
カナディアンロッキー 

 

～青空と清々しさを求めて～ 

【報 告 者】井上 立石 山本 石丸 
【日   時】2007年 8月 11日（土） 

～8月 19日（日）＊報告 11～15日  
【参 加 者】井上 立石 山本 石丸 
 
≪日程≫ 
8月 11日 ｶﾙｶﾞﾘ-国際空港 17：40→ﾊﾞﾝﾌ国立公園 19：30 
8月 12日 ﾊﾞﾝﾌ→ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾚｲｸﾊｲｸ→ﾀｶｶｳ滝→ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ滝ﾐﾆﾊｲｸ
8月 13日 ﾚｲｸﾙｲｰｽﾞ 7：40→ﾃｨｰﾊｳｽで休憩（2099ｍ）9：4

ｍ）昼食→ﾚｲｸｱｸﾞﾈｽ 13：50→ﾐﾗｰﾚｲｸ 14：50→
8月 14日 ﾚｲｸﾙｲｰｽﾞ 6：30→ﾓﾚｲﾝ湖 7：20→（ｱｲｽﾌｨｰﾙﾄﾞﾊ

ｲｸ→ﾍﾟｲﾄﾚｲｸ→ｺﾛﾝﾋﾞｱ大氷原→ｼﾞｬｽﾊﾟｰ国立公園

８月 15日 ｼﾞｬｽﾊﾟｰ 9：00→ﾎﾜｲﾄﾘﾊﾞｰﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ 10：00～12：
15：30→ｼﾞｬｽﾊﾟｰ着 

 
≪ 報    告 ≫ 
■8月 11日（土） 報告者：井上 
灼熱のヨセミテトレッキングから 1 年。これを教訓に『澄
い空気（暑くない）の中でトレッキングを！』をテーマにし

と決まった。『カナディアンロッキー』それしか思い浮かば

結論から言うと、大正解であった。雲一つ無い青空に大騒ぎ

に感動し、行程中はほぼ天気に恵まれたお陰で、パンフレッ

あの景色そのままのカナダの自然を満喫できた。 
前日まで仕事に追われ、荷物の吟味ができなかった。お陰で

いの荷物（15kg）そしてその４分の１が非常食だった。（次
ありませんよー） 
日付変更線を越え、カナディアン航空 AC4にてカルガリ
いでレンタカーの手続きを終え、町の観光もする事無く 17：
ロッキーの玄関口バンフ国立公園へ向け出発。 
ドライバーは、昨年に引き続き石丸さん。私は助手席へ。

図や石丸さんが準備してくださった分岐地図を凝視しつつ、
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景色は最高！道も広いよカナダの旅

→ｻﾙﾌｧ-山ｺﾞﾝﾄﾞﾗ→ﾊﾞﾝﾌ 
5→ﾋﾞｯｸ・ﾋﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ（2270
ﾚｲｸﾙｲｰｽﾞ 15：40 
ﾟｰｸｳｪｲを車で移動）→ﾎﾞｳﾚ

16：00 
00→ﾐｴｯﾃ温泉 13:30～ 

切った青空。そして清々し

たら、行き先はあっさり

なかった・・・。 
し、朝の冷え込み（5～6℃）
トで HPでみたあの場所・

、出発からザックいっぱ

回行かれる方非常食は必要

ー空港に 16：00到着。急
40一目散にカナディアン

田中 Drからお借りした地
なんとかハイウエイに乗



っかる事ができた。昨年より簡単でほっと一安心。 
あとはひたすらだだっぴろい直線道を進む。車内から眺める景色も草原地帯からだ

んだんと針葉樹を蓄えた険しい山々へ変化していく。予定より 1 時間も早く 19：30
バンフ国立公園へ到着。 
ユースホステルへチェックイン後、バンフの町へ散策に行く。そこは完全に観光客用

の町であるが、まるでヨーロッパの小さな田舎町のようなかわいい建物が立ち並び、

人も多く行き来し当然スーパーやレストランも沢山ある。 
今日の夕食は、フードコートで中華。 
 ザックの４分の１を占める非常食は、全く不要だとこの時点で気づいたが遅すぎた。

後に、延々とそれらを持ち歩く事になったのは言うまでも無い。 
さらに、勉強不足であったが、カナダの日没は 21：30頃だ。かといって朝は７：30

頃に明るくなり始める。・・・と言うわけで朝から晩まで目いっぱいカナディアンロッ

キーの大自然の中で遊ばせてもらった。 
≪余談≫掲載の写真に小さく写る白いボードは湖だらけのカナダでどこがどうだっ

たか覚えられないだろう危機感から、石丸さんがひとつひとつ字体を変えたネームボ

ードを作ってくださった。感謝！ 
 
■8月 12日（日）：立石 ◎エメラルド湖（ヨーホー国立公園）・タカカウ滝他 
 いよいよ観光トライアスロン(？)のスタートだ！最初
はヨーホー国立公園のエメラルド湖でミニハイク。早朝の

ため観光客はおらず、いきなり貸切状態だ。エメラルド色

でとっても綺麗！早速、湖を周遊できるハイキングコース

へと向かう。そこには吃驚の生き物が！不気味な黒の光沢

に下半身がゴーヤのような大きなナメクジである。初めて

見る生き物との出会いも旅

 

 

 

ﾀｶｶｳ滝

の醍醐味。湖畔の三分の一

程のところにある岩の上で

休憩。見あげれば氷河を抱

く山々、静かな湖面にはその山々や青空が映

さ富士」感動の景色である。船着場まで戻り

カヌーに挑戦することに。私と石丸さんはと

奥を目指して漕ぎまくったが、遠くに見える

山本さんは湖の中ほどで写真タイム、お食事

ぐ気配まるでなし。１時間だけでしたが、カ
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ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾚｲｸ
りまさに「逆

２人乗りの

にかく一番

井上さんと

タイムと漕

ヌーおもし



ろかったです。湖に溶け込んだような一体感が持てたし、水がすごく透明で神秘的で

した。その後はものすごい水量のタカカウ滝、バンフのジョンストン渓谷ミニハイク、

ゴンドラで行けるサルファー山はあまりの人の多さに断念、夜はバンフの市街地散策

（お土産屋さんがいっぱいスーパーは品揃え悪い）、ユースホステルではステーキやソ

ーセージを焼いて自炊しました。外食しても味が合わないので自炊が一番でした。 

 

■８月１３日（月）：報告者 山本 ◎ﾌﾟﾚｲﾝ・ｵﾌﾞ・ｻﾞ・ｼｯｸｽ・ｸﾞﾚｲｼｬｰｽﾞﾄﾚｯｷﾝｸﾞ他 
今日はﾄﾚｯｷﾝｸﾞﾒｲﾝの日。数多くある湖の中でも人気の湖「ﾚｲｸ・ﾙｲｰｽﾞ」と同じく人

気のﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ「ﾌﾟﾚｲﾝｵﾌﾞｻﾞｼｯｸｽｸﾞﾚｲｼｬｰｽﾞﾄﾚｯｷﾝｸﾞ」。このｺｰｽには「ﾚｲｸｱｽﾞﾈｽ」と「ﾐﾗ

ｰﾚｲｸ」がある。ﾐﾗｰﾚｲｸ。。。去年ヨセミテ国立公園にも同じ名前があった。暑さと虫に

戦いながらやっとたどりついたﾐﾗｰﾚｲｸは水がほとんどなくひえあがったドブのようだ

った。今回はﾘﾍﾞﾝｼﾞの意味も含めてｶﾅﾀﾞの「ﾐﾗｰﾚｲｸ」に期待に胸を膨らませる。 
早朝５時３０分起床、人気のｺｰｽなので人が少ないうちと早朝の出発となった。６時

３０分バンフのユースを出発。空はうっすら

明るいものの雲がかかって少し天気が心配

になる。しかしレイクルイーズに付くころに

は雲がなくなり湖は早朝の空気と湖の静け

さで湖面には逆さ富士が映し出される。近く

にいた日本人のカメラマン曰く「ここ１週間

このあたりにいるけどずっと雨や曇りでこ

んなに晴れたのは今日がはじめて」とのこと。

彼はなんと田主丸出身。ｶﾅﾀﾞの地でこんなﾏｲﾅｰな人に会えることにびっくり。それか

らちゃっかりﾌﾟﾛのｶﾒﾗﾏﾝに写真を撮ってもらう。自分達もいろんな角度から何枚も何

枚も写真をとる。写真の枚数がその時の感動度を表しているのかもしれない。豪華ﾎﾃﾙ

「ｼｬﾄｰﾚｲｸﾎﾃﾙ」を横目に「金持ちはいいね」

などどつぶやきながらトレッキングコースを

出発。途中ﾘｽやﾊﾘﾈｽﾞﾐ？の大きなおしりを発

見。顔はあまりかわいいとはいえないﾏｰﾓｯﾄ

らしき様々な小動物が顔を出す。木はほとん

ど針葉樹の一種類のみである。ﾒｰﾌﾟﾙの木は東

ら

も

 

 

の方に

がひら

石がごろごろとした緩やかな道を進む。ｱｯﾌﾟ

歩きやすい。最高だ！ 

大氷河をバックに 
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レイクルイーズ
しかないらしい。樹林を抜けると視界

け、ビクトリア氷河を目の前にしなが

ﾀﾞｳﾝもさほどなく湿気もないのでとて



そうしているうちに２度３度遠くから地響きのような音がする。雷でもないし、ど

うやら氷河がくずれ落ちている音のよう。これは地球温暖化の陰だろうか？やや不安

になる。 
２時間ほどでティーハウスに到着。ｶﾅﾀﾞ

にはﾄﾚｯｷﾝｸﾞｺｰｽのところどころにﾃｨｰﾊｳｽ

が設けられている。そしてまわりには欧米

人用に作られているのか日本の３倍くら

いのﾍﾞﾝﾁがある。身体にﾌｨｯﾄしないﾍﾞﾝﾁ

でアグネス氷河をみながら休憩。満足満足。

それからアグネス氷河へのトレッキング

コースへ出発～。と行こうとすると木を伐採している少年にこ

われる。これから先が楽しみだっただけにがっかり。先ほどの

る音と関係しているのかも。 
気を取り直してさきほどのﾃｨｰﾊｳｽでﾃｨｰをすることにした。ま

料金もﾎｯﾄﾁｮｺﾚｰﾄ（c＄2.75＝約 330 円）と良心的。氷河やそび
ゆっくり景色を堪能する。そしてﾚｲｸｱｸﾞﾈｽ、ﾐﾗｰﾚｲｸへ向けて来

途中ﾌｧｲｱｰｳｨｰﾄﾞというお花が咲きほこる！ｶﾅﾀﾞの花は旬が過

にﾎﾟﾂﾝﾎﾟﾂﾝと咲いているけどここは立派なお花畑。感激度も増

ろんなﾎﾟｰｽﾞで写真を撮りまくり、ﾃﾝｼｮﾝもあがり皆のﾎﾟｰｽﾞも

でみたらきっとわけが分からないんだろうな。。。 

ミラーレイク 
それからやや急斜面の

どするとﾋﾞｯｸﾋﾞｰﾊﾞｲﾌﾞに

ｲｰｽﾞを眼下に眺められる

ゆっくり景色を堪能して

ｻﾞｸﾞに折り返す急斜面を

う間にｱｸﾞﾈｽ湖へ。ｶﾅﾀﾞの

て様々でいろんな色をみ

そして期待のﾚｲｸﾙｲｰｽﾞ。小さい湖だけどちゃんとした（？）

足満足。去年の恨みも十分はらす。そして１時間ほどして出発点

ゆっくり歩をすすめ景色を楽しみ写真も楽しみのんびり充実

段階から沢山お世話になり沢山笑わかせて頂いたｶﾅﾃﾞｨｱﾝｶﾞｰ

りがとうございました！ 
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山小屋のお茶屋さん
の先は通行止めだと言

氷河がくずれおちてい

だ早いので人もまばら。

えたつ山々をみながら

た道を引き返す。 
ぎたのかところどころ

しいろんな角度からい

いつしかﾊｲﾃﾝｼｮﾝに。後

山道をすすみ２時間ほ

到着。ﾛｯｷｰの宝石ﾚｲｸﾙ

絶景。昼食をすませ、

ｱｸﾞﾈｽ湖へ向かう。ｼﾞｸﾞ

一気に降りてあっと言

湖は色がその湖によっ

せるのでおもしろい。 
湖でとっても綺麗。満

だったｼｬﾄｰﾚｲｸに到着。 
のﾊｲｷﾝｸﾞでした。準備

ﾙｽﾞの皆さんほんとにあ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■8月 14日（火）：石丸  
朝 6時 30分ユースを出発。雲ひとつ無い快晴！焼きたてのパンを購入して、再びモレ
イン湖へ向かった。私たちの思惑では、早朝の人気のない美しい湖を自分たちだけで

満喫したかったからなのです。 
 7時 20分モレイン湖へ到着。がっ！湖がどす
黒いっ！えぇ～･･･？そうなのです･･･。太陽光

線で反射する青色は、太陽が昇っていない時間

では、その辺にある湖と一緒でただの水溜りな

のでした。太陽が昇るまで寒さに震え絶えまし

た。そして、湖が青く輝く時間には、観光客が

押し寄

せてき

ました。（そーゆー事なんだ･･･） 

ボウレイク 

 世界一美しいパークウェイと言われる“ア

イスフィールドパークウェイ”をジャスパー

目指し快適にドライブ。途中、ボウレイク・

ペイトレイクなど美しい湖を観光しながらコ

ロンビア大雪原へ到着。ここも観光客でいっ

ぱいでした。また、ガイドブックなどに掲載

されている写真より、氷河がずいぶん後退していました。ここも地球温暖化の影響を

ペイトレイク 
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感じます。午後 4時ジャスパーへ到着。事前情報では、人が少なく野生動物がウロウ 
ロしていると言う事でしたが、

全くのガセネタで、車と観光客

でごった変えしていました。街

は、小さいながらも充実してい

て、スーパーには何でも揃って

いたので、本日もユースで自炊

と言う事になりました。買った

のは、ローストチキン１羽分。

美味しかったです。 
 あちらこちらで、トレイルヘ

ッドの標識を見ましたが、日程

的にトレッキングをする時間

が無かったのが残念でした。夜は、かなり冷え込みました。 

コロンビア大雪原

 
■ 8月 15日（水） ≪番外編≫ホワイトリバーラフティング 
カナダはアウトドア天国！と言うわけで、この

日はレンタカーを早めに返却する関係上、トレ

ッキングを断念しラフティングにトライするこ

とに。。。 ゴムボートには私たち 4名と、チェ
コ人家族（1 ヶ月掛けてｻﾏｰﾊﾞｹｰｼｮﾝを楽しんで
いるとか）の 8名。激流はほとんど無く、綺麗
な景色を眺めながらのんびり 1.5h かけて川を
下る。皆オールを握り締め、インストラクターの指示に従いながら、漕いだり止まっ

たり、そしてかなり冷たい水の中にチェコ人のお父さんと息子2人が飛び込んだりと、
和気あいあいと楽しんだ。スリルはないが、ゆ

ったりと景色を堪能するのもいいな。 

 

ﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ初体験！
でも、まだまだ遊び足りない！またおいでと言

う事だと解釈し、ジャスﾊﾟｰそして最後のカナ

ディアンロッキーの締めくくりとした。 
夢叶い、しかしそれさえも夢のような 9 日間で
した。石丸さん、立石さん、山本さん大変お世

話になりました。ありがとうございました。 
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