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シニア流のダイビング表

クラブ会長上村敏郎

誕生した以上、存在理由の確かなクラブにしたいと思い続けて

きました。会報創刊号には「ササラ型」のクラブを目指したいと

書きました。

発足以来三年半になりますが、会員の方々とダイビングするた

びに感じるのは、ダイビングという共通の趣味の上に生まれるふ

れあいの楽しさです。コミュニケーションの面白さです。元は一

つ、先端が分かれたササラ型のダイビング・クラブの、大げさに

言えば、文化が生まれつつあるという気がします。

会員数が急増し、230名を超えました。特に女性会員の増加は新

しい変化を予感させます。ただシニアが余暇を楽しむというより

も、もっと積極的に新しい生活を創作するのだという熱気すらた

だよってきます。

社会的なニーズがそこにあった、クラブはその鉱脈にぶつかっ

たとしか言いようがありません。それが存在理由なのでしょうか。

シニアの全国的なダイビング組織は、日本では唯一と思われま

す。できれば、世界の組織を目指せないかというのが、次の夢で

す。

ポイン卜名 日 程 リーダー ポイン卜名

モルジブ(BANDOS) 2月5～12日 上村敏郎 メナド（インドネシア）

G B R 2月12～20日 関川清一 小 笠原

セブ・クルーズ 2月18～22日 溝 口 寿 茂 与 那 国 （ 沖 縄 ）

スミラン・クルーズ 3月4～9日 溝 口 寿 茂 ケ ラ マ（沖縄）

リチエリユーロック（タイ） 3月3～9日 杉 本 和 恵 シバダン

セブ発クルーズ 3月8～12日 関川清一 伊江島（沖縄）

パ ラ オ・ク ルーズ 4月中旬(7日間） 関川清一 メナド（インドネシア）

久米島（沖縄） 4月10～13日 中村正博 宮 古 島 （ 沖 縄 ）

デラワン（インドネシア） 4月16～23日 坪 田 正 二 古座（南紀）

デラワン（インドネシア） 5月連休後10日 関川清一

沖縄（珊瑚の産卵を見る） 5月（5日間） 溝口寿茂 スキルアップ講習

ケイマン諸島 6月9～17日 上村・本多

門

角

日 程 リーダー

6月7～8日 溝 口 寿茂

6月下旬 関川清一

7月6～9日 岩 本 充子

7月11～15日 杉本信也

8月下旬 小沢慶洋

9月4～6日 岩本充子

9月6～13日 坪 田 正二

10月24～29日 飯田・山岸

11月上旬(土､日） 南 要次

4月4～5日

10月3～4日 杉本信也

12月5～6日
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2月モルジブ．バンドス．ダイブ
リーダー／上村敏郎

2年ぶりのバンドスでした。モルジブが好きで、特に

バンドス島はダイビング・ポイントの多さ、ホテル設備

の良さなど、どれをとってもモルジブのベストリゾート

です。

7～8回のリピーターとして、少し気になるのは、ハ

ウスリーフからイワシの稚魚の群れが消えたことです。

朝夕、カスミアジが集団でイワシの群れを食べにくる光

景は、一つの風物詩でしたが、数年前から見られないの

は、島の周辺の汚染でしょうか。隣のクダ・バンドス島

に行くと、このイワシの群れが健在です。設備が良くな

り、ゲストが増えると海の環境は後退するのでしょう。

イワシの稚魚を見られるだけで、クバ・バンドスの価

値があります。とはいえ、周辺のポイントは健在でした。

かつてサメの餌付けをしていたライオンズヘッド、バ

ナナリーフなど、モルジブ中の魚の展示場といったとこ

ろでした。ヨスジフエダイ、ハタタテダイ、タカサゴの

群れの大きさは絶好の被写体でした。インドシマコショ

ウダイの群れもさすがモルジブの感じ。バラクーダ、ナ

ポレオン、マダラトビエイの歓迎もバッチリというとこ

ろでした。

ニューポイントとして、ラスファリはバンドスから北

方へ1時間半のポイントですが、ここは絶対にマンタを

見られます。マンタがクリーニング（寄生虫を小魚に掃

除してもらう）ために浅場に集まるのですから、ボート

からスキンで入って見られます。ボート上から、マンタ

がいるのが頻繁に見られるポイントです。1日がかりの

ポイントながらお勧めです。

今回テストしたディジタル・ビデオカメラについて。

アナログの8ミリビデオカメラに比べ、格段のシャープ

さでした。遂にディジタル・ビデオカメラの時代が来た

と言えましょう。ディジタル・ツー・ディジタルはもう

すこし先の話ですが、ディジタル・ツー・アナログのダ

ビングでも、さほど画質は落ちません。お勧めです。

参加者／安井健志、坂東正朗、飯田ひとみ、渡辺良

子、鈴木ヒロ子、鳥飼和代、山田邦子、近

藤朋子、上村敏郎

'97ClubDivingReport"

3月パラオ．クルーズ．ダイブ
リーダー／関川清一

水温一一冷水塊が入ったとかで、25～26度のところが、

2～3ポイント。冷たかった。

透視度一一ジャーマンチャンネル、ブルーコーナー、ビ

ッグドロップオフなど、5～6mというあり

さま。

魚一ウコンハネガイ、ブラックガーデンイール、

ホワイトチップ、グレーリーシャークス、ス

ミレナガハナダイ、ヒメタテハゼ、クダゴン

ベ、バラクーダ、カニハゼ、ナポレオンなど

全般の感想一水温、透視度に問題があったが、白、赤、

紫、青など色とりどりの珊瑚の美しさ、魚介

の豊富さはさすがにパラオでした｡

メンバーは自己責任を十分認識され、無事潜ることが

できました。バデイシステムも完全で、鈴木夫妻は手を

つないでのダイブで、うらやましいかぎりでした。なお、

中性浮力、フインキックの上達力窪まれる方がおられま

したので、上達を期待しています。

参加者／奥平泰成、岡野博、小田切肇、瀧口寿茂、

飯田ひとみ、佐伯千恵子、鈴木純、鈴木靖

子、関川清一

何のおハナシ？

少女H

素晴しい宮古島ツアー最終日、打ち上げパーティーの一

隅での会話。

A「ね一え、シニアでメンバーの散骨をしてくれないかし

ら？」

B「あら、私も家族には前々から‘‘私のは海にお願いね”

と言っているのよ」

C「私もよ･前から自然に還るのが良いな－と思っている

のよ」

A「でも、それもビジネスでやっている所には、頼みたく

ないのよネー」

アレ、アレ、何からこんな話になったのかな一？
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"'97ClubDivingReport

4月→、、、、、，蓉坐
スリリングなデラワン

リーダー／坪田正二

シパダン以上と噂のデラワン島ダイブを、4月8～20

日の間に、2班に分かれ16人のクラブメンバーで行いま

した。もちろん全員が初めてのデラワンです。あえて先

に結論を言えば、透明度の悪さはシパダン並みですが、

魚種、魚影の濃さはそれを凌ぎ、世界的な1級のポイン

トと言えるでしょう。

世界的なダイブ・ポイントで、どんな魚がどのくらい

見られるという案内書があっても、潜って運が良ければ

と言うのが普通です。だが、デラワンの定番コースには

メニュー通りに魚が出てきて、その上、何が出てくるか

分からないおまけがつきます。アクセスの悪さ（片道2

日）を除けばリピーターになること請け合いという感じ

でした。

根拠地のデラヮン島の周辺は透明度の悪さを補って、

ポイントの近さと魚種の多さが特徴でした。ウミガメは

毎晩産卵のために島に上がってきます。夜の時間を気に

しなければ産卵を見ることができます。

マニュアックな珍種愛好家向きの島でしょうか。

カカバン島はバラクーダやギンガメアジの大群に、非

常に高い確率で出会えます。島の中に面積の大部分を占

める海水湖があって、クラゲが群棲しています。パラオ

のジェリーフイッシュレイクと共に、世界的に有名で

す。

サンガラキ島の周辺は、すべてマンタ・ポイントです。

餌場とクリーニング場が混在し、ボート上から水面に出

るマンタの翼端をみることができます。その数が半端で

はありません。シュノーケリングでまず見て、潜ってま

た見てという、マンタファンなら、まさに乗誕のポイン

トでしょう。

13日間の滞在中、2度潜って最もスリリングだったの

はマラトゥア島でした。出てくるバラクーダ、ギンガメ

アジ、ツムブリなどの魚群の大きさには度肝を抜かれま

す。見たこともない回遊魚がひきも切らず回ってきます。

ただ流れが早く、中級以上のスキルが必要でしょう。

この島の近くの小島に、デラワン・ダイブリゾート

のオーナーが、10人規模の新しいリゾートを建設中です

が、狙いはマラトゥア島周辺のポイントでのダイブにあ

るようです。

デラワンを訪れる日本人はまだ年間百人足らずとか。

素朴で親切な現地の人たちとガイド。「もう一度逢いた

い海」です。

バリ島ダイブでのミス

リーダー／関川消一

ダイブ4日目。そろそろ疲れがたまってきたころ。エ

ントリーしたら物凄い流れ。水中にも海底にもなにもい

ない。透視度は3～5mと最低。ドリフトで流すしかな

い。

ビデオカメラを持っていたが写すものがない｡28分過

ぎころ、岩根が2つ並んでいるのが見えた。最初の根を

過ぎると、ハードコーラルの横にかわいいクマノミがい

た。5mすぎてから懸命に逆戻りし、カメラを向けるが

流れが強く、ファインダーに入らない。何とか写して、

さてとグループを追いかけた｡2つ目の根を過ぎれば追

いつけると計算していたのだ。ところが、判断が甘かっ

た。根を過ぎてもグループは見えない。バディに連絡せ

ず勝手に行動した自分が脈やまれる。反省しきり。

エアの残は130．エア切れの心配はないとまず安心す

る。どこかでボートのエンジン音がする。原則に従って

浮上するしかないと決める｡3m浮上し周りを見るが誰

もいない。深度12～13mくらい。落ち着いてと言い聞か

せながら、スローで浮上。5mのところで安全停止を3

分間する。

海面に出ると、幸い海は荒れていない。ボートは、は

るかかなただった。ダイブアラートを2～3回鳴らすと

ボートが気づいてくれた。やっと船上へ。

反省一①バデイシステムを忘れ、バデイに連絡な

しに勝手な行動をした。

②ガイドともコンタクトをとらなかった。

多分大丈夫という甘い考えがいけなかっ

た。

バデイやグループの方には大変ご迷惑をかけたことを

お詫びします。

1
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和気あいあいの宮古島ダイブ参加メンバー
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6月女性優位の宮古島ダイブ
ー男性が小さくなっていたという話一

関川清一

台風7号がそれた直後の沖縄は、カンカン照りの好天

気。12名の一行は次のような愛称がつけられました（ネ

ーミングについての責任は一切負いません)。

男性陣

可愛いオジサン奥平さん

ビールの王様一ノ瀬さん

プロフェッサ ー杉本さん

アキラチャン中野さん

クラブの標的関川さん

女性陣

いないとさびしい和恵さん

料理の鉄人秋子さん

ハイセンスのガクチャン睦子さん

マーメイドのお姉ちゃん清子さん

バイトの達人愛子さん

女総理のTOMIさん

ファイトのお姉様秀香さん

皆さん、20～30歳は若返り、天真燗漫ぶり。

とにもかくにも、爆笑連続のダイビングでした。クラ

ブのモットーの自己管理は万全で、船酔いはありました

が大きなトラブルはなしでした。

杉本副会長からは、機会あるごとに全員が教わり、ス

キルアップになりました。

宿泊した「ホテル共和」も、総支配人砂川靖夫さんの

ご厚意で、低料金で、素晴しい部屋を提供していただき

ました。

最終日の打ち上げパーティーにはダイプショップ「マ

リントラスト」の木村舟江さんも出席。

彼女曰く「東京の旅行社から送られてきた名簿に、77，

69，68などとあり、経験本数がよく似ているなと話し、

よくよく見ると何と年齢。「さあ大変。当社にはイント

ラは3名だけ。至急にバイトを手配しなきゃ」と大騒ぎ

になった」

ということで、第1日目は3班4人づつに分けてのダ

イビング。だが、1日終わって、彼らも大安心。技術的

な心配はなく、クラブメンバーのレベルに感心したよう

です。

天気は良し、ホテルに満足、ショップは親切、ポイン

トはマアマア、メンバーは和気あいあいでした。

参加者／杉本信也、奥平泰成、一ノ瀬博司、中野章、

関川清一、山岸秀香、覚張睦子、川上秋子、

本間トミ、鈴木清子、杉本和恵、小川愛子

'97ClubDivingReport"

8月ポナペに潜る－ﾐｸﾛﾈｼｱの花園
リーダー／小沢慶洋

ポナペは遺跡の残る島である。ミクロネシア諸島最大

の島で、約3万のポナペの人々は東南アジアからの移入

民で、ルーツはわれわれと同じ「オセアニア系モンゴロ

イド」といわれる。

ポナペに残るナン・マドル遺跡は人工の島で、ポナペ

の南西岸に位置し、「神の岩礁」と呼ばれる岩礁の上に

西暦500年ころから建設された記録がある。

ポナペの中心都市「コロニア」から「フェニックス」

の10人乗りボートで約1日かけた遺跡めぐりは、ダイビ

ング後の息抜きで、ポナペ島の謎をかいま見るツアーで

ある。

今度のダイブ参加者は、総勢15名（関西方面から5名）

でベテランぞろい。ポナペには本島のほか、パキン、ア

ンッ環礁の三大スポットがあるが、今回は天候が悪く、

海が荒れ、潜るチャンスが与えられなかった。エルニー

ニョ現象のためか、例年にはなく雨が多く、本島のスポ

ットに2度潜るケースもあった。

マンタは見ることができたが、小魚がほとんどで、皆

さんは少々もの足りぬ思いを抱かれたことでしょう。ポ

ナペを知る人によると、パラオとモルジブを合わせ持つ

ダイナミックなポイントだそうだ。再会を期したい。

ポナペは複雑な歴史を持つ島でもある。「日本の統治

時代のほうが町並みがきれいだったし、下水道も完備し、

日本語の教育もあり、礼儀正しかった」という原住民も

多い。

ミクロネシアの花園といわれるポナペには、異なる4

つの文化が入ってきた。ヨーロッパ人のマゼランがミク

ロネシアを発見した後、スペインに領有され、続いてド

イツに、第二次世界大戦終了までは日本の統治下に入っ

た。戦後は国連の依頼でアメリカの信託統治領となり経

済援助を受けてきたが、その撤回も決まり、精神的にも

経済的にも自立の時代を迎えている。

今度のダイビング出発の前、たまたま「大田区立郷土

博物館」で、「ミクロネシア・南の島々の航海者とその

文化」という特別展示会があり、写真や郷土品を見た。

戦後50年、われわれはグアムやサイパンなど身近な外国

を訪れる機会が多くなったが、意外とそこで数千年にも

わたって生活してきた人々の歴史や文化について考える

機会は少なかったように思う。

訪れるその地の伝統文化や歴史を少しでも学ぶことに

よって、われわれのダイビング・ツアーも、もう一味違

った楽しみが増えるかもしれない。

5
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ジンベイ鮫とマンタに
、

望
碍
該
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6月佐竹綾子

★ジンベイザメにご対面

漁協で飼育しているジンベイ鮫に会いに沖縄へ。沖縄の

読谷漁港からポイントへ。水面下5mのところに直径30m

の網が設置されていて、1人ずつ三角に開けられた穴から、

へツドファーストで入る。

すぐにジンベイがでた！コバンザメを従えて悠々と私

の上を下を泳ぐ。もう夢中でシャッターを押し続ける。一

ノ瀬さんに並んで写真を撮っていただいた。

翌日からは西表島へ。石垣港から高速船で揺れもなく快

適だった。

★星の砂海岸でスキン

昼食後、星の砂海岸でスキンダイブ。コバルトスズメ、

サザナミヤッコの幼魚、うつぼなどなど、目を楽しませて

くれた。一ノ瀬さんのカメラのステイがとても素敵だった。

欲しいとお願いしたら「手作りだから。時間がかかります」

とのこと。2週間後に取扱い説明書付で送ってくださいま

した。感激！

★Wもない、ラジオもない、酒もない

宿はゆっくりできたが、夕食のときアルコーはないとい

う。エッそんな、呑んくえばかりなのに…でも隣の店で購

入できた。部屋にはTVも冷蔵庫もない。吉幾三の歌のよ

うだ。仕入れたビールと梅酒と焼酎の水割りで、川上、平

野、小菅さんと私で大いに盛り上がる。薄い民宿の壁を通

して、隣人に迷惑をかけたのではないかと少し反省する。

｡

畷
二

★マカレナを歌う

翌日、ガイドが水中でクイズをして遊んでくれた。水中

では思考力が落ちるかと心配したが、全問正解！海底の

石をひっくり返すと、襄についていた虫を食べにサザナミ

ヤッコが寄ってきた。沖縄の達人、岩本さんの横で真似を

したら、手のひらに乗りそうに近づいてきた。

船上で「ヘーイマカレナ》」と若いスタッフに踊りを

教え、笑いのなかで歌って踊って。マカレナのテープは帰

宅後ダビングして西表に送った。

★マンタに遭ったぞ！

マンタのポイントで2本目に遭遇。3mはあろうかとい

うマンタが、10匹くらいコバンザメを従えて、至近距離へ。

92本目でついにマンタに遭えた感激は！

夜、岩本さんの200本の祝賀パーティーを開く。若い男

性をみんなで射止めた。その人は会員になった加藤初広さ

ん（インストラクター）でした。
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参加者／一ノ瀬博司、溝口寿茂、岩本充子、川上秋子、千

葉美子、渡辺光栄子、平野昌子、小菅かづこ、佐

竹綾子

吾

喜 菖
渉

‐
二

一〆乎もjり

’

盤
〆

一

|’
－

‐一一▽＝－ ～

二二＝＝＝＝＝三一一一一一一一

全国の50歳以上のダイバー数

（社)海中開発技術協会の資料から、シニアのダイバー数を推計

しました。ただし大変ラフです。1997年（暦年）のダイバー総数

は82万9,130人です。

Cカードを発行している大手団体9社のCカード発行数に占め

る50歳以上のダイバーの割合は､1.88%です(1994年～96|年平均)。

ダイバー総数の1.88%がシニアなら、1万5,587人になります。

わがクラブ会員の総数を230人とすれば、組織率は1.5％に過ぎま

せん。ということは、バデイやグループ探しにお困りのシニアが

まだ大勢だと思われます。

1995年～96年に増えたダイバーの51%が女性です。その間のシ

ニアの女性比率は2.7％男性は2.5％で､女性の元気さが目立ちます。

会員の年齢と地域分布(1997年12月11日現在）

会貝総数231平均年齢56県別分布（多い順に配列）

男性の数99〃58 束京都60名
女性の数132"54

神奈川県47

千葉県2 7
80歳代1

7 0 歳 代 1 0 埼 玉 県 20
60歳代70大阪府18

50歳代102 京都府12

40歳代37 兵庫県5
30歳代9

20歳代2

10歳代0

合計231名
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9月シパダンで4mのマンタ

リーダー／関川清一

出発時からトラブルにあい、森林火災にスケジュール

が狂ったシパダンツアーだったが、やはりシパダンはそ

れなりにシパダンだった。

まず、成田で搭乗手続きを申し込むと、「もう30分待

ってくれ」とのこと。他のツアー客は次々に受付を済ま

せている。なんで、われわれだけが待たされるのか分か

らない｡30分待ったが受けつけてくれない。様子を見る

と、電話連絡をし、あちこち机の引き出しを開けたり閉

めたり、果ては紙くず篭をひっくり返している。なにか

様子がおかしい。デューティーフリー店で、酒とタバコ

に頼まれた化粧品もと焦ってくる。

受付係が「エアチケットが届いていない。旅行社と

連絡中なのでもう少し待ってください」という。しばら

くして、私あてに旅行社から電話があり、「担当者が朝

食に出てしまって連絡がとれない」とのこと。もう時間

がない。もし予定の便に乗れないのなら、クアラルンプ

ール経由があるかもしれないなどと思った。原因が分か

らずイライラがつのる。

そのとき、係員がある机の引き出しから書類を出して

きた。出発30分前だ。課長らしい人が出て来て、「荷物

を持って別のカウンターに来てくれ」という。

エア・チケットを前日分の書類の中に紛れこませたカ

ウンターのミスであることが判明したが、お粗末な話で

はある。胸に特別のシールを貼り、長い行列をかき分け

て、先に出て出国手続きをし、かけ足で飛行機に乗り込

んだ。

カウンターのミスということで、ビジネスクラスで、

やっとマニラへ向かった。

今度は、いつも使うブロウ・シパダン・リゾートではな

く、最近できた木造2階建てのプローバジャリゾートに

泊まる。P･S･Rと違い部屋が狭く、食事がメニュー

制で、2種類のどちらかを注文する。P･S･Rはバイ

キング形式だった。シャワーは温水ではなく水だった。

しかし、日本人ガイドが2名いてフレンドリーで親切だ

ったので救われた。

関西空港から出発の坪田さんは、インドネシアのスマ

トラ島の森林火災のため、飛行機が予定どおりに飛ばず、

1日遅れでわれわれと合流する始末。

われわれの帰国1日前、スマトラ空港で墜落事故があ

ったことを知り、機内で麓いた。

現地の天候は煙害のため、太陽がボンヤリ見える薄曇

りの状態だった。カンカン照りよりましだったかもしれ

ないが。

シパダンは、例のごとくバラクーダ、ギンガメアジ、

青ウミガメ、トロピカルフィッシュで楽しめたが、コー

ラルガーデンで、4mのマンタに出会った。われわれよ

りガイドのほうが大喜びでハシャギ回る始末。

参加者／坪田正二、坂東正朗、山田隆、中野章、関

川清一

へ
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いのです。これでは移動できません。浮上するしかない。

落ち着けと自分に言い聞かせ、周りをみたがバデイはいな

い。隣の人にレギュレーターの具合が悪いので浮上すると

伝える。途中でオクトパスに取り替えた。空気が来た。ほ

っとして2，3回吸うとまたまた同じになる。ガイドが来

てくれて海面に顔を出してほっとする。

ガイドが装備を点検してくれた。バルブが全開になって

いなかったのだ。セッティングしてくれたスタッフに甘え

て、自己点検をしなかったのです。小さな事故にパーくる

なと自分に言い聞かせていながら、やはりパニックになっ

ていました。ちょうど100本目に神が私に与えてくれた教

訓と感謝しています。初心忘るなかれです。
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て、自己点検をしなかったのです。小さな事故にパーくる

なと自分に言い聞かせていながら、やはりパニックになっ

ていました。ちょうど100本目に神が私に与えてくれた教

訓と感謝しています。初心忘るなかれです。

そこで反省。

①エントリー前のチエックが不十分だった。

②バディチェックを忘れていた。

③水中でエア切れサインを出すべきだった。

Iバリ島ダイブでの反省バリ島ダイブでの反省

井上和子

50代でもなんとかやれるだろうという気持ちでライセン

スを取ったわたしですが、最初のファンダイブがケラマで、

その素晴しい世界に、すっかり魅了されてしまいました。

だが、ここで考えました。ダイビングは、少しの不注意や

知識の欠落でも命にかかわるスポーツなのです。技術を習

得しよう、頭で考え、繰り返しにより体に覚えこませよう

と努力してきたつもりです。

しかし100本近くになって慣れるにしたがい、その心構

えが少し薄らいだようです。
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バリ島でちょうど100本目のダイビングの時です。装着

もケージもレギュレーターの確認も完了、サアとばかりエ

ントリーしました。水深15mの海底で皆の集合を待ってい

たのですが、なにか変です。空気が真剣に吸わないと来な
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10月必雷“・坐/r､=畦
お勧めの南紀ダイブ

植松直隆

☆「風舎（かぜのいえ)」で

黒潮が紀伊半島に最も接近するのが夏から秋にかけて

だそうだ。南の海から多くの生き物を運ぶので、南紀の

海はスリリングで人気上昇中のポイントになってきた。

クラブ会員の鳥飼和代さんが秋に新築のペンションを

拠点に、クラブ初の南紀ダイブとなった。リーダーは一

ノ瀬博司さん。

ペンション徹翰は､本州最南端の串本町潮岬にあ
る。ダイバーを対象に器材洗い場を備え、白い2階建て

の瀧酒な北欧風のゴージャスなもの。JR紀伊線で天王

寺駅から「スーパー黒潮1号」（8時2分発）に乗り、

11時5分に串本に到着。ベンツで迎えに来ていただいた

鳥飼さんとは初対面、だがダイバーはすぐわかる。沖縄

の田舎風の原生林に入ると赤いログハウスが目につい

た。ここが鳥飼さんの自宅、その隣が「風舎」だった。

1階の寝室は木製ベッドに羽ふとんで清潔そのもの。

2階はログハウス風の広いダイニングルームで、部屋の

三方はスエーデン製の大きなガラス戸で、270度眺望で

きる。

☆串本海洋公園で

「食事をしたら私も潜ります」という鳥飼さんと一緒

に、車で来た一ノ瀬さんと串本ダイブセンターで合流、

海洋公園沖のポイントで潜る｡5か月ぶりのダイビング

は温泉気分だった。

夕食は鳥飼さん母娘心ずくしの海の幸、山の幸で、食

べかつ飲んでの歓談が続いた。私たちが新ペンション宿

泊第1号だった。コトンと寝たら翌日は快晴。

☆古座の「かみせ」で

遅く到着の和歌山の野本さん、隣町の勝浦から駆けつ

けた素もぐりの名人、南さんと合流する。ダイブセンタ

ーに行くと、すでに若者たちでごった返しだったが、沖

には白波。ダイビングは無理と判断した南さんが「古座

ならべタ凪やったで」というので20分かけて移動。古座

川の河口の民宿に船を頼むと「いいですよ」とのこと。

白髪の船頭が「あんたら何本くらい潜っとんや」と聞く。

｢100本、lOO本、100本、60本」船頭はにやりとうなず

いた。ほっといてもええ連中と見たらしい。

古座の代表的ポイント「かみせ」は、港の沖合い5キロ

の暗礁である。風と暗礁のためか、うねりが大きく、船

が揺れる。船頭は平然と碇を打つ。「根の一番上で水深

6メートルや、流れがないからアンカーロープから降り

て、根をぐるっと回ったらええ。根から離れたらあかん」

という。

潜行するやいきなりイサキの大群に囲まれた。水面を

見ても、360度体を回してもサイキだらけ。ドロップオ

フは底無しで、大物の場と見た。

☆古座川の一枚岩と潮岬へ

午後は風が強く、見切りをつけてダイブは中止。南さ

んの提案で、川の上流の一枚岩を見に行く。古座川の上

流にはダムが無く、四万十川と並ぶ清流だ。川の左岸の

淵から垂直に、高さ100メートル、幅500メートルもある

一枚岩がスクリーンのように屹立していた。中国の桂林

に似ている。夏には一枚岩をスクリーンにして、野外映

画祭が行われるそうだ。

ディナータイムまで時間があるので、潮岬灯台まで足

を伸ばす。行き潮がゴーゴーと音を立てて、岬の荒磯を

西から東へ流れていた。

夕食のメインディッシュは、南さんの差し入れのマグ

ロの兜グリルだった。高さ30センチの円錐形が歯をむき

出してテーブルの真ん中にでんと鎮座した時は、みんな

あっけにとられて箸がつけられなかった。

「天体望遠鏡を据えつけようと思っている」と鳥飼さ

んが言う。天の川がすごくきれいだそうだ。

☆大島で

季節風が強く、鳥飼さんの勧めでフェリーで大島に行

く。「-、ここは串本、向かいは大島…」の、その大島だ。

ポイント「2．3」（ツー・スリー）は内海で、ソフト

コーラルが美しく、岩の至るところに形の良いサザエが

ころがっている。素潜り名人の南さんの目が輝いた。

「風舎」の鳥飼さん、大変お世話になりました。

渡嘉敷島ダイブ11月

渡嘉敷島はケラマ列島中最大の島。11月下旬の三連休を

利用して5日間のツアーでした。

2日目の朝は雨でしたが、すぐに曇りとなり、他の日は

晴れ時々墨り、気温は26度くらい、水温は25度でした。波

は静かで、透視度も良く快適でした。

シニアクラブのダイブライフは、いつも楽しく、初めて

会った人達でありながらすぐに友達になれ、良識を弁えた

なかで、お互い冗談を言いあって、アフターダイブも盛り

上がります。

これは、日ごろの肩雷きを取り外し、上も下もない、裸

のお付き合いができるからだと思います。

今回は、お1人で愛知県豊田市から来られた屋冨祖さん

もグループの仲間に入られ、お帰りのころは、この楽しい

クラブにぜひ入会したいとのことでした（屋冨祖さんは入

会されました。会員No.230)。

宿泊した「とかしぐマリンビレッジ」は、民宿ですが、

設備もよく、ユニットですがバス、シャワー、トイレが各

部屋についている､コンクリート三階建てでした。シヨッ

戸、

へ
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11月
ケラマ（沖縄）の海で

リーダー／岩本充子

(1)11月6日

沖縄は天気晴朗ながら、台風25号の影響で風9m、波

高4mという状況でした。ケラマや離島に向かう船はす

べて4日から欠航でしたが、私たちは那覇泊まりのため、

直接の影響はまぬがれました。

参加者の大部分が初対面のため、前日から来られてい

た千葉美子さん、良縁寺悦子さんを含め15人の大勢で、

琉球料理を食べながら、自己紹介となりました。

その席に、ダイブショップ・ムーバ沖縄のオーナーで、

沖縄県ダイビング安全協議会副会長の塚原勇氏に出席し

ていただきました。

翌7日の天候の予測を聞きましたが、カーフェリーも

運航できないため、ダイビングボードは出せないという

ことでした。ビーチダイブなら潜れるところはあるとい

うことでしたが、その場では希望者はありませんでした。

リーダーとしては、ダイビング中止を決断、観光その他

に振り替え、各自フリータイムということになりました。

二次会では、席を移し、10月伊豆、神子元島の事故につ

いて、イントラであり船の操縦者である立場からのボー

ドダイブの仕方、浮上、安全停止時の注意．．などを聞き

ました。

☆コンピューターゲージは見るけれど、上も常に見

ること（特にポート）

☆ロープ、カメラなどは右手に持って、左手はイン

フレータのために空けよ

☆サンゴの産卵についての情報など

(2)11月7日

朝9時、1人ショップに行き、翌日の相談をしていた

とき、参加者の方から電話があり、知合の別のショップ

でビーチで潜らせてくれるというので数名で行きたいと

のこと。すでに決定後というので、「気をつけて」とい

うことにしました。実はいまだに迷っています。リーダ

ーの責任と権限について。

前日から来られていた方は、1本も潜れずに帰られま

した。

(3)11月8日

波高は1.5mとなり、ケラマヘ出航。クルーザーの中

では、ゆったりとソファーに座り話に花が咲く人、展望

席でテービシの3つの島を右に見て、ケラマ島の名前を

聞きながらの40分でした。

1本目座間味唐馬13名

2本目座間味ドラゴンレデイ4名

3本目渡嘉敷野崎N0.213名

4本目ナイトナハマリーク5名

(4)11月9日

昼便で帰宅の方5名

午前1本テービシラビリンス2名

ケマラ1本目渡嘉敷アリガー6名

〃2本目安室島キンダーガーデン6名

(5)11月10日

延泊2名

参加者／川口力、平野昌子、森重美智子、中村正博、

小川愛子、中村誠、西谷サヨ、山田隆、岩

本充子、藤田とし、温品津子、南要次、吉

田七江

へ
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(ケラマ列島） 関川清一

ブは「マリンサービスとかしぐ｣。

参加者／山岸雅・秀香、野中治・サチ子、菊池豊、相馬か

ほる、岡野博、関川清一 ’
戸一一司
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■コート・ダジユールの味覚

シーマンズクラブ・ホテルにはフランス料理のレストラ

ンしかない。その名も麗しのジヨセフイーヌ。えつ1石垣

でフランス料理攻め？近所に食堂は？何もない。さあ

大変。カップヌードル持参で行くか！出発前のわが家で

の会話。

到着の夜はしょうがない。敬意を表して恐る恐る…。と

ころがこれが1

シェフの水野さん曰く。「フランスが月にあったとして

も行ったでしょう」と在仏8年の修行。それは解らんでは

ないが、その後何故に石垣に？出身が石垣？いや岐阜

ですという。ここは修行を積んだ南仏コート・ダジュール

に似ているからですって。料理は勿論、ワインのコレクシ

ョンも魅力的水準。お値段は申し訳ないくらいリーズナブ

ルで首都圏の半分。これほどのお店に、お客は毎晩われわ

れ2人、これこそ宝の持ち腐れではないか。次回は会員の

どなたかと一緒に。百間一見にしかず。

■オールシングルルームの怪

シーマンズ・ホテルの部屋は全てシングルルームだ。2

年前に、今のオーナーがホテルを買収してから改造したの

だ。お目当てはダイバー。ダイバーは一匹狼が多いとの調

査結果があるそうだ。さて、わがクラブはどうか。それと、

ダイバーは海さえ良ければ宿は民宿で、という時代がそろ

そろ終わるとの読みがあるらしい。

このホテル、実は良かったんです。われわれ2人、お互

いのイビキに悩まされず、風呂、トイレはひとり占めでい

つでもOKだなんて、久し振りに単身の醍醐味を楽しみま

した。1人部屋の割り増し料金なしで。

■石垣ツアーのお誘い

98年9月に、石垣川平へのツアーを提案する予定です。

われわれが楽しんだ石垣の良い所を組み合わせて会員有志

にもと、元来勝手な私どもとしてはいささか殊勝な気持ち

からです。格安に納める術も会得したことですし。

石垣島の怪ダイブ

10月鈴木純、靖子

■石垣式垢すり体験

珊瑚壁に開いた暗い穴に、素手を突っ込む度胸はありま

すか。もしかすると中にウツボが。恐怖に耐えながら手を

入れたまま、暫くじっとしていると、何やら指先に。毛虫

が這っているような幽かな感覚。そこで手を抜いてしまっ

てはいけません。アカスジモエビの折角のクリーニングサ

ービスですから。爪先や生え際に溜まったあなたの垢を落

としてくれているのです。

■海の中の家なき子

紫と白のコントラスト鮮やかなハタゴイソギンチャク。

そこを根城としているセジロクマノミ－家。海は穏やか流

れもなく、周囲に他のダイバーもいない。美しい情景に見

とれる中に、クマノミー家に嫉妬が湧いた。幸せ過ぎる。

邪魔をしてやろうと手を出して、クマノミを追っているう

ちに指が触れた。ハタゴイソギンチャクに。するとどうだ。

一瞬にしてイソギンチャクが姿を消した。あの大きな物体

を、海底の小さな穴の中に引っ込めたのだ。後に残ったの

は寄る辺を失い呆然としたクマノミ達。何故か丸裸に見え

た。

■生け賛の中のマンタ

石垣のマンタは囲われ者。BIennyの松村さんの手にかか

ると、マンタもそう呼びたくなる。

彼の船のアンカーの下では、マンタが待ち受けている。

三つ指をついてだ。それも3頭一緒に。3度訪ねて3度と

もそうなのだったから、マンタと彼は只の関係ではない。

|それにしてもゞこの瞳われ書は甲斐性がある｡旦那にせつ
’せと貢ぐではないか。来年もまた、彼のショップに案内を

乞う気にさせる。それもわれわれ夫婦だけでは勿体ない。

会のメンバーの方にも、彼とマンタの関係を一緒に見極め

に;熱…………
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'2月ニューカレドニア.リフー鳥ｲﾝﾂｱー
リーダー／関川清一

南緯22度のヌメアは、宣伝ほどではないにしても、フ

ランスの香もする南国のパラダイス、リゾート地だなあ

と心もうきうき。午後ヌメアから35分のフライトで、離

島のリフー島へ。

ホテルードレフビラージュは開設1年ちょっととのこ

とで、外人が多く日本人は僅かでした。紺碧の空と、真

っ白な丸い雲、海はエメラルドグリーンのすばらしさ、

まさに天国に近づいた島。気温26～30度、水温平均28

度、透明度も素晴し<、ビデオ写りが大変よい。めった

に食べられないブーニヤ料理も御馳走になりました。

ショップのリフーファンダイブのスタッフはフランス

人だけでしたが、皆、親切で朗らかで、楽しいダイビン

グができました。

ポイントはウミウチワが折り重なり、地形も面白くダ

イナミックで、大物、小物の魚類も数多く、抜群の透明

度の中、充分に楽しみました。

ツアー中に、上野芙美子さんが100本、鈴木清子さん

が200本を達成され、更に上野さんは誕生日を迎えられ、

おめでたが重なり、全員で祝福いたしました。

12月11日のスラウエシ島南東のサロンタン島における

5人の日本人ダイバーの事故は、帰国後知り、ショック

|「’海中のチ可.－、洞と消える

大 隅 照 子

クラブ主催、ポナペ（ポンペイ）ダイビングでのできご

と1

シニアとは言えまたまだ捨てたものではない。「？は灰

になるまで」と言われている。それをAさんは実行したの

であります。ダイビング前日の夜、AさんとバディのS

(女性）さんは、密かに（誰にも言わず）ある約束をした。

｢明日、海の中でチューしない」「やりましょ！」と即決。

(キヤー！やる－わね）

その朝が来た。潜行したがあいにくの天候で、魚はいな

い大場所。透明度は良好。浮上を前に、みんなそれぞれに

遊泳中の状況。

Aさんは、ふと約束を思い出す。しからばと、チューの

準備。そのためには、まずレギュレーターをはずさねばな

らない。もう数百本のベテランのAさんにとってそんなこ

とは朝飯前。ガバツ！とはずして彼女を待つ。そのわず

か数秒の間にドラマが起きた。

総監督の杉本さん、レギュレーターをはずしたAさんを

見て「ウシ！何事だ？｣。案内のガイドも事情が分から

ず大慌て。

すぐ隣にいた小沢さん、レギュレーターをはずし口をと

'97ClubDivingReport"

をうけました。

素人の考えですが、まずセイフティギアを準備し、使

用法を習熟して、常に携帯していることが安全のため必

要ではないでしょうか。例えばシグナルフロート、点滅

式ミニライト、ダイブアラート等の海上における安全グ

ッズを、1人だけでなく全員力哺に携行することによっ

て安全性力塙まると思いますが、専門家のご意見を聞か

せていただきたいと存じます。

参加者／小川愛子、鈴木清子、井上和子、本間トミ、

上野芙美子、山田隆、溝口詳茂、中野章、

国沢喜美子、小元佳代子、関川清一

シニア・クラブの会員の方は、ご自分の安全の為、杉

本インストラクターの講習に参加されることをお勧めい

たします。

ん、何を間違えたか、わざとか、巻き戻しせずにカメラの

蓋を開けてしまった1アーッ！消えてしまった。証拠

隠滅。

なにかに使えるとニタニタしていた小沢さん、ショッ

ク。

証拠が消え、奥様にバレる心配がなくなりホッとしたA

さん。…ところが…である。水中のチュー事件を冷静に観

察し、カメラに収めていたもう1人のフォーカス記者（？）

がいたのである。その人の名は？これはやめときましよ

う。だが、フィルムは健在。さて、どうなりますことやら。

新たなドラマが楽しみですね！

これはやじ馬的立場であることを表明しておきます。筆

者にはなんの責任もありません。

－ － 一

血
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ダイバーもいろいろ堅＊垂言垂■三秒■＝

岩 本 充子

なかったのです。

ケラマの透明度の良い水を見たら怖くなって、ジャイ

アントスライドで足を出すことができない。バックロー

ルなんてとんでもない。ああなったらどうしよう、こう

なったらどうしようと、すったもんだして、イントラが

決断したのは、器材全部をつけた彼女を、花嫁を抱くよ

うな格好で、すう－つとお尻からすべり込ませるような

エントリーだったと彼女は言う。イントラは155cmの小

柄な人。彼女は61kgのちょっと太め。

その夜のこと、彼女は今日の2本で疲れたから、明日

帰ると言う。私は驚いたが、なんとかなだめて、5日間

で10本潜りました。

最後のダイビングが終わり、同船した人たちと雑談し

ていたときです。彼女曰く。「世界でも有名なケラマで

潜れて本当によかったわ。l20%満足できたから、もうー、

ダイビングはやめてもいいわ。オーナーさん、私の器材、

誰かに売ってくれませんか？」だって、一同唖然として

声もでません。

こんな方がシニアのクラブにこないことを願っていま

す。

余談ですが、若い人で、伊豆で99本潜り、100本記念

に沖縄に来て、透明度の良さに足がすくんで潜れない人

がいるということです。

人生いろいろといいますが、ダイバーもいろいろとい

う話です。

1995年6月のことでした。ダイビングの友人から、沖

縄に行きたいという知人がいるので、連れていってもら

えまいかと頼まれました。私は喜んで、6日間の計画で

同行しました。チケットと宿は私が手配し、安くて便利

なので、喜んでもらえました。

初めて会った彼女は、56歳、ダイブ本数43本でしたが、

PADIのテキストを持参、飛行機の中でも宿でも、暇が

あれば読んでいました。

さて、ダイビングが始まり、私と彼女の2人にイント

ラ1人がついてくれました。1本目、私が慣れているポ

イントで、「岩本さん、下で待っていてください」とい

うので、アンカーロープの周りで待っていたのですが、

いっこうに降りてこない。透明度が良いので、水深8m

のところから上は良く見えますが、彼女の足は見えませ

ん。33分たって、エアの残圧が90になってしまったのに、

何をしているのかしらと、いらいらし始めたころ、やっ

と降りてきた。それから23分潜ってエキジッ卜したとき

には、私と彼女の残圧は同じでした。

彼女とイントラの話を聞いてびっくり。彼女はボート

ダイビングが初めてだったのです。43本はすべてショッ

プのツアーで、伊豆などのビーチエントリーしか経験が

身も齢も棚上げし－イントラヘの挑戦一
山下和俊

平成6年4月、仕事に区切りがつき、息抜きにと、一る！」と自信と喜びが生まれてきました◎

人プーケットに遊び、ピピ島で生まれて初めてスノーケ実技の課題は次のようでした。

リング。海中の景色に魅惑され、7月にはグアムで感動①マスクを水底に落とし、素潜りでマスク・クリア内
の体験ダイブ。翌7年、PADIのオープンウォーターををして浮上（近視のため底が見えず、手間取って苦

とったが、8年の華正楼の新年会に出席したときは本数しかった)。

わずかに7本でした。②ウエイトを落とし、水底で装着してから浮上（ス

その年、週休2日が使えるようになり、日曜ごとに長一ツの浮力を実感)。

崎潜水主催のボート・ダイブに参加、ダイビングに嵌ま③水底でスクーバ・セットを脱装し、残して浮上。

り込むことになりました。再び潜ってレギを確保。BCDを装着して浮上。

9年は年末年始をケラマで過ごし、57本のエイジダイ④一旦コックを閉めてしまってから、スクーバ・セ

バーになりました。4月にS.E.AのAD，6月には100ツトのほか、マスク、ウエイト、フインを装着しな

本達成。9月にDM｡130本のとき、すすめられるまま、いまま器材を両手で抱えて水底へ。水底でコックを

息子、娘と同世代の若者7人と、インストラクター・卜開き。器材全てを装着してから浮上。

レーニングコースヘの挑戦となりました。私の所属する長崎潜水では、新長崎漁港からクラブ所

n℃の実習はさすがにハードでした。若いころは素潜有の高速クルーザーで30分、西海の無人島「大蟇島（お

りも、息堪えもある程度自信がありましたが、58歳のシおぴきじま)」で、毎日曜日ごとにツアーが開催され、

ニアという甘えは全く許されない。20～30歳の若者と全今年の3～10月の8か月間の本数は85本、月10本のべ－

<同じ実技をしなければならない。実技には正直弱気にスでした。

なり、やめようかとビビッたこともありました。けれど五島に宿泊しながら新鮮な海の幸を楽しむツアーは、

も、チャレンジし、クリアできると「自分にはまだでき海底の珊瑚も見事だが、大海原の真ん中の潮流のあると
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ころでのドリフトダイブは大蟇島より遥かに緊張感と技

術レベルが要求されました。

先日、福江沖で一定の本数で潜行が許される水深26m

の根で、岩につかまっていたとき、腹と背に黄色の筋が

鮮やかな70～80センチの見事なヒラスが数百匹、私とバ

ディの排気泡にひかれて集まり、“やった”と水中で歓

声をあげたが、フト傍を見ると網が海底に横たわってい

てゾクッ！大きなナイフを持ってはいたものの、こん

なものにひっかかると完全にアウトである。この時以来、

BCDには針金が切れるハサミを忍ばせています◎

五島でのダイブは浮上する時に、ボートに巻き込まれ

ない技術が必要になる。ネIII子元島の事故はエンジン音と

船影に対する基本的な対応がいかに重要かを教えてくれ

ました。

ともあれ、短期間にnCに挑むに至るまで、遮二無

二潜り続けました。しかしここにきて、還暦近い自分が

それで良いだろうか、ラフな潜り方を続けていいのかと、

すこし心に引っかかるものを感じる昨今です。一応、基

本的なスキルは身につけたと思うが、やはりシニアとし

ては、次のような潜り方を心掛けたいと思っています。

ダイビングは楽しくて安全でなければならない。単純

な公式として「ダイバー＞海」だろう。海面下の状況に

的確に対応できて、無理のない範囲で潜ること。不等号

が逆と思われるダイビングは避けるということだ。

ダイビングは、各自が自分の器材を頼りに、海中とい

う異次元の中で、座禅のような孤独感を味わいながらも、

同時に生命力の鼓動を体感し、大きな力の中に包み込ま

れていることを実感するということであろうか。

年100本のペースがいつまで続くかわからないが、先

輩ダイバーだった娘をいつの間にか飛び越えたいま、

■クラブのTシャツを作りませんか。

なるべくユニークでセンスの良い、クラブTシャ

ツまたはポロシャツを作りたいと考えています｡デザ

インの心得のある方のご協力をお願いいたします。

UP〃〃〃BRUSHUP〃〃〃BRUSHUP"

2000本を目指し、いつの日か孫までの3代でダイビング

をしたいものです。

心のヒーリングと生きがいのあるダイビングをめざし

たいと思っています。

若いこれからのダイバーに、安全潜水と楽しさを教え

育てるシニア・イントラでありたいと願っています。

ITC講習が終わったとき「イントラとして、これから

も研鐡することはもちろん、常に格好よくして欲しい」

と言われた。旧帝国海軍の「五省」の中に、「不精に亙

るなかりしか」というのがあったが、形をビシッと決め

ることは大事なことではないかと思う。

今年は岳父が戦犯に問われ、インドネシアの地で殉じ

てから50年目になる。その遺影は真っ白な軍服で格好の

よいものでした。

ところで、目下の課題はフロント・ロール・エントリ

ーの体得です。これは海面に向かって、船から身を躍ら

せ、空中で頭を腹にくっつかせるように身を丸め、背中

から着水するという、大変格好の良いエントリー技術で

す。だが、いかんせん腹のでつばった我が体型ではまさ

に至難の技。マスクは飛ぱすは、フインははずれるはで、

体形の改善がまず優先課題ではないかと思う昨今です。

11月、上村会長力輻岡市に来られた機会に、九州在住

の会員と懇親の宴をもつことができた。全く初対面の会

員が即座に、旧知の雰囲気となり、談論風発になんの抵

抗もなかった。お互い身分を明かさないという暗黙の了

解ではあるが、自然にコミュニケートされる「ササラ型」

の関係を感じとれました。

近ごろ、いささか「勤続疲労」気味ですが、早く現場

を終えて、皆さんと南の海に漂う日を心待ちにしている

次第です。

今出ているアイディアは、黒地の中に円形の原色

を使った抽象的なデザインです。

背のほうには、英文でTHESENIORDIVERS

CLUBOFJAPANといれる。ボランティア的にデザ

インのご協力をお願いします。（事務局）

I3
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シニアのための「安全潜水」講座

ウッカリミスをなくそう

クラブのモットーは安全第一です。まず、基本に帰っ

て「ウッカリミス」を考えてみましょう。ダイビング事

故を分析すると、いくつかの要因が重なって事故や災害

に発展しています。

例えば、環境の変化、器材の故障、ガイドのミスリー

ド、技術の未熟などです。その中には、チョットやウッ

カリが初心者からベテランまで、意外に多く見受けられ

ます。ほとんどは笑い話となり、技術やバディ、ガイド

の連挑でカバーされ、大事故になっていません。

しかし、よく中身を見ますと、基本的なマニュアルや

手順が守られていないことが目立ちます。ウッカリミス

は人が要因です。これをなくすには、親が子供にするよ

うな蝶こそ大切です。また、自分の反省、意識の変革、

スキルアップも必要です。

しかし、その中でも非常に重要で、最低限守らなけれ

ばならない基本マニュアルや手順というものがあるので

す。

クラブ・ダイブの経験から、小トラブルを挙げましょ

う。ウッカリミスの割合は4～5％です。

同行したダイバー数40名

同行者の全体に対する比率20％(会員200名として）

ダイブスポット伊豆、モルジブ、 台湾

西表島、久米島、宮古

島、ポナペ

小 トラ ブル発生率宮古島5.3％

（小トラ／延べタンク数）ポナペ4.3％

事例

①バルブの開け忘れ

②フィンのつけ忘れ

③Oリングなしでセット

④マスク水没

⑤フインを脱ぐのが早すぎた

⑥ウエイトのつけ忘れ

⑦ウエイト・バックル不良

⑧マウスピース切れ（シリコン）

⑨繰り返し大深度潜水（2回以降）

シニアの人たちは、互いに助けあい、面白くおかしく

事なきにいたっていますが、小トラブルとはいえ、良い

教訓にしていくべきだと思います。

小}､ラブルでも、単一の原因によるものではないこと

もあります。また、重要な原因が隠されていることもあ

ります。「ウエイトのつけ忘れ」を見ましょう。

回自主点検なし。

副会長NAUIインストラクター／杉本信也

回バデイチェックなし。

さかのぼってみますと、装備の置き方がバラバラ、整

頓が悪いなどが原因になっています。装備の順序がいい

加減である、習慣ができていないということもありま

す。

対策をまとめましょう。

項目｜原因’対策
自主点検|未実施|点検項目を全数チェック

バデイチェック

器材・装備の

整頓

装着の順序

事故防止の要点

〃

置き方が

バラバラ

決まって

いない

バデイチエック・リスト

によりバデイに実施して

もらう

機能を確認し整頓する

順序を決め、習慣にする

前回、ハインリッヒの法則で、大きな事故の前に小さ

なトラブルが数多く発生していることを書きました。こ

れをまずなくすことが、大事故を防ぐのです。

ダイバーは好奇心が強く、観察力や洞察力に優れてい

ます。だが問題は、それから先の手順を追った対策や予

防処置まで発展、実行できるかどうかです。大事なこと

は腱実な実行」です。

面倒くさがったり、人任せにしないで、自分の責任で

行動することこそ肝心です。

車の衝突事故を例にしましょう。

ブレーキが甘い、タイヤの消耗などが原因かもしれま

せんが、修理やタイヤ交換だけで再発が防止できるでし

ょうか。交通ルールを守らないことに根本原因があると

きは、対策になりません。

実は、すべてといってよいほど、人間の側に原因があ

ることが多いのです。ダイビングマニュアルは、人の側

に事故の原因が多いことを前提に、作られています。ウ

エイト忘れは、故障直し方式では解決できません。人側

に原因があれば、再発防止につながる「人力雅実に実行

できる」優先順位をつけたルールが大切なのです。さら

に重要なのは、訓練を習慣で「身につける」ことです｡

それには、さわってみることです。インフレーターの

ボタン、エアーⅡなど種類がいろいろあります。見ただ

けでは瞬時に思いだせません。体に覚えこませないと、

非常の時に体は動いてくれません。

ダイビング直前でも、点検すれば、体の習得になりま

す。有効なのです。ぜひやって下さい。まず、自主点検

へ

へ
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し、バデイチェックし、「良い習慣」として実行するこ

とです。

結び

「安全は良い習慣から」というのが、第1回安全講座で

した。第2回も同じ言葉で結びます。習慣は経験の繰り

返しです。間違った手順や手抜きマニュアルを身につけ

ることは、即危険につながります。98年も安全第一のダ

イビングをいたしましょう。

(資料）

1.マウスピース切れ（シリコン樹脂製）は、PL

（製造物責任）法に問われる問題です。アメリカ、

日本でも死亡事故が報告されています。ぜひ、ダ

イビング前に点検してください。

2.NAUIの「レスキューテキスト」は、1997年に発

行され、レスキューはもちろん、ダイビングの事

故防止に関し、大変よく書かれています。ダイビ

ングの集大成本と言えます（クラブの推薦本です。

￥3,500)。

毎年恒例の西日本地区の懇親・忘年会を12月13日、京

都で開催しました。会場は有名な南禅寺の参道沿いにあ

る「菊水」でした。ここは、京都でも老舗の京料理・旅

館です。その日本庭園は見事な初冬のたたずまいで、わ

れわれの目をたのしませてくれました。

出席者は|典l西以西の会員20名、関東方面から、上村会

長、杉本副会長が参加、大いに盛り上がりました。

会長、副会長の挨拶、九州から駆けつけた菊川さんの

乾杯に続き、全員の自己紹介で楽しい一時を持つことが

できました。西日本以外の方も、ぜひご参加され美しい

冬の京都を愛でてくださるようお願いいたします。

世話人／坪、正二

計報

◆堀木俊夫さん(1925年生まれ)が、11月23日、肺梗塞のため亡くなられました。

◆弘喜代子さん(1934年生まれ）が、12月3日、ガンのため亡くなられました。

ご冥福をお祈り申しあげます。

■スキルアッブ講習会にご参加を

本数はこなしていても基本に帰って正しいダイビン

グのための訓練を受ける機会はそう多くないもので

す。クラブのスキルアップ講習は、ダイビング関係者

も認めるユニークなものです。安全潜水ためにもご参

加をお勧めします。

■会報へ寄稿を

今のところ、年1回発行分の原稿しか、集まりませ

ん。原稿が増えれば、2回の発行も不可能ではないで

しょう。ぜひ、原稿と写真をお送り下さい。

内容はクラブ、グループダイブのレポート、エピソ

ード、ニュースポットの紹介、ダイビング技術、器材

の改善提案、新製品の紹介などなんでも結構です。

p

綱響
編集後記

◆会報第2号をなんとかまとめることができました。

創刊号は専門家の弘さんに、編集から製本まで一切

やっていただきましたが、2号は、印刷所の助けを

借りて、素人の事務局が作成しました。

◆予想より原稿の量が少なかったこと、編集者が最初

から原稿を意図的に削ったのが原因で12頁になって

しまい、あわてて16頁に増やしました。

◆皆さんの原稿に、かなり勝手に手を入れましたが、

編集者の権限としてお許し下さい。

◆ぜひ皆様の積極的なご投稿をお願いいたします。

(K)
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