
一－ ー

一一一=－一一一一～一一一一一一一－一一一－－－－

一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一－一

会報創刊号verIsCiubofJapaneSeniorDiTh

「日本シニア・ダイバーズ・クラブ」が3年目だ若い者には負けられない気持ちで世界の海を

を迎え、会員も150名を越えたことをお喜び潜っております。

字より豊かなダｲビﾝグﾗｲﾌを'撫剛
舘石昭（水中写真家）’のｼﾆｱの方が、

歳を迎えるのです。その精神的なダフさにはびために、より豊かなダイビングライフを過ごさ

つくりしてしまいました。私もまだ60代、まれることをお祈りいたします。

より豊かなダイビングライフを
舘石昭（水中写真家）

へ
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い

■ 会 員 の 参 加責識がたいせつ報は人とのコミュニケーションの素材となると

会報の創刊、おめでとうございます。メンバ 同時に、自分の活動の励みになり、次への前進

一が各地に分散しているので、機関誌による情のステップになります。観察した生物を記録し

報交換が重要な意味を持ちますが、世に「3号たり水中写真を撮ったりする人が、ダイビング

雑誌」（または3号新聞）というコトバがあるよの楽しみを知り、より熱心になるのを見れば、

うに、機関誌の発行は長続きしないことがよくそれは明らかです。情報はパワーです。潜水記

へあります。
編集に当

た る方の

ア イデア

録、フィー

ルドノート、

写真、ビデ

オなどは自

一

|生きるﾉ両一翻
一

生きるパワーを生む情報交換の
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'－プル会長)’|大橋禄郎(スノーケリングピープル会長）
一一一一一一七一一一一

分を刺激し、周囲の人にも刺激や動機を与えま

す。これに対して、モルディブに潜った、シバ

そして会員の方のお客さんと並ならぬ持続力、そして会員の方の；

気分ではない参加意識が不可欠です。

私もダイビングクラブの新聞を月1

回のペースで200号近くまで発行し

たことがあります。この経験からいえ

るのは「少なめの分量を継続的に」と

いうことです。がんばり過ぎればパテ

ます。こうした新聞づくりを通じてプ

ロのライターや編集者が育ったことが、

いまも私の喜びであり、誇りです。

■記録がパワーを生む

ダイビングに限らず、あらゆる余暇

一
一 －房

ダンに潜った、パラオに潜ったという

｢征服型」または「コレクション型」ダ

イビングが、途中でだれてくるのは、

それだけでは情報不足（記録不足）で、

持続的なパワーが得られないからでし

ょう。

この会報によって情報交換を活発に行

うことでよりパワーアップし、ダイビ

:り楽しいものにし、人生の意義をもうングをより楽しいものにし、人生の農

1度満喫していただきたいと思います。ダイビングに限らず、あらゆる余暇活動はそ

の体験を情報化すると持続性が高まります。情
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なら、神道、仏教、儒教が習合し、混在し、座標軸にな

るものがありません。

ダイビングにもこの二つの型があるようです。ひたす

ら回数を潜るだけ、写真を撮るだけ、魚の新種を見つけ

るだけ、ダイビング後は一人の孤独の人に戻ってしまう。

タコツボ型です。西欧にクラブ、サロンといわれるもの

があります。共通の趣味で集まった人が、趣味を楽しん

だ後に、一杯やりながら、世間話をし、人生観や世界観

を語り合う。キャリアも職業も年齢も違う多機能集団な

のですが、趣味の場を通して横にコミュニケーションの

通路ができています。若いダイバーと一緒では、とても

こういう場は持てません。

私が作りたいのは、こういうササラ型ダイバーのクラ

ブなのです。ビフォー．アンド・アフターダイブを楽し

みましょうというのことの意味は、そこにあります。

幸いにして、年齢が接近し、価値観の断絶距離の短い

シニアがダイビングを通して集まっているわけですから、

ササラ型クラブができる条件は、十分にあると思います。へ

ダイビングを接着剤にして、会員の皆様とササラ型の

おつき合いをしたいとうのが念願です。

もう一つの夢は、シニアダイバーの国際的な組織化で

す。私個人は観光や、ダイビングをほとんど海外でやっ

ています。そこで、つたない共通語の英語で世間話を外

国人とすることは楽しみの一つです。写真を撮り、送り、

返事がくるというだけで結構楽しいものです。国際交流

を目的にダイビングをしたのは、まだ台湾だけでしたが、

海外ダイビングをきっかけに、外国のシニアダイバーと

知り合いになれば、いつかその輪が広がるきっかけにな

るのではないかとひそかに期待しています。どうか皆様

方も海外のシニアダイバーとの接点を広げてください。

私事ですが、かつて英会話スクールに通っていたとき、

英語の勉強よりも、ネイティブの先生の世界観や人生観、

文化観などが聞けたことのほうが面白かった記憶があり／口、
ます。まさにビフォー．アンド・アフターの趣味の周辺

の楽しさを味わっていただきたいと願っています。

長あいさつ ’
今
云 い

蕊
アの方々と一緒に、若い人達とは違ったダイビング・ス

タイルで潜りたいということでした。若い人達のダイビ

ング・スタイルは、体力にまかせて、ひたすらに数をこ

なし、技術の習得度を競うという傾向があるように見え

ます。ダイビングは競うスポーツではありません。それ

ぞれのダイバーが、それぞれのダイビングの目的で、非

日常的な空間の中の遊泳を楽しみ遊ぶことにつきるので

はないのでしょうか。つまり、性別、年齢、体力、時間、

資力に応じ、千差万別のダイビング・スタイルがあるこ

とが自然だと思います。しかしその多様性の中で、シニ

アらしい類型があるのではないかと思えてなりませんで

した。

これに一つの解を示唆してくれたのが「ササラ型ダイ

ビング」という発想です。

著名な政治思想史の先生だった丸山眞男氏が「日本の

思想」（岩波新書）で、社会や文化を二つの類型に分けて

います。ササラ型とタコツボ型です。ササラというのは、

竹の先端を細く切ったもので、茶の湯で使う茶せんがそ

うです。タコツボは海底に壷を沈めてタコを捕る漁具の

ことです。それぞれの壷は独立していて交わることがあ

りません。ササラは元が一本で、先端だけが分かれてい

ます。

西欧文化でいうなら、各国の多様な文化のルーツをた

どってゆくと、キリスI､教に行きついてしまう。近代の

法律学や経済学、社会学などのルーツをたどると、ヘー

ゲル哲学に行きつく。文化がササラ型にできているわけ

です。タコツボ型の典型が日本の文化です。思想でいう

2

’
ヲ■■■ ■、、、二

gアクフフ。タイFング計画 ’

ダイビング地 日程 幹事 旅行会社 概算費用 その他の付帯条件

モルジブ(BANDOS) 上村敏郎2月l3H(ﾎ)～20H体） 全食含む｡ダイビングフィ一除く。アイランズコレクション 180，000円

クルーザーによるダイブ。

錐､ダｲ付き(1H'|ダｲ)｡柵以餉き。

食事、10ダイブ､ヅｬｶﾙﾀ観光付き。

噌員の剛切りました。12名参川です。

3HO9H(8)～14H(f) 関川清一パラオ パラオスポーツ 224，000円

デラワン(ｲﾝドﾈｼｱ）

台湾ダイブと観光

{月08B(t)～l5H仕） 坪田正二 220，000円SCUBAWORLD

台湾の一級のｲﾝﾄ墾丁公園で6ダｲ。

台湾縦断職｡台北観光とショッピング。

ﾎﾃﾙ期1泊6ダｲ､･鯛潮､昼付き。

マリン|､ラスI,ダイビングスクール

{月12H(金)～l8H(ﾎ） 杉本信也 芙蓉航空 200，000円

飯田ひとみ

山岸秀香
宮古（沖縄）
一一

ポナペ

6月19H(ﾎ)～23H(月） オリオンツアー 103，000円

8月27H(ﾎ)～9月02H(k) 小沢慶洋 8ダイブ､4ランチ付き。サウスバーク。アイランズコレクション 140，000円

(注）1、日程は長期のため、やむをえず変更する変更することがあります。

2，金額は96年度基準の概算で、為替変動、日程の変更などのためかわることがあります。
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備考幹事 参加者数ダイビング地 時日

四
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面
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上村敏郎 ボートダイブ

ダイブクルーズ

無制限ダイブ

ボートダイブ

伽
一
側
一
回
㈱

モルジブ

パラオ

シパダン

久米島

2月15日

3月10日

4月08日

5月02日

日
｝
日
日
日

２
５
５
６

２
１
１
０

一
一
一
一

７
－
８
一
喝
－
９

関川清一

坪田正二

杉本信也

飯田ひとみ

山岸秀香
ボートダイブ7月11日（木） ～15日（月）

～9月02日（月）

～14日（木）

～12日（木）

8ケラマ

フィージー（タベウニ）

一

ボートダイブ

ボーl､ダイプ

ダイブクルーズ

朧
一
割
野

餅
一
際
識

8月26日

11月11日

12月02日

側
一
側
一
側

６
－
７
８

グアム

G.B.R.(ヨンガラレック）

ビギナーの慶良間ダイブ記

小川愛子
’ケラマ報告

‐湧一

ケラマ・ダイビング

（1996711～15）

"、山岸秀香

Cカードを取ったのが、1995年10月、伊豆八幡

野でした。その時の海の中の世界が忘れられず、11月

に八幡野で初めてのボートダイブ、以来グアム、宇佐美

で16本。今年6月のクラブ総会で7月の慶良間ダイブ

を知り早速申し込みましたが、皆さん方がみんな100

本、200本のベテランばかりでビックリしました。16

本の私は迷惑をかけないか、初心者に合わせるダイブに

なり不満を持たれないかなど、不安な気持ちでした。

でも屋嘉比サンゴで潜ったときの海のきれいさ、透明

さ、魚の多さに感銘し、不安が消えてしまいました。2

本目の黒島では、ドロップオフを渡る時ガイドがBCに

つかまらせてくれました。これで、すっかりリラックス3

しました。3本目の野埼ではヘッドファーストで潜降し

ようとして潜れず、ボートに帰ってしまいました。アン

カーロープ以外の潜降経験は初めてだったのです。BC

のエアが抜けなかったのです。男岩（うがん）では水面

に浮上してから、全員船に向かって泳ぐものと思い、み

な揃わないのに、一人船に向かってしまいました。船が

寄ってくれるのを知らない失敗でした。佐久原の鼻では

水中でウエイトをlkg減らしてもらいました。新田浜で

は洞窟に入り少し深くなったところで、BCのエアを入

れてしまい急浮上しそうになり、山岸さんに助けて頂き

ました。1本潜るたびにl失敗の連続の6ダイブでした

が、大変勉強になりました。

カードを取得した時の基本を忘れず楽しんで行きたい

と思います。皆様のアドバイス、ご指導、そして暖かい

お誘いをお待ちしています。

大小3Oあまりの島々からなるケラマ諸島（沖縄）は、

高層ビルなどのない自然豊かで素朴な島々です。海中は

日本のダイビング・スポッI､のNo.1と言われるだけ

にスポットの数も多くバラエティに富み、生物も豊かで

透明度が良く、何度通っても飽きのこない魅力一杯のと

ころです。

出発前日まで台風5号の影響を受け、那覇便欠航の心

配をしましたが、当日は台風も治まり予定通り出発しま

した。那覇から1時間の船旅で座間味港に着くと、ケラ

マ・アイランズ・リゾートのマイクロバスが、厳しい日

差しの中、クーラーをきかせて待っていてくれました。

翌日から3日間、ボートダイブで有名スポットの黒島

や男岩（うがん）などを潜りましたが、物足りないと思

へえるほど波のない穏やかな海を楽しむことができました。

お別れバーベキュー・パーティーでは、沖縄出身のガイ

ドさんの話に耳を傾けました。戦中戦後、現在に至るま

で沖縄は多くの問題を抱えてきました。しかしおおらか

に暹しく生き、独自の文化を持ち続けて来られたのは、

この美しい海に抱かれてきたからなのか、などと思いま

した。

帰途、那覇での待ち時間を、沖縄庶民の台所、公設市

場に行きゴーヤチャンプルやブダイとおぽしき魚の刺身

など、土地の味を試し、機上の人となりました。ニュー

スによると台風6号が沖縄に近づきつつあり、明日あた

りから風が強くなるとのこと。歳月を重ねた善男善女に

神は味方されたものと感謝しました。

参加された方は、飯田ひとみ、小川愛子、斉藤靖子、

本多哲郎、山崎賢二、渡辺良子、山岸秀香の7名でした。

山崎賢二さんの手紙の一部にはこう書いてありました。

「伊豆の海しか知らない僕にとりましては、禁断の実を食

べたような気がしました｡」
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’ フィーうジー報告 ’
フィージー・タベウニの海で

小沢 慶洋
「南十字星は本当に見えるんですね」と会長に念を押す

と、「この前見えたから大丈夫でしょう」という自信たっ

ぷりな返事。それではと8月26日成田を出発。（9月2

日帰国）

一行は8人。フィージー経験者は会長の上村さん1人。

ダンディーな本多さん、九州から初参加の菊川さん．、超

ベテランの飯田さん、水泳のうまい大西さん、足のハン

デを克服して頑張る千葉さん、夫婦参加の私たち。

全員がかなりの経験者とあって、タベウニのダイブセ

ンターのボスもすっかり安心のようすでした。

南太平洋の十字路／日付け変更線が通過するフィージ

ー諸島は300余の島々からなる楽園。うち200は無

人島。タベウニは3番目に大きな島で人口12,000人。

サンゴが多く、ヤシ、ハイビスカス、ブーゲンビリアな

ど熱帯の草木が美しい常夏の島。

日付け変更線が島の真ん中を走り、島を今日と明日の

二つに分けている。

ダイビングはすべてボートダイブ。ホテル内のダイビ

ングセンターから「はしけ」で10人乗りのボートに移

り「レインボーリーフ」に向かうが、インストラクター

が潮をみて、都度スポットを決める。

毎日2ダ､イブで午前中に終わるスタイル。

No.1スポットはGreatwhitetewall

だった。2つのトンネルとドロップオフの壁には白色サ

ンゴの花が咲き、小型の熱帯魚が遊ぶという景観。どこ

も透明度は良かったが、冬の季節のためバラクーダやイ

ソマグロの数は少なかった。モルジブに似て小魚が多い。

挨拶は「BULA(こんにちは)｣。フィージーは旧英

国領で英語圏に入る。ホテル従業員、インI､ラなど日本

語は通じない。客は米国、オーストラリア、ニュージー

ランド人がほとんど。ホテルの日本人客は我々と、二人

で来た若い女性だけだった。

ホテルのマネージャーはイギリス系の女性だった。従

業員は現地人。村の人達は素朴で真っ黒な体から白い歯

をむき出して笑い「ブラ」という。いつまでも残ってい

てほしい雰囲気だった。

コテッジ造りのホテルの正面には、ダイダイ色の落日

が見え、遠く虹のかかるダイビングスポットが望める。

時々外国人が「何のグループ？」と聞いてくる。珍しい

グループに見えるらしい。

アフターダイブの酒は「フイージービール」や「ウイ

スキー」「ブランディー」で盛り上がる。現地の伝統的な

飲み物「カバ」（胡椒科の木の根から絞った酒の一種。儀

式に使われる）も飲ませてもらった。

心残りは会長約束の南十字星が見られなかったこと。

星座表でもないと無理かもしれない。フィージー伝説の

花「クンギモウシア」も山の天気が悪く見ることができ

なかったのは残念。

すばらしいダイビングとツアーを、過ぎ行く時をいと

おしみながら過ごしました。

’ グアム報告ア ’
グアム・ダイブ記

関 川 清 一
台風が居座って二日も動かない。風雨が吹き荒れ、島

の東側は波浪で道路が寸断。町はすべて停電、クーラー

もエレベーターも動かない。外出禁止令が出て従業員も

出社できない。もちろんレストランは休業。飛行機は飛

ばない。

ホテルの宿泊客はホテルが工面してくれた弁当で、や

っと飢えをしのいだという台風下のグアムだったそうで

す。

こんなグアムヘ、台風の後を追って11月9日われわ

れが到着しました。名残の雨が時々降り、南方特有の早

い雲の動き、道路には水たまりが点々・

ダイビングが心配でしたが、翌日は晴れ時々 曇りで天へ
気回復。とは言うものの、環礁には4，5メートルはあ

ろうと思われる波が次々に押し寄せるという状況でした。

ダイビングは可能ということで、ボートは出してくれ

たが、ポイントは港内の沈船、お花畑などなど。普段は

透明度も良く、ビッシリついた珊瑚にI､ロピカルな魚達

が遊んでいる素晴らしいポイン1,も、透明度はやっと5

メートル、考えられないほどのお汁粉状で、初めて参加

の方々には期待を裏切ってしまい、まことに残念でした。

三日めにはやっと外港まで出られたが、湾外は波浪が

高く行けませんでした。それでも「潜れないよりよかっ

た｣、「島内観光がたのしかった｣、「プールや海岸で楽し

めた」といっていただきました。

次回はもっと良い状況の時に、再度挑戦したいと思い

ます。11月に台風とは思ってもみなかったことですが、

考えが甘かったのかもしれません。 へ

今回のダイビングでの反省点を二つほど。

（1）バディーシステムの大切さを再確認すること。

（2）減圧症、エアエンボリズムの怖さを認識すること。

参加者は次の諸氏でした。

溝口寿茂、小田切肇、佐伯知恵子、南要次、中村正博、

鈴木ヒロ子、関川清一



’ G.B.R.*報告

G｡B.R.

（コーラルシーとヨンガラレック）1旧の旅

奥平泰成（リーダー）
12月2～12日のツアーは、双胴船スポイル・スポ

ーツ号によるクルージング・ダイブでした。出港地はタ

ウンズビルで、延々千キロメートルの航海となりました。

われわれ日本のダイバーは、クラブメンバーが8人、

クラブ員家族1人の9名、外国人19人、総員28名で

満室という構成で出港しました。

夜8時乗船で、最初に船中での心得、クルーの紹介に

続き、ゲスト全員が自己紹介、翌日からダイビング開始

となりました。

一・本目はコーラルシーのFlindersでポイント

へ名はStaghornHeightsoエンI､リー直
後に鮫に遭遇。透視度は良かったが、流れが強くややハ

ードな一本目でした。私は一日2～3本のペースでした

が、坪田父子、飯田、山岸組は早朝からナイトまで、一

日4～5本をケロリとこなし、クルーズ・ダイブを満喫

されたようでした。上村さんが最小本数で、次は私だっ

たようです。

コーラルシーは全体に魚影が少ない感じでしたが、締

め括りのScubaZooでのサメの餌づけは圧巻で

した。水深15mの海底に、3つの金網の艦が配置され

ダイバーが中に入り外のサメを見ると言うスタイルです

から、サメが艦の中の人間を眺める逆動物園という風景

でした。ScubaZooとはよく名付けたものです。

船から冷凍のカツオやイワシを入れた大きなバケツを、

機の前に降ろすと、餌の臭いにつられて20尾以上の大

へきなサメが狂乱状態でバケツに体当たりです。そのうち、
バケツの蓋が開き、鎖に繋がれた餌が、ブイに引かれて

水中に飛び出した瞬間、物凄い速さでサメが突進すると、

水が濁って一瞬前が見えなく成りました。4～5秒後に

は餌は一かけらも残っていませんでした。おまけに、餌

が無くなると同時に、サメの姿す－つと消えてしまいま

した。その間30分、凄い迫力でした。

最後のヨンガラ・レックは沈船ダイブでしたが、流れ

がきつく、船からヨンガラ号の上まですべてロープ伝い

でしか潜れません。透視度はせいぜい4～5mでしたが、

魚影の濃さには度肝を抜かされました。幅が3mを越す

巨大なエイ、無数のカスミアジ、大ウミガメ、2mを越

すローニンアジ、小魚は無数でした。それまでのダイビ

ングはなんだったろうという感じのラストダイブでした。

終わり良ければなんとやらでしょうか。

スポイル・スポーツ号のクルージングも十分に楽しみ

下船、タウンズビルとケアンズで一泊ずつして市内観光、

ショッピングも終え帰国、平成8年最後のクラブツアー

を喜びいっぱいで終わりました。

’航空券（チケット）をなくしたら

上村敏郎
これはノウハウではなく、ある一つの経験談です。

1996年末、クラブのG.B.R.ダイブに参加し

た時のこと。オーストラリアのタウンズヒルというクル

ーザー発着の街に行くため、オーストラリア航空でケア

ンズに着いた時です。国内線のカウンターに行き、搭乗

券を貰おうと思ったらチケットがどこを捜してもありま

せん。いささかあわてました。成田ではたしかに貰った

はずですから、成田～ケアンズまでのどこかで落とした

のでしょう。

えいままよと、カウンターの女性と、いい加減な英語

で交渉を始めたわけです。要するに「これから先の国内

線、国際線のチケットをなくしてしまいました。私はど

うしたら良いのでしょう」てなことを言ったのです。相

手の女性は遠慮会釈のない早口の英語で返事するもので

すから、その間数回pardonを言わなければなりま

せんでした。

チケットは日本で代金を払い、日程も決まっていて、

オーストラリアの航空会社のコンピュータにはすべて記

録されていて、即座にチェックできるはずです。つまり、

チケットという紙切れがなくなっただけで、コンピュー

タの記録がなくならないかぎり、再発行してくれて当然

なはずです。もちろん無料で。

しかし、時間的な問題なのか「国内線の往復運賃だけ

は払ってくれ」というのです。グループでの行動なので、

あまり粘るわけにもゆかず、200ドルあまりをカード

で払うことになりました。そしたら「そのかわり、あな

たが再びケアンズに戻って来た時には、成田までのチケ5
ツトは無料で渡します。国際線のカウンターで受け取れ

るようにしておくから」というのです。なんとか私の頼

りないヒヤリングカでそこまでわかりました。そして成

田までのチケットは、forfreeと聞き取ったと

きはほっとしたわけです。

でも、当日までは不安で、帰国の前日、ケアンズの国

際空港のカウンターで、名前を言い、事情を話し、カウ

ンターの女性がコンピュータのキーを打ち始めたときは、

大分落ちついていました｡

結局、なにやら書いた書類に氏名、住所を書かされ、

サインさせられて、チケットは出発日である翌日に渡す

ということになりました。事実、翌日無料で帰りのチケ

ットを貰い、二重払いしなくてすんだわけです。でも、

国内線の分を払わされたのは、今でも釈然としません。

ともあれ、チケットをなくしても、コンピュータにす

べて記録があるので、再発行ができるということは分か

りました。ご参考まで。
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’ 安全潜水講座① ’
安全潜水のために

杉本信也(NAUIインストラクター）
クラブが発足して三年目を迎えました。会の主旨であ

る安全潜水、無事故が積み重ねられたことは、本当に喜

ばしいことです。工場ならさしずめ表彰ものでしょう。

アメリカの統計では、ダイビング（以下DV)の事故

は登山やハンググライダーなどのスポーツに比べ、事故、

災害率が桁はずれに小さいということです。誰もが危険

なスポーツだと思っているのはなぜでしょう。

DVの基本に「安全は教育から」というのがあります。

事故、災害が少ないのは、世界的にライセンス制度の関

門があるからでしょう。とはいえ、毎年事故はあります。

そこで、クラブの人のレベルは抜きに、一般論としての

安全潜水について考えてみましょう。

■ハインリッヒの法則

重大な事故、災害に対し、中位のものが30、小さい

ものが300あるという、統計から出た法則があります。

これは中位の事故にならない前に、小さな事故を徹底し

てなくせば、重大な事故にはならないという考えです。

DVのよくある失敗例をあげましょう。

＊飛び込んだら、フインのゴムがショックで切れ、バ

ランスがとれずあわてた。

＊潜水直後の上に飛び込んだ。

＊ウエイトをつけ忘れた。

＊潜降を始めたらバルブが閉まっていた。

＊オーバーウエイ|､で、潜降が早く耳抜きが間にあわ

なかった。

＊ほかのグループについていった。

＊エア漏れに気がつかなかった。

小さなトラブルかもしれないが、一つづつ原因、反省、

対策を講じることが、再発を防ぎます。ヒヤリハットを

なくすとも言います。

それから、危険予知訓練に進むことが大事です。例え

ばエア切れを想定したバディブリージングやCPRなど

は、その訓練です。「備えあれば憂いなし」です。

■バスタブ曲線

年齢を横軸に、ヒューマンエラーを縦軸にとると、若

い時は未熟さのエラーが多く、壮年になると減少し、シ

ニアになると増えます。カーブがバスタブのような形に

なるところからこの名前がつけられました。

シニアはこのことをわきまえ、無理をしない、ゆとり

のあるダイビングを心掛けねばなりません。曲線が上昇

中の時は特に身体はもちろん、ギアの点検、確認、安全

に手抜きは許されません。

■水死の主原因はパニック

アメリカで水死事故の発生源を追求したら、溺死の前

に70%がパニックになっていたというデータがありま

す。人間の精神状態により起きるこの例は、性格（ヒス

テリー型）に起因したり、アワテが引き金になったりし

ます。潜水マニュアルには防止の指針があります。

「慌てるな！先ずとどまれ！大きくゆっくり呼吸せよ！

よく考えろ！_’

落ち着かせることを重視しています。常にバディとの

コミュニケーションをとり、なにがあっても近いところ

で助け合える体勢を作るという基本が、パニックを予防

します。

■DVでの危機管理

火急の状況になると、人間の行動は、身体に記憶、経

験した行動が優先します。ネズミやうさぎの動物実験の

結果も、人間行動に当てはめることができます。

いくつかに区切った部屋にネズミやうさぎを入れ、隅

に通路を作りそれに慣れさせます。次にこの通路をふさ

ぎ、別の場所に通路をつくって火災などの緊急事態を発

生させると動物は記憶していた通路にこだわり、新しい

通路から逃げることができず、死んでしまいます。

メジナ釣りで海に落ちた人を何回も見ました。皆落ち

たポイントに上がろうとするのです。これは危険な行動

です。私も和歌山でモロコ釣りをしていて海に引きこま

れたことがあります。糸をゆるめ、足場の良いところへ

泳いで行き、難なく磯へ上がることができました。魚も

しっかり釣り上げました。DVの経験が身を助けたと思

います。DVではエキジットの時、水中と水面をいつも八
連続して見ており、波がある時は泡で磯が見えないので、

波のないほうへ泳ぐのが自然の行動です。その動作は知

らぬ間に身体で記憶したものです。

だが魚が30kgを越す大物だったら、こうもいかなか

ったかもしれません。大いに反省したものです。

安全は教育からと言いましたが、「基本動作の体得」の

重要性、意味を強調し、さらに「安全は良い習慣から」

をつけ加えたいと思います。

I伝言坂
スキルアッブ講習会の定期化

上村敏郎
|cカードを取りました､何十本､何百本､潜りました｜

|撫麗漁臘識淫｜
'ニアの方々はそうではないでしょうか。

||こ壹;斑第憩蕊富農淵鴬蜑
'|クしてもらったことがない、ということがありませんか。

|｜クラブでは副会長の杉本信也氏がNAUIのインスト
ラクターであり、シニアダイバーのスキルアップにはボ

ランティア的な精神で援助していただけますので､定例、

定期化したいと考えています。

1996年は二度、講習会を伊豆の土肥でおこないま

した｡プﾘジｽﾄﾝ系列の｢THE101｣の特別のご｜
援助があり、好評でした。

講習会の日程は、別途通知をいたしますが、4、10

月を予定しています。

奮ってご参加下さい。

なお杉本氏と一緒にダイビングし、教えてもらいたい

という方は、4月の台湾、5～6月の宮古、11月のケ

ラマについて、杉本氏と連絡してください。
一一－－－－-－

へ



スキル・アップ講習会記

（1996．7．27～29）

大隅 照 子
西伊豆の土肥（とい）でクラブ主催のスキル・アップ

講習会に夫婦で参加しました。先生はNAUIインスト

ラクターの杉本さん（クラブの副会長)。参加者は（敬称

略）杉本、坂井、小沢夫妻、山田、奥平、関川、山岸、

それに私たち大隅夫婦の10名でした。

＜1日目＞

8月にモルジブに行く予定でしたが、チェックダイブ

が厳しいと聞いていたので、必死だったのです。

マスククリア、バディブリージングまでは順調に進行

したのですが、水中脱着が大騒ぎ。BCが体から離れて

しまい、夢中でレギュレーターに吸いついている姿は、

まさに釣られた魚そのものでした。なおビヤトウに行か

れた山田さんの話では、チェックは誰でもパスできる易

内しいものだったそうです。水中脱着などない1
会場のスタジオ101は、すごく丁寧でした。クラブ

を大事にしようということを感じました。

杉本さんの講義は丁寧で、皆､学校の生徒のように真

剣でした。高校の英語の先生の山田さんも、この時は理

想の生徒になったように真剣にメモをとられていました。

私たちシニアの堅くなり、覚えが悪くなった？頭にも

良くわかる講義でした。練習はフインキック、中性浮力、

ナビゲーションが中心でした。

＊フィンキックはお尻を出さないようにキックすること。

＊プールの中で、大の字になり中性浮力を保つのは難

しかった。

＊コンパスにさわったこともなかったので、操作がわ

かっただけで嬉しくなった。

皆さん、満足そうでしたが、「早くホテルに行って温泉

に入り、ビールを飲もう」という本音もちらり。ホテル

律､「粋松亭」はデラックスで割安、男女別に部屋は別れまし
たが、学生時代にかえったようにはしゃぐ。

同じ趣味を持つことは素晴らしいことで、初対面で初

めて同室でも話が尽きないほど打ち解けました。普段自

分の年齢は隠したがりますが、シニアダイバーでは年齢

が高いほど自慢です。最高年齢は山岸さん。若い110

歳は若い！ダイビングのせいか、またはご主人が優しく

奥様には好きなダイビングをというのでしょうか。でも

奥様が勝手に出ちゃうとか？それから坂井さんからは

生々しい阪神大震災の話をうかがいました。凄いお料理

にカラオケ、とにかく「幸せ」でした。

＜2日目＞

海に出てナビゲーションとファンダイブ。

皆さん手際よく準備、器材のセッティン°グされます。

私は人手を借りないとタンクをかつげません。最高年齢

の関川さんは私より20歳は上ですが、すべての処理が

実にスマートでした。私も見習わなくっちゃ。

奥平さんはすこしトラプッておられました。新調のウ

エットスーツのため、前後が間違い、やり直し。次はう

アーストステージの故障。エントリーしてすぐ気付き、

事故にならずに幸いでした。海は台風のため透明度が1

mと最低。こんな海でのナビゲーションは不安でした。

バディと組んで二人づつ出発。ところが潜降したらなに

も見えない。あわててコンパスをにぎりしめました。こ

うなったら頼れるのは夫だけ。夫だって初心者、左手に

コンパス、右手に私を掴みながらのダイビングは楽しい

どころではなかったと思います。

途中で小沢さん夫婦に出会った時は、天から助けが来

たかとホッとしました。奥様はピッタリ旦那さまに寄り

添って。上がってから奥様曰く「あんなの水中だけよっ｣。

距離感は全くなく、ただコンパスで90度、90度、

90度と3回動かしながら勘で進み、浮上した・・・ヤ

ッタ1元に戻れた！うれしい！たった一回の練習でした

が自分たちだけでできたのは感動でした。杉本さんあり

がとうございました。

2本目私がトラブル。潜降後BCにエアを入れても手

応えがありません。前の日、BCのホースがきちんとは

まっていなかったので、またかと思い、あせってBCを

いじりまわしたら、エアがどんどん入ってきて、気がつ

いたら浮上していました。結局水面に浮かんで待ってい

ました。皆さんに平謝りでした。

「体がなんともなくよかったね」「これが基本なのよ」

｢透明度も悪かったし気にしないで」と優しい言葉をかけ

ていただきました。

最後に杉本先生のお話。

＊海をなめてはいけない。常に安全ダイビングを心が

けること。

杉本さんをはじめ、皆様には大変お世話になりました。

ありがとうございました。

＜3日目＞

別行動で西伊豆井田へ、大瀬埼でガイドなしのダイビ．

ングのために。宿は民宿。夏休みの大瀬埼は海水浴のた

め海岸の一部しかダイビングに使えません。ダイブショ

ップ「はごろも」で聞き、海底にガイドロープが張って

あるところで潜りました。

杉本さんに習ったナビゲーションを試そうと、2人で

海に沈んで行きました。土肥と同様透明度は悪く、「絶対

に離れないように、一緒に行こうね」な一んて、急に仲

良くなったりしたりして。

魚礁は透明度も良く、魚は多かったのですが水温が低

く震えました。コンパスを180度回し緊張が始まりま

した。左手にコンパスをしっかり持って。しかし目はガ

イドローブだけを見ていたようてす。とにかく陸に戻れ

ました。ここで杉本さんに感謝。

2本目も同じポイントにカメラを持って入る。ところ

がファンダイブのギャル軍団が押しかけ、砂を巻き上げ

フィンを蹴飛ばしてゆくので、カメラどころではありま

せん。もっとも私たちにもそんな時代があったとあきら

めました。

安全第一で、しかし勇気を持って、すこしずつ自立し

て行きたいと思っています。
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島内観光に残し、すべてをダイビング三味に過ごし、ま

だ物足りない様子でした。

一ノ瀬さんはシーカヤックで一日優雅に楽しんでおら

れました。

小笠原にシニアダイバーの認識を新たにさせたのでは

ないでしょうか。ダイビングのメンバーは次のとおりで

す。

一ノ瀬博司、大西亀美代、川上秋子、岩本充子、渡辺

光栄子、関川清一

一
生
ロ ’｜グルーブツアー報

東洋のガラパゴス小笠原の海に潜る

（1996年6月13日～24日）

関川清一
全員がクラブ・メンバーで、そのうえ面識ある方々ば

かりでしたので、気がねなく楽しいツアーでした。6月

13日午前10時、「小笠原丸」で出航、‐一等船室の二段

ベッドの一室に全員集合。早速店開き。それぞれ持ち寄

りのチョコレート、煎餅、チーズ、アメ玉、海苔、梅干

し、コーヒーに紅茶、おにぎり。全員わいわいがやがや、

口の休まる間なしとなりました。

大西さん以外は初めての小笠原で、28時間の長丁場

をどう過ごせばよいか、多少の不安はありましたが、な

んのなんの、ワイワイ、キャーキャーのうち、あっと言

う間に翌日となり、14日午後3時、父島二見港に到着。

一ノ瀬さんは船の上から、トビ魚のみならず、イカが

水面を飛ぶのを見て感激のようすでした。

民宿に落ち着いたあと、PAPA-Sのショップでレ

クチャーを受け、翌日からダイビング開始。

梅雨時とはいえ、こちらはピーカンで雨もなく、気温

30度でしたが、水温は18～19度と低く、初めは少

し寒かったが、日がたつにつれ21度くらいまで上昇。

今年は例年になく水温は低かったとのこと。ベスト・シ

ーズンは梅雨明けの6月中旬から7月中旬と思われます。

小笠原は太平洋の真っただ中、岩石の島で一度も大陸

と地続きになったことがないため生物が独自の進化を遂

げ、固有種が繁殖しています。

魚は日本の固有種ユウゼンが必ず見られるし、テング

ダイ、ツバメウオ、イソマグロ、カンパチ、大型のアジ、

ネムリブカ、南洋ブダイ、セミエビ、イセエビ、エイ、

キイロハギ、熱帯ミノカサゴ、ヤマブキベラ、ホクトベ

ラ、タコの擬態、アメフラシ等々。みんな大型でした。

イルカと遊びたいといっていたメンバーも、ケイタ列

島の行き帰りに、鏡のような静かな海面でイルカの大群

に逢い、大感激でした。

大西、川上、岩本の三嬢は、ケイタ列島の一泊オプシ

ョンツアーに参加、マグロ穴、えび穴、サメ穴などポイ

ン|､を堪能されました。女性組のスタミナは駕異で、一

日2ボートダイブ、計12ダイブの予定が、一日だけを

見ました、クジラ、イルカ、イカ！

(小笠原ダイブの記）

一ノ瀬博司
3年ごしの念願がかなって、今年6月13日～24日

の小笠原ダイブに行きました。（関川清一さんの記事どお

り）

東京の竹芝桟橋を出港し約29時間後、デッキで海を

見ていたら、なにかゴミみたいな物が見え、なにかなとA

目を凝らしていると、突然ポッカリと小山のような背中

が出てきました。クジラです！期待していなかっただけ

に、びっくりしました。船員さんに聞くと、今年は低水

温でシーズンが遅れ、まだクジラがいるとのことでした。

しばらくして、船首付近から、サッと何か飛び出しま

した。飛び魚かな？と思いながら良く見ると、なんとイ

カではないか。三角のヒレをぴんと張り、足は広げて先

端はちょっと丸め、ロケットというか、タンデム型のジ

ェット機というか、風に乗って数十メートル見事に飛ん

で行きました。

小笠原は、晴れ女と称する方が二人もご一緒のせい

か？梅雨の最中というのにカンカン照りで、私は初日で

火傷状態で、2日目から専らアロエのお世話になりっぱ

なしでした。

3日目の朝ケータに行く途中、数1()頭のイルカが、

文字通りのイルカ飛びで、いそがしそうに沖に向かって浜口、
いました。多分食事に行くのでしょう。嫁島のマグロ穴

に潜っての帰り、今度はプカリプカリとのんびり遊んで

いるイルカの群れがいました。船長が、今入ったら10

0パーセント、イルカが遊んでくれるよ、と言ってくれ

たのですが、何せ水温18～19度、誰も飛び込む元気

はなく、イルカのほうは所在なさそうに、ボートの回り

を行ったり来たり、船底をくぐったり、ジャンプしたり

して、しばらく遊んだあと、いなくなりました。

10日間で12ダイブはあっという間に終わり、14

時発の便で帰途に就きましたが、見送りの賑やかなこ

と110隻近いモーターボートが、白波を立てて送って

くれました。進軍ラッパを吹く人がいれば、ボートの屋

根から飛び込むグループがいて、楽しませてくれました。

横で男顔負けに大声を出していた元気な女の子が、見送

りのボーl､が止まり、離れたとたん、顔に手を当ててシ

クシク泣き出したので、びっくりしました。ドライとい

われる現代っ子も、いいとこあるな、と思いました。

帰りの船では、絶対にイカの写真をとってやるぞ！と

8



えて感激でした。奥深くに無数のキラキラ輝くものが見

えましたが、ライ｜､を当てても本体は見えませんでした。

魚の目ということでした。不思議な体験でした。

トランバンから車で3時間のムンジャガン島という国

立公園では、ドロップオフとガーデンイールポイントに

潜る。メラネシアンアンティス、アカホシハナゴイ、バ

リ版クレナイニセスズメのツーカラーダッテイーバック、

タルボッツデモイゼル、もちろん林のごとくのガーデン

イール、セジロクマノミ。

地上編を少し。最初に泊まったトランバンのミンピリ

ゾー|､は、小さいながら清潔快適だった。部屋にはTV、

冷蔵庫、電話もないが、何一つ不自由は感じなかった。

とりとめのないおしゃべりしながらの食事は、まさにリ

ゾートでの心のぜいたくという感じ。

ムンジャガンのタマンサリホテルは広.くてローカルな

雰囲気だった。食事はミーゴレン（焼きそば風)、ナシゴ

レン（焼き鯛風)、ブプラヤン（雑炊）などのインドネシ

ア科理を堪能する。

都会のサヌールに帰ってからは、隣のクタに行く。サ

リが一枚2万5千ルピアというので値切ったら1万ルピ

アに落ち着いた。とにかく言い値で買わない方が良い。

道路は車だけのものではなく、皆で利用している感じ

で、狭い道には人が歩き座り、横五列で行進する。犬や

ニワトリも出てくる。バイクの四人乗りなど平気だ。と

にかく無事に帰れました。

＝＊

一
一

二一－

残α呈 ; ･ 唇 ， 尋 一一

ガンマンさながら、カメラのシャッターボタンに指を掛

け、海を見つめて過ごしました。大島を過ぎ、東京湾も

近いかなと思うころ、右舷下からワシと飛び出しました。

20匹近いイカの集団です。ロケットのように水を噴射

しながら飛び上がり、100メートルくらい滑空して消

えました。小笠原ツアーの最後はイカが締めてくれまし

た。

=、ピーカンBALI･バリ・ダイビング行

菅原節子
メタリックシュリンプゴビー､･ニシキアナゴに会いた

いの一心で、7月20日～28日の日程で、インドネシ

アのバリ島にダイビングサファリに行きました。

1日目、サヌールからトランバンヘ車で向かう。約3

時間の行程。途中ハダンバイというポイントで潜る。縦

に3人乗れるバンカーボート（図参照）でダイブだった

が、水温22度。3mmのウエットスーツでは入った瞬間

から寒くて寒くて、魚もまともに見れない状態。二本の

予定を一本に切り上げた。

2日目からは、トランバンのミンピリゾート前で3日

間7本潜る。ドロップオフ、リーフ、沈船などのポイン

トがある。ドロップオフではエントリーすると早速ギン

ガメアジの群れの出迎え。水深1mくらいのところで、

太陽の光が当たりキラキラ輝いていた。ワイドレンズ付

きのカメラならきれいな写真が撮れたろうにと、捕らぬ

狸の皮算用。

ゴマモンガラが住みついていて、通る度に大きな目で

にらみつけられた。産卵期には噛付かれるので用心。ガ

イドのスジャナさんも慎重に行動していた。

初めて会った魚を含めて以下の通り。ゴールドスペッ

クジョーフイッシュ、ゴールドメタリックシュリンプゴ

ビー、クタゴンベ、スミレナガハナダイ、メラネシアン

アンティス、ヒレナガネジリンボウ、クビアカハゼ、ア

カハチハゼ、フタイロカエルウオ、オグロクロユリハゼ、

9

|伝室坂ｽｷﾝｽー ﾂのお薦め
｜

芥川忠雄
Cカードを取ったショップの勧めで、何も分からな

いまま、M社の5mmのウエットスーツをオーダーメー

ドで作りました。これは着るのが大変、脱ぐのがまた

,,大変、そのため，本目と2本目の間は、上半身だけ脱’
|いでいましたが、それでも着るのに時間がかかり、人
,より早く着始めるありさまでした。それに着てからエ
|ントリーするまでの苦しさ。比較的脱着が簡単といわ

れるメーカーの物でも、ユーザーに聞くとそれ程でも

|,な乱を解消してくれたのが或る雑誌に紹介されてい
''屍謙蓋蔑懸壼駕蝋謡溌
kg、浅場でも3kgですみます。素材も水着感覚でコン

パクト、脱着は超簡単でこれオンリーでウエットスー

|ツはクローゼットに掛けたままです。ただし水温･2
7℃以上がベターで25℃では少し肌寒く感じます。

既製品ですが現役時代オーダーでしか合うYシャツが

なかったのに伸縮性があるのでピッタリと着られるの

で、今では四苦八苦している人を横目にゆったりとダ

｜イビングを楽しんでいます。

◆このスキンスーツはダイビングワールド誌に18，

000円で紹介されていますが、当クラブの会員には

9，000円にしてくれます。問い合わせ狂03-3

1，447－2846グローバルネット社（竹内）まで

へ

アカモエビなど。ちなみに

水温は27度でした。

沈船は私のお気に入り

で、第二次大戦で日本の魚

雷で沈められたアメリカの

輪送船は魚の住み家になっ

ていました。沈船なのに砂

地まであり、カニハゼに会
ー＝一一
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凧会員からのメール

72歳でダイビング開始

成田莞爾
私は第二種大規模店（500坪スタイル）スーパー2

店舗の経営者です。趣味として70歳まで海外旅行を、

71歳から海外リゾート旅行を始めました。

サイパン島のマニャガハ島観光に行った時、三点セッ

トを借り、シュノーケリングをしました。山育ちのため、

泳ぎは犬かき程度です。2，3メートルの海底は、サン

ゴがきれいで熱帯魚がうじゃうじゃでした。ふと側を見

たら、縄を張って体験ダイビングをやっていました。翌

日行ったテニァン島は海も深く、魚も大きく一杯でした。

そこでスキューバダイビングならもっと面白いだろうと

思ったわけです。

翌年、「ABロード」誌でパラオでダイビング認定証取

得コースの記事を読み、72歳なので、だめで元々と思

い参加しました。

山育ちのため、海が怖いのが難点で、水中での器材の

セッティングも何回やってもうまくゆかず、潮水は飲む

し、とうとう講習はやめると云いだしました。そしたら

若いインスl､ラクターから「72歳はダイビングサービ

スにとって、受講者の最高年齢者記録です。やる気があ

れば大丈夫、私がマンツーマンで仕上げます」とおだて

られ、ついに頑張り通しました。JPの講習は厳しく、

学科試験も再試験でやっと合格でした。数多く潜って上

手になりなさいという条件付きでした。

私の町は青森県弘前市から汽車で40分の、岩木山麓

のリンゴと米が半々の農村です。T.Vでダイビングが

放映されることは少なく、町民もダイビングのことなど

関心がありません。勿論、同年輩のダイバーなど一人も

いません。そこで「潜ることに慣れろ」で、年に4，5

回、寒い青森から暖かい熱帯に一人で出かけるのが楽し

みでした。パラオ、モルジブはじめ、G.B.R.から

カリブまで、ベストシーズンを選んで一人旅で、ファン

ダイブを楽しむことができました。

その後、ふとした機会にクラブ会員の新島晟吉さんと

知りあい、一年半くらい海外で潜りました。新島さんは

アドバンスダイバーで、私を親切に指導していただきま

した。そのうちクラブができ、早速入会し皆さんのお世

話になっています。

昨年12月、ローカル新間「東奥日報」に私のダイビ

ング記事が、八段抜き、カラー写真入りで大きく載りま

した。町の人は、私の記事としてではなく、鶴田町ので

きごととして喜んでくれ、電話もたくさんいただき、一

躍、町の人気者になった感じでした。店のお客さんから

も励まされ、店の宣伝にもなりました。

来年もクラブダイビングに参加し、ダイビング体力の

限界を模索しようと思っています。現在79歳です。皆

さんよろしくお願いいたします。

68歳の冒険

桑靖彦
■ダイビングの出会い

昭和58年（1983年)、48年間のサラリーマン生

活に終止符を打ち、社会から頂いた恩返しにと、独立の

技術コンサルタントとして、再出発しました。しかし心

のどこかに、それまでの心身の束縛を離脱し、自由自在

の自分を捜していたのではないかと思う。

昭和60年の夏、次女がスキューバダイビングを始め

て溌刺としている。「楽しそうだな」「どう、お父さんも

やってみない」

だが生来運動神経はにぶいし、年齢的にも体力的にも、

とても自信がない。だが、娘の一言、「親切なトレーナー

がいるよ」で踏み切った。「68歳ですか、私が教えた最

高年齢は57歳です。よろしい挑戦しましょう｡」とトレ

ーナーは引き受けてくれた。

■初体験は沖縄

そこでトレーナーの特別訓練計画に無条件服従、PA

I)Iの教科書．一冊を貰い、現地に着くまでの間に読ん

でしまえとの命令。15人ほどの沖縄・阿嘉島ツアーに

参加したが、内心心細い限り。

民宿の主人は20歳台ばかりの若い連中の中の私に

｢お付添、ご苦労さんです」という。「いや小生も訓練生

です」というと、あきれたのか感心したのか、「へ－」だ

けで後がなかった。

ウエットスーツを着、タンクを背負い、エメラルドの

海中を遊泳する。それは68歳の大冒験であった，未体

験ほど怖いものはない。バック・ロールでエントリーす

るにしても、「これで永久に浮かばないのではない

か・・・」。だが、一度やってしまうと、恐怖心はふっと

ぶ。最終日には帰るのが惜しくなった。その年の年賀状

に「沖縄の海底では乙姫様には逢えなかった。でもすば

らしい宝物を持ち帰りました。生きる勇気と自信です｡」

■ダイビング歴

PADIのCカードを取ってから10年以上たちました。

日本の近海からハワイ、パラオ、フィジー、G.B.

R.と、自分の年齢の数ほどタンク数も増えました。し

かし、都度バディを組んでリードしてくれる若いインス

トラクターには、お世話になりっぱなしです。感謝して

います。

■これからのダイブ

家内の看護で2年間の空白の後、今年2月家内が病没。

心や身辺の整理、やっと日常の世界に戻ったところで、

｢偶然という名の必然か」クラブへのご縁ができました。

スキューバの再開を決意、馴染みのインストラクターに

ツアーの参加を申し込みました。気力、体力の続く限り、

お仲間として遊ばせていただきたいと思っています。

へ

へ



オクトパス・ウォシュレット

岩本 充子
私はクルージングが大好きで、どこへでも参加してい

ますが、この話はピチピチしたお嬢さんは一人もいなく

て中級以上のバリバリの若者達について行った時のこと

です。

つわものどものやることですから、想像できないとき

が時々あります。船は冷暖房、シャワー、トイレ付きの

高速クルーザーですから、なんの心配もいらないのです。

が、男性というものは、えてしてどこにいても、広々と

した自然を好むのでしょうか。時々女性には絶対に出来

ないことを目にすることがあります。その一つに″たち

しよん″というのがあります。これなど私はうらやまし

く思う時もあります。

さて、ダイビング中の小用でしたら女性だって問題な

く、こっそり、そして知らん顔してすませている方も多

いと思います。私もガマンしません。しかし大きいほう

になると、これはもうトイレに駆け込みですね。

ある時、このツアーに参加して、めずらしく、おだや

かで砂地のきれいな所でのんびりとlダイブを楽しんで、

全員エキジットし器材をおろしている時のことです。

一人が「皆んな上がったね！船長、ちょっと待ってて

ください、行ってきます」そう言って、彼は海パン－つ

になり、マスクをつけ、フィンをつけ、タンクをかかえ

てエントリー。そのまま海中へ。下で装着したのでしょ

う。

それから4～5分したころに女性のインストラクター

が上がってきました。そして一言。「○○さんは？やっぱ

りそうか。あっちの岩蔭で誰かいると思ったけど、様子

があやしかったからね、ハハハ・・・」透明度30m以

上の所ですから当然みえます。それからまもなく彼も浮

上してきました。皆の目が、なにくわぬ顔の彼の方を見

たのは当然です。

「なんだ、○○さん、ウンコしにいったのか」

「やだあ一！ふいてないのね」

彼は丸い目をよけいに丸くして「いやぁちゃんとふい

たよ」

「ん！なにでふいたの？」私と同じ疑問をもったのでし

ょう。全員が一瞬だまって彼を見ていると、小柄でダン

ディーなインストラクター（俳優の雨宮良さんのいとこ）

が「オクトパス・ウォッシュレッ卜でしょう」と一言。

そうなんです。彼はオクトパスでおしりをシュー！と一

伝言坂

今年2月トラック島に行きませんか1

良縁寺悦子
トラック島ダイビングに、今年2月15日ごろ、5日

間行くことになりました。6回目なのですが、これで最

後にしようかと思っています。レックダイビングをして

みたいと思っている方がいらしたら、ご一緒しませんか。

今回は私一人で行く予定です。初めて行くより、かな

り良いダイビングが出来ると思います。見所は勿論船で

すが、ソフトコーラル・魚・エキサイティングダイブ

等々・島で待っている友人が、ヤシガニを持ってきてく

れたりします。

FAXO3-3782-0459までご連絡下さい。

へ

11伝言坂器材の工夫（長崎から発信）

山 下 和 俊
ビールの本数は毎日確実に増え、すでに4万本に垂

んとしていますが、目下体重は肥満気味の73kg、3

mmスーツ、3kgのウエイトで年内に40本を目指し頑

張っています。

斯道の大先輩の皆さんに伍すのは所詮無理としても、

ご迷惑を掛けない程度のスキルを磨いて、早い機会に

ツアーにもご一緒させて戴ければと念じています。

某国の大統領がゲージを前方にぶら下げている写真

を見て、以来私もBCDの右側にやや長めにフックで

接続しています。エンI､リー時にも邪魔にならず、海

底で傷付けることもなく大変便利ですから各自長さを

調節され、お試しになっては如何でしょうか。

また最近、視野の大きな真下と真横も見えるマスク

を求めましたが、腕のダイコンは勿論良く見えるし、バ

ディを見るのにもちょっと横をみるだけ、大変重宝して

います。．．

へ

’
吹きしたのだそうです。

そのあとの談議はもうご

想像のとうり。ソノもの

は重かったか、軽かった

か、中性浮力は良かった

か・・・。

落ちるところまで落ち

ました。この話はまだあ

りますが、それは別の機

会に。

長崎の海もサンゴや死滅回遊

魚など鮮やかですし、食べ物に

も特色があります。

長崎にお出になる方で当地の

情報や色々な手配あるいは段取

りが必要な方は、どうぞご遠慮

蕊学簾篝忘霞織

灘

’お謝鮠
一一一---－-－－



’寮霧醸塞私のダイビング・スタイル (回答111a)の

氏名 一回のダイブ日数 季節、月などの条件 希望するポイント名 その他

安井健志 1週間くらい 特にない モルジブなど

海中の景観が良いところ

魚種と数が多いところ

G.B.Rのリザード島でステイ･ダイブ

特にない

ポホール島､マニヒ､ケラマ､宮古島

シパダン､パラオ､モルジブ､伊豆

G_B.R,カリブ､フィリピン

沖縄

蠅､ﾆｭーｶﾚドﾆｱ､ﾖﾛﾝ､ﾗｵ､ラパス

ヤップ､コスラエ､スミラン

高田行窓

高田久子

渡辺良子

3日（6本くらい） 特にない 観光とダイビング兼が良い

観光とダイビング兼が良い

トラック・タヒチ・ランギロア

3日（6本くらい）特にない

7～10日ベストシーズン

10日ベストシーズン

3日2､8月は5日間｡f

海外7～8日、近場3日近腸6～9月｡海外2

特にない

奥平泰成 ベストシーズン

2,8月は5日間｡含む第2月､火古田千恵子

坂東正朗

大明美代子

笠松忠海

ハードでないダｲプ希望

海外は年2回､伊豆､串本

練習ダイブを近場で

38<らい皆さんとダイブしたい

近場6～9月｡海外2～4,9～10月

夏季、中秋

連休

3～5泊

鮴時3測日,鮴外加3H"

7日鈴木ヒロ子

溝口寿茂

秋、冬。不問月､曜日

不問季節｡土曜発､月末がよい

GW,夏休み､年末､土､日､祭含み

8日以降が良い

内
卯
一

以
日

一
躯

日
日
０
●

７
７
ゞ
２

菅原節子

飯田ひとみ

佐伯千絵子

大木薫

バﾗｵ､マブール､モルジブ､バリ､ﾉ唾山

ﾓﾙヅ､ﾅペ､パラオ､デラワン､宮古など
－－－

シパダン､パラオ除く土、日
ニー

冬、春、秋

ベストシーズンで平日が良い

モルジブ､パラオ、シパダン

フィリピン､ラパス､西表島

沖縄の離島など

内外のベストポイント

近喝､南紀方面｡夏､沖縄､がｧﾑ､サイバン

特にない

大西亀美代 5～8日

山岸雅

山岸秀香

松久保紀郎

7日以内

7日以内

2日(季節により4～58）

挿む月末、土日

ベストシーズン

7、8月は4～5日

除く土日、夏休み

3，6，9，10，12月は不可

余裕のあるダイビングを

安く回数を多く

国内は平日希望

年間計画は多いほど選択ができる

海外は韓国済州島が多い

太田允康

小菅かづこ

7日

1月以内

8日(10日以上も可）

5日

剛腓8m(48)､棚2m(7,8H)

7、8月が良い

1，2，6～9月は10日以上可

特にない

国内イー11月､海外12～1,8月

土､日､祭含むとベター

5ﾐﾘ以下で潜れるところ

ﾐｸﾛﾈｼｱ､ﾀﾋﾁ､ﾌｨー ､ーﾓﾙ等

岩本充子

小川愛子

バハカリフォルニア､小笠原､八丈島
一

ビギナー向けのポイント
12

鶴若富夫

藤田隆行

芥川忠雄

関川清一

八丈島､伊豆7島､韓国

特にない

モルジブ・､G.B.R,セブ､シバダン､サイバン

小笠原､モルジブ､G.B.R

割安で行けるところ

10月頃紅海に行きたい

3～4日

10日以内 ﾘー ﾅﾙなﾎﾃﾙで長朋希望

お互いスキルアップしましょう連休を除く10[l

小原七郎
－1■■■一

成田莞爾

3日
一一一一

4日

6月のウイークデイ
一

ベスI､シーズン
へ

山崎賢二 7日 特にない

11月上中旬

沖縄､小笠原､ｼﾊ゚ﾀ゙ﾝ､G.B.R,ﾓﾙｼ゙ﾌ゙′

パラオ､サイパン､バリ

－ 一一一つ■■ －

休暇は連続7日以内です南要次

渡辺光栄子

斉藤靖子

佐藤光佐子

古賀晃一

森下由紀子

山下和俊

畑
一
弱 3～6月｡月～金曜日

月央

フィージー、タヒチ

10日
－

10日

デﾗﾜﾝ､ﾒｷｼｺ､ｼダﾝ､ﾒ･ド､G.B.RW

バﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ､ﾓﾙ､ﾗﾔﾝﾗﾔﾝ等いつでも良い

7～10月(除2，3月）

4、12月､月初除く

新しいポイント希望

顎を主にしたダイビング希望

ケラマ

年末､年始は座間味で6日

特にない10日

7泊8日
一

7日

タヒチ､カリブ

ケラマ､グァム､パラオ3，6，9，11，12月を除く

日曜以外が良い杉本和恵

本多哲郎

岡野博

良縁寺悦子

山田邦子

藤田とし

特にない

紅海､カリブ

5日

7～10日（年3回）

3日

6日(年2回)､1日(月2回）

ベストシーズン

特にない 特にない

ポイントを問わない

透明度の良い､暖かい海

国内は冬を除く｡日曜以外が良い
一一一 一一一

近場なら4日までダイブできる年末､年始､GW､夏は海外10H

夏季 串本､宮古島7日

8日新島晟吉

加藤満子

特にない
－

祝祭日

97年夏からダイビング再開予定ベストシーズンのポイント

シパダンなど

長く飛行機に乗らないところ

7日

7日

101:1

河村啓子
－

小沢睦子

毎月15日～翌月5日まで

夏休みを利用 ポナペ



内

13

/一､

一

*上記条件の合いそうな人を見つくろって連絡しあい、グループダイビングを楽しんで下さい。

氏名 一回のダイブ日数
ｰ

真
■■■ 畠節、月などの条f

。
】 希望するポイント名 そのイ2

小沢慶洋 10日 夏休みを利用 ポナペ．

田村美代子 7日 特にない
6－

横尾喬輔 10日 福岡空港発着便が良い 特にない
9

大類弘子 7日 特にない． 暖かい海
●

橘信男 9日 除く月初､月末． 沖縄､マレーシア

藤井泰代 3日 い つ で も． 初心者向きのポイント

上田孝志 連休中に限る 連休中に限る ケラマ､南紀

平野昌子 3日 5～11月｡平日、国内 特にない 大島で潜ることが多い

中村寿夫 7日 ウエットスーツで潜れるところ 国内の離島､海外の良いポイント

鈴木清子 7日 ベストシーズンのポイント ラパス､ポナペ､デラワン ダイナミックな地形と珍しい魚を

西脇煕子 10日 乾季のポイントで 沖縄､パラオ､G.B.R

西脇康雄 10日 乾季のポイントで 沖縄､パラオ､G.B.R

中村誠 7日 海外ならいつでも 沖縄慶良間 時間的に余裕あるダイブ希望

長嶺緑 14日 土日を含む日程がよい 国内外どこでも可｡暖かいところで。 ゆったりしたダイビングを

坪田正二 10日 いつでも 珍しいところ｡斬規に開発されたところ

鳥飼和代 8日
｡－ 冬 モルジブ､紅海､フィージー､デラワン

斉藤行生 5日 土､日､祝含む連休日どこでも カレンダー通りで､連休の時希望

安達義弘 10日以内 7～8，11～1月 二 ユ 一カレドニア、タヒチ

大隅照子 7日 夏休み､年末 フィリピンアロナピーチ 近場は土日はさみ3日

大隅楠夫 7日 夏休み､年末 フィリピンアロナビーチ 近場は土日はさみ3日

覚張睦子 10日 いつでも シパダン､モルジブ､久米島

堀木俊夫 10日 いつでも 海外の珍しいところ

山田隆 10日 暑い時は国内､海外ならいつでも 沖縄､モルジブ､ハワイなど 本数をこなしたい

一ノ瀬博司 14日 暑い時は国内､寒い時は海外 南太平洋の島

川口力 5日 土日含みいつでも どこでもよい

中村正博 2日 年中可｡土日可 ケラマ

石田邦明 7日（含む土日） 4月以降がよい｡冬は海外､夏は国内 モルジブ､シパダン､宮古島､石垣島

鈴木久江 10日 9月中旬～4月中旬 タヒチ､紅海 クリスマス島､ﾊ゚ ｱﾆｭー ギﾆｱ

長瀬陽二 8日悔州3日(国内） 6～11月初め｡平日､特に水隅日 伊豆､フィージー､モルジブ､糾縄 観光を兼ねて(年l～2回

堀口敬子 7日

岡部茂夫 3日 5～10月 福井県玄達瀬 近魑明庶よく､魚臘いところ

野本美智子 2日～5日 連休の土､日､祝日ﾌ゚ ﾗｽ2日 奄美大島､バリ､ﾅぺ､ﾓﾙジ､ｼﾝ

野本敬一 5日 士､日､祝日ﾌ゚ ﾗｽ2日 沖縄､奄美大島､柏島

原田芳子 8日 ベストシーズンに セイシェル､紅海､モーリシャス､カリブ よいﾎﾃﾙと食事を｡量より質を

桑靖彦 3日 ドライスーツでないところ 特にない 97年から再開します

川上秋子 10日 春、夏 デラワン きれいな海で､魚理のないダｲプを

竹腰正規 8日 4,5月平日､6,10,11月含休日 カリブ､バハカリフォルニア､モルジブ 12/10～4/20は不可

竹腰窓江 8日 4,5月平日､6，10，11月含休Bカリブ､バハカリフォルニア､モルジブ 12/10～4/20は不可

狩野幸繁 5日 不問季節｡金～日､土～月が良い 透明度の良いところ

狩野千代子 5日 特にない 伊豆､座間味

相馬かほる 14日 特にない どこでもOK

川上修二 5日 不定 石垣島・白保
ロロ

上野芙美子

■ 口

7日

一一ロ

特にない
ー－－－－1r一一－－－－－_一一一~－1

杉本信也 2日 2，4，5，7，8，11月木~月 宮古、ケラマ、石垣、台湾 スキルアップ講習会の定例化

鈴木純 15日 除く4、 7，8，10 11月 パラオ、シパダン 夫婦で参､。目標2年80本

鈴木靖子 15日 除く4，7，8，10，11月 パラオ、シパダン 夫婦で参加。目標2年80本

佐竹綾子 7日 特にない ラパス、ケラマ、G.B.R

上野勇 7日 特にない

近藤明子 10日 特にない パプアニューギニア

渡辺和子 6日 7～11月 、 2月と土日祭日 どこでもOK
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伝言坂

デザイナー募集

う?憲蕊鰐鯏懸3灘億識’
る人を知っている人、会長さんまで連絡して下さい。

今、出ているアイデアは、黒地に円形枠、イラスト自

由、ロゴは英文で、原色でカラフルに。

薄謝進呈。

平成8年西日本地区懇親会開催

坪田正二（世話人）
師走に入り忙しい14日の正午に開宴されました。昨

年は会員数15名で会長の出席を含め11名でしたが、

その後会員数も増え34名中15名と会長、副会長、特

別参加2名を加え、19名の参加でした。第一回初顔合

会の後アンケートをとりました所、年2～3回がいいと

の回答を得ましたが、私事多忙（潜り過ぎ）にて実行出

来ず、年末の開催と成りました。

12日G.B.Rから帰国された会長、関西出張中の

副会長を始め、オーストラリアからの帰国を一日遅らせ

帰宅せずに出席された菊川さんを始め、遠方からの出席

者が多数でした。司会にもとずき、上村会長の挨拶、席

順により自己紹介、一の瀬さんの乾杯、杉本副会長のダ

イビングに付いてのお話等〃で、会席料理（京料理たん

熊北店熊魚庵）を前に賑わいました。初めて参加の方を

含め、同窓会以上の盛り上がりで午後4時過ぎ迄延々 と、

ダイビングの約束を始めいろいろなお話が出来たようで

した。

特別参加の2人も即座に入会され西日本の会員も益々

増える.事と思います。今年は京都以外の所で開催したく、

皆様の情報をお待ちし、ご協力をお願いします。尚西日

本以外の方で参加ご希望者は、どしどしお申し込み下さ
い。
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|
ツアーの度に持って行って技術編でチェックしていたの

|甚購駕冤麗鯏Mi::r
カルですが）背中がキッチリと．字型になってないヤツ

漁露驚雛鱸談魏魏獣’
切手同封の上､会員No.19弘までご請求下さい。|

1冊で240円2冊で310円5冊で450円’

へ

’

14 編集後記
■あけましておめでとうございます。

■創刊号の1面を、この業界トップの舘石氏、大橋氏の

ご挨拶で飾れたことを光栄に思います。共に上村くダ

ンディ＞会長氏のご交友の賜物です。

■15.16面に専門誌ばりの本格的広告をいただきま

した。これは杉本くジェントルマン＞副会長氏のご尽

力です。

■新聞発刊では、原稿処理とワープロ入力がいちばん大

変なのですが、みな会長氏が、ボランティアでして下

さいました。原稿を削られたことに対する抗議があり

ましたら、すべてダイレクトに会長氏の方へお願いし

ます。

逆に言えば、今後のご寄稿は基本的に1段または2段

（＝1ページ）相当でお願いします。

■DTP処理はすべて、坪田くジュニア＞敏次氏をわず

らわせました。パソコンからダイレクトのフィルム出

力ではないので、写真が黒ずみますが、辛抱して下さい。

’ クラブからの御知ぢぜ ’ロ

（1）新年会
日時1997年2月lH12時から

場所華正楼本店（横浜中華街）

横浜市中区山下町l86

TELO45-681-2918

会費1万円

（2）会報への寄稿のお願い
クラブの会報は最低でも1年一・回は発行する予定です。

創刊号は弘会員、坪田会員のご努力で発刊にこぎつけま

したが、会員各位の積極的なご援助なくしては、出来な

かったと思います。会報は、会員相互のコミュニケーシ

ョンの通路になるもので、事務局一任では継続できない

でせう。是非、各位のご協力をお願いいたします。

クラブダイビングは勿論、グループダイブの記録、レ

ポートをお寄せ下さい。また、ダイビング技術、機材な

どの改善、新製品の紹介など、ご気楽に寄稿して下さい

ますようお願いいたします。

（3）手作り水中カメラ用ステイ

へ

一ノ瀬会員は自分用に、水中カメラ、フラッシュの折

りたたみ自在のステイを作って使用されていますが、会

員から作ってほしいという要求が出ています。手作りの

ため、競産は出来ませんが、ある程度数がまとまれば、

生産コストが下がるでしょう。

詳細は、‐･ノ瀬会員へお問い合わせください。非常に
コンパクトにうまく出来ています”

日本シニア・ダイバーズ・クラブ創刊号(1997.1.1)

発行日本シニア・ダイバーズ・クラブ事務局

〒236横浜市金沢区高舟1‐28－24上村敏郎方

TEL.FAXO45-701-4826

印刷どらねこ工房霊075-711-6448
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･電車と船では東京より三島及び沼津を経由して、

バス･ﾀｸｼー で沼津港より高速船にて2時間30分
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●ピーチ＆ボートダイビング

●ツアーガイド

●Cカード取得ダイビングスクール

●体験ダイビング

●スキルアップコース

●ステップアッブコース
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■お問い合わせ・お申し込み先

THE101SMII叩siudio
静岡県田方郡土肥町八木沢字西田1342-1〒410-33

電話(0558)99-0911FAX(0558)99-0695
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