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等極めて西ヨーロッパに近い性格を

楽しみに訪れるパイロットも多く︑

アンヤングチームは次の世界

常に多国籍な顔ぶれでエリアが賑

ストリアから短い休日にフライトを

そんな彼らを生み︑そして

持つ︒国境を越えてイタリアやオー

世界のトップへと育てたフラ

わっている︒

選手権においても優勝候補

イト環境は︑あまりにも大き

ヴアリッチ兄弟を育てた
険しく優しい空
スイス︑フランス︑チェコ︑ドイツ

く︑そして険しくも優しい空

に挙げられるほど︒

のパラグライダー競技会において︑

等︑世界の強豪ひしめくヨーロッパ

と言える︒凹凸のある谷を

トガルに匹敵する国民1人当たり

さらに︑EU内でもギリシャ︑ポル

ロベニア﹃昨年までマックパラを駆り

今や語ることを忘れてはならないス

て良好︒クロスカントリーフライトで

のGDPを誇り︑治安の面でも極め

見知らぬ土地に降りたとしても︑言

西側ヨーロッパの山並みと
違い︑﹁巨大に横たわる一つ

葉は通じずとも治安におけるアクシ

渡り︑山から山へと移り飛ぶ

ライダーズ)とウルバン(現二ピュー

の岩の上を走りまくる﹂そん

ない︒パラグライダーが飛ぶような田

デントに見舞われることはほとんど

ワールドカップやクロスカントリー

ク)のヴアリッチ兄弟に07年ワール
﹁100mのリッジに支え

なフライト環境だ︒ある時は

で大暴れしたアルジャス(現ジング

リモズ・ボドブニック︑そして若手筆

も少ないが︑﹁ドベルグン(こんにち

は)﹂と挨拶して︑パラグライダーで飛

舎町では︑アジアな人々に会う機会

リデースポットだ︒西には世界遺産

んできたことを表現すれば︑きっと

られ︑またある時はその尾根

もちろん︑中級者や体力のないパイ

に指定される世界最大級のシュコツ
ィアンをはじめとする鍾乳洞群︒東

筋と谷のど真ん中から上が

ドカップ茨城大会で優勝をしたプ
頭のガスペル・プレブク等︑スロベ二
るサーマルに乗り雲底を渡り歩く︒

ロットまで幅広い層のフライヤーを

間︑太陽は夜の8時過ぎまでエリア

で︑歴史的文化と西側からの新しい

レスでEU加盟国への移動が可能

(欧州連合)に所属しており︑ボーダ

から独立した新しい国だ︒現在EU

に寝苦しさを感じることはなく︑

楽しんでへトへトになっても暑さ

候に恵まれ︑思い切りフライトを

かく夜は涼しく過ごしやすい気

から北海道同等と言え︑日中暖

ば夜1時過ぎま

リアと接し︑南西をアドリア海に画
し︑海と山︑そして清流と湖に囲ま

ア北東にハンガリ

スロべ一一アは︑イタリア(特に北イ

メインフライトエリアのある西

ロッパ地域に隣接し︑スロベ

笑顔が返ってくる国だ︒

受け入れてくれるエリアなのだ︒

面積は日本の四国ほど︑人口

部には温泉が多数存在する︒

い成功させているこの地は︑参戦し

大自然が広がる

過去にワールドカップを2戦も行
た選手達にとってもお気に入りの

じだから︑決して大きな国とは言

は200万人とほぼ長野県と同
スロベニア(正式名⁚スロベニア共

は2 1℃と緯度も日本の東北北部

えない︒しかし︑7月の平均気温

新しいアウトドア天国!

を迎え︑1 0月まで他国のビジターパ

に位置し︑9 1年に旧ユーゴスラビア

和国)は西欧と東欧の真ん中︑中欧

また︑3月からフライトシーズン

場所となったことは間違いない︒

9月︒この期

を照らし︑夜を迎えるのは9時以
降︒パイロット達は︑朝9時半過ぎ

空気が吹き込まれ変化を遂げてい

ップシーズンは6

イロットを迎えるコバリド周辺のト

に動き出して1 1

で飛んでいるこ

れた大自然の宝庫︒カヤック︑山登

タリア)︑オーストリアといった西

フライトに臨むことができる︒

次の目も気持ちの良い目覚めで

ともあり︑観光

り︑マウンテンバイクにパラグライダ

︒
る

時頃に初めてテ
イクオフとゆっ

や休息を十分に

ー等︑アクティビティに飽きること

ヨ

︑北にオースト

取った後からで

ニア語を国語としながらも︑文化

西にイタリア南と東にクロアチ

もフライトを楽

のないロケーションの素晴らしさに

くり︒遅くなれ

しむことができ

今最も西側の人々に注目されるホ

イタリアと国境を接する
西スロベニアがメッカ

る︒上級者には
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シュを焚くこと、写真を撮ることさえ許

されない全くの自然道産。中に入れ
ば、そこはインディージョーンズの探

洞窟は高さにして最高で約100m。そ

してそこに上下へと伸びる鍾乳石は
まさに不思議の世界を数血にわたっ
て作り上げている。
ポストイナ鍾乳洞はもともと観光地
として開かれ、入り口からトロッコに

a

O

ノ

ヾヽ.

一フ

コ

コパリドのランディングから

約1 5km︑トルミン地区の東に位

イントさえストール山ほど高さ

置するコバラは︑テイクオフポ

って上げれば︑北東方向へのク

はないものの︑その山並みに沿

ロスカントリIが可能なエリア

だ︒標高の高過ぎるストールに

強過ぎる際にはここでのフラ

比べ風は穏やかで︑西風成分の

イトから始まる︒また︑大き過

ぎる山並みに足慣らしの必要

な初中級者にはここからのス

クルン山へと繋がる山並み

タートをお薦めできる︒

は︑途中まるでへラでならした

ロ

ような美しい山肌を眺め︑いく

ス

つかのピークを抜けて行く︒も

程度にお土産にする価値はある。

ちろん途中で降りることも可

は有名で、山岳部では琵蜂と蜂蜜の
生産に携わる人々に多数出会うこと
ができる。帰りの荷物が重くならない

ラムに降りて美味しいど‑ルが

ることも少ないスロベニアでは、一石

二鳥!なお、スロベニア特産の蜂蜜

能で︑辿り着けばイ工ルキン・フ

並んでいる。お土産やらしいお店を見

待っている︒

は危険行為だ。外にはスロベニア産
の特産品とお土産やが所狭しと立ち

a
bl

へと誘ってくれる。ただし、外気温との
差は約20℃。 Tシャツ一枚での入場

K

乗って内部へと移動し、神秘の世界

絶対行きたい鍾乳洞I,

検を初彿とさせる大絶景。数千年、
数万年かけて削られた地下河川の

ベ
04年にチェコ、ポーランド、スロバ を追いかける深い山並みこそが、敬

二 キア、ハンガリー等と共にEUへ加盟戦区そのままだというのだから飛んで
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していたのだ。町中には今も戦争の
略を受け、国名を変え、国籍を変えら 過去を思い出させるオブジェが見ら
れた歴史は、西と束の間に位置すれ れる。コバリドの町中にひっそりと立
つ戦争ミュージアムでは、その悲惨さ
ばこその結果なのかも知れない。
今や自然と平和の町並みが観光 と愚かさを目に焼き付けることができ
客を心行くまで楽しませてくれる風景 る。飛べない日には是非その事笑と悲
が広がっているが、一度山へと立ち しい歴史を見に行ってほしい。そして
イツ、ハンガリー等から幾度となく侵

入れば第一次世界大戦後に残され
た戦争や負の通産を多く目にすること

旧ユーゴスラビアにあったスロベニア

も東欧諸国の改革の波を受け、 91スロベニアと戦争の歴史を展

だろう。特に僕たちがサーマルの行方 年に名実共に独立国家となった。

ッ

ているシュコツイアン鍾乳洞は、フラッ

ク

絶対お勧めなのが、鍾乳洞巡り。
特にユネスコの世界道産に指定され

ク

ストール山の雲底が低すぎ

る際のフライトにはクック山︒

ストール︑コバラとはソチヤ谷

には遠くイタリアやアドリア

を挟み逆側にあるが︑南西風時

海を心行くまで臨みながらフ

ライトを楽しめる︒しかし︑正

規のランディングとしてコバリ

ドのランディングが指定されて

いて︑そこまでの距離は少し遠

い︒特に南西風が強い際は︑テ

イクオフした後ちょうど山の

ソチヤ谷へと移動し︑その谷に

裏の北西から南東へと延びる

沿ってミニクロスカントリIを

しなければならない︒もちろ

ん︑届かない際は空き地へとラ

ンディングすることもできる

いるので︑初級者には難しいエ

が︑谷に沿って川︑電線が走って

リアかもしれない︒
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