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１月１４日(金) 

１６:３０分成田空港第２ターミナル３F 到着。小田急線経由のＴさんと私以外は既に到着していた。な

んとＭ親子は１２時３０分過ぎに到着していたらしい。皆に遅れを取った我々は、慌しく QL ライナー

便で送っておいた荷物を受け取り、換金を済ませ、NZ 航空「B」カウンターへ、やっと全員そろって

搭乗手続きをする。機内持ち込み荷物検査で F さんの荷物に警告ランプが・・・ ナイフを没収されて

しまった。返還希望を申し出ると帰国時に戻ってくるようだ。出国審査は問題なく通過した。 

搭乗時間まで、会計係りのＮさんと O さんが、現地での食事代等を１人１００NZ ドル集金する。 

搭乗口まで進み、暗くなった空港を窓越しに眺めながら、皆で携帯電話のメール受信設定を On にして

料金を節約した。写真を撮りあったり、家族に連絡を取ったり、飴、チョコ、飲料を喫茶しながら搭乗

時間を待つ。ほぼ定刻（１８：３０）どおり NZ９０は出発した。 

これから約１１時間の機内の旅となる。皆の席は片側のブロックでかたまっていた。直ぐに NZ 入国書

類が配られる。分からないところを機内アテンダント(たぶん NZ 女性)に尋ねると、上手な日本語で答

えてくれた。夕食は８時頃、皆それぞれにチキンまたはビーフを選び、ワインとビールで食事を楽しむ。

ビールはグリーンのラベルのスリム缶（３３０ｍｌ）、ピルスナービールで飲みやすかった。食後座席

に設置してある TV 画面をリモコンでいろいろチャレンジしてみるが、希望の画面になかなか進まない。

途中であきらめて本を読み始める。窓席は意外と寒い。ブランケットをしっかりと巻き寝ることにする。

どのくらい時間がたったのだろう。うとうとして少しは寝たらしい。おしぼりが出され、朝食となった。

タマゴかさばの選択だ。私が選んださばと白いご飯はとても美味しかった。 

 

1 月 15 日(土) 

翌朝９：００にオークランドに到着。曇り空で気温は２１℃だった。私は、入国審査口で女性の審査員

からタバコは吸いますか? と尋ねられ、きっぱりと No.と答え、無事通過。 Ｎさんは 現金はいく

ら持ってきたか？とたずねられたそうです。ベルトコンベアに運ばれてきた手荷物を取り出し、手荷物

検査へ。食べ物の事を聞かれた人もいた。私はトレッキングシューズを見せてくださいと無愛想な女性

に声をかけられ、トランクの面倒なベルトを解き、鍵を開け、ビニールに入っている登山靴を見せた。

OK が出るとまたそれと反対の動作をした。とても面倒だった。私だけがトランクの中身を開けられた

ようだ。 

空港でかおるさんというアラフォーくらいの日本人ガイドに迎えられた。クイーンズタウン行き国内線

６４１便１２：５０発までの時間に、かおるさんからこの国について、いろいろ教えてもらう。帰りの

出国申請書の記入、気候のこと、通貨の確認、お土産のこと、NZ 人の気質、バスタブの使用方法、チ

ップ不要、それにスケジュール表のこと等。 ひと通り説明が終わると、空港内の売店で、皆それぞれ

に迷いながらよさそうなブランチを買う。 私はチキンとアボガドのサンドイッチとミルク。パンはい

ろいろな種が入っていて香ばしかった。ミルクは１．５ドルととても安かったように記憶する。水、コ

ーラなどを飲んでいる人もいた。残りの時間で土産ショップを物色した。そこで “Ice Breaker” と

いう NZ で人気のアウトドアのブランドを知った。後々この出会いが最後までこのブランドを追っか

けることとなった。 
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私は Au ドルを少しもってきたので、NZ ドルに換金してみた。６５ドルが７１．６ドルになった

が、あとでレシートをみると手数料が１０％かかっていてちょっと割が悪かった。 

無料バスで国内線乗り場へ移動。２，３分で到着。かおるさんと別れ、搭乗口へ。ほぼ予定通りクイー

ンズタウン行きは出発した。機内のＴＶ画面ではラクビーで有名なオールブラックスのメンバーが機内

緊急時の非難方法を説明していた。黒いアディダスのユニフォームはお土産店でも目に付いた。機内で

はチップス(ジャガイモ)と飲み物が出された。M さんがサザンアルプスの地図を広げて標高を確認した

りして雑談した。機上から美しい海岸線をながめ、クイーンズタウンが近くなってくると木が生えてい

ない薄茶色の山波が見えてきた。なぜ木が生えていないのかとても疑問だった。 

クイーンズタウンに午後 2 時半過ぎに到着すると日本語が日本人よりも上手な、温和そうな探検ツアー

ズのＭr.デイビットが迎えてくれた。55 歳前後だろうか？空港はとてもローカルな雰囲気で回りは山ば

かり。ひときわそびえる山は Mt.リマーカブルズ、標高２４００ｍあるそうだ。冬はスキー場になるそ

うです。日本で言えば北アルプスの槍が連なったような鋭い山並みだ。マイクロバスの後ろに荷物を入

れるキャリーをつけて今宵の宿、ハートランドホテルへと北上した。ロッジ形式のアットホームなホテ

ルだ。４,５０分で到着した。 

クイーンズタウンは南北に長いワカティプ湖の真ん中よりやや下の東側の湖畔沿いに位置している。北

西方向にはボブスヒルという丘があり、ゴンドラで展望を楽しむこともできる。後でわかったことだが、

絶滅種の動物を保護する目的に作られたキウィーバードライフパークもあり、飼育係りが餌付けするキ

ィウーも見ることができるらしい。 

デイビットに夕食のお薦めのレストラン、メニューを教えてもらい、翌朝は早立ちなので、スーパーで

サンドイッチを調達する事にした。荷物を解き部屋で一息した後、私はカメラがないのに気がつく。O

さんがフロンとまで探しに行ってくれたがなかった。どうやらバスの中に置き忘れてしまったようだ。

デイビットの会社に電話をしてホテルに届けてもらうことが出来た。17:45 分のルートバントラックの

説明会を受けるため、街（ザ・ステーション）へ出かける。日本人女性による説明が 2，30 分あった。

リュックとシーツ、バスタオルの貸し出しも無料であり、至れり尽くせりだ。5 分も歩くと街の中心に

出られ、こじんまりしたわかり易い町だ。通りは縦と横だけ、それぞれに名前が付いているので理解し

やすい。 町には、銀行、両替所が要所にあり、Ｍさんが最終日に両替するとレートもこちらのほうが

2，3 円よかった。 

その足で予約しておいたレストラン “Fishbone”へ。ここでも日本人男性がウエイターとして働いて

いた。初日から、ビール、クイーンズタウンのワイン、食事(魚介類のボリュームの盛り合わせ、ラムス

テーキ、パスタ等)と豪華な前夜祭が始まった。美味しかった。私は飲み食いに夢中で、今回食べ物の写

真を殆ど撮っていない。Ｔさんはしっかり飲み、食べているにもかかわらず、その前には必ず写真を撮

っている。とても関心だ。きっと旅慣れているのだろう！レストランを 6 時 45 分に入り８時過ぎに出

たが、まだ外は明るかった。 

部屋から南十字星を見ようとベランダに出てみた。向きがわるく見つからなかったが、漠然と見える月

と星がきれいだった。就寝前に明日の天気予報をテレビで確認しようとつけていたが、一向に始まらな

く、あきらめて同室のＮさんと話しているうちに寝たようだ。１２時を過ぎていた。 
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ルートバントラック トレッキング (２泊３日) 

1 月 16 日（日） 

5 時起床。各自スーパーで買っておいたサンドイッチで朝食をとる。フロントに荷物を預け、６：３０

分、集合場所ザ･ステーションへ歩き出す。お天気は小雨模様。風も強い。我々は Ultimate Hikers と

いう会社のツアーに参加した。参加人数 23 名プラスとガイド 3 名だ。 

７：０５出発。デバイド峠までは 4 時間ほどかかる。バスはワカティプ湖を右に見て昨日到着したクイ

ーンズタウン空港まで戻り、さらに湖の先端キングストンの町まで南下する。湖は全長３１０ｍあり、

マオリ語で “巨人の横たわる”の意の、サケやマスの魚釣りができる。かつて砂金取りで賑わったカ

ワラル川を抜け、国道６号線から９７号線へと西方向へ進みさらに国道９４号に移った。日本にはない

景色を楽しむ。この道はデバイド峠を過ぎるとミルフォードサウンドへと続いている。途中テアナウの

ホテルでモーニングティー休憩。クッキー、マフィン（生クリームあり）、コーヒー、紅茶、ハーブテ

イーを頂く。名前、出身地、好きな動物を答える自己紹介などもあり、突然のことで面食らった。我々

のほかにアメリカ、オーストラリア、デンマーク、本土の人たちだった。 

高速道路でもないのに、バスの速度は１００Ｋｍを越えている。ガードレールなどない。両脇は牧場。

羊、牛、鹿がいたり、何もない草原だったり。この辺の牧場では両腕を広げたような１００ｍを超える

噴水機が活躍する。この草はタソックというらしい。なぜ山に木がないのかとガイドのさだおに尋ねる

と、100 年以上前に山火事があり全部燃えてしまった。そして乾燥地帯なので木が生育しないそうだ。

昨日機内からみた薄茶色の禿山もここで納得、すっきり。 

デバイド峠到着 1１時 30 頃、ガイドから大きなビニール袋に無造作に入ったランチを受けとる。バン

ズの中身はチキンを選んだ。そのほかにオレンジ、チョコバー、ナッツやドライフルーツや種の入った

袋（Scroggin という）など。トイレに入り、小雨模様のため、カッパを着込み、帽子をかぶり、手袋を

し、ストックを用意すると出発は 12 時近くとなっていた。 

道は砂利がひいてあり、とてもよく整備されていた。歩き始めると大きな羊歯（Ｆｅｒｎ）の群生が目

にとまる。予習しておいたシルバービーチという巨木な銀ぶなを確認し、木に苔がはえている様子は雨

が多いことを証明していた。 ぶなといってもツゲ科に属していて日本のものとは大違い。途中氷河期

に流れてきたという大きな花崗岩が道を作っていた。ガイドが先頭と中、後尾についてくれる。要所で

説明もしてくれる。自分のペースで歩くことが出来る。私は写真を撮りながら先頭組みよりいつも遅れ

がちに歩いた。今日の山行は速度はご法度だ。 

キーサミットへは、標識あるところから３０分ほどだったでしょうか、 地図ではハウデン湖が見える

はずだが生憎の雨模様で周りの景色はなし。池に食虫植物とリンドウ、ランが咲いていたのを覚えてい

る。銀ぶなの木も標高が高くなったので背丈が低い。お天気がよければいろんな渓谷を見ることができ

すばらしいことだろう。本当に残念だ。ランチはそこから直ぐ、出発から 1 時間半ほど歩いた小屋でし

た。午後 1 時を過ぎていました。小屋はまきストーブで暖かくなっていて、セルフサービスの飲み物が

用意されている。暖かいスープと日本茶を頂いた。 

１時間ほど休憩して歩き出した。いぜんあたりの視界は悪い。いくつもの滝を通過し、倒れた巨木の銀

ぶなが通路の分だけ切り取られ道となっていたりするのは、日本では見たことがない風景だった。一箇

所、ものすごい滝の下を通過した。しぶきがすごくて後ろを振り返れない。あれがイーアーランド滝だ

ったらしい。 なだらかな登りを永遠と歩き続け、オーチャードというところを過ぎると今度は急な下

り坂に。今宵の宿マッケンジーロッジはもう直ぐらしい。午後 5:15 分到着。 

今日の私のカメラには道々咲く花、マヌカ（Tea Tree）デイジー、フラックス、サンコットン、フォッ

クスグローブ、etc ・・・がどんな風に写っているのだろう。 
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ロッジは山小屋というより、しゃれたコテージという感じ。若い日本人の女性がパウンドケーキと

ジュースで出迎えてくれた。管理人らしい。 

目と鼻の先のマッケンジー湖まで散策に・・・時より薄日が差す湖で１６Ｋｍ歩いた充実感で皆自然の

中で開放的になった。 夕食はテリーヌ風サーモンの前菜、メインはチキンのソティー、デザートはメ

レンゲのケーキ、同行したガイドは料理人に変身する。その後参加者全員でミーティング、明日の予定

を確認し、朝食のメニューの希望を取った。 私はどれにも手を挙げなかったので翌朝惨めな思いをし

た。 女性は全員で一室に泊まった。Ｍ親子がＷベッドで寝てくれたのだ。やはり皆一緒が安心だ。ロ

ッジには、シャワーも付いているし、トイレも水洗だった。どんな汚水処理をしているのか聞きそこな

った。 

 

1 月 17 日（月） 

7 時頃起床。ゆっくりだ。出発の 9:30 までに各自でサンドイッチのランチを作り、その後朝食だ。夕べ

手を挙げなかった私と数名は、美味しい朝食、マフィンとベーコンエッグだったかな？を食べ損なった。

メインの料理はそれだけだったのだ。さだおさんに追加できるかと尋ねると、もうだめ！といわれた。

さすが、異国の地、はっきりしている。仕方ないからトーストとコーンフレークとりんごで粗末な朝食

にした。オートミールを食べている人もいた。朝食つくりも片付けもガイドの仕事。今朝はずいぶんと

ガイドに貢献してあげた。愚図はこの仕事には就けそうもないと思った。 

9:40 分出発。お天気は昨日の夕焼けに反して小雨模様、カッパの上着にスパッツで出発した。今日はル

ートバン滝までの１５Km を歩く。途中ホリフォード渓谷を横切り、ハリス･サドルまでは登り、天気

がよければニカル・ヒルまでいけるのだが・・・さてどうなるか？ 歩き始めは霧の中、ぶなに苔やゴ

ブリン（まるでおばけのよう）がまとわり付いている異様な森を抜ける、ホリフォードフェイスも何処

を歩いているのかだかまったくわからなかった。途中一瞬だけ湖が見えたが、あれはマッケンジー湖の

北側にあたるのだろうか？薄緑色のグラデーションの入った湖が遠くに見えた。望遠で写真を撮った。

天気がよければこの辺はダーラン山脈、ホリフォード渓谷、タスマン海までも見渡せることができ、い

い眺めらしい。斜面に垂直に咲くデイジーの花の群生が霧にかすんでとてもきれいだ。カラフルなカッ

パを着ているメンバーの歩く姿も映える。 

私はいつものように花の写真を取り捲り、先頭から又遅れて歩いている。ガイドのクローイが花の名前

を教えてくれるが、沢山おぼえるものがあって忘れそうだ。日本人は花に興味があるらしい。ほかの外

国人は地形についての質問が多いとさだおさんが言っていた。原生林の中に露出している岩肌を見るこ

とが出来るのは冬の間雪崩が起こり木々を根こそぎ持っていかれたためらしい。めずらしい地形らしい

が、この天気でははっきりと確認することが出来ない。ハリス･サドルまであっという間に到着。午後 1

時半頃だった。陽射しが出て来たが、不安定だ。台形の形をした棟が二つつながっている休憩所がある。

地形は確かにサドルのようにそこだけ平坦だ。ガイドが沸かしてくれたお湯で紅茶とスープを頂き、今

朝自分で作ったサンドイッチとジンジャークッキーでランチをペロリと平らげた。 

食後はさだおさんにガイドしてもらってハリス湖のビューポイントまで行ってみる。エーデルワイスを

見つけることが出来た。ニュージーランド特有の品種らしい。黄色のきんぽうげも見つけた。霧が切れ

て時よりハリス湖が浮かび上がる。この時とばかり横断幕を広げて記念撮影。コニカル・ヒルまでは残

念ながら視界が悪く行くことが出来なかった。 

午後 2 時 25 分再出発、これからルートバンロッジへ向かう。途中、ハリス湖が青空の下に見えてきた。

湖のはるか奥に雪を残した山並みが見える。とてもきれいだ。森林限界（１０００ｍ）のはっきりとわ 
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かる山も手前に現われてきた。まるで限界線があるようにその上は一切木がないのです。大きな岩のト

ンネルを抜けて小川で休憩し、ウィッタカーズのチョコレートを食べる。昨日も休憩中にガイドから配

給があり、すっかり皆のお気に入りだ。それから 2 時間下りの道を歩きルートバン滝ロッジ、今宵の宿

に到着。午後 5 時だった。 

ともこさんという、てきぱきとした健康そうな日本人女性に迎えられ、オレンジを食べたような気がす

る。立派な乾燥室があり（前泊のマッケンジーにもあった）、濡れたものを乾かす。午後 6 時半から夕

食会。ガイドを囲んでビールで乾杯。前夜ビーフとサーモンのチョイスがあり、私はサーモン、前菜は

たまごのサラダだったかな？デザートがこの宿伝統の焼きたてのフライパンにのったパンケーキ、をガ

イドが投げて、それをキャッチして食べるというもの。落としても１０秒以内に拾って食べる！ 3 秒

間以内なら、ばい菌が付きにくいというが、10 秒ではどうなのか？ 学校の栄養士が聞いたらきっと怒

るだろうと思った。みんな必死でキャッチを試みた。トッピングは生クリーム、フルーツ、蜂蜜などで

す。私はしっかり落としましたがしっかりと食べました。美味しかったです。就寝２０：００ 

 

1 月 18 日(火) 

7 時頃起床。 8 時からまた各自サンドイッチのランチを準備する。ラップ切りをグループの女性が手

伝ってくれた。すっかりみんな友達だ。今日の朝食はしっかりと食べた。シリアル、オートミール、ソ

ーセージとなんだったか思い出せない。 

いよいよ最終日、またまた小雨模様、上下のカッパを着込み出発。今日の見どころは、レッドビーチと

Mt.ビーチの 2 種類のぶな。こちらは南半球に位置するから北側の日当たりがいい。この標高でレッド

ビーチが生育できるのは斜面が北向きだからだそうだ。3０分ほど歩くと雨が上がったのでカッパを脱

いだ。両脇に２種のぶなが目立つようになる。ハート型が Mt.ビーチで、ぎざぎざの少し大きめの葉が

レッドビーチだ。小鳥のさえずりも近くで聞こえるようになった。頭が黄色いイエローヘッドという鳥

を見つけた。ライフルマンやベルバード、ヤマガラもいたようだが私には見えなかった。Ｔさんの写真

には鳥がアップで写っていた。 

長く、とても揺れるつり橋をいくつも渡ることに私は苦労した、体が落ちそうで足が前に進まなかった。

ランチはフォージフラットという河原で食べた。12 時 10 分だった。それから 2 時間ほどあるくとルー

トエンドとなる。また雨が降ってきた。傘をさしたり、カッパを着たりと面倒だった。エンドまでは皆

バラバラに歩いていた。Ｆさんは 23 人中 1 番でエンドに到着した。いつも元気です。私は１４；００

頃到着でした。 

休憩を挟み、バスで小さな村グレノーキへ。グレノーキはワカティプ湖の最北端の村だ。カフェバーで

完歩式を行った。それぞれ好きな飲み物を注文し乾杯をした。つまみはチップス、にんじん、セロリの

スティックとトマトもあった。一人ひとり呼ばれて証明書と集合写真を頂く。ＦさんはＭｓ．クローイ

に「Very very charming！」と言って厚い握手をしていた。私はその光景が忘れられない。バスは湖を

南下し、クイーンズタウン到着は午後 2 時 30 分だった。皆と挨拶を交わし、2 泊 3 日のルートバント

ラックのトレッキングを終えた。 

ハートランドホテルに戻り、夕食は街のブリタニアを予約した。7 時まで買物の時間にした。スーパー

でウイットカーズのチョコレートを買い、その後いつの間にか皆とバラバラになってしまった。残され

た私とＮさんは途方にくれた。お目当てのお土産店へ行ったらしいので地図を頼りに我々も行ってみた。

皆買物に夢中になっていた。  
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レストラン ブリタニアは階段をあがって中に入ると薄暗くて雰囲気のあるお店だった。日本人のウエ

イトレスが対応してくれた。パンを注文するとガーリックトーストが出てきた。とても美味しかったが

Ｍさんはにんにくが苦手のようで残念でした。ラム、ディア、ポークとそれぞれに注文し、ワインで乾

杯した。ビーフも捨てがたかったので皆で分け合って食べた。やはり美味しかった。ソースもハーブが

アクセントとなって味わい深かった。その後、お土産店によってあれこれ物色し、私はキィーウィーと

羊のぬいぐるみを買った。ホテルに 10 時到着、11 時 30 分就寝。クイーンズタウンはのんびり時が流

れているような町でもう少し過ごしたいと思った。 

 

Ｍｔ．Ｃｏｏｋ、Ａｏｒａｋｉ トレッキング 

1 月 19 日(水) 

6 時 30 分起床、いつものように朝食をサンドイッチとヨーグルトで済ませ、8 時００“Great Sight”

という定期観光バスに乗り込む。Ｍｔ．Ｃｏｏｋのそびえるハーミテージへ。国道８号線でほぼ北上す

る。今日は移動日となる。お天気は上々、窓越しに受ける日差しがだんだん強くなってきた。途中何箇

所か休憩を兼ねて立ち寄る。ギネスブックにも載った有名なハケットバンジージャンプ場を窓越しにみ

る。フルーツの産地、クロムウェルで休憩。寒暖の差があるこの地域はフルーツの産地。沢山の種類の

フルーツの盛り合わせがとても綺麗だった。写真を撮ればよかったと後悔する。Ｎさんがおやつ用のフ

ルーツをすこし買ったようだ。隣にはバラ園があった。このあたりではブドウを栽培していてワイナリ

ーもあった。 

オマラマで休憩となる、10 時 50 分到着。お昼用に軽食を 8 人分買い、個々に袋に入れる仕事も一苦労。 

お天気になったので遊覧飛行を楽しもうとＴさんとＦさんはサングラスを選んでいた。リンリツ峠で休

憩。タソックで覆われた山をバックに写真を撮る。ガイドさんは若い日本人の女性だった。観光案内が

とてもわかりやすく上手だった。トワイゼルでは水力発電所の案内もあった。 

途中から窓越しに Mt. Cook が見えた、現地の人はこの山をマオリ語のアオラキと呼ぶようだ。雲が突

き抜けるという意味。ウェイクフィールドという山もかっこいい形の山だった。氷河も見えるといって

いるが私には見えない。ワイルドアイリッシュマン(マオリ語 マタガウリ)というとげのある木はあち

こちにあった。  

Ｍｔ．Ｃｏｏｋはテワヒポウナムと呼ばれる世界遺産の一部でニュージーランドは国土の１０％が世界

遺産にあたるそうです。ヒスイ（グリーンストーン）の山地です。タスマン氷河は主にアオラキ・Ｍｔ．

クック国立公園にあり、全長２７Ｋｍあるそうです。ハーミテージホテルには１２：１５到着。 

準備できている部屋で昼食を済ませ、ケアポイントトラックを散策する。14:20 分。雲の切れ間から徐々

にアオラキが見えてくる。道の両脇には、多種類のベリーが赤い実をつけている。試食ＯＫ！ 

こちらでは外来種となっている、ジギタリス、ルピナス、ノコギリソウなどが綺麗に咲いている。終点 

は氷河のあとが小さな湖になっていた(Mueller Glacier Lake)。ホテルに戻ると１６:20 分だった。夕食

はパノラマレストランで格調高くディナーを頂く。メニューを決めるのに一苦労だった。ブイヤベース、

白身魚、肉をそれぞれに食べる。今日は部屋にてクイーンズタウンで仕入れてきたビールとワインでＭ

ｔ．Ｃｏｏｋ夕焼け撮影会と洒落込む。みんなそれぞれに写真を撮る。良い写真取れたかな? 部屋の

ＴＶはＮＨＫＢＳを見ることが出来た。１１時頃就寝。食事代を２００ドル追加集金したのもこの日だ

ったかしら？ 記録担当ですが、１日が忙しくあっという間にすぎてしまい記録もおろそかになります。 
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１月２０日(木) 

７時３０頃、朝食。バイキングです。今日はフッカーバレーハイキング。隣町からやって来た小西さん

という５０過ぎの日本人女性がガイドしてくれた。ランチの入った袋を受け取り９：００出発。その袋

にはライスクラッカーズと書かれた日本のあられが入っていた。（なかなか美味しかった） 

朝から小雨模様、途中までマイクロバスでショートカットして、キャンプ場があるところから歩き始め

た。ハーミテージホテルは最初ここに建てられたようだ。石の暖炉として使われたおおきな四角い石が

１つだけが今でも残っていた。宿は洪水で流され、場所を移動して立て直したが、火事で全焼、今の建

物が三度目だそうだ。 アルパインメモリアル（慰霊碑）を通過し、Mt. Sefton の斜面に沿って伸びて

いる氷河によって作られたミューラー、氷河湖もこの天気でははっきりしない。途中つり橋を渡ったが、

今度は少しも揺れなかったので恐ろしくなかった。支えががっちりとしていた。氷河活動によって形成

されたモレーン帯が現われてきた。何百年もたっているらしい。マウントクックリリーの花の時期は既

に終わっていたが、遅咲きのリリーを遠くに見ることが出来た。もう１つり橋を渡り、傍を小川の流れ

る(Stockings streams)小さな小屋でトイレ休憩した。終点はフッカー湖。流れてきた氷河の固まりを眺

めながらランチをした。チーズロールサンドとシロップづけのフルーツなど。湖に浮かぶ氷塊を動物に

想像してみた。小西さんがコーヒーを入れてくれた。蛇の夢をみたと告げるとロトを買ったら当たるか

もと勧められた。赤い石を見つけた。植物の最初はアルギ（地衣）からできることを教えてもらった。

苔よりちいさい植物が岩肌などに最初に生え、それが苔になり、土になり、種が芽を出し植物が生息す

るそうだ。岩が赤いのは地衣だった。石にへばりついているバッタも見つけた。ここでは魚は生息して

いない。来た道を下り、予定時間の１６：３０までビジターセンターや明日のハイキングコースの入口

を案内してもらう。 

マウントクックはキャプテンジェームスクックというイギリス人の探検家がこの地を訪れたのにちな

んで付けられた名前と言われている。メリノウールになる羊を持ち込んだのはこの人だそうだ。メリノ

種は首に二,三重にしわがあり、毛の色はグレー、肉食とは直ぐ見分けが付く。 

エドモンドヒラリー卿はオークランドの出身で、世界で始めてエベレスト登頂に成功した人です、登頂

のためにこのアオラキでトレーニングしていたそうです。５ドル紙幣の肖像となっています。 

夕飯は小西さんの勧めでホテルの外にあるシュミバーという店に行った。ホテルの人にマイクロバスで

送ってもらった。２階に上がると、とても広いフロアーになっていて、カウンターがあり、その横に大

きな掲示板がありメニューボードになっていた。よくわからないまま、とりあえず前の人の真似をして

ピッチャーに入ったビールを、そしてピザとサラダとチップス(フライドポテト)を注文した。お金を払

い、番号の紙をもらい、電光掲示板に自分の番号がでたら、厨房から品物を受け取る。そう、日本のス

ーパー銭湯のようなシステム。隣の人がおいしそうに食べていたスペアリブと、ビールとトマト味のパ

スタを追加した。 出てきたパスタはペンネで生クリームの入ったとてもしつこい味だった。もったい

ないから皆で全部食べた。デザートにアイスクリームを注文するとこれが結構さっぱりしていて美味し

かった。もっと注文すればよかったと後悔。腹ごなしに帰りは歩いて帰った。ハーミテージホテルの外

にも宿があった。この町はこのホテルに従事している人たちだけの町らしい。周りは自然ばっかりでま

るで隔離されているようだ。平和と言えば平和でしょうか！ 

クイーンズタウンが乾燥していたせいか、喉が痛くなりだした。風邪くすりを O さんからもらい飲んだ。

O さんがバスタブにお湯を張ってくれた風呂につかって今日はゆっくりと温まった。早めの就寝となっ

た。 
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１月２１日(金) 

６時過ぎ起床。ベランダに出てみると小雨模様。庭の木々に大きな鳥が止まっている。Ｋｅａ（ケア）

という高山では珍しいオウム科の鳥、頭のいい鳥らしくホテルの残飯を食べに来るとか、全体は茶色、

黄緑色で、ケアケアと大きな声でなき、羽の裏はオレンジ色で羽ばたくと綺麗だ、を観察。 

７時、バイキングの朝食。ご飯が食べたくなったので、納豆と味噌汁で和食にした。それにヨーグルト

と果物、ミルクとコーヒーを。デニッシュ系のパンとパンケーキに蜂蜜をぬってランチ用に持ち帰った。

今日の予定は遊覧飛行とハイキングする人とわかれたが、結局天候不良のため、飛行は中止となり、全

員でレッドターンへハイキングとなった。不安定な天候が多いようで、なかなか遊覧飛行は出来ないよ

うだ。 

フロントに荷物を預け、８：５０出発。ホテルの右脇を抜けると山が現われ、中間地点に平らなところ

がある。そこがレッドターンらしい。つり橋をわたるとそこから階段の急な登りとなる。朝見たケアが

群がっていた。まじかで見ることが出来たので、写真をバチバチ撮ったが、あまり驚かない。人になれ

ているようだ。赤い池(レッドターン)までは１時間ちょっとで登ってきた。赤い正体は池の中の赤い草

だった。ハーミテージの小さな町がミニチュアのように見下ろせる。素敵な町に見えるがここで暮らし

ている人たちは満足なのだろうか？こんなに自然がいっぱいだけど平凡な生活に見える・・・毎日アオ

ラキを眺めていると心は晴れるのだろう、などと思った。 

下山してシェルターのベンチで少し早いランチをした。山道の補修作業をしている人がいた。好奇心の

旺盛なダブルＮさんはさっそくアルミ製のリュックを背負わせてもらって補修場まで散歩？砂利を詰

めると何キロになるって？２０Ｋｇ、４０Ｋｇ？ 記念に写真を撮った。 

帰りにまたビジターセンターに寄りお買物。素敵なステンドグラスがその建物の細長い窓を飾っていた。

ここは公共の施設なのか、ホテルより土産ものの価格が安かったようだ。私は綺麗な色使いのコースタ

ーを買わなかったことを後悔した。１２時３０分ホテル到着。 

出発の２時半まで皆それぞれに過ごした。 私はラウンジの深いソファーで外の景色をみながらうとう

ととしていた。隣ではＪＴｂのツアー客が添乗員から説明を受けていた。日本人が多い。 

２時過ぎにホテル裏、バス乗り場まで行き、しばらくすると Great Sights のバスが到着した。今日は４

６人満席だそうです。乗客の殆どがクライストチャーチへ行く人たちです。予定通り２時３０出発。社

内では運転手がガイドを勤める。日本人の若い女性ガイドは、日本人向けにそれを同時通訳してくれる。

我々はイヤホーンを付けなければならなかった。煩わしかった。プカキ湖、テカポ湖の色はとてもやさ

しい。タスマン氷河から流れてくるグレイシャーフラワーといわれる粉が湖に沈んでいて、人の目が光

を通してそれを見るとミルキーブルーに見えるとのこと。 途中、日本人の若い女性 3 人組、若い外国

人女性１人、男性２人（ハーミテージでずっと一緒だった）がモーテルのある小さな町で降りた。湖を

通過し、湖畔沿いの教会で休憩。トイレがないのでバスの緊急用トイレに入った。そのとたん、バスが

動き出した。便器にいやおうなく座ることに・・・ とんだトイレタイムとなってしまった。バスが動

き出したので教会に入ることが出来なかった。どんな教会だったのかなぁ～？ 

１７：００フェアリーの町のカフェで休憩。小腹がすいたので沢山あるウィンドーケースのなかからや

っとベジタブルサンドイッチを選び食べた。アルパインシルクのラノリンクリーム（１００ｍｌ入り）

が１０％ＯＦＦになっていたので試しに買ってみた。帰りの空港免税店ではこのサイズは売っていなか

った。正解だったかも。バスはこれからノンストップでクライストチャーチへ。ホテルグランドチャン

セラー到着１９:４０。 
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本日は皆疲れているのでホテルで夕食にした。通されたところは臨時宴会場みたいなところで雰囲気は

最悪。注文してからやっと出てきた料理も不味かった。とても 4★のホテルとは信じられない。隣では

パラリンピック選手が会合をしていた。会計を済まし、傍においてあったミントのキャンディーを皆で

不満を込めてわしづかみにして持ち帰った。 明日の朝食も期待薄ということで、街で取ることにし、

散策に出かけた。すし店が何件か目に付いた。マックとビッグバーガーに目星を付けてコンビニに入る

と、ロトが売っていたので購入した。ロトは始めてで何もわからず、Ｔさんにおしえてもらいながらや

っと何とか購入した。当たったらまた来よう！当たるかもしれない！すっかりその気です。ホテルに戻

りＦさんとお茶をした。１９階の窓越しからみる夜景は少しだけ綺麗だった。早めに寝た。 

 

1 月 21 日(土) 

7 時過ぎに起床、まもなく外での朝食組みが迎えに来た。化粧するまもなくコーヒーを慌てて飲み干し

て出かける。マックで朝食に。日本ではマックは殆ど行かないが、まさかクライストチャーチでマック

に入るとは・・・ハンバーガーにはビーフとベーコンエッグが入っていて朝からボリューム満点。美味

しかった。コーヒーが少し薄かったのが残念。食後にアウトドアのお店を散歩がてら探しに行った。ガ

イドの小西さんのいうとおり何件かあり、セール中だが、今日は土曜日なので店は 4 時か 5 時には閉ま

ってしまうようだ。早めに買物しなくては・・・ 

8 時過ぎにホテルに戻る。今日は半日市内観光だ。9 時にマイクロバスが迎えに来た。外は雨が朝より

強くなっていた。カッパを着た。ドライバーは日本人の５０歳前後のおじさんっぽい男性。名前は忘れ

た。さっぱりした人で案内もさらっとこなし、疲れない。 

最初はモナベール邸へ。1904 年、富豪の一人娘さんが建てた家で今では庭園と喫茶コーナーになって

いる。東京ドームの２０倍？の広さとか言っていたような？？？ クライストチャーチは去年の 11 月

におおきな地震があり、今も時より小さいものがあるらしい。レンガ造りや古い家があちこちで倒壊し、

修復工事中の様子を目にした。この家も煙突が壊れていた。次に市内から北に１０Ｋｍほど離れた丘（高

級住宅街）から町の中心街を眺める、地震が起きたらおおきな岩が谷間の住宅をごろごろと転がりそう

な危険な所に高級住宅街があった。住宅は北側向きに建てられ日当たり、眺めのいいところだ。5000

万円くらいだそうだ。 

さらに海岸へとバスで移動した。図書館のある建物から長い橋が海岸へと導いていて、橋の上では魚や

ワタリガニを釣る人もいた。かもめも飛んでいた、非常に風が冷たかった。夏でも泳ぐ人は殆どいない

らしい。カイトサーフィンをしている人も海岸線にいた。中心街に戻り大聖堂でガイドの男性と別れた。 

1 時頃だった。 

ランチは各自好きなものをたべて自由行動になった。二手に別れ、私はフードコート行って麺類を注文

した。薄味で、麺が細くて腰がなくとても不味かった。寿司でランチにした人もいた。 

お目当ての Ice Breaker の店に行き物色していると、日本人の女店員にアウトレット専門店があること

を教えてもらい、直ぐ直行。なんとか自分のものと家族のものを買うことが出来た。３０日間着ていて

も臭くならないが売りで、９５％メリノウールで出来ている。カード購入したが土曜日でケーブル回線

が上手く繋がらないらしく、買うのに時間が掛かった。買い終わり、若い男子店員にとても疲れたでし

ょと声をかけると、「直ぐ家に帰ります！」といって笑っていた。 
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また二手にわかれてＮさんと追憶の橋（Bridge of Remembrance）に行き、写真を撮り、ケンブリッジ

テラスで今宵の夕食の店を下見に・・・肉や魚に飽きたので、ここはやめて中華レストランがよさそう

だねと言いながらホテルに戻る。明日の荷造りをした。ずいぶん不要なものを持ってきていると反省。

フロントでスケールを貸してもらい２３Ｋｇを超えていないか確認する。夕食はホテル組みと外食組み

に別れた。 

フロントで２，３件の中華の店を教えてもらい、Ｊｏｙｆｕｌという餃子が美味しいという店に入った。

満員だったが、奥の合い席の円卓に通された。中国人夫婦がものすごい食欲で美味しそうに食べていた。

メニューのことをその夫婦からアドバイスしてもらってとても助かった。多種類少量を頼むのでＮさん

がメモしてくれた。そのおかげで注文はスムーズに出来た。ビールはマテガリーとエクスポートという

ブランドを頼んだ。どちらも飲みやすかった。久しぶりにほっとした夕食を食べたような気がするとＮ

さんが言うと皆もほんとうにとうなずいた。やはりナイフとフォークは肩がこる。一番人気は青菜炒め

だった。餃子や春巻き、スープも美味しかった。帰りにロトを買ったコンビニによって、結果を教えて

もらった。夢破れすべてずれだった。 

ホテルに戻るとＦさんは既に就寝していた。明日の荷造りを確認して一人お茶を飲んで１１時過ぎ寝た。 

 

1 月 22 日(日) 

3 時起床。Ｆさんはいつもぱっと目を覚ますのに関心だ。４時フロントに集合した。スケールで再度荷

物の重量を確認する。皆ＯＫだ。 

マイクロバスでクライストチャーチ空港へ。手荷物検査を済ませ、機内持ち込み荷物の検査を終えたと

ころでガイドの男性と会釈をして別れる。ＮＺ－５００便にて定刻どおり５：４０にオークランドへ出

発した。機内ではチップスと飲み物が出された。 

７：００オークランドに着くと、来たときと逆のルートを思い出しながら国際線乗り場へと進んだ。予

定のＮＺ－０９９便は悪天候のため３時間ほど出発が遅れるようだ。機内持ち込み荷物とボディーチェ

ックを済ませ、それぞれに最後の買い物、昼食を済ませ、搭乗時間を待った。することがないのでクイ

ーンズタウンで購入した日本版花図鑑をめくって時間をつぶした。 

１２時半ころ搭乗が始まりだして、１時前に出発となった。機内は比較的すいていたので足が伸ばせる

前の席に移動した。すぐにランチが出てきた、チキンとグリンピースのソティー、白ワインをお代わり

し、さらにビールも飲んだ。トイレが近くなり、プレミアムエコノミーのトイレに駆け込んだ。石鹸や

クリーム類の数が多かった。ニューリリースのウォールストリートという映画を見た。途中で寝てしま

うので何回もまき戻してみることになった。次は日本の“はなみずき”、涙をぼろぼろ流しながら見た。

そうこうしていると夕日が沈む様子が窓ごしからみえはじめる。刻々と変わる空の色。すばらしかった。

夕食はビーフと巻き寿司、茶そばを赤ワインで楽しんだ。われわれは飲む人と思われたのかワイングラ

スではなくそれよりたくさんは入るジュースのコップにワインが注がれた。でも今度は控えめにした。 

あっという間に成田到着。入国審査を済ませ、手荷物を受け取り解散となる。Ｍさん親子には帰りもご

主人が迎えにきていた。私とＴさんとＦさんは最終バス８：１５で相模大野・町田へ向かった。大野到

着は１０時５０分だった。無事自宅に到着しました。 

今回歩くことは皆苦にならなかったようです。きつい箇所は全くなかったです。若い日本人が多く働い

ているのにはびっくりしました。長いようで短かった旅、四季折々にまた行ってみたいＮＺでした。 


