆さんに声を掛け並んでくれるようお願いする。 

ところが、折角早く並んでいるにも関わらず、係員は一向に現れない。先ほど質

問した係員が気にして、事務所まで担当者を呼びに行く。やがて現れた体格の立派

なおばちゃんがやって来たが、全体の荷物の量を一目見て自分の手に余ると判断し

たのか、先ほどの係員を呼びつけて手伝わせた。お陰で我々のグループはその若い

方の係員が担当してくれる事になった。 

先ず、カルガリー～バンクーバー～関西空港各間の２種の搭乗券を渡され、荷物

にはクレイムタッグが付けられた後、順調にベルトコンベアで流されていった。残

されたのは｢流星号｣。何キロ位あるのかと聞かれ、少しサバを読んで１８kgと答え

る。多分２０kgは超えているだろう。彼女は｢ＯＫ！｣と応えながらクレイムタッグ

を張り、｢Heavy｣と書かれたシールを添付してくれた上で、直ぐ傍の｢大型荷物預け

カウンター｣に持ち込むよう指示される。指示されたカウンターに行くとこれまた体

格の良いお姉ちゃんが、クレイムタッグの有無を確認した上で、コンベアに自身で

載せるよう促された。誰にも追加代金に関して触れられることは無かった。４月の

フィンランド航空といい、今回のエアカナダ航空といい、関西空港であれだけ厳し

くきっぱりと徴収されたにも関わらず、現地の空港では何のおふれも無い。ひとつ

だけ考えられるのは、彼らにとっては自転車といっても荷物のひとつにしかすぎな

いし、何といってもわざわざ見咎めて手続きをとるなど、とんでもなく面倒な作業

なのでは無いのだろうか？そういえば、関空では一人の係員が一台の自転車に関し

て２～３０分も要して関わらざるを得なかった。関空の搭乗受付ではエアカナダ航

空の担当者だけで１０人以上もの人間が忙しそうに右往左往していたが、ここカル

ガリーの受付では、個人もグループも含めてもせいぜい３～４人しか見受けられな

い。こんなものなんだろう。日本では何もかもマニュアル通りに処理を行おうとし

て、余計な時間と手間を浪費しているのだ。逆に欧米では係員自身が合理性を判断

して処理に当たることができるようだ。 

往路と異なり、乗り継ぎのバンクーバーで荷物が出てくることは無いので、預け

てしまえば後はこちらのもんだ。 

手荷物検査を受け、ＡＣ２０９便のゲートへ向う。程無く搭乗開始。国内線にも

関わらずここでもパスポートをチェックされる。座席はグループの名簿にＴＣ(添乗

員)とあったせいか、みんなと席が離れている。私は通路側で隣の席は空いている。

このまま空いたままだと楽なのに･･･と考えていると、間際になって赤ちゃん連れの

東洋系の女性が滑り込んだ。日本の旅券を手にしているのが見えたが、日本語は話
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せないみたい。多分、本人は中国人で旦那が日本人なんだろう。旅は道ずれ、コミ

ュニケーションを取ろうとして、英語で｢お子さんは１０ケ月位？｣と聞くと｢あ～、

イエス｣といった曖昧な返事。ところがその後やってきたＣＡ(キャビンアテンダン

ト)から「お子さんは何ヶ月？」と聞かれると、すかさず｢９マンス！｣と応えるでは

ないか。なんなんだ！この日本人もどきの女性は。出発を遅らせるくらい間際に乗

り込んで来た上にこの態度！いやな思いの１時間半のフライトだった。 

時計を１時間戻した上の午前１０時

３０分にバンクーバー到着。わき目も振

らず機外に出、後方の皆さんを待つ。待

つ間、係員に次のターミナルを聞くと

｢Ｄ｣と答えてくれる。全員が揃ったので

Ｄに向おうとするが、このターミナルで

Ｄなんて表示は見当たらない。｢国際線｣

の表示はある。とりあえず国際線にむか

って進むとやがてＣの表示が現れた。空

港は広いのでかなりの移動距離がある。

やがて指定されたゲートに辿り付く。こ

の間には手荷物検査がなかった。ただ国際線に入るためにパスポートと搭乗券を確

認されただけだった。みんなで場所と時間を確認後解散。次の出発は１３時０５分

なので、ここで昼食を済ませておいた方がいいだろう。この辺りには｢SUBWAY｣や

｢PizzaHat｣｢BurgerKing｣等の日本でも有名なFastFood店が入っている。しかし我々

の目を惹き付けているのは｢Hanabi(花美)｣と名付けられた日本食店。勿論日本国内

では見たことも聞いたこともない。扱う内容も中華からうどん、それもキムチ入り

なんかもあり、全くもって無節操なオリエンタルフーズ店だ。この辺りのゲートは

関空行きはもちろん、成田行きや韓国のソウル行きまであり、出発時間も近いせい

か、日本人や韓国人が闊歩している。当然｢Ｈａｎａｂｉ｣には行列が出来ている。

私の前には韓国のおばちゃん(アジュマ)が二人並んでいる。ところが気がつくとい

つの間にか割り込まれ５人位に膨らんでいる。順番が廻ってきてもアジュマ達は物

凄い勢いのハングルで注文する。理解できない店員はなす術べなく、嵐が過ぎるの

を待ち、ゆっくりと指差しで確認。支払いでも一悶着でカナダドルと米ドルを混ぜ

て支払い、今度は逆にレジのおばちゃんに一蹴されていた。 

ようやく、順番が廻ってきたので｢肉うどん｣と｢焼き餃子｣を注文。なんでもない

注文なのに１４C$!＝１６５０円も支払わされた。餃子はまあまあだが、うどんはお

粗末極まりない。日本食は日本まで我慢すればよかったと後悔する。 

食後、辺りをうろついていると中原の旦那に呼び止められた。他の日本のご婦人

から飛行機の出発が遅れると聞かれたそうだが、先ほどモニターを確認した所では、

そのような事は表示されていなかったけど････。｢その女性の言葉って関東弁じゃな

かったですか？｣と聞くと、どうもそうらしい。念の為、今一度モニターを確認する

と、関空行きに変更は無いが成田行きが１時間遅れとなっている。その旨を中原の

ファーストフード店が並ぶ空港のゲート前 
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旦那に報告し納得してもらったが、本当に迷惑な関東のご婦人だ。みんながみんな

自分と同じ成田行きと思い込み、触れ回るなんて････。 

買うものも無く、日本から持ってきた小説も読み切った。煙草を吸う場所も見つ

けられないまま手持ち無沙汰にゲート前の椅子に腰掛け搭乗開始を待つ待つ待つ。 

１２時４０分。ようやくＡＣ０３５便に搭乗開始。ここでも搭乗券とパスポート

をチェック。 

ところで、機内に乗り込むことを｢搭乗｣と言う。英語では｢BOADING(ボーディン

グ)｣。搭乗券は｢ボーディングパス｣と呼ばれる。ボーディングのボードとは直訳す

ると｢板｣という意味だ。何故その様に呼ばれるようになったかと言うと、かつて飛

行機も飛行船も無かった時代に海外渡航といえば｢船旅｣だけであった。勿論、その

時代の船と言うのは｢木造帆船｣。船客が船に乗り込んで立っているところは････そ

う、｢板｣の上。そして船長が乗客を迎え入れる際に使われた言葉が｢WellcomeBoad(ウ

ェルカムボード)｣だ。時代は船から航空機に変わっても、機内放送の機長からの最

初の挨拶の言葉｢WellcomeBoad｣は今も変わっていない。将来、旅は宇宙旅行となり

宇宙船に乗り込むようになっても船長の最初の挨拶は｢WellcomeBoad｣なんだろうと

思うと何かしらロマンを感じる。 

機内に乗り込むと私の席はまた皆さんと少々離れている。席の前の例のパーソナ

ルモニターの内容は往路と全く変わっていない。退屈を覚悟していた。しかし、隣

の席には、日本人の若い女性が座っている。英文の洋書に目を通している。彼女も

同様の添乗員の臭いが感じ取れたので恐る恐る聞いてみると、添乗員ではなかった。

彼女はいわゆる｢語学留学生｣。福井県の建築会社に勤めながら、英会話を学んでい

るそうだ。年齢は３０過ぎ、語学学校の斡旋でバンクーバーのホストファミリーの

ところへホームステイしていたそうだ。しかも初めての海外旅行で、到着の際出向

かえと行き違いがあったらしく、さぞや心細かった事だろう。日本語に飢えていた

らしく日本語の会話が弾む。お陰で退屈することは無かった。 

１５時４０分。関西空港に無事到着。入国手続きを済ませ荷物を受け取り出口を出

ると皆さんが揃った。最後の挨拶を交わし一組二組とそれぞれの方向に別れて行く。

最後に井原理事長との二人が残りＪＲへ。｢特急はるか｣には勿論自由席に乗り込む。

案の定空いておりお陰で二人ゆった

りと座って帰れる。 

車内では、井原理事長と次は何処を

走ろうか？何処へ行ってみたいか？

等と自転車の夢を語り合う。その内会

話も途切れ、列車の揺れが眠りを誘う。

目を閉じていると、眠っているような

そうでないような････。カナダでの出

来事が思い出され、時折、小さく思い

出し笑い･･････。 
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真っ直ぐに伸びるアイスフィールドパークウエイ 


