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キングサーモンを釣りにパタゴニアへ（1-1）
63

　私もこの20年間いろいろなところに釣りに行ってフライフィッシン
グを楽しんできた。しかし今年は65歳、体力的にいつまで本格的な
フライフィッシングが楽しめるか自信がなくなってきた。釣り場まで
の藪漕ぎや釣りをしながら川を遡上するのも結構疲れるようになっ
てきた。そればかりではなく、海外遠征に伴う飛行機を使っての長
旅も体に堪えることを自覚するようになった。2019年、海外遠征で
お世話になったことのある釣り旅行会社の方から、「3月のパタゴニ
アにキングサーモンを釣りに行きませんか？いつも3月はロッジをア
メリカ人が独占していて行けないことが多いんですけどキャンセルが
あったので行くチャンスです。今なら間に合いますよ！ぜひご検討
ください」と声をかけられた。上記の体力面での現在および今後の
不安を踏まえて考えた挙句やはり答えは「行きます！行かせてくだ
さい！」しかなかった。聞けば全員で4人（ツアーコンダクターを
含めると5名）で、ほかの3人はフライでの釣りではなくルアーアン
グラーとのことだった。
　今から思えばコロナ禍の始まるギリギリだったが、その時はそうと
は知らずX月Y日の朝9時に成田空港に集合。11時半に成田空港を
出発した。これから長旅だが、ワクワク感のほうが強い。アメリカの
ダラスFW空港に12時間後に着いた。その日の夜にダラスからアル
ゼンチンのブエノスアイレスへの飛行機を予約しているが、12時間

ほど時間があるのでダラスのホテルのベッドに横たわって疲れをとっ
た。20時45分にダラスを発ってブエノスアイレス国際空港に翌朝着
くと、今度はアルゼンチン国内線専用空港にタクシーで30分くらい
移動。午後3時にその空港からエル・カラファテまでまた3時間余り
のフライトを経て20時半にエル・カラファテについた。やっとパタ
ゴニアの入り口に着いた。
　パタゴニアとは南アメリカ大陸の南緯40度以南の地域の総称で、
アルゼンチンとチリの両国にまたがる地域のことである。1520年に
マゼランが、この付近に住んでいた先住民を見て、「パタゴン」
（patagon）族と命名したことからパタゴニアという名がついたのだ
という。年間を通して低温、風が強く、風の強さがパタゴニアの代
名詞とも言われてい
る。南西からの強
い偏西風がアンデ
ス山脈にぶつかり、
チリ側は雨が多い
が、アルゼンチン
側は乾燥が激しく半
砂漠となっている。

（裏面へ続く）

初夏の日差しになりました。コロナに負けずに皆さんがんばられていることと存じます。
どうぞ春の日を浴びて健康に明るくお過ごしくださいますよう。

　もう夜の8時半だというのに3月のエル・カラファテはまだ十分に
明るかった。NZのカンタベリー地方（NZ南島の東南部）を思わせ
る乾燥した場所だった。聞いたとおりに強風が吹いている。タクシー
に乗るときに助手席のドアを“バン”と閉めたら運転手がちょっと焦っ
た顔をして何か言った。乗り込んだ後で気づいたら、車のフロント
ガラスに3本大きなひびが入っていた。どうやら私が勢いよくドアを
閉めてフロントガラスのひびがひどくなって崩壊するのではないかと
心配したようだった。幸い、ひびは広がらなかったのでほっとした。
15分ほどで到着したカラファテのホテルは快適だった。21時から夕
食。厚さ10cmのステーキ400gが2000円。さすがに牛肉の国アル
ゼンチンだ。味はまずまずだったが、少し硬くて全部食べ終わった
ときにはちょっと顎が痛くなった。10時に就寝。さぁ！いよいよ明
日は釣りの開始かと思うと長旅で疲れたとは言っていられなかった。

　翌朝8時にホテルを出発。バスでアルゼンチン湖（Lake 
Arzentina）の船着き場まで行き、そこからロッジのあるエスタンシ
アまで今度は観光船で約2時間半の船旅だ。船は芦ノ湖に走ってい
るフェリーと似ていて、豪華で快適だった。アルゼンチン湖は氷河
が溶けてできた湖だ。青白い色をしている。エスタンシアに行く途
中に観光船はウップサラ氷河（Gracia Uppsala）とアウトドア用品
会社「パタゴニア」
のトレードマークと
なっているフィッツ
ロイ山の前を通っ
た。この氷河はパ
タゴニアを特徴づ
けているものの一
つで南パタゴニア
氷原から連なる氷
河の数は大小50以

上あるといわれ、その規模は南極、グリーンランドに次ぐ量といわ
れている。 観光船から湖上に浮かぶ氷山もたくさん見ることができ
た。パタゴニアの氷河の移動は速く、平均年間に100m～ 200m移
動するらしい。氷河が崩落してできた氷山を見ることができたのも、
この氷河の移動速度の速さのおかげでもある。 ウップサラ氷河は日
本の北海道大学をはじめ各国の研究者によって調査研究がおこなわ
れており、徐々に縮小しているとのことで、北海道大学の学会報告
が船に掲示されていた。例年より今年は氷山が大きく数も多いとい
う。やはり地球温暖化の影響なのだろうか。フィッツロイ山は山頂
付近が日光を浴びて雪の部分が白く輝き、本当にきれいだった。周
辺の山も荒々しく氷河に侵食された跡が残っていて、頂上付近は研
いだ矢じりのようにとがっていて、日本の山の景色とは異なっていて
異国に来たのだと旅情を募らせるのに十分だった。
　昼にロッジ（エスタンシア・クリスティーナ）に到着。思っていた
よりいいロッジだ。ロッジ周辺の山肌には観光船で見た氷河に削ら
れた爪痕がそこここに見える。岩が氷河で磨かれたり削られたりした
跡（擦痕）だ。独特の氷河地形（氷河谷）、U字型の谷にポツンとロッ
ジとそれに付帯する従業員の宿舎やこの地の開拓当時の様子を伝え
る博物館などが建っていた。周辺にほとんど木はないが、ロッジの
周りだけはラベンダーやポプラなどが植えられていて小さな森を形
成していた。ここを開拓したクリスティーナたちが植えたものだとい
う。クリスティーナは開拓をしている途中で肺炎で亡くなったという
ことであるが、彼女のこの地での活躍をいつまでも顕彰するために
このロッジの名前に彼女の名前がついているとのことだった。我々
はロッジのフロントやレストランのある棟とは別の棟にある各部屋に
落ち着いた。

　さあ、やっと着いた。これからキングサーモン釣りの開始だ。ラ
ンチをロッジのレストランで食べてから釣りの準備。4時からいよい
よ実釣開始だ。疲れたなどとは言っていられない。でも一匹でも釣
れるだろうか？不安がよぎった。　　　　　　　　　　（次号に続く）

▲ カラファテのホテル

糖尿病と災害
　東日本大震災が起きてから10年、熊本地震から5年がたちました。現在も
日本のあちこちで地震・豪雨・熱波などが襲ってきたりして、災害はいつ起
こるか分かりません。災害を上手に乗り切るために日頃から出来ること、実際
に災害が起きた時に出来ることを準備しておきましょう。避難時には自分で判
断し、行動しなくてはならない事を前提とした備えが必要です。
　災害発生時「３日間は自分の身は自分で守る」という意識を持ち、糖尿病
治療に必要な非常用物品を準備したほうが賢明とされます。そのためには
①携帯キットを作り携帯する：外出時に被災した時のために糖尿病手帳・薬
手帳・薬内容のコピーなどをコンパクトに準備し持ち歩く。 ②非常用袋に日常生活に必要な物や治療薬の準備をする：
季節によって準備するものが変わるので定期的な点検が必要です。自分にあった方法を考えて下さい。

　その他にも避難時に留意したいこととして①避難生活における療養生活では、
なるべく早く被災前の治療状態に戻れるようセルフケアを心掛けること。また食
事が炭水化物中心になるため普段から目安量をなるべく覚えておきましょう。 ②
内服薬やインスリンは不足しないよう約2週間余分にストックしておきましょう。 
③手洗い、歯磨き、うがいで細菌・ウイルスによる感染症を防ぎましょう。 ④で
きるだけ体を動かし同じ姿勢を長時間続けないようにしましょう。 ⑤一人で悩まず
周りの人に相談しましょう。などがあげられます。
　備えあれば憂いなしとはいかないまでも落ち着いた行動ができるのではないで
しょうか。
　災害時のハンドブックやパンフレットの希望の方は受付へ申し出て下さい。

看護師　家内 幸子 2021年5月 ～ 7月の診療予定です。
宜しく御了承ください。

－ 休診のお知らせ －
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　私もこの20年間いろいろなところに釣りに行ってフライフィッシン
グを楽しんできた。しかし今年は65歳、体力的にいつまで本格的な
フライフィッシングが楽しめるか自信がなくなってきた。釣り場まで
の藪漕ぎや釣りをしながら川を遡上するのも結構疲れるようになっ
てきた。そればかりではなく、海外遠征に伴う飛行機を使っての長
旅も体に堪えることを自覚するようになった。2019年、海外遠征で
お世話になったことのある釣り旅行会社の方から、「3月のパタゴニ
アにキングサーモンを釣りに行きませんか？いつも3月はロッジをア
メリカ人が独占していて行けないことが多いんですけどキャンセルが
あったので行くチャンスです。今なら間に合いますよ！ぜひご検討
ください」と声をかけられた。上記の体力面での現在および今後の
不安を踏まえて考えた挙句やはり答えは「行きます！行かせてくだ
さい！」しかなかった。聞けば全員で4人（ツアーコンダクターを
含めると5名）で、ほかの3人はフライでの釣りではなくルアーアン
グラーとのことだった。
　今から思えばコロナ禍の始まるギリギリだったが、その時はそうと
は知らずX月Y日の朝9時に成田空港に集合。11時半に成田空港を
出発した。これから長旅だが、ワクワク感のほうが強い。アメリカの
ダラスFW空港に12時間後に着いた。その日の夜にダラスからアル
ゼンチンのブエノスアイレスへの飛行機を予約しているが、12時間

ほど時間があるのでダラスのホテルのベッドに横たわって疲れをとっ
た。20時45分にダラスを発ってブエノスアイレス国際空港に翌朝着
くと、今度はアルゼンチン国内線専用空港にタクシーで30分くらい
移動。午後3時にその空港からエル・カラファテまでまた3時間余り
のフライトを経て20時半にエル・カラファテについた。やっとパタ
ゴニアの入り口に着いた。
　パタゴニアとは南アメリカ大陸の南緯40度以南の地域の総称で、
アルゼンチンとチリの両国にまたがる地域のことである。1520年に
マゼランが、この付近に住んでいた先住民を見て、「パタゴン」
（patagon）族と命名したことからパタゴニアという名がついたのだ
という。年間を通して低温、風が強く、風の強さがパタゴニアの代
名詞とも言われてい
る。南西からの強
い偏西風がアンデ
ス山脈にぶつかり、
チリ側は雨が多い
が、アルゼンチン
側は乾燥が激しく半
砂漠となっている。

（裏面へ続く）
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キングサーモンを釣りにパタゴニアへ（1-2）
　もう夜の8時半だというのに3月のエル・カラファテはまだ十分に
明るかった。NZのカンタベリー地方（NZ南島の東南部）を思わせ
る乾燥した場所だった。聞いたとおりに強風が吹いている。タクシー
に乗るときに助手席のドアを“バン”と閉めたら運転手がちょっと焦っ
た顔をして何か言った。乗り込んだ後で気づいたら、車のフロント
ガラスに3本大きなひびが入っていた。どうやら私が勢いよくドアを
閉めてフロントガラスのひびがひどくなって崩壊するのではないかと
心配したようだった。幸い、ひびは広がらなかったのでほっとした。
15分ほどで到着したカラファテのホテルは快適だった。21時から夕
食。厚さ10cmのステーキ400gが2000円。さすがに牛肉の国アル
ゼンチンだ。味はまずまずだったが、少し硬くて全部食べ終わった
ときにはちょっと顎が痛くなった。10時に就寝。さぁ！いよいよ明
日は釣りの開始かと思うと長旅で疲れたとは言っていられなかった。

　翌朝8時にホテルを出発。バスでアルゼンチン湖（Lake 
Arzentina）の船着き場まで行き、そこからロッジのあるエスタンシ
アまで今度は観光船で約2時間半の船旅だ。船は芦ノ湖に走ってい
るフェリーと似ていて、豪華で快適だった。アルゼンチン湖は氷河
が溶けてできた湖だ。青白い色をしている。エスタンシアに行く途
中に観光船はウップサラ氷河（Gracia Uppsala）とアウトドア用品
会社「パタゴニア」
のトレードマークと
なっているフィッツ
ロイ山の前を通っ
た。この氷河はパ
タゴニアを特徴づ
けているものの一
つで南パタゴニア
氷原から連なる氷
河の数は大小50以

上あるといわれ、その規模は南極、グリーンランドに次ぐ量といわ
れている。 観光船から湖上に浮かぶ氷山もたくさん見ることができ
た。パタゴニアの氷河の移動は速く、平均年間に100m～ 200m移
動するらしい。氷河が崩落してできた氷山を見ることができたのも、
この氷河の移動速度の速さのおかげでもある。 ウップサラ氷河は日
本の北海道大学をはじめ各国の研究者によって調査研究がおこなわ
れており、徐々に縮小しているとのことで、北海道大学の学会報告
が船に掲示されていた。例年より今年は氷山が大きく数も多いとい
う。やはり地球温暖化の影響なのだろうか。フィッツロイ山は山頂
付近が日光を浴びて雪の部分が白く輝き、本当にきれいだった。周
辺の山も荒々しく氷河に侵食された跡が残っていて、頂上付近は研
いだ矢じりのようにとがっていて、日本の山の景色とは異なっていて
異国に来たのだと旅情を募らせるのに十分だった。
　昼にロッジ（エスタンシア・クリスティーナ）に到着。思っていた
よりいいロッジだ。ロッジ周辺の山肌には観光船で見た氷河に削ら
れた爪痕がそこここに見える。岩が氷河で磨かれたり削られたりした
跡（擦痕）だ。独特の氷河地形（氷河谷）、U字型の谷にポツンとロッ
ジとそれに付帯する従業員の宿舎やこの地の開拓当時の様子を伝え
る博物館などが建っていた。周辺にほとんど木はないが、ロッジの
周りだけはラベンダーやポプラなどが植えられていて小さな森を形
成していた。ここを開拓したクリスティーナたちが植えたものだとい
う。クリスティーナは開拓をしている途中で肺炎で亡くなったという
ことであるが、彼女のこの地での活躍をいつまでも顕彰するために
このロッジの名前に彼女の名前がついているとのことだった。我々
はロッジのフロントやレストランのある棟とは別の棟にある各部屋に
落ち着いた。

　さあ、やっと着いた。これからキングサーモン釣りの開始だ。ラ
ンチをロッジのレストランで食べてから釣りの準備。4時からいよい
よ実釣開始だ。疲れたなどとは言っていられない。でも一匹でも釣
れるだろうか？不安がよぎった。　　　　　　　　　　（次号に続く）

▲ 輝くフィッツロイ山

▲ 氷山を背景に

▲ ロッジ（エスタンシア・クリスティーナ）周辺


