
ナイアガラとカナディアンロッキー    2009.6.25～7.2 

憧れのカナダ大自然物語 8日間   

 

梅雤本番の 6月 25 日～7月 2日カナダへ出かけた、今回は 2人の友夫婦と

一緒に 6人で参加した。当初はセントレアから出発予定のコースであったが、

国内線の席が確保できずに新幹線と成田エクスブレスを乗り継いで成田ま

で出向くことになった。 

 

成田空港集合 14.30"に変更される 

  

今回の旅行はなんと言っても新型インフルエンザの世界的な広がりのあ

る中での申し込みであった。そのためか友の知り合いが申し込んだ時は、キ

ャンセル待ちの状態だったが、しばらくして OKになったという。新型イン

フルエンザの報道も少し落ち着き、天皇陛下のカナダ訪問も決まったニュー

スが流れていたが、参加者はあまり増えなかったようで 23 名だった。それ

もわれわれのほかに夫婦二組とあとは女性ばかり、男性 5名と女性 18名の

参加さらに添乗員は女性の渋谷さんで女性主体の編成になった。 

 

  
成田エクスプレス            閑散とした成田空港南ウイング 

 



本来はセントレア集合であったが、国内便の席確保が出来ず成田集合に変

更された。そのため成田までの切符は旅行社手配で、事前に手元まで送られ

た。スーツケースは事前に成田まで送って、武豊線の関係で少し早めに名古

屋駅新幹線ホームに着いた。早速駅弁を求めてダイヤを確認すると、われわ

れの乗る 10.53"の「のぞみ」の前に 10.47"の「のぞみ」がある。6分の間隔

で走っているのには恐れ入る。16両編成の電車がこんなに頻繁に走るほど乗

る人がいるなんて驚きで、お年寄りでは乗る電車を間違えてしまいそうだ。 

10.53"ののぞみに乗り品川駅で乗り換えた、おそらく東京駅だと判りづらく、

大変なので品川乗換えになったと思われる。成田エクスブレスは初めての利

用である、これまで成田発の旅行をしたことはなくもっぱらセントレアを利

用している。東京駅を出てから千葉駅くらいは停車するのかと思ったが成田

までノンストップで走る。ビルの合間をモノレールの走る千葉駅を通過して、

成田山を横目に見ながら走ると、田園地帯となり空港第二ビル駅に停車後、

品川からおよそ 1時間で成田空港駅に 14.00"到着した。 

案内に沿って第一ターミナルビル(南ウイング)4階出発ロビーに向かう、

それなりの広さがあり自分のいる場所が分からない、案内で場所を確認して

スーツケースを受け取る。すぐ隣にあるクラブツーリズムの受付を済ませ、

ホッとしてまわりを見回すもさほど混雑していない。成田は日本の表玄関と

いうがそんな雰囲気は感じられず、ちょっとばかり寂しい。 

  

トロントまで 11 時間 15 分の飛行はきつい 

  

エアーカナダ A0002 便 B777-300は定刻 17.00"にボーディングブリッジを

離れたものの少し遅れ 17.30"に離陸を開始した。いよいよカナダへの旅がス

タートした、私たちの席は 39B.Cで一つは通路側だったのでほっとした。 

この便はバンクーバーには寄らずにトロントまで直行する、短時間で到着す

るのは良いが 11時間余も狭いイスに閉じ込められるのは苦痛である。モニ

ター画面で映画などを見るも、日本語ではないので今ひとつだ。何回も席を

立ちトイレに行ったり屈伸をしたりしながらの旅はちっとも楽しい物では

ない。せめて 5～6時間でどこにでも行けるようになって欲しいものだ、そ

れと、飛行機の席も列車のようにゆとりのあるものにして欲しい。でなけれ



ば、飛行前の「ゆっくりおくつろぎください」のアナウンスはやめて欲しい。

もちろん、搭乗人員が減れば運賃は高くなるだろうがそれもやむを得ないこ

とだ。ビジネスかファーストクラスにするということとは別の問題であり、

快適な旅を提供するのが運送関係者の責務のはずと思うのだがいかがであ

ろう.......。 

そして飛び立ってしばらくしてカナダの入国カードが配られる、記入しよう

とランプのスイッチを何回押しても点灯しない。客室乗務員に連絡すると窓

を開けてくれという、故障しているのだ。エアーカナダの管理システムもた

いしたことはなさそうで、ちょっとがっかりした。 

機内食は 2度＋夜食(サンドウィッチ)がでた、初めは魚のトマト煮?でまず

まずのものだったが、二度目は「おかゆ」を選択した。長時間イスに座って

いると腹を押えるのであまり食べられない、魚の時も少し食べて残した。で

もおかゆはとてもおいしかった、ふりかけのような物がかけてあり、且つ梅

干の味もして残さずに食べた。そして苦痛の 11時間 15分後にトロントのレ

スターB.ピアソン国際空港に無事着陸した時はほっとした。 

ところが入国審査で一人の友夫婦と他の 4名が別室に案内されて、特別に

チェックを受けた。あとで友に聞いても何を聞かれたのかよく分からないと

言う、当然相手もよく分からないはずで何をチェックしているのか? こん

なことがあって空港を出発できたのは到着後一時間余した 17.15"で、バスで

ナイアガラへ向かった。 

 

  
トロント．ピアソン国際空港でバス待ち  夕食はレストラン「アルマックス」にて 

 



カナダで見た初の景色．食事．人は....... 

  

空港を出るとハイウェーは片側 5車線もある、日本車は多くなくスムース

な流れだ。工場らしい建物もあちこちに現われるが、すべて平屋建てで背後

にはだだっ広い平原が広がっている。土地はいくらでもあるので安い平屋建

てで十分なのだろう。郊外に出るとトロントのランドマークである CNタワ

ーが遠くに見える、今回は見学しないが高さ 555.3mもあり、展望台は 346m

のルック.アウトと 447m の世界一の高さを誇るスカイ．ポッドがあり絶好の

観光ポイント。342m のグラス.フロァーは床がガラス張りになっている。し

ばらく走ると意外な物を見た、まるで刈谷にあった依佐美の鉄塔そっくりの

塔があった。それも二箇所もあったのだ、でも上部にはアンテナは張られて

いなかった。 

19.00"ナイアガラに到着した、先にレストラン「アルマックス」に寄って

バイキング形式の食事をした。現地の人も何人かが食事をしていたが、たい

ていは大きなステーキが皿に載っている。私は小さなエビのフライ、ムール

貝、ピザなどをとり席に戻ると、妻はステーキを選択していた。エビとムー

ル貝の味はよかったが他のものはさほどではなく、カナダで初めての食事は

心に残るものとはならなかった。それよりも、レストランにいた人や街を行

く人は大柄なのはよいが、男性も女性もビアダルサイズの人がかなり見られ

たのが気になった。このあとホテルに入る、「オークスホテル オーバール

ッキングザフォールズ」つまり滝の見えるオークスホテルというのだ、部屋

は 9階の 924号室でナイアガラのカナダ滝アメリカ滝が一望できるすばらし

いロケーションだ。ミニキッチンもついたまずまずの部屋だった。20.30"か

ら 1時間ほどホテルの周りを散歩したが、まだ陽が高くとても明るい。ホテ

ル付近にはカジノ、ミノルタタワーがある、滝沿いの散策コースは花や緑が

多くて公園のようだ。滝のところまで降りるインクラインの前で、記念写真

を撮ろうとしていると、現地の人か海外の人か分からないが男性がいたので

撮影を頼んだ。彼はカメラをのぞくと「ハーイニコニコ」と言いながらシャ

ッターを押してくれた、そればかりか念のために「ワンスモア」ともう一枚

撮ってくれた。 

 



  

インクラインの横にて        右からオークスホテル、カジノ、ミノルタタワー 

 

カナダはどんな国か 

  

カナダの語源は原住民の「村落」を意味する単語が変化して「カナダ」に

なったという説が有力。面積は世界 2位の広さで日本の 27 倍、10の州と 3

つの準州で構成されている。その中のケベック州ではフランス系住民が多く、

カナダからの分離独立をめざす動きもある。 

人口は 3.400万人でアメリカとの国境 200km 以内に 80%が住んでいる。政治

体制は日本と同じで立憲君主制・議院内閣制・二院制をとり、元首はイギリ

ス女王(エリザベス 2 世)、ハーパー首相。首都はオタワ、公用語は英語とフ

ランス語。宗教はカトリック系キリスト教 43%プロテスタント系キリスト教

29%。通貨はカナダドル現在１ドル約 90 円。 

歴史 

1534年     ジャックカルティエ、仏領カナダ領有を宣言 

1608年     ケベック植民地創設 

1682年     ルイジアナ領有宣言 

1763年     7 年戦争の結果、仏領カナダを英国に割譲 

1858年     イギリスがブリティッシュコロンビアを領有 

1867 年 7月 1日  自治領カナダ誕生 

1931 年      英国がカナダの自治権を法的に保障(実質的独立) 

1982 年      憲法の制定(イギリスからの独立プロセスの完了) 



 つまり、独立して 140年たらずの若い国といえる。 

カナダあれこれ 

。カナダは死刑制度を廃止している 

。医療費の無料政策がとられている中でも財政の黒字化に成功している 

。鉱物資源が豊富で世界シェア 10位にはいる鉱物が 17種ある 

。ウラン鉱は 1位、鉄鉱．タングステン鉱．ニッケル鉱.銀鉱．天然ガスは 3

位....etc 

。おもな輸出品は木材．鉱物．穀物、加えて工業製品がアメリカ中心に増加 

。飛行機のボンバルディアはカナダのメーカーである 

。「赤毛のアン」の作者モンゴメリーはカナダの文学者 

。電話機を発明したグラハム．ベルはカナダの人 

。特産品といえばサーモンとメープルシロップ 

 

二日目  

 

野生のリスが走り回る 

  

翌朝 6.30"から 1時間ほど散歩した、メインストリートを挟んで滝の反対

側へ行ってみる。渋谷さんにもらった地図を見ながら、巨泉の店の横道を進

んで行くと道の両側に家があるだけで、原っぱというか原野みたいで高圧線

も通っている。メインストリートの高層ビルとは対照的な風景があった。 

  

  
中心街にそびえるカジノ           桐の木のような花と民家 



でも歩道は緑の芝生のなかに真っ直ぐ延びていて美しい、そのうえ大きな街

路樹が並んでいる。その中に大きな白い花をつけた桐の木のような大木が印

象的だった。さらに街路樹にはリスが走り回っていた、人の住んでいる近く

にまで野生のリスが出てくるのがうらやましく、スケールの違いを感じた。 

地図ではこの奥にコンビニが載っているのだが見つからず、あきらめて帰る

ことに。大通りに戻り付近を一回りしてホテルに戻ったが、あちこちに朝食

6.99㌦の看板が目に付いた。６３０円位になるがどんな内容なのだろう? 

だが友は 2.99 ㌦の看板を見たという、さてどんな物が食べられるのだろう。 

ホテルに戻り 8.00"から隣のレストランで朝食となる、アメリカンスタイ

ルでバン、ソーセージ、ベーコンとポテトフライが皿にのって準備されてい

た。でも私の席の皿にはパンがなかった、ウェイトレスに「ノンブレッド」

と皿を指差すと「オー」とうなずき小さな皿にバンを載せてだしてくれた。

いろいろ手違いがあるのはどこも同じらしい、だが紅茶はおいしかった。 

食事を終わりホテルに戻ると、ものすごく太った人が杖をついて出てきたが、

歩くのも大変そうだった。 

  

ナイアガラには三つの滝がある 

  

最初のナイアガラ観光は 10.00"出発ととてもゆっくりだ、１３時間の時差

を思いやってのことかそれとも観光船のダイヤによるのか。１５分ほど前に

ロビーに行くと現地ガイドの方が来た、なかなかの美人である。出発前にナ

イアガラ瀑布観光の目玉である、霧の乙女号に乗るときの注意事項が説明さ

れた。そして、その時に着るビニールのポンチョをどこで受け取り、どこで

着るか要領を話し実際にブルーのポンチョを自分が着て見せてくれた。特に

滝に近づいたら顔の前の紐を引いて、完全にすっぽりとかむらないとびしょ

ぬれになるという。その話し方は身振り手振りよろしく、まるでエド.はる

みみたいな有沢とも子さんで、今日一日お世話になる。 

滝までの移動は赤い二階建てバスだった、有沢さん曰くこのバスは人気が

あるのだという。ホテルを出ると直に遊覧船乗り場に着く、この辺りから滝

の真横になる「テーブルロック」あたりまでがクイーン．ビクトリア公園で

とてもきれいに整備されている。緑の芝生が広がり大きな木々がすばらしく、



リスの走り回る姿も見られた。遊覧船のチケットは 14.5ドルとしてあった

から１３００円くらい、そして水色のポンチョを着て霧の乙女号に乗船する。 

 

  
滝見物用のポンチョを着た有沢さんと渋谷さん      これから乗るバス 

  

この「霧の乙女」というのは先住民族であるオンジアラ族の伝説上の聖女

の意味という。水しぶきを浴びたい人は屋根のない２階の右前というが、私

たちは 1階の中央辺りに陣取った。船は６００人の観光客を乗せて滝つぼ近

くに向かう、最初にアメリカ滝を見る。滝の下まで遊歩道がありたくさんの

人が歩いているのが見える、みんな黄色のポンチョを着ていた。ナイアガラ

瀑布はアメリカ滝とカナダ滝の二つと思っていたが、有沢さんの説明による

と三つの滝があるという。 

それは幅 260m のアメリカ滝の端の部分は少しだけ中州があって、15m位が

別になっておりこの滝をブライダル．ベール滝(花嫁のベール滝)と呼ぶ。 

船からアメリカ滝を見ると余りにも近い為に、水の壁ばかりでつまらない。

やはり他と比較する物がないとだめだと思った。そして、カナダ滝に近づく

とものすごい水煙が襲ってくる、たまらずに船の中ほどへ後ずさりする。も

ちろんフードの紐をしっかり締めていないとだめなので、写真など撮ること

は到底できない。滝の見物にきたのか水しぶきを浴びに来たのか分からない

くらいで、あちこちでキャーキャーと悲鳴に似た声が上がる。船が滝つぼの

近くで Uターンする時がクライマックスでこの時のキャーキャーが最高のレ

ベルとなる。カナダ滝の見物はまるでできずに水しぶきを浴びるのみだ、滝

つぼを離れると水面から滝の観賞が出来、壮大な姿に圧倒される。 

 



  
船から眺めるアメリカ滝         カナダ滝 

 

船を降りて少しだけ高い展望台から見る滝はすばらしい、幅 670mあるカ

ナダ滝もその距離を感じさせない周りの広さが圧巻である。このあとカナダ

滝の真横にあるテーブルロックまで移動する、水の落ちる滝の真上から眺め

ると吸い込まれそうな錯覚に襲われる。しかし、ここでも水しぶきは遠くま

で飛散しており、まるで雤が降っているみたいだった。 

カナダ滝から見ると滝に落ちる手前に何か構造物がある、川幅の半分くらい

にわたり延びているのは水量調節をする水門だという。自然の流れに任せて

いると滝には今の２倍の水量の水が流れて、滝の侵食が進むのでそれを押え

ているのだ。それでも年間に 2～3cm滝は後退しているというからすごい。 

  

スカイロンタワーから滝を眺めながらランチ 

 

ことあと OK ギフトショップに立ち寄って、13.00"からスカイロンタワー

の 

滝の見える回転式展望レストランでラナンチとなる。 

スカイロンタワーは滝から 500m程離れているが、高さが 160m ありアメリカ

滝とカナダ滝はもちろん、二つの滝を結ぶゴート島やアメリカ側に渡るレイ

ンボーブリッジなどすべてを眺めることが出来る。とてもすばらしいロケー

ションにみんなから感嘆の声がもれる、ここからなら滝の全景が見えるので

好きな写真が撮れる。ゆっくり回転するので周りの景色もゆっくり変ってい

く、そんな空中散歩を楽しみながらの食事はサラダ、ヒラメのソテー、デ 



    
スカイロンタワーから見たアメリカ滝 下はカナダ滝 

    
 

ザートはアイスクリームだった。最初にビールはカナダの「ムースヘッド」

6㌦をいただく、夕べはカナディアンを飲んだが、こちらではビールは小瓶

が主流だという。小瓶がこの値段だからかなりお高い飲み物といえる、しか

し、すばらしい絶景付きなのでこれもやむを得ないだろう。１時間ほどのラ

ンチタイムは瞬く間に過ぎて午後の見学に出発する。 



 昔の州都「ナイアガラ・オンザレイク」の散策 

  

午後の観光ポイントは英国風の美しい街並ナイアガラ・オンザレイクの散

策と、ワイナリーの見学でもちろん試飲付きである。このナイアガラ・オン

ザレイクという街はナイアガラの滝から北へ 20kmの所にあり１８世紀の終

りオンタリオ州がまだアッパ・ーカナダと呼ばれていた頃は、州都はトロン

トではなくこの街だった。街並は開拓時代の面影を色濃く残していて、映画

のセットのような美しさだ。でもこの美しさは街の人たちが守り続けてきた

ものに他ならない。またこの地域は、広大なオンタリオ州の中で唯一ぶどう

の栽培ができる所として知られ、カナディアンワインの産地でもある。 

14.55"ワールプールに立ち寄る、このワールというのはぐるぐる回るとい

う意味で、オンタリオ湖から流れ出たナイアガラ川が９０度に曲がって流れ

ているのだ。確かに珍しい光景でそのため渦がまいており、観光用のクラシ

カルなゴンドラが対岸までの 539mを往復している。ここは１２００年前に 

 

  
川が 90度に曲がるワールプール      針が松葉杖の形をした花時計 

 

ナイアガラ滝が生まれたポイントで、ビギニング.ホールと呼ばれる。 

15.10"サーダム発電所の隣の公園に立ち寄る、ここも広い園内に緑の芝生が

敷き詰められて気持ちが良い。その一角に針が松葉杖の形をした花時計があ

る、ここでみなさん記念撮影。この時計のいわれを説明してくれたが、確か

この近くの? 学校の校長先生の威徳に対し、足が悪く杖を使っていたことか

らこのデザインになったという。 



それより、元教師だった友は２０数年前に初めての海外旅行でこの地を訪れ

たというのだ。当時は新たな街づくりの最中で、初めに芝生を敷き詰めてそ

れから区画をしていた、その当時の姿と何も変っていないという。そして、 

まもなくオンザ.レイクという時に妻がお腹の具合が悪くなり、15.40"到着 

と同時にトイレへかけこんだ。そのためここからシャトルバスで街の中心ま

で行くのだが私は残ってみなさんに先に行ってもらった。渋谷さんも心配し

て残ってくれたが、妻はすっきりした顔で戻ってくると「私のバックは?」

という。何をバカなことを言っているのだ、「お前のバックなど持っている

わけがない、トイレへ忘れてきたのだろう」するとあわてて戻り、バックを

持って帰ってきた。ヤレヤレ、女性はバックを手放さないので、妻のバック

には帰りの国内で使う切符が入れてあるというのに。 

一本あとのシャトルバスで街に着くと、ガイドの有沢さんが「みなさん待っ

ていると言ってましたよ」というので、辺りを探したが見つからないのでた

ぶん街中ではなくオンタリオ湖岸とめぼしをつけて出かける。 

 

  
街の中心にある時計塔          砦跡 

  

中心のクィーン通りの時計台を目印に、リージェント通りから湖岸へ向か

う、道の両脇には大きな木が茂り道をふさぐくらいで、緑を大切にする街づ

くりにほとほと感心する。４．５分で湖岸に到着すると、めちゃ広い湖に砦

らしきものが見える。あれがジョージ砦かな?ヨットも浮かびすばらしい景

色だ、でも友たちの姿はないので辺りを見回していると岸辺から現われた。 

このあとビクトリア通りを歩いて大通りに戻ったが、大きな木の茂る道に

は楓の赤ちゃんになる「竹とんぼ」がたくさん落ちていた。そして、スーパ



ーマーケットに立ち寄り、お土産にお菓子などを買いこんでいたら時間がな

くなり、急いでバス停に戻ると約束の時間ぎりぎりで一安心。 

 

「ビリテリーワイナリー」でアイスワインを試飲する 

  

17.00"ワイナリー到着、工場の横に葡萄畑が広がっているが、手前には真

っ赤に熟したチェリーがたわわに実っていた。皆がそちらに気を取られてい

ると、こちらですよと葡萄畑の前で説明があり見学が始まる。カナダの葡萄

産地は二箇所あるそうだが、アイスワインを作れるのはここオンタリオだけ

という。アイスワインは秋に葡萄を収穫せずに冬までおいて、寒さで氷った

葡萄を－8℃～－10℃の時に収穫するという。そのため天気予報で翌日の温

度がこの条件を満たすと分かると、すぐさまアルバイトを募集して一気に収

穫するのだとか。必要人員の確保がアイスワインの味を左右するだけに、ア

ルバイト料はかなりいいらしい。すかさず有沢さんが「アルバイト希望の方

はここに残ってもらいますが」と、ジョークを飛ばしたので笑いが起こる。   

期待の試飲は赤、白と味わってから、グラスを換えてアイスワインを味わう。

とても甘い!! このように甘いワインが最高のワインとは思いも寄らなかっ

た。このアイスワインはハーフサイズが最も大きいサイズで 40㌦程という。

でも日本なら 10.000 円か。すばらしい味だったのでお土産に 200ml.25㌦を

一本買った、今日のレートから米ドル 21 ㌦で OK だった。肝心の飲み方は、

飲む 2時間前に冷蔵庫に入れると良いことも確認した。 

 

  
ワインの試飲              見た目は良いロブスター 



ロブスターの味は大味 

  

18.00"レストラン「レミングトン」でのディナーは期待のロブスターであ

る。大きな皿にでっかいロブスターが運ばれてくると「すげー」と歓声が上

がる。確かにでかいのだ、でもこれは食べるのに大変だぞと思っていると、

スタッフが来て専用の器具で殻を割って食べやすくしてくれた。それならと、

かぶりついたが身はなかなか硬くて食い切れない、それに味も日本のイセエ

ビなどとは比べようもない。日本のような繊細な味付けがあるわけでもなく、

おいしいとは思わなかった。ただ珍しいということだ、他は定番のサラダと

アイスクリームだった。まあー名物とはこんな物で、日本でも名物にうまい

物なしという言葉さえある。ホテルに帰ってからワインで飲みなおして、

20.00"からあるというナイアガラの花火を待った。時間になると花火が上が

り始めた、でかい花火ではなかったが久しぶりの花火を楽しんでから床に就

いた。 

 

三日目  

今日はナイアガラを離れてカルガリーへ飛び、いよいよカナディアンロッ

キーを巡る拠点のバンフへ向かう。 

  

トロントのセキュリティーチェックは厳しい 

  

今朝は 4.30"のモーニングコールで起きる、トロント 9.00"の飛行機に乗

るためナイアガラのホテルを 5.30"に出発した。当然のことながら朝食は食

べられないので、ロビーでサンドウィッチを受け取ってからバスに乗り込む。 

早朝のハイウェーを快調に飛ばして行くと、海のようなオンタリオ湖が見え

てくる。そんな朝景色を見ながらサンドウィッチを食べるのも悪くない。

6.50"には空港に到着する、荷物の受け入れ手続きは朝早いためか一人でや

っておりスムースにはいかない。が、団体扱いの為スーツケースを並べてお

いて、ネームと搭乗券を照合しているみたいだったが、すんなり OKだった。 



というのも渋谷さんが 20kgの重量制限がエアーカナダは厳しい、とさかん

におどしをかけていたのだがどうやらグループの総重量チェックのみだっ

たみたいだ。そして、セキリュティーチェックに進むが、ここでは靴も脱が

された。でもいい加減で友の細君は靴を脱がなかったという。まさか女性に

は甘いということでもないと思うが.....、でも私はコルセットで引っかか

った。腰を触って何か早口でしゃべられたので「オー、コルセット」と言う

と、仲間同士で何かしゃべっていたが直に無罪放免された。言葉が通じない

ということはほんとに不便なことだ、それでも海外旅行が出来る時代になっ

たことを喜ぶべきなのだろう。 

 

  
くつろぐ おばさんたち          トロントのピアソン国際空港を離陸する 

 

このあと持ってきたサンドウィッチを食べている人もいたが、上さんたちは

ウインドショッビングに出かけた。 

  

トロントから 4 時間でカルガリーへ 

  

トロント発 9.00"の AC0171はエアバス A320-2、席は 24E.F で窓際だったの

で離陸後と着陸時は下界の様子を見ることが出来た。4時間の飛行後 11.00"

にカルガリーに到着(時差 2時間あり)するが、着陸時に街の真上を通過して

いくので少し驚いた。カルガリーはアルバーター州の中心で人口 100 万人、

今も西部時代を思わせるロデオ大会が開催されており、特にスタンピードは



毎年 7月に 10 日間に渡り開催される大祭典として有名。ここアルバーター

州は石油を産出し財政も豊かで、消費税は国税(GST５%。物品と一部のサー

ビスにかかる)は徴収されるが州税(PST7%。商品、食事、宿泊料金にかかる)

はかからない。 

 

  
カルガリーの街               レストラン「銀龍」 

 

カルガリーはバンクーバーからロッキー山脈を越えて出会う最初の大き

な街で、この東に 1.000km に渡って広がるカナダの大平原がある。そもそも

カルガリーへ白人が最初にやってきたのは、1875年ボウ川沿いに騎馬警察隊

が開拓の為の砦を築いたのがはじまり。カルガリーの名は騎馬隊長の故郷ス

コットランドの村の名前から付けられた。1885年に大陸横断鉄道が開通して

からは肥沃な平原での農耕や牧畜のために多くの開拓民が押し寄せた。その

後 1914年に近郊で石油が発見されたことで一気に大都市へ姿を変えた。1988

年には冬季オリンピックが開催され、その名を知られるようになった。 

11.40"空港を出発して街の中心へ入って行く、大きなビルが林立する大都会

だ。一方通行が多いということでぐるぐる回りながら中華街のシルバードラ

ゴン(銀龍)に到着する。12.30"ランチは中華、やはり食べ物は和食か中華が

一番旨い、特別な物は出なかったが味は良かった。 

  

バンフの街をお散歩 

  



ランチのあとはいよいよカナディアンロッキー観光の中心地であるバン

フへ向かう。カナダ版の国道一号で大陸横断をするトランスカナダ.ハイウ

ェーを走る、この道路は最終日に観光するビクトリアの、ビーコン.ヒルパ

ークのマイルゼロを基点にバンクーバー、カルガリー、トロントからニュー

ファンドランド島までの 8.000km を結ぶ、世界で 2 番目に長い国道である。

1番はオーストラリアの国道だが大陸をぐるりと回っているので、横断道路

としては最長だという。ちなみに日本だと沖縄～稚内が 2,400km なのでその

距離がいかに長いか!! われわれには想像することさえ難しい。 

街を出ると遠くに山並みを見ながら、大平原の中を一直線に伸びたハイウ

ェーを走る。そして冬季オリンピックに使われたジャンプ台を横に見ながら

進む、車はそんなに多くはなく快調に飛ばして行く。一番前の席から景色を

楽しみながら運転席のメーターを見ると 110kmを指している。当初は 2時間

ほどと聞いていたが、ハイウェーを離れてバンフの駅の横を通って街に入っ

て 15.00"バンフインターナショナルホテルに到着した。 

 

  

トランスカナダハイウェー         バンフインターナショナルホテル 

 

バンフでは自然景観を損なわない為に建物は 3階建てまでと決められてい

る、ホテルも当然ルールに従い 3階建てで部屋は 307号室。入るとミニキッ

チンとソファー、１ベッドがあり且つロフトには２ベッドとソファーが配置

された立派なもの。 

 少し休憩してから 15.45"渋谷さんの案内でバンフの街を歩いて観光した、

初めにカナダ太平洋鉄道のバンフ駅へ。ここでは旅客列車は運転されておら 

ず、ものすごく長い編成の貨物列車が走っているという。 



そのため駅前といっても日本のような賑やかさはなく静かなものだ。ここか

らボウ川沿いに出て、川のせせらぎを聞きながらモミの木?それともトウヒ

の木が続く小道を歩く。日本ならさしずめ上高地といった風情。それにこの

ボウ川はマリリンモンローが主演して一躍有名になった「帰らざる河」のロ

ケ地だという、実際のポイントは少し下流のボウ滝の近くらしい。でも今の

若い世代では帰らざる河を知る人も少ないだろう。 

  

    
カスケード山とバンフの街並 

 

  

ボウ川沿いの団地?            石造りの教会 



このあとボウ川を渡りカスケード.ロック.ガーデンの広い芝生とお花畑

を散策する。振り返るとバンフのシンボルであるカスケード山が、でんと控

えて避暑地の趣を感じさせてくれる。そんな中、広い芝生でごろりと横にな

ると正に別天地である。つぎはボウ滝へ行くが、ちょっと腰が疲れてきたの

でみなの帰るまで待つことにした。道沿いの倒木に腰掛て日向ぼっこをして

いたが、陽がかげると肌寒い。そのため陽のあたる場所を転々と変わり待っ

ていると、数頭の馬を引き連れてカーボーイハットのお嬢さんがやってきた。

「ハーイ」と声をかけると「ハーイ」と返してくれた。滝を見に行ったメン

バーが戻り点呼をとると 2名いない、少し待つがこないので夕食のレストラ

ン前に集合することにして自由行動となる。 

 

  
ボウ川沿いを行く馬たち         カスケード.ロック.ガーデンにて 

 

19.00"ギリシャ系の店「バルカン」でディナー、アルバーター牛のステー

キ、サラダ、デザートはレモンパイ。ステーキはさほどでもなかったが、エ

ビの串焼きは旨かった。 

 

バンフはカナダ初の国立公園 

  

バンフの歴史は大陸横断鉄道の建設に始まる。建設中の 1883 年カナディ

アン．パシフィック鉄道会社の職員によって温泉が発見され、その集客力が

注目されて 1885 年にカナダで最初の国立公園に指定されたのである。3.000m

級の山々が連なり、面積はジャスバー国立公園、クートニー国立公園に次ぐ



6641k㎡。世界中から観光客を集め、その数は 1年間で 470 万人に及ぶ。そ

の観光拠点になるのがバンフの街、かつては静かな温泉地だったが、時代

と 共に活気のある一大リゾート地として発展した。世界初の国立公園はイ

エローストーン国立公園、バンフは世界 3番目でジャスパー・ヨーホー国立

公園とともに世界自然遺産に指定されている。明日は氷河をはじめとするカ

ナディアンロッキー.バンフ国立公園の大自然にふれる。 

 

四日目 

今日はカナディアンロッキーと氷河街道を終日観光する、中でもコロンビ

ア大氷原では雪上車で氷河の上に降り立つ予定。 

  

カナディアンロッキーの案内人は若い佐藤さん 

 

8.20"出発予定の時間に二人が遅れてきた、昨日の行方不明といい団体行

動の基本である時間を守ることがルーズになってきた。渋谷さんが早速注意

勧告!! あとで聞くと二人は時計を持っていないとか、携帯で間に合わせて

いるというのだ。いずれにしろ守るべきことが守れないようでは困る。 

今日の案内人は若いイケメンのサトウヨウスケさん、それにカメラマンの中

沢さん(あとで DVDを販売する)が同行する。まずはバンフ駅横を通りカナダ

を横断する国道一号に出て、最初の目的地である「ルイーズ湖」に向かう。

出発すると直に雤が降り出したので嫌な感じがしたが、すぐに晴れ間が出て

お天気の変るのが早いこと。走り出してしばらくしてサトウさんがわれわれ

に質問をした、「間もなくするとメガネ橋というトンネルをくぐりますが、

このトンネルは何だと思いますか?」というのだ。 

ほどなくしてそのメガネ橋をくぐった、これを見て私は動物の為の橋だと

直感した。やはりそうで、サトウさんの説明ではこうした橋が四箇所あると

いう、その建設費が一つ 2億円もするそうだ。他にもトンネルが 23本掘っ

てあり、ここでは人間は左側を通る決まりがある。というのも地面には砂が

敷き詰めてあり、動物が通った調査が出来るように工夫している。さらに森

の端には柵を張っている、それも動物は穴を掘るので地下 50cm 地上は 1.5m 



の柵という。このようにして動物が人間の生活圏に入り込まないように努め

ているのだという。 

そして次には山の名前について説明をしてくれ、形がイギリスのエジンバ

ラ城に似ていることから「キヤッスルマウンテン」、山の形が行きと帰りで

はまるで違って見えるので道に迷いやすいことから「ロストマウンテン」、

さらにはアメリカの大統領の名前から「アイゼンハファー山」など。マウン

トテンプルのマクドナルド氷河は、10ドル紙幣の顔であるカナダ初代首相の

名前という。そんな説明を聞きながら 50 分ほど走るとレイクルイーズに到

着した。 

  

ビクトリア女王の娘「ルイーズ王妃」の名 をつけた湖 

 

9.20"ルイーズ湖に到着、カナディアン.ロッキーに 300ある湖の中で最も

美しいといわれる湖。先住民のストニー．インディアンはこの湖を「ラガン

湖.小さな魚のいる湖」と呼んだ。1882 年にやってきたカナダ太平洋鉄道の

測量技師トーマス．ウイルソンが発見し、ビクトリア女王の四番目の娘、ル

イーズ王妃にちなんで現在の名前が付けられた。そのルイーズ王妃はカナダ

総督に嫁いだ。 

 

  
ルイーズ湖にて 

 

長さ 2.4km、幅 300m の湖面は氷河に侵食された窪みに、氷河の溶けた水が

注ぎ込んでできた。氷河特有のエメラルド色に輝く湖水と、氷河をいただく 



山々と緑の木々が言葉にいえぬ美しさである。湖のほとりに立つと、これが 

カナディアン．ロッキーだという感動を覚え、次の動作は皆同じで一斉にカ

メラを構えている。山の景色に湖があるから、そして氷河と緑の木々がある

からその美しさを引き立てていると思った。 

また湖畔に建つフェアモント.シャトーレイクルィーズの背後には氷河を頂

く山並みが、木々の緑とともに見える。湖畔の景色同様に絵に描いたような

大自然のすばらしさに、ただただ圧倒されっぱなしだ。絵心のある人ならば

すぐさまキャンパスに向かうこと間違いない。 

このホテルはカナディアン．ロッキー周辺でも有数の高級リゾートとして

知られている。館内には 6つのレストラン、軽食やお酒の楽しめるグレーシ

ャー．サルーンやファミリーレストラン、さらには 27軒のシヨップも入っ

ている。9.50"次はモレーン湖へ向かう。 

 

モレーン湖とテンピークス 

 

モレーン湖はルイーズ湖と違い氷河が削って出来たのではなく、落石によ

ってせき止められてできた。名前のモレーンとは氷河が押し出した岩や砂な

どの堆積物のこと。岩の粉が含まれていることで水はエメラルド色をしてい

る、背後には氷河をいただいて厳しくそそり立つ１０の峰峰があり、テンピ

ークスと呼ばれている。10.15"真っ直ぐに延びた針葉樹脇の駐車場に到着、

ここから歩いて湖畔に立つと静かな湖面はエメラルド色が美しい。ルイーズ 

湖もモレーン湖もそうだが、駐車場のある所にはホテルとかお店が最小限の

数あるだけで、自然を守り自然を楽しむことを前提とした観光姿勢が見てと

れる。商売が前面に出すぎると大自然の景観を損ねるだけでなく、自然を知

らず知らずの内に汚してしまう。カナダは大切な自然を守りながら、多くの

観光客を呼べるように務めており、これはすばらしい考え方だと思う。エメ

ラルド色の湖とスカイブルーの空には白い雲が、そして山の峰峰には白い氷

河があり、水辺には流木が転がって、リスも走り回っていた。10.35"モレー

ン湖を出て次はペイト湖へ向かう、途中に国立公園の入園料チェックポイン

トがあるため少し渋滞するものの快適なドライブだ。いくつかの氷河が見ら



れることからアイスフィールド.パークウェーと呼ばれる９３号線を走りハ

ーバートレイクの横を通る、この湖は氷河湖ではなく湧き水なので暖かい。 

 

    

  モレーン湖のすばらしい景色 

 

そして、降った雤が太平洋と大西洋に流れる大陸分水嶺のアルバーター州

とブリティシュ．コロンビア州の州境を走って行く。高度は森林限界線と同

じくらいの 2.300m だ。さらにカラスの足と名づけられたクロウフット氷河

を眺め、帰りに寄るボウレイクの横を走り 11.30"ペイト湖に到着する。 

  

氷河の削った U 字谷とペイト湖 

  

駐車場に着きサトウさんから注意事項、「湖見学後の帰り道は３本ある真

ん中の道を帰ってください、真ん中ですよ」。そして、木々の間の小道を進

むと突然視界が広がるボウ．サミットの展望台に出る。 

左右の山に挟まれコバルトブルーのペイト湖の全体が眺められる、氷河が砕

いた岩の粒が溶け込み、空の色を反射して色が変化する。すばらしい絶景は



間違いなく U字型になっているのが分かる。氷河の削った跡地の湖と山並み

のあまりの雄大さに、山の峰と湖を同時にカメラに収めるのが難しい。こん

な絶景がカナディアン．ロッキーにはあちこちに点在するのだ。「すばらし

い」という以外に言葉がない。急いで数回シャッターを押してからゆっくり

眺めてみる、やはりすばらしいという言葉以外思いつかない。この大自然を

心行くまで満喫するには、しばらく滞在しないことには無理だろうがそれも

出来ない。わずか 15 分の見学で素通りではあるがカナディアン．ロッキー

の大自然に触れられただけでもよしとしよう。 

 

    

U 字谷が分かるペイト湖 

 

このペイト湖の名は、「ベル．ペイト」という山岳ガイドの名前から付け

られたという。来た時と同じ真ん中の小道を戻ると、モミの木ではなくトウ

ヒの木が多くあった。このあと食事処へ向かうがほとんど真っ直ぐの道を走

る、というのも氷河の削った所に道が通っているので真っ直ぐなのだという。

それに対し日本では川が削った所に道があるのでくにゃくにゃと曲がって

いる。12.15"レストラン「クロッシング」にてバイキングのランチとなる、

でもおいしい物はなかったし、ジュースはシャビシャビなのだ、ちょっとい

ただけない。焼きそばみたいな細めのスパゲティーを食べたくらい。パンも



見当たらなかったのだ。そのあとお土産コーナーを見てまわり、カナディア

ン．ロッキーのジグソーパズルを一つ買った。 

  

ポプラや楓が多いロッキー 

 

13.10"レストランを出て観光の最大の目玉である氷河観光に向かう。行き

かう車を見ていると前部にナンバープレートのない車が多いのに気がつい

た。サトウさんが説明してくれたその訳は、アルバーター州ではナンバープ

レートは後ろのみで OK。隣のブリティッシュ．コロンビア州は前後にナンバ

ープレートを付ける。このように州ごとにいろいろな決定がなされている点

が日本とは違う。なるほど、自分たちのことは自分たちで決めるということ

が一般的なのだ。そしてこの辺りはポプラの木が多く、シーズンになるとポ

プラの黄色．針葉樹の緑．山肌の茶褐色がとても美しいという。そのポプラ

には、バルサンポプラとトレンブリンポプラがあるのだとか。さらに、カナ

ダの国旗は楓(メープル)を挟み両側の帯は太平洋と大西洋を表わしている。

この楓は非常にたくさんの種類があり、その内わずかの種類の楓から作られ

るのがカナダ名産のメープルシロップというわけだ。 

そのうち北米で一番のビックベント(直径 200mのヘアピンカーブ)を通り、

2.030mの峠を越えるとジャスパー国立公園に入り、13.50"氷河観光の基地で

あるアイスフィールドセンターに到着する。するとお天気が豹変して雪が降

り出したではないか....... 

  

ラッキー!! 日本語での氷河観光 

  

氷河観光は雪上車の定員により他のグループとも一緒になるし、案内が英

語、フランス語が基本。でもわれわれのグループは２３人いるので日本語の

案内になるかも.....サトウさんが手続きの後、列車のダイヤみたいな電光

掲示があり「14.15" YOSUKE」と表示された、ラッキーにもサトウさんがガ

イドする日本語でのツアーになったのだ。まずは氷河の入り口までバスで移

動しここで雪上車に乗り換える、雪はやんで青空が広がっている。雪上車に 



  

雪上車が行きかう氷河 

 

はものすごくでかいタイヤが付いている、直径 1.5m、幅 1m の物が６個付い

ているのだ。この雪上車はカルガリーの農機具メーカーが製造した物で世界

に２３台ある、内２２台はここにあり残る１台は南極のアメリカ基地にある

という。乗り込むにはステップが降りて、その階段を登って車内に入る。今

の雪上車は３世代目で昔の２世代目まではタイヤはなくて、キャタピラ駆動

だった。いよいよ氷河に向けて出発で１５度の急坂を下り、氷河が解けた水

の流れを渡ってタイヤを洗い、氷河の端に乗り上げてゆっくり進んで行く。  

               

 
アサバスカ氷河に降り立つ 



まわりは白い氷の世界で、所々溶けて水の流れがある。幅 1km、長さ 6kmの

アサバスカ氷河に降り立つ、ここはコロンビア大氷原から流れ出た一部であ

る。その広さはアサバスカ氷河の５４倍というから驚く。氷河に降り立つと

直に雪が降り出した、お天気は小刻みに変りジャンバーを着ていても吹く風

はとても寒い。氷河に降りたらぜひ試したいと、ホテルから持ってきたプラ

スティックのコップを取り出し、氷河の溶けた水を汲もうとしたら、流れが

ある所は足元の悪いこともあり雪上車のドライバーが、気を利かして流れの

ある所で汲んでくれた。青色の怪しい光を放つ氷河の溶けた水は一口含むと

甘い感じがした、でもゆっくり味わっているには寒すぎる。記念写真を撮る

と雪上車に逃げ込んだというのがホンネ。それほど風と雪で体感温度は寒く

感じられるのだ。 

 

氷河の成り立ち 

 

そもそも氷河は今から数百年も前に積もった雪が、その重さにより圧縮さ

れて氷となったもので、氷河の氷が 1cm 出来るのには 12mの積雪が必要とい

われている。 

 

  
雪の降り出した氷河にて         アイスフィールドセンター  

     

このコロンビア大氷原は北極圏を除く北米大陸で最大の氷原で、その面積

は 325k㎡、日本の小豆島のほぼ２倍。氷の厚さは一番厚い所で 350mという。

コロンビア大氷原から流れ出た氷河には今いるアスバスカ氷河、サスカチュ



ワン氷河、ドーム氷河、スタットフィールド氷河など名前がついている物だ

けでも８つの氷河がある。氷河は一年に平均 15mというゆっくりしたスピー

ドで流れていると共に、日射などの影響で年ごとに少しずつ後退しておりい

つか消えてなくなってしまうといわれている。駐車場から歩き出すと横に

1980年と書かれた標識がある、これは 1980 年には氷河がここまであったこ

とを示しているのだ。今回のツアーは３４ドル(3.000円位)、このほかにも

っと本格的に氷河の上を歩くガイドツアーのアイスウオークもある。 

１時間２０分の氷河観光を終えて、アイスフィールドセンターに戻ると雪は

やんでいる。トイレ休憩を済ませて 16.00"に次のボウ湖に向けて出発する。 

  

ボウ湖を最後にカナディアンロッキーとお別れ 

  

来た道を１時間ほど走って 17.00"ボウ湖に到着する、エメラルド色の湖面

と青い空に白い雲を従えるようにそそり立つ山並みは、所々に白い氷河が混

じっている。色具合の美しいこと、湖畔には木々の緑が帯びのように広がっ

ている。 

 

    
ボウ湖の眺め 

 



すばらしい景色を眺めながら湖畔を歩くと少しひんやりする、一回りして

お店に入ろうとしたのだがクローズしている。やむを得ず日向ぼっこをしな

がら周りの景色を眺めたしだい。どこを見ても湖と氷河の残る山並みと緑の

木々がありその美しさは筆舌しがたいものがある。それがカナディアンロッ

キーということになる。 

３０分ほどの散策の後にロッキーを後にしてバンフへ戻る、ホテルから少

し離れた大通りに面したレストラン「杉乃屋」でのディナーは和食だった。

カナダまで来て何も和食を食べなくてもと思うが、今日のお昼のことを考え

るとたまには和食も良い。前菜(サーモン、豆腐)に始まり刺身、天婦羅、デ

ザートと特別な物でもない、味噌汁は白味噌だったがおいしいと思った。ご

飯はおかわりもした、やはり食べなれている物が一番おいしいのかな!!  

食事後にホテル横のスーパーに立ち寄り、お土産にサーモンを買って帰る、

このあと 23.00"からオプションの星空観賞ツアーがあり友二組は参加した 

が、私はこれまでぐっすり眠ることが出来ず、眼が真っ赤に充血していたの

で参加せずに早めに就寝し、明日以降に備えた。 

 

五日目 

今日はカルガリーからバンクーバーへ飛び市内観光、翌日にはフェリーで 

移動してビクトリアの観光をする。 

  

朝のバンフを散歩する 

  

夕べは早く寝たおかげかよく眠れた、おかげで朝の目覚めも良い。6.30"

頃にホテルを出て少し散歩した。玄関を出るとこれまでは右方面に出かけて

いるので、行っていない左方向へ足を向けた。道向かいには高等学校があり、

大通りはホテルやロッジが並んでいる。適当なポイントで左折して左回りを

してホテルに戻るつもり。 

街は広い道路で整然と区画されている、広い歩道の中央部には芝生が植え

られてグリーンベルトになっていた。家々はそんなに大きな物ではなく極普

通の大きさだ。所によっては街路樹と思った木々が、実は個人の庭の端にな

らんで植えられたものだったりする。庭に駐車している車は圧倒的に小型車

で、中にはスノーモービルも見られた。人影の少ない街をジョギングしてい



る女性にも出会った、今は世界中がジョギングブームで健康志向の強いこと

が分かる。その時列車の警笛が聞こえた、すでにバンフ駅の近くに来ていた

のだ。ならば駅へ行ってみようと向かっていると、右手の路地からトラック

が出てきた。それは大型の清掃車だった、朝早くから活動しているわけだ。

そのうちに列車の音が大きくなり、前方の木々の間に通過する貨物列車が垣

間見えたので、駅へ行くのはとりやめて引き上げた。大通りのバンフアベニ

ューに出ると、朝陽を受けた木々の陰が通りに写りカスケード山がでんと控

えていた。朝少し運動したことで、7.30"からの朝食はたいした物はなかっ

たがおいしく食べられた。 

  

  

朝のバンフ住宅街            朝の仕事中 清掃車 

  

バンクーバーへ 1 時間 30 分の飛行 

  

8.45"ホテルを出てカルガリー国際空港へ向かう、来たときと同じトラン

スカナダ．ハイウェーを走る。大平原の中をどこまでも続く道を、時々大型

のトレーラーが走り抜けて行く。場所がらキャンビングカーも時々走ってい

る。カルガリーに入るとガソリンスタンドの表示は「96.4」が見えた、これ

は約 87円/Lで石油を産出する地ならではの価格か!! 

10.20"空港に到着した、団体の受付は二つのカウンターがあるも係員は一

人でスーツケースにタグを付けて対応している。荷物を預けるとセキュリテ

ィーチェックを通り、搭乗ゲート 20の前で休憩した。12.20"の AC0213便は



定刻に離陸し、予定通り現地時間 12.50"(時差 1時間)にバンクーバー国際空

港に着陸した。 

 

バンクーバーはどんな街 

 

空港を 13.30"に出発して市内へ向かう、今日のガイドは町田エリコさん。

まずはバンクーバーについて簡単なお勉強、ここバンクーバーの緯度はサハ

リンと同じくらいなのに、暖流が流れている関係で比較的温暖な気候で雪は

少ない。ダウンタウンはバラード入り江とイングリッシュ．ベイにはさまれ

て広がる、山と海の両方に囲まれた美しい街である。ガラス張りや石造り、

レンガ造りのクラシカルなビルが建ち並ぶ、180年前に大陸横断鉄道建設の

ためにできた街。人口 80万人、来年 2月には冬季オリンピックが開催され

る。当然のこと冬のスポーツは盛んだが、花のきれいな春や紅葉の秋もすば

らしい。バンクーバーには桜も多く、4 月にはスタンレー公園やキツラノ周

辺で満開に、5 月にはシャクナゲが花開き、6月にはハナミズキが美しい。 

ブリティッシュ．コロンビア州の州都は明日行くビクトリアで、バンクー

バーは経済の中心地。市内の交通はトロリーバスとスカイトレインが主役。

スカイトレインは一部を除き高架を走る自動運転の無人電車で、オリンピッ

クに間に合わせるよう空港までの延長工事が行われている。 

日本に関係する所では、ブリテイッシュ．コロンビア大学(通称 UBC)の客員

教授で東京女子大学の初代学長であった、新渡戸稲造博士を偲んで造られた

本格的な日本庭園「新渡戸稲造記念庭園」が UBCキャンパス内にある。ここ

ブリティッシュ．コロンビア州の消費税は、国税 5％、州税 7％で計 12％。

平均年収は 500 万円、物価の一つの基準となる「家」は、3LDK ベースメント

(地下室)付きで 5.000 万円くらい、学校は高校まで無料の義務教育。街で見

かけたガソリン価格は「111.0」で約 100 円だった。 

  

10 ドル札 1 枚持ってランチは各自オーダー 

  



少し遅くなったがバンクーバーで最初にするのはお昼ご飯を食べること、

でもこれがとてもユニークな企画で、ひょっとすると今回の旅で一番の思い

出になったのではないか。ダウンタウンの南、グランビル橋の下にあるグラ

ンビルアイランド(野菜、魚、ハム等のパブリックマーケットや小さなビー

ル工場がある)はお買い物客ばかりではなく、今では観光スポットになって

いる。アイランドと呼んでいるが、本当は島ではなくてフォルス．クリーク

に突き出した半島。マーケット内にはピザ、タコスなどのファーストフード

店、ヌードルの店、パン屋、お寿司の店もあるというのだ。 

ここでみなさん自由に食事をしてください、と言って各人に 10ドル札 1枚

が配られた。時間はすでに 13.55"でお腹もへっている、最初に入った建物は

かなりの人でにぎわっていた。何があるのかうろうろ探すも、どこに何があ

るのか分からないので時間ばかりが過ぎてしまう。やむを得ず、ここで食べ

ようと言ったのはホットドックのコーナーだった。 

 

  

グランビルアイランドから眺めるグランビル橋とヨットハーバー  

 

４人はホットドックを買いに行く、でも私はどうもホットドックは気に入

らず、近くの売り場にあった春巻きの形をした揚げたパン?を買った。2.75

ドルと 2.5ドルの違う物を二つ選んだ。10 ドル札を出しておつりをもらう、

サンキューと言って品物を渡してくれない。私が「オーノー」と声を上げる

と、電子レンジを指差してニコニコしているではないか。それで納得できた、

温かいパンを受け取り戻って次はコーヒーを買いに行く。先にホットドック

を買った友が、小がこれだよとサイズを教えてくれる。カウンターで「スモ

ールプリーズ、ハウマッチ」というと、「ツーヒフチー」という、すかさず



「スモール２プリーズ」と言って 5ドル出すと、きっちり出したつもりが何

とおつりがあった。席に戻ってから考えたら、ヒフティーとヒフチーの違い

なのだ。それでも何とか食べ物にありつくことが出来て一安心、パンとおも

って買った物は練り物みたいなそうではないような、でも意外とおいしかっ

た。食べ終わってからぐるりと回ってみたら、いろいろな果物がたくさん並

び麺類もあれば中華もありお寿司もあった。パンにしてちょっと残念な気も

したが、意外な体験も出来たわけで楽しい想い出になった。 

  

ギャスタウンのシンボル「蒸気時計」 

  

15.20"市内観光の最初はガスタウン、チャイナタウンを巡る。ガスタウン

というのはバンクーバー発祥の地といわれる。その名は 1867 年に入植した

ジョン．ディトンという酒場の店主に由来する。彼は街の人気者で、おしゃ

べりジャックという意味のギャッシー．ジャックというニックネームで呼ば

れていた。そのギャッシーがいる街ということからギャッシータウン、それ

がなまってギャスタウンになったというのだ。ウオーター通りとキャラル通

りの一角に、ギャッシー．ジャックの像が立っている。それも酒樽の上に乗

ったユニークなものというが、こちらは見学できなかった。これといった大

きな見所がない中でギャスタウンのシンボルと言われるのが「蒸気時計」、 

 

蒸気時計 



蒸気の力で動く珍しい物。高さは 5.5mで１５分ごとに蒸気を吹き上げボー

ボーという汽笛を響かせるそうだ。バスを降りて見学したが、ボーの音は聞

くことができなかった。緑の街路樹が続く中交差点の角に立つ時計は街のシ

ンボルというのもうなずける。 

次は北米第３位の規模といわれるチャイナタウンを通る。ここにくると街

燈や電柱などすべて赤色で漢字交じりの通り標識などが、独特の街並をかも

し出している。しかし、最近は中国人の多く住むエリアは空港近くにシフト

しつつあるという。そのため味に定評のある中国料理店なども、そちらのエ

リアに増えてきたとか。 

 

  

ドーム球場もある            トロリーバス 

 

このあと OKショップに寄ってお買い物タイムとなる、でも用事がないので

店を出て道を行く車を眺めていると、トロリーバスが頻繁に走っている。昔

はトロリーバスというと共産圏をイメージしたが、今は排気ガスの少ない乗

り物として各国で利用されているようだ。 

 

ウオーターフロントからスタンレー公園へ 

 

16.10"OKギフトを出ると次は港のあるウオーターフロントを走る、ここに

はスカイトレインの出発駅があり、その前が港になっている。すぐ傍には豪

華客船の発着するカナダ．プレイス、そしてシーバースのターミナルも間じ



かにある。ここからアラスカクルーズの船もでている、この辺りは近年高層

アパートが次々に建設され、歩道や公園が整備された。さらに、バンクーバ

ー.コンベンション.センターの建設など開発が目覚しいエリア。 

  

  

            コンベンション.センター方面を見る 

  

町田さんの説明ではコンベンションセンターは海の環境破壊に配慮して、海

に浮く方式で建設され、使用する水も海水を淡水化して利用しているという。

トロリーバスといい、ビルの建設といい環境優先の施策がここまで勧められ

ているのはすばらしい。日本は環境立国とか言っているが、なるほどとうな

るような取り組みは少ないように思う。 

16.20"スタンレー公園のトーテムポールパークの駐車場に到着、ここはダ

ウンタウンから突き出た半島全体が公園になっている。バスを降りると入り

江の向こうに先ほど見たコンベンションホールや高層アパート群が林立し

ているのが見える、すばらしい眺めだ。ここのトーテムポールはブリテイッ

シュ．コロンビア州のインディアン各種族の７本のトーテムポールが集めら

れており、ワシ、クジラ、カラスなどをデザイン化した彫刻で、日本で言え

ば「家紋」のような物。 

次はノースバンクーバーとライオンズゲートブリッジを眺められるポイ

ントに出る、この橋はもともとはノースバンクーバーに建てられた住宅の販

売促進のために架けられたもので、長さ 1.6kmゴールデンゲートブリッジに

次ぐ長さ。対岸には工場の岸壁があってひときわ目立つ黄色の山がある、聞

くとこれが硫黄だという。 



16.45"には公園の東端に突き出した高台ブロックトン．ポイントに着く、こ

こからはライオンズゲートブリッジを下に眺め、対岸の街並と行きかう船も

眺められるビューポイント、多くの観光客が美しい景色を楽しんでいた。 

そして、バスに戻る時には林の中からアライグマが出て餌をねだりにきた、

でも、われわれを歓迎してくれたことにしよう。街のすぐ近くの公園にアラ 

イグマのいることが信じられない。予定した観光も終りこのあと 17.10"ホテ

ル「コーストプラザ」に到着する。位置はダウンタウンの少し北よりの、街

路樹がしげる静かな場所だ。中心部を少し離れただけなのに、とても緑豊か

な落ち着いた環境にある。部屋は１１０８号室。 

 

  

トーテムポール公園            ライオンズゲートブリッジ 

  

イングリッシュ．ベイを望むレストランで夕食 

  

少し休憩して 17.50"ホテルを出て歩いてレストランに向かう、ホテル前の

通りからデンマン通りで左折する。かなりにぎやかな通りでトロリーバスが

多く走り、歩道も大勢の人が歩いている。すると歩道の所々にバイプを曲げ

た 1m程の構造物があるのに気がついた、はてなと考えたが自転車を止める

物ではないかな? やはりそうでその先のパイプには自転車が止めてあった。

２台か３台しか止められないが、これなら特別なスペースがなくても良いの

で、適宜設置することも可能と思われる。 



いろいろな試みがされている点は見習いたいものだ、ほどなく海辺のレスト

ラン「マイルストーンズ」に 18.00"到着した。メニューは葉っぱだけのシー

ザーサラダ、サーモン、紅茶、デザートはアイスクリームでたいした物でも

ない。それより何より、すべてがわれわれにとっては超スローモーなのが耐

え難い。いくら楽しくおしゃべりをしながら食事をすると言っても、食べる

ことが目的であり程々にしてもらいたいと思ったのは私だけではなかった

ろう。それにビールは８ドルと最高に高かった、しゃくに触ったので支払い

は 5㌦札とコインで 2㌦ 1枚.25㌣ 2枚.10㌣ 2枚.5㌣ 2枚.1㌣ 20枚の小

銭で支払って 19.30"店を出た。 

夕陽が美しいことで知られるイングリッシュ．ベイの海辺に出てみる、で

も陽はまだ高く夕陽を見るような雰囲気ではない。砂浜には大きな流木があ

ちこちに置かれてベンチになっていた、ならばと腰掛けて海を眺めてみる。

若いカップルなら最高の雰囲気かも、でもわれわれには.........。 

このあとデンマン通りを散策してブラブラ歩きを、間もなくしてスーパー

の「セーフウェー」の前に来た。右折するとここは一番のメインストリート  

である「ロブソン通り」になる、買い物する用事はないがトイレを借りに入

った。すごく広い売り場にたくさんの商品がならんでいる、ところがトイレ

は一つしかなくてそれも男女兼用になっているではないか。こんな大規模な

スーパーなのにどうしてだろう、不思議だった。 

  

  

路上の自転車置き場            海辺から見た街 

 

そして一番の繁華街を歩くと、すし屋など日本料理店も多く目に付いた。

適当な所で右折、右折してホテルに戻ったが大通りから一歩中へ入ると、こ



こも大きな街路樹が茂っていた。バンクーバーは南洋ではないので、植物の

成長が早いわけではない。したがって昔から緑を大切にしてきた証だろう。 

 

六日目 

今日は観光最後の日、フェリーでバンクーバー島に渡りブッチャートガー

デンやビクトリアの街を巡る。 

  

リスが走り回る 大都会の朝 

  

朝 6.30"に朝食を済ませてホテルの玄関を出てみると、大きな街路樹が立

ち並ぶ道のあちこちをリスが走り回っている。すでに人々も活動を始めてい

るのに平気で動き回っている。そのうちホテルの玄関にもやってきた、じぃ

ーと眺めているとリスと眼が合ってしまった。でも彼は平気な顔ですまして

横へ走り、大きな植木鉢に乗って何かをしきりに探している様子。 

 

   
緑豊かなホテル前の通り            ホテル前に来たリス 

 

リスの食べるような物があるとは思えないのだが......。脅かさなければ

まったく意に介さないという態度だ。大都会の朝こんな光景が見られるなん

て、日本では考えられずとてもうらやましい限りだ。このことを友に知らせ

ると、みな玄関に出てきて感嘆の声を上げる、次にはカメラを構えるのでリ

スからモデル料を請求されそうだ。 



このあと 7.30"にホテルを出てフェリーの港に向かう、バンクーバーの街

は大陸の西端にあるが、その目の前の海には九州より少し小さい島バンクー 

バー島がある。そのバンクーバー島の南端にあるのが英国調のビクトリアの

街。古い赤レンガや石造りの建物が点在しインナー．ハーバーにはヨットが

多く係留されている。気候温暖でリタイアした人が好んで住む街、今でもア

フタヌーンティーの習慣を大切にする美しい街。それがビクトリアで、ブリ

ティッシュ．コロンビア州の州都である。世界的な新型インフルエンザの流

行で、カナダへの日本人旅行客は激減したそうだが、何故日本人はそんなに

過敏に反応するのか理解されていないと言う。でも今回、天皇.皇后がカナ

ダを訪問することが決まり歓迎されているそうだ。つまりはこのことが、カ

ナダにおける新型インフルエンザは大丈夫というお墨付きを与えたことに

なったのだ。 

  

フェリーで 1.5 時間の船旅 

  

8.20"にトワッセン港に到着、9.00"の出航まで少し時間があり休憩タイム

になる。ここで今日一日の観光を考えて、ミネラルウォーターを買いに自販

機まで行く。2.25 の表示があるので 2㌦コイン、10セント 2枚、1セント 5

枚を入れて選択ボタンを押すのだがでてこない。再度押しても同じだった、

よく見てみると投入金額が 2.20となっているのだ。あれっと思い下の返却

口を見ると 1セントコインが 5枚戻っている、つまり 1セントコインは通用

しないのだ。やむを得ず今度は 2㌦と 25 セントコインを入れると、ガチャ

ンと音がしてミネラルウォーターが出てきた。やれやれ、1 セントコインが

たまってしまったので使っておきたかったのだが。考えてみれば日本でも自

販機は 10円以上で、1円は使用できないか!!  

そしてビクトリアからのフェリーが到着する、この船が折り返しビクトリア

行きの便になる。かなり大型のフェリーでたくさんの人々がぞろぞろ降りて

くる、車もたくさん走り出てきた。しばらくして乗船開始となる、大勢の客

と車を飲み込むとフェリーはビクトリアをめざして出航する。ジョージア海

峡を横切り島の間をぬって進む、甲板に上がって眺めると島々の間を右に左



に進んでいるのがよく分かる。中にはとても幅の狭い航路もある、でも青空

と碧の海を行く白い船を眺めて潮風に当たると最高に気持ちがいい。10.45" 

ビクトリアから 30km 離れた玄関口に当たるスワーツ．ベイの港に着く。 

  

  
ビクトリア行きのフェリー 6 月 30日 9.00”便の切符 

  

州都の街へ 何故橋を架けないのか? 

  

ビクトリアへ行くにはわれわれのようにフェリーに乗るか、飛行機で行く

しかない。現代の技術なら橋を架けて道路や鉄道を通すことは難しくない、

でもそれをしないのがカナダという国なのだ。橋を架けると人の往来が頻繁

になり、静けさが保てなくなるから、橋を架けないというのだ。人の住む環

境を第一に考えて街づくりをするという基本がある。国土が広いということ

もあると思うが、それにしても「大切な自然を守る」という思想が日本とは

違うように思う。 

港からは今日のガイドをしてくれる野呂さんが乗り込み、一日の予定を説

明してくれる。港を出発して 10分もすると小さな空港の滑走路の端を通っ

て行く、ここがビクトリア国際空港、アメリカのシアトルへの便もあるので

小さいが国際空港の名がついている。まずはブッチャート.ガーデンに向か

うがその間に野呂さんが説明してくれたカナダとは......... 

 

。バンクーバーアイランドの人口は 70万人、内半分はビクトリアに住む 



。ここには産業がないので働く人の半分は役人。雪は年に 2～３回しか降ら

ず、夏は２７度くらいと気候は温暖。カナダの人口は３２００万人、内１

５０万人が先住民(メディウス) 

。ここにも 700 人ほど先住民が住んでいて、隣のダンカンには 3万人が住ん

でいる 

。先住民には４人家族で 4万ドル(360万円)／年支給(無税)されている 

。カナダの平均年収は 58,000ドル(520 万円)でここから税金が 12％引かれ 

 る      

。この結果先住民には働く意欲が欠如してきた.....という問題を抱える 

。幼稚園から高校までは義務教育 

  

日本庭園もあるブッチャートガーデン 

  

先住民の集落はそれとすぐ分かる作りの家が集まっていた、その集落を抜

けると家並みががらりと変るのだ。そして 11.20"ブッチャートガーデンに到

着した。世界でも五指に数えられるというこの庭園は、ブッチャートさんが

石灰を袋詰めして販売した工場跡。商売がうまくいき大金持ちになり広い土

地を求め、ここを売ろうとした際に奥さんが花を作るから残してと言ったの

が始まりという。最初に作られたのは日本庭園というから以外だ、それも日

本人をつれてきて日本人の手で庭を造り、そのうえ日本まで苗木を買いに来

たという。1,000 本買い入れて船で帰る途中、長い航海で枯れてしまい残っ

たのは 300本くらいとか。その後にはエリザベス女王が 30,000 本のバラを

贈った。現在は３２人の庭師とアルバイトを多い時には 300 人雇って手入れ

をしているそうだ。約 20haある内部は、サンクン．ガーデン、バラ園、イ

タリア園、日本庭園などに別れ、四季折々の花が見られる。なかでも人気が

あるのは石灰岩の採掘跡を利用して造られた、沈んだ庭と言う意味のサンク

ン．ガーデン。高い所から眺めると緑、黄、ピンク、の花々が色とりどり 

に植えられて立体感のある景色がしばらしい。吊り下げられた色とりどりの

花々、ルピナス、ベゴニアそれに何と言ってもバラ園が美しい。すばらしい

花園で記念写真を撮ると、花に負けてしまうので注意が必要だ。でも誰もが



記念写真を撮っている、われわれもグループで撮り次は夫婦で撮ってみたり

したが、さてどんな写真になっていることか。 

 

  

美しい庭園                 こちらは花でも何の花.... 

 

バラ園の次は日本庭園で赤い鳥居をくぐって行くと、小さな燈籠があり外

国人が写真を撮っているのに出会った。そこで「ジスイズ ジャパニーズ ト

ウロウ」と説明してあげた、ところがペラペラと何か聞かれたがよく分から

ない。今度は「トウロウ イズ ランタン」とやったら、うなずいているみた

いだったので「OK!」と言って早々に分かれた。とんだ国際交流だったが会

話を交わすことが大切なことであり良しとしよう。 

そして見学の１時間２５分はあっという間に過ぎたが、一つ特筆すべきこ

とはこのブッチャート.ガーデンは一族で引き継いでいる。それも最初から

子供ではなくて孫が引き継いでいるという。考えてみると、親の財産を狙う

子供より罪のない孫が引き継ぐのはとても良い方法かもしれない。私も大資

産家になったら参考にしよう。 

 

ランチは英国風 

  

12.45"ブッチャート.ガーデンを後にしてランチの場所へ向かう。途中の

ガソリンスタンドは 106.9と表示されている、９６円/L位だ。13.25"レスト

ラン「ブレザリングプレイス」に到着、交差点の角に建つ店内は落ち着いた

雰囲気でなかなか広い。天井は木材がそのまま出ていて丸型に近い照明器具



がいくつもぶら下がっている。横はすべて模様のついた壁紙と一面がガラス

窓になっている。派手さのない英国風というのだろう、窓際の席に６人そろ

って落ち着いた。ビールは小で 5 ㌦と少しお高い、メニューはチャウダー、

クロワッサンを使ったシュリンプサンド、デザートはアイスクリーム。なん 

だサンドウイッチかと思ったのだが、このサンドにはエビも入っていてとて 

 

  
レストラン「ブレザリングプレイス」   ハイウエーの基点マイルゼロ 

 

もおいしかった。でも分からなかったのは、英国風なら紅茶がつき物と思っ

ていたのだがそれはなかった.......。14.30"ランチを終えて次の観光ポイ

ント「マイルゼロ」へ向かう。 

 

マイル０の見学 

 

バスは走り出すと直にアップランドという高級住宅街を走る、ここの土地

は 1800坪以上でないと購入できず、買い増しするには 600 坪単位で増やさ

ないとだめ。且つ、購入者は夫婦のみ可。固定資産税は普通 1%だがここは

4%、しかも条件があって商売は不可という。そして、海辺のゴルフ場がある

オークベイ(かしの湾という意味)の海岸を走る。ここは鮭が多いので５月～

１０月に、鮭を狙ってシャチが集まってくることで知られる。またアメリカ

のオリンピック山脈を望むことができる。 

１０分程走るとビーコン．ヒルパークの西南端「マイルゼロ」の道路標識

に到着する。これはカナダ大陸横断国道であるトランス．カナダ．ハイウェ



ーの基点を示すものである。前にも一度触れたが、この国道はカルガリー、

トロントからその先のニューファンドランド島まで 8,000km に及ぶ。日本の

稚内～沖縄は 2,400km しかなくその距離がどんなに長いものか分かるという

もの。住宅街を背に緑の芝生の中に石造りのモニュメントがあった、国道の

基点がここにあるということは、カナダは西海岸から開発が進められた証し

だろう。順番に記念写真を撮り終えると次のポイントへ移動する。 

  

ビクトリアのダウンタウンを散策 

  

ビクトリアの街の中心地、ガバメント通りフェアモント．エンブレス．ホ

テルの交差点角でバスを降りて 14.55"ダウンタウンの自由散策となる。早速

バスを降りてすぐさま信号を渡り州議事堂の写真を撮る。ヨットや小舟が 

 

  
どうだい いかすだろ!!         ガバメント通りのカフェ 

 

浮かぶ入り江の向こうに、中央にドーム付きの威厳ある議事堂の姿が見える。

この時６人は３人ずつに分かれてしまい、そのまま散策に。私は妻と別々に

ガバメント通りを北に向けて歩いた、路上にテーブルやパラソルをだしたカ

フェがある、洒落たお店もいくつかあり都会の雰囲気に包まれている。そん

な店の前に赤い服を着た大きな熊さんがポーズをとっていたので一緒に記

念写真を撮ってもらう。 



適当な所で左折して海岸に出る、船乗り場があって遊覧船が行き来している

のとヨットもたくさん係留されている。それに水上飛行機が飛んでいるのも

見える、少し歩くとその乗り場もあった。後で分かったがバンクーバーから

の水上飛行機とシアトルからの水中翼船はこのインナーハーバーに着くの

だ。見ていると水上飛行機は少し沖に出てから滑走して飛び立って行った。 

 

  
州議事堂                水上飛行機の乗り場 

 

ぐるりと一回りして最初に写真を撮った所まで戻ると、タバコを吸ってい

る友にばったり出会った。何という偶然だろう、先ほどは探しても見つから

なかったのに。聞けば彼らは最初に議事堂へ行ったという、右と左に別れた

ので見つからないわけだ。 15.45"ダウンタウンを離れてスワーツ.ベイの港

に向かう。 

  

 細かな施策が立派なカナダ 

  

16.25"フェリーターミナルに到着、17.00"発フェリーの切符を一人一人に

配った。ところが１枚切符が余ってしまった、渋谷さんは「もらっていない

人!!」と確認するのだが誰も声をあげない。やむを得ず渋谷さんは一人一人

の切符を確かめ始めた、すると意外な事実が判明。何と友の細君がもらった

チケットは「切符と同じサイズの領収書」だったのだ。このまま解散してい

たら危うくフェリーに乗れずに、ここに取り残されてしまいかねないところ

だった。渋谷さんは一人一人チェックしたのは良かったが、チケットではな



いものを配ってしまったのは彼女のミスだった。そんなハプニングがあった

が、フェリーは何事もなかったように定刻どおり出航し、トワッセン港に到

着する少し前にはシアトル冨士の美しい姿が見られ、18.30"に接岸した。 

フェリーを降りてバス乗り場に向かうと、路線バスが待っていた。当然フ

ェリーのダイヤに合わせているので、かなりの人たちがバスに向かっている。

そのバスは 2両連結の大型で、しかもおもしろいことに車両の前部には、自

転車を乗っけるアタッチメントがついており 2台の自転車を乗せていた。歩

道の駐輪場といい、自転車を利用し易くするアイディアには感心する。 

数が少ないとか、皆が利用できないとか反対するばかりでなく、分からない

ことはトライしてみることが大切だと思った。そうすれば実態が分かる。 

  

  

でかいだけでなく自転車も乗せる      フェリーターミナル 

  

このあとレストラン「上海ビストロ」で中華の夕食、特別記憶に残るよう

な物はなかったがまずまず。ビールはこれまではなかった「グレーシャービ

ール」7.5㌦をいただく。21.10"ホテルに戻り帰りの荷造りをして寝る。 

 

七日目 

すべての日程を終え帰国する日になった、これまでたいしたトラブルもな

かったばかりか、お天気にも恵まれたことに感謝しよう。 

 

７月１日カナダデーに帰国 



朝食は 8.00"からバイキング、でもウインナとヨーグルトが足りなくてか

なりの人がなかった。私もなかったが、しばらくしてウインナを席まで持っ

てきたので「ツープリーズ」というも、何かぶつぶつ言って一つしかもらえ

なかった。ヨーグルトは食事の終るころに持ってきたので、結局食べられな

かった。最後の食事がこんなで少しがっかりした。 

でも食事後にホテルの玄関に出てみると、今日もリスがちょこちょこと走り

回っていたのには癒された。 

今回の旅はいずれのホテルも Wベッド×2のタイプでゆっくり寝られ、部

屋も広くてそのうえミニキッチン付きでよかった。9.45"ホテルを出て空港

に向かう、今日はカナダが独立した記念日のカナダデーの祝日。途中で何か

の催しでも見られるかと思ったがそれはなかった。10.10"には空港に到着す

る、荷物を預けてセキュリティーチェックを受ける。またここでもいろいろ

あった、私はショルダーバックのことでいろいろ聞かれるもよく分からない、

カメラというのが分かったので「デジカメ」と答える。次には大きさを聞か

れたようなので「スモール」と答えた。でも結局はショルダーの中味を全部

出してチェックされた。折りたたみ傘かサロンパスの銀紙の袋が反応したの

かな?? 当然何もないので解放されたがあまり気分の良いものではない。友

は靴を脱がされてイスに腰掛けるように言われた、友の細君はボデーチェッ

クと称して体のあちこち触られたという。それに反し妻は私より後ろだった

のに先に通過していった。 

この事で６人の間でしばらく話題になったのは、イスに座らされた友は元

教師で昔生徒を立たせてきたので、今度は自分が座らされたのだと........。 

 

  
バンクーバーエアポート         出発準備中の AC0003 便 



そんな会話の後乗り込んだ AC0003は、早くから準備は完了していたはずな

のに定刻より４０分遅れて離陸した。９時間５０分の飛行で日本時間 16.14

分に成田に無事着陸した。でも今回の旅はここで終らず、さらに成田エクス

プレスと新幹線を乗り継いで 20.43"名古屋駅に帰り着いた。 

 

 

 


