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シニアダイバーのかたち

クラブ会長上村敏郎

会ができてからちょうど4年半になる。最初40人足らずのメンバーでスタートしたので、

270入超という数は7倍近くになる。シニアダイバーの数は総数80万人のダイバーの2％

弱と推定されるので、16,000分の270は1.7％で、組織率はけっして高いとはいえない。と

すれば、まだ増える可能性をもっていると考えてもよいかもしれない。

そこで、「シニア」という表現だが、辞書を引くと「年上の」という意味はあっても、

老人とか熟年とかいう意味はない。発足時にはシルバーという和製英語で呼ばれたが、こ

れまた、年寄りという意味はない。ゴルフにはシニアという分類が競技上あるので、いっ

そそれにしてしまえ、ということで、今の名前になった。しかし、クラブの規約では年齢

に関してなにもない。平均年齢こそ56歳くらいだが、二十代の会員もいるというように、

年齢に関してはかなりいい加減なのだ。もっとも会員各位の精神年齢はたいへん若いのが

実態なので、物理的な年齢にこだわる必要はなさそうである。

ところで、さる会員の方の推薦で、曾野綾子の「完本・戒老録」を読んでみたら、改め

て「老年」とはなにかについて、教えられることが多かった。

会員の方とダイビングする機会が増えるとともに、シニアといわれる世代の人たちの考

え方や行動、生き方などについて、考えさせられることが多い。

長い年月の中で、育てられ培われた世界観や人生観は、個性となって、時には頑固さの

種に、時には含蓄となって、クラブ会員相互の交流の楽しさの底流を作っているというの

が実感だ。たまには議論となり、反発も生まれるが、寛容さえあればそれも楽しみの種に

なると思う。

ともあれ、この「戒老録」には、はっとさせられる視点が数多くでてくる。かねがね、

若い人とダイビングすることの意義について、疑問をもっていたためにクラブを作ったよ

うなものだが、この本のなかに「同じ年頃とつきあうことが、老後を充実させる原動力で

ある」という項がある。「老人にとって、本当の相手になれる相手は老人しかいない」と

いわれると、なるほどそうかもしれないという気になる。バリアやギャップを感じること

なく対等に若い人とつき合えるだろうか。それは不可能に近い。

我々の世代は、積み上げた知識を若い人に与えることはできる。しかし、ダイビングで

はしばしば、若い人（例えばガイド氏）の助けをもらうことが必要だ。「もらい」「与え」

｢もらう」という循環が自然なのだろう。なにがなんでも、手助けなしにダイビングをと

力まないで、助けを得ても長くダイビングを続けていただきたい。

ダイビングという縦糸を支えに、横のつながりを持つ丸山眞男流のササラ型のクラブと

いう形に、曾野綾子流の戒老を加えて、クラブを豊かなものにしたいと思う。

ホームページを開設

クラブを紹介するホームページ（インターネット）を、1998年11月3日に開設しました。

かねてからの念願だった海外のシニア・ダイバーとの交流のきっかけになればと思いま

す。まだ未完成な部分がありますが時間をかけて完成させる計画です。会員の皆様もどうぞ

アクセスして、アドバイスをお願いします。アドレス(URL)は下記のとおり。

事務局

http://www.seaple.icc・ne.jp/~kam/sdcj・html

E-mail:kam@seaple.icc.ne.jp
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■私もシニアダイバーへ仲間入り

日本シニア・ダイバーズ・クラブのみなさん、会設立

5年目、おめでとうございます。これからも安全潜水に

向かって頑張ってください。

シニアの定義はよくわかりませんが、少なくとも50歳

を越えたダイバーの方々のダイビング同好の士の集いと

理解させて戴きますと、何と時流に見合った団体ではな

かろうかと喝采をあげたいと思います。

私自身5歳前後に泳げるようになって以来、少なくと

も記憶する限り素潜りに取り過かれ、出身地の沼津の牛

伏や我入道の浜、狩野川河口で潜っておりました。

当時は潜る者がほとんどいない大瀬崎もテリトリーで

した。20歳のときに神津島でSCUBA潜水を知り、何と

便利な道具があるものよと感心し、ダブルホースの虜に

なりました。いつしか趣味が本業になり、仕事の特権を

利用していろいろな海で潜れるようになり、同僚や先輩

諸兄から公私混同と言われ、気がついた時には初めて海

で泳ぐことを覚えて早50年になろうとしており、改めて

私も「シニア・ダイバー」なのだと自覚するきょうこの

頃です。

■ダイビングはシニア向き

よく「ダイバーの適性年齢は？」と聞かれる折りに、

職業として潜水するのでなければ、それこそ幼児から上

限なしのあらゆる年齢層が楽しめるのがダイビングです

と答えます。

運動量も潮の流れに乗る、いわゆる「カレント．ダイ

ビング」から、何ノットもの強い潮に逆らうハードなも

のまで、つまり、軽い散歩のレベルから最大酸素消費量

を必要とするような負荷強度まで、自分のレベルに合わ

せて自由に選択するメニューがあります。

ほとんどのスポーツは25歳くらいをピークに、あとは

下降のみですから年齢はハンディとなります。ママさん

バレーで代表されるように女性はまだしも、男性陣にと

って年齢はあらゆるスポーツにとってマイナスです。ハ

ンディキャップのあるゴルフでもしかりです。

高齢者はナイトロックスを利用されれば、このハンデ

ィキャップを必要としないスポーツとして位置づけられ

ますから、これほどシニアにとってぴったりのスポーツ

はありません。まして安全潜水を考えた場合、高度の判

断や決断を要する思考力は経験を有するほど、そのワー

キング・ポテンシャルが高くなり、これもシニアにとっ

て有利です。

さらに経済的な要求の大きいダイビングを考えたなら

ば、ローンを平気で組める若い女性か、ゆとりのあるシ

ニアでなければ長続きはできなくなります。リゾートの

ポイントへゆくためには必然的に長時間の拘束を受けま

す。これもシニアに有利です。

東京医科歯科大学教授（保健計画・管理学）

■マナーこそ安全潜水の根幹

したがって、あらゆる点でダイビングはシニア向けの

スポーツといえますが、ではマナーではどうでしょう

か？ダイビングインストラクターやガイドダイバーあ

るいは指導団体の方々から聞く話では、全てのシニアが

｢安全潜水」を心掛け、無理のない潜水計画に基づいて、

自分の年齢体力に見合った行動を取っているかという

と、かならずしもそうでもなさそうです。

オホーツクの流氷ダイブやケラマの3mもの波高での

事故、海外における悪天候下のダイブ事故等々のシニア

の悲惨な事故が散見されます。

無謀潜水は若い人達の特別な行動ではないようです。

事前打合せ通りにガイドの指示に従わないで、どんどん

先に進んでしまうのはシニアレデイに多いと聞きます。

特にご自身の体力にも土地感にも自信のあるリピーター

に多いそうです。またシニアの中にはバデイを組んでも

形だけで水中では勝手に自由行動するとか、海底から指

示もないのに勝手に浮上してしまってガイドをあわてさ

せたり、あるいは、写真に夢中でガイドの引き揚げ合図

を無視して撮り続けるダイバーもいるようです。若いガ

イドを馬鹿にしたり、浮上後注意すると逆にお説教され

るシニアもおられるようです。

■｢安全潜水」が最優先

人生経験も長く、また使用本数も1,000本以上で時に

は若いガイドやインストラクターよりダイブ回数が多い

ためかもしれません。しかし、ダイビングは潜水計画に

基づくものであり、ガイドらの指示を無視するならば安

全潜水の根幹が揺らぎます。

このような有り得ないと思われる常識以下の行動はシ

ニアにしかできない特権的芸当であると言われては、哀

しいではありませんか。やはり実る稲穂のごとく、シニ

アになるほど謙虚でありたいものです。もちろん、大部

分のシニアの方はこれに該当しませんし、このような不

届き者はごく一部の、外国人ダイバーが呼ぶところの

『神風ダイバー」を指すわけですが、どんな例外的ケー

スであったとしても、シニアが事故を起こすと、マスコ

ミは「潜水」はシニアに「危険」とまるで鬼の首でもと

ったような記事を書き、我々の健全な発展に水が注され

てしまいます。

潜水事故率はゲートボールの事故率と同じで、ひじょ

うに少ないものですが、社会評価ではまだ市民権は与え

られておりません。これを正当に評価させるには、当シ

ニア・ダイバーズ・クラブに負うところがひじょうに大

きいと思われます。期待されるものはただ一つで、『安

全潜水」を完遂して戴きたいものです。

向井千秋さんの宇宙からのメッセージに応えて、下の

句は「海の中からシュミレーション｣。

皆さんとどこかの海でお会いしましょう。
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入エジプト記
（1997年9月）

リーダー／本多哲郎

旅行歴、ダイビング歴共に豊富なメンバーも全員初め

てのエジプト行きでした。

ダイビングショップ（ホテルの中にある）には、幸運

にも若く美しい日本人女性スタッフが常駐。日本語でダ

イビングの打合わせができ、ガイドも依頼できたのはあ

りがたかった。レンタル器材も一応揃っているようでし

た。

ダイビング・ボートは、設備、広さとも申し分なし。

昼食は船内でコックが調理したパスタ、スパゲティ類。

潜ったスポットは主として、RasMohamedエリアと

Tirantoエリア｡RasMohamedで潜る場合はパスポート

が必要となる。

ダイビングは1日2本の予定を1本追加。透視度は25

~30mと想像どおり良好でした。水温は26～27℃。

ゴールデンバタフライフィッシュ、セダカヤッコ、ゼ

ブラエンジェルフィッシュ、レッドシーバナーフィッシ

ュほか、固有種を観察。加えてソフト、ハードコーラル

に遊ぶ小魚、ギンガメ、バラクーダなどの群れ。

環境保護のため、ボートをブイに係留するスポットが

多いが、レックダイブもどき、ドリフトダイブありで、

多様なスタイルでした。

塩分が濃いため浮力が強いと聞いていたが、予想以上

だった。

タンクのバルブはドイツ式なので、レギュレーターを

接続するときに貸してくれる。

船上から見る砂丘に点在する白壁の建物、切り立った

断崖の景観は凄い。

最終日にはダイブ終了後、ホテルから持参した赤・白

のワインで、同乗のドイツ人カップルを交え、上甲板で

透徹の海と紺碧の空に乾杯！

☆観光

ルクソールではカルナック宮殿の音と光りのショーを

見る。

ハトシェプスト葬祭殿、ムメノンの巨像、王家の谷ほ

かを観光した。

カイロでは考古学博物館、モスク、バザールほかを見

物した。あわただしかったが､一応見るべきものは見た。

特に、ラクダの鞍上から夕日に映える岩山を眺めつつ

ベドウィン部落へ行き、満天星空の下、シャイを飲み、

カバブを味わえたのは、楽しい思い出となった。

訪れる人を魅了するエジプトだった。

参加者／大西亀美代、覚張睦子、秋山眞美子、渡辺

良子、川上秋子、芥川忠雄、菊川清氏、近

藤朋子、吉田七江、堀口信安、本多哲郎

－ユーカレドニア・リフー島
（1997年12月）

レポーター／本間トミ

天国に一番近い島は、海の中まで天国に近い島でし

た。

海に入ったとたん、透明・透視度抜群◎枝珊瑚の連な

り。そこを天女の気分でフワリ、ヒラリ。日ごろの雑念

は忘れて、乙女心にもどったひとときでした。

それにしても、ウミウチワの見事なこと。以前、久米

島ダイブで、ウミウチワが1つだけある小さな抜け穴に

近づけてもくれず、ベテランさんが、その穴を抜けるの

を横目で羨ましげに見ていたことを思い出しました。

今回は左右、上下にウミウチワが折り重なり、まるで

木が生い茂っているようなトンネルでした。しかも一人

がやっと通れるほどの曲がりくねった通路。一瞬、私こ

んな所に入っていいの？と思いました。

この海での大歓迎を体験して以来、いっぺんにニュー

カレドニアが好きになりました。

ガイドはフランス人のエリックさん、ジョンソンさん

(通称)、ベナさん。言葉は思うようにいかなくとも、心

は通じて、十分に楽しめました。

また、お仲間どうしの楽しかったこと。趣味が同じと

いうことは、こんなに早くうちとけて、海の中だけでな

く、船上でも、往復の車のなかでも、食事中でも、のん

びりできました。クラブの特徴でしょうか。

船はゾディアックというゴムボート。初めてですが、

なかなか面白いものです。

ある日、ある記念のイベントとして、海の中でのある

挑戦が！うら若き？女性と、うら若き？男性が、

レギュレーターのマウスピースを外してのスキンシップ

があったとか。

なにしろ天国の入り口ですから、このくらいのことは、

神様もお許しくださるでしょう。

残念1現場にいなかった私は確かめようもなかった

のですが。バッチリと撮ってくださった方がいらっしゃ

って、その感激をお裾分けしてくださいました。

あのコバルト色の海と、汚れを知らない珊瑚。現地の

方の親しみに満ちた表情。のどかな自然。おまけに最後

のダイブの帰途、船上で見たレインボウ。まさに天国に

一番近い島でした。

参加者／関川清一、中野章、溝口寿茂、山田隆、井

上和子、上野芙美子、小川愛子、小元佳代

子、国沢喜美子、鈴木清子、本間トミ
0
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グレート・バリア・リーフ
ーダイビングとラフティングー

（1998年2月12日～20日）

リーダー／関川消一

今回は、オーストラリアのグレート・バリア・リーフ

(GB.R)と、ヨンガラレックでのダイビング、プラス、

ラフティングと、盛りだくさんのフルコースだった。

☆ラフティング

ラフテイングとは、単に川下りで、木曽川や保津川下

りに毛の生えたようなものとの認識しかなかったが、い

ざやってみて、こんなにスリリングで、面白いものとは

知らなかった。

タリー川の上流から、下流へ急流をボートで下り、バ

ーベキュー昼食を含め約5時間がアッという間に終って

しまった。

1隻6～8人がインストラクターの掛け声で、前進、

後退、停止と力を合わせて權を漕ぎ、岩から岩の間を漕

ぎ抜けてゆく。滝のような急流にボートは半分に折れ曲

がり、1人、2人とボートから転落、落ちた人を拾いな

がら下流へと下る。船底にはときどきゴツッと岩がぶつ

かり、気をつけないと、打撲してしまう。

時に緩やかな流れで一息つき、和気あいあい、ダイビ

ングとは異なった楽しい1日でした。

☆G.B.R.

フィッシュマートはじめ、いずれのポイントも魚種の

多さ、コーラルの見事さ、シャコ貝の大きさ等、さすが

G.B.R.ですが、やはり目玉はコッド．ホールかな。お

となしく、かわいいコッドの人気は高い。

☆ヨンガラレック

船は沈船の近くに停泊、2日間でナイトを含め6本の

ダイビング。船首、船尾、船上、船底と何回潜っても飽

きない。

流れが速いと聞いて覚悟していたが、最初の3本は流

れもなく、平穏。あとの3本はヨンガラらしい流れだっ

たが、とにかく太くて大きいバラクーダ、畳より大きい

エイ、座布団の半分くらいのツバメウオ、ギンガメアジ、

カスミアジ、ウメイロモドキ、ローニンアジ、海亀、白

い海蛇、マンタとなんでも揃ってかつ大きい。

小魚の群れもすごい。群れの中に入ると、前も横も見

えなくなってしまう。ヨンガラとはたいしたものだ。

参加者／菊池豊、飯田ひとみ、川上秋子、関川清一
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伊江島／工イサー祭撮影／岩本充子（1998.9）
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セブ・クルージング
（1998年3月）

リーダー／関川清一

☆日程

3月8日、フィリピン、セブ港からトライスター号に

乗船、3泊4日のクルージングに出発した。帰国は12

日。

☆ポイント

エンジン故障のため、アボ島まで行けなかったが、近

くのスミロン島、バリカサグ島（予定のポイント）を回

って北上、バングラオ烏、ハビラオ島で潜り、セブ港へ。

合計10本のダイブでした。

☆魚類

ニチリンダテハゼ、ジョーフィッシュ、ヒレナガネジ

リンボー、スレンダーパイプフイッシュ、ハナヒゲウツ

ボ、オイランヨージ、ウミウシ（小)、クマノミ各種等、

スズメダイ類、ハゼ類が多く、ギンガメアジの大群やサ

ザナミフグ、ツバメウオの幼魚のほかは小物が多く、小

物愛好家にはこたえられないポイン1，である。

☆透明・透視度あまりよくない。

5m以下7ポイント

10m以上3ポイント

☆感想

日本人のインストラクターも、現地人のスタッフもフ

レンドリーで、楽しく過ごすことができました。しかし、

宮古烏のときと同様、「シニアばかりが4，5人押し寄

せて、いったいどうなることか？」と心配していたらし

い。ガイドもいちばんベテランをつけて、さあテストダ

イブ。終ってみれば、皆さん技術もしっかりしていて、

下手な若者より素直で、安心したようだ。

われわれは、常にスキルアップを心がけて、他の人に

迷惑のかからないように努力しているつもりですが、世

間ではそうは見ていないらしい。シニアだからの誤解や、

甘えを振り払うためにも、時間の許すかぎり、常にスキ

ルアップに挑戦しましょう。

参加者／奥平泰成、大西亀美代、千葉美子、秋山眞

美子、関川清一

戸
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水上コテージのマブール島
（1998年5月）

リーダー／渡辺光栄子

☆水上コテージ

コタキナバルからセンポールナまで、小型機利用で、

当日中にマブール島に入るスピードコースを選ぶ。

マレーシア国放、サバ州旗、ヴイレッジ旗のはためく

ウォーターヴィレッジは、広くて清潔で快適だった。

☆海

マクロ派には限りなく魅力的で、通いつめるダイバー

も多いとのこと。白い砂と愛らしいマクロの魚たちに、

私たちは魅入られ、ハマリました。

毎日のダイビングスタイルはマブール2＋シパダン1

か、シパダン2＋マブール1の1日3ダイブ。後はフリ

ー。毎日フリーダイブを楽しんだのは岩本、川上、佐竹、

平野さん。亀（の交尾）の求愛から成就までしっかり観

察できてラッキー。

☆夜

星空が素敵でした。ヴィレッジの灯がちょっと明るす

ぎたが、南十字星が毎晩見られ、海風に当たりながら、

広いテラスで、ヨシさんの解説つきで、ご本人のフイッ

シュアイというタイトルのスライドショーもあり、とて

も楽しかった。

☆食

超おいしいというわけではないが、作り手の温かさが

感じられる朧りだ<さんのバイキング。日替わりのエス

ニックスープとインデイカ米の取合せは、私にはとても

アジアっぽく、楽しく味わいました。

佐竹さんには、100本目お祝いにマネージャーから大

きなピンクのバタークリームの華やかなデコレーション

ケーキが贈呈され、みんなでおいしくいただきました。

☆ビレッジ

コテージから桟橋で繋がっているヴィレッジには社交

的な子供達がいて、一緒に散歩したり、椰子に飛んでく

るフルーツバットを観察したり、帰りにはキス責めにあ

い顔中ベトベトになる。

参加者／岩本充子、川上秋子、平野昌子、大西亀美代、

佐竹綾子、渡辺光栄子

や

ケイマン諸島とカンクンの旅
（1998年6月）

レポーター／植松直隆

リトルケイマンのダイビングは期待したほどではなか

った。この島の地形は、東西に細長いシンプルな形で、

島の北岸に添ったドロップオフは、どこでも潜れますよ

とばかり、ずらりとモアリング用のブイが並んでいる。

流れもない。

それに比べグランドケイマンは、欠けた栓抜きのよう

な形の島で、栓抜きの頭の部分に当たる西岸は、急深の

ドロップオフになっていて（水深6,000フィート)、海の

色もリトルケイマンと違って濃い青である。潮目が幾条

も海面を走っているのがボートから見られる。

ガイドされたのは、「ビッグトンネル」と「メサ」と

いう屈指の好ポイント。

ビッグトンネルの主役は体長1m以上のダイバー馴れ

した3匹のターポン。銀色のウロコをきらめかせながら、

悠然とケープの周辺を回遊している。

メサはあたかも巨大な宝石箱を海底にぶちまけたよう

なきらびやかなテーブル状の根で、まさに海底の水族館。

大小とりまぜた魚種の豊富さに圧倒される。リトルケイ

マンで探しに探したスポッテドドラムやハムレットも簡

単にカメラに収められた。私の乏しい経験では、今まで

最高のポイントと言えよう。

スティングレイシティでは、オスのステイングレイに

強烈なキスを見舞われ、出血するほどのキスマークを手

首に頂戴した。

ケイマン諸島のダイビング後、グループはジャマイカ

組とメキシコ組に別れた｡

われわれは、メキシコのカンクンヘの観光旅行。

カンクンはアカプルコと並ぶメキシコの新興リゾート

地で、沖合いにダイビングの島「コスメル」もある。海

は波が高くビーチ遊びには向かないが、ホテルの窓から

眺められる群青色の大海原は雄大ですばらしい。

皆で町に出て、マリアッチバンドの演奏を聞きながら

メキシコ料理を楽しむ。

マヤのピラミッドや天文台はユカタン半島の中央部へ

200kmほどバスで走った密林の中にある。エジプトのそ

れに比べると規模は小さく、年代も十世紀前後のものら

しいが、エキゾチックで壮大な建造物ではある。頂上ま

での急な階段をへっぴり腰で登ると、見渡すかぎり緑の

ジャングルの眺望が開け、マヤ族の天界への憧際がしの

ばれる。夜の星空はもっと神秘的に違いない。はるばる

来た甲斐があったというものだ。

参加者(メキシコ組)／大明美代子、近藤朋子、秋山眞

美子、川上秋子、竹腰憲江、上

村敏郎、植松直隆

へ
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ジャマイカに遊ぶ
－ヤーマでこともなし一

（1998年6月）

リーダー／本多哲郎

①ダイビングができる、②移動に多くの時間を要しな

い、③まだ行ったことがない島に加えて、④レケエ、コ

ーヒーが楽しめるだろう、とジャマイカを選んだ。

カンクン組と別れたグランドケイマンの国際空港から

約1時間で着いた首都キングストンから、20分ほど国内

線を乗り継ぎ、カリブ海屈指のリゾート、モンテゴ・ベ

イに到着。ここには日本人ハネムーナー憧れのハーフ・

ムーン・クラブがあり、入替り10組くらいは滞在してい

るとか。我々はさらに未舗装の道を専用バスに揺られる

こと1時間45分、島内で唯．-･水平線に夕陽が沈むのが見

られる名所、ネグリルまで足を伸ばし旅装を解いた。

ダイビングは8時30分と11時、ダイブショップに集合

し、ホテルビーチ沖のスポットで潜ることになるol回

目はいわゆるファンダイブで、平均水深19mと結構深い

が、2回目はホテル滞在中Cカードを取得したビギナー

対象のようで、平均水深6mと全くの浅場。水温は30℃

を越え、Tシャツ、短パンで潜っても汗が出る。海底は

砂地に岩礁。見るべき魚は多くない。近辺のカリブ海の

魚に入国審査を厳しくしているのかもしれない。透視度

が良いだけに、魚が少ないのが余計に淋しかった。

敷地内のヌーディスト・ビーチでは紳士、淑女が巨腹

の下の日陰ものを虫干ししていた。本とグラスを交互に

日がなビーチで過ごす欧米流バカンスを楽しむには良い

けれど、ダイビングが目的ならば物足りなさは否めない。

ジャマイカの高級ホテルの特色はホテル代に食事代、

飲み物代、ダイビングなどアクテイビティーの劉用、頭

を悩ますチップ等を含む、オールインクルーシブのシス

テムを採用していること◎

食事はサンダル履きで入れるビュッフェからジャケッ

ト着用が必要なフランス料理まである。ワインもシャト

ーペトリュスやロマネ・コンティ等は望むべくもない

が、ジャブリやメドックなら飲み放題◎1週間の滞在中、

酔っ払いを1人も見かけなかった。バーでもスマートに

酒を楽しんでいる。

現地の人がよく使う言葉に“ヤーマ”がある。パトア

語でNOPROBLEMの意らしい。何か頼むとヤーマの

返事。催促してもヤーマ。文句を言ってもヤーマ。「あ

まりゴチヤゴチヤ言うな」のニュアンスを感じる言葉で

もある。

ありがたかったのは、水がヤーマだったこと。フロー

ズンカクテルやジュースがC､配なく飲め、ミネラルウォ

ーターを必要としなかった。語源のように「樹木と水』

の島だった。旅もヤーマで終えた。

参加者／覚張睦子、斉藤靖子、菊川清氏、本多哲郎
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小笠原ダイビングツアー
（1998年6月）

リーダー／関川清一

6月19日～30日、小笠原諸島、父島泊のダイビングを

楽しみました。

☆イベント

滞在中、小笠原返還30周年記念行事が開催中で、前夜

祭、花火大会など各種イベントがあり、ダイビングとは

異なった楽しみもあった。青鳥知事や衆・参議院、海上

自衛隊のブラスバンドなども来島していました。

☆天候

内地は梅雨の最中、雨続きで、時に豪雨のニュースが

流れていましたが、ここは毎日快晴続きで、雨が欲しい

くらいでした。

☆ダイビング最高気温29～31℃、水温26℃±1℃

透明・透視度/20m以上

海流／一部速いが、ほぼ問題なし

☆魚類

イソマグロ、カンパチ、ローニンアジ、ツバメウオ、

マンタ、シロワニ、オビシメ、テングダイ、ユーゼン、

ホーセキキントキ、イセエビ、タコ、ハダカオコゼ、ク

リーニングシュリンプ、ハタタテハゼなど。

イルカにもときどき遭いましたが、別のチームはザト

ウクジラに遭遇、スノーケリングでクジラと一緒に遊ん

できたとのこと。ついてますね。

☆ケイタのダイブ

海況が悪いと行けないケイタも、われわれが到着後は

波も静かで、わがチームは2回の日帰り、1泊のケイタ

ダイビングができました。やはり、6月20日頃の梅雨明

けから7月20日頃までが、ベストと思われます。

☆小笠原丸

総トン数6,7001､ン。全長130m、航海速力22.5ノット。

現在3代目で速力も速くなって、片道25時間（以前は28

～29時間）で行けるようになった。船内の居住性も良く、

快適になりました。

参加者／飯田ひとみ、島尾愛子、関川満-－
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ケラマ・ダイビング 阿嘉島（慶良間諸島）ツアーから
(1998年7月11日～15日） (1998年7月）

リーダー／杉本信也

このツアーは初心者向けのスキルアップとトレーニン

グツアーということになった。

ところが蓋をあけてみると、参加全員はなんと16名の

大所帯。上村会長はじめ、関西の吉田幹事ほか鎌々たる

ベテランダイバーを主体に、やや変身した感じだった。

初心者ステップアップのメンバーには少し肩身のせま

い思いをさせたかもしれない。しかし、チームは初心者

を分け、サポーターを強化して7人を3人でウォッチン

グする体制でダイビングした。

急浮上が数回、サンゴを蹴散らす場面もあったが、一

応管理内のできごとで、問題というほどではなかった。

ベテラン組も同じスポットだったが、全体的には中級

クラス。自称初心者の方々も、回を重ねるごとに、海に

慣れ、初めと後では大違い。ベテランダイバーでも通用

するかのようだった。

ダイビング技術を上げるのは「海である」ことをつく

づく実感した。深さや流れ、海の美しさに夢中になると

き、知らず知らずに、海から教えられているのである。

アフターダイプは、テラスのバーベキュー、夜の散歩

は美しい星空から月夜まで、阿嘉島の海岸は静かで、懐

かしい日本の原風景を思わせた。サソリ座が上空に輝き、

大熊座は北の空に寝ていたのが印象的だった。

朝焼け夕焼けをカメラで追い、夜は夜で星空に星座を

かぞえる様を、若い女性会員からロマンティストといわ

れた。夜討ち朝駆けの会社人間、こんな老人に誰がした

とボヤキたいが、一瞬でもそう言われると我に帰れる。

これも、ダイビングのお陰で、生きる活力が湧いてく

るツアーだった。

レポーター／脇田美世子

沖縄は初めてで、きれいな珊瑚とトロピカルフィッシ

ュと期待していました。

阿嘉烏に着いて太陽の暑さの違いにビックリしまし

た。そして海のきれいなこと。色とりどりに装った魚達

に会えるかと思うと胸がワクワクしてきました。

でも、カゼをひいている状態で潜降できるかが心配で

した。思ったとおり、毎回耳抜きができず、苦労しまし

た。1，2本のチェックダイブは緊張そのものでした。

杉本先生に足を注意されたり、海の中でチェックされた

ことを言っていただけることは、たいへん勉強になりま

す。

3～4本目は、少しゆったりした気持ちで3人、バデ

イを気にしながら、生物に興味を持って見られるように

なりました。

5本目の安室の漁礁、6本目の座間味唐島。布沢さん、

今村さんと私がナビゲーションに挑戦中です。コンパス

片手に目標捜しで、5本目はなにがなんだか分からない

うちに40分たってしまいました。杉本先生の指導で、6

本目は方向だけ少し分かるようになりましたが、いつで

きるようになりますことやら。

毎回ビデオを見せていただき、自分が映っている姿を

見ると、あんな悪い格好している、次はどこを直そう、

次はと言う気になり、大変勉強になりました。

いろいろありましたが、さすが沖縄、おしゃれな魚た

ち、珊瑚礁に会えて感激しました。

会長、杉本先生、ありがとうございました｡

一
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ケラマの思い出
(7月）

橿山泰子

沖縄のケラマでは大変お世話になりました。初心者向

けということで、自分の技術もかえりみず、ご無理をお

願いし参加させていただきましたが、ご指導のもと、そ

れは楽しく、充実した5日間でした。

海も魚も星も本当にきれいで、命に充電の喜びを味わ

いました。皆様のダイビングに対するエネルギーと謙虚

さにふれ、多々学ばせていただきました。

目下私の課題はスキルアップですが、皆様とご一緒で

きるかぎり頑張りますので、どうぞよろしくお願いもう

しあげます。

－－＝一一一－一一
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シパダン・ダイビング
（1998年8月24日～30日）

リーダー／小沢慶洋

☆地図にない島

シパダン（マレーシア）は初めての烏。普通の世界地

図には掲戦されていないし、ダイビング以外の資料もな

い烏だ。

クラブの坪田さんはシパダンだけで100本以上のベテ

ランだが、会員には何度も訪れている人が多い。水深

600mの海底から隆起した山の先端に頭を出した小さな

珊瑚礁の島に、リゾートが5～6か所あるだけ。ダイビ

ング専用の島といえる。

現在はマレーシア領だが、インドネシアとの国境線上

にあり、石油資源の場所としても今後とも重要な地とな

るだろう。

☆入島制限始まる

参加者は14名だったが、追加申込みの方には入島制限

のためお断りせざるをえなかった。

珊瑚や自然を大切にするすばらしい島との思いで出か

けたが、むしろそれは名目で、石油資源確保のため、シ

パダンに軍事避地の計画があるとも聞く。島の裏側に基

地ができると、ラヤンラヤンと同じように人数の制限が

さらに厳しくなることが予想される。

☆海洋生物の宝庫

世界のダイビングポイントの中でも5本の指に入るシ

パダンの海は、海洋生物の宝庫といわれるだけあって、

種類の多さには驚かされる。

海ガメは潜るあらゆるポイントでめぐりあえる。産卵

に戻った海ガメのふるさとであり、子ガメにとっての門

出の地でもあるのだろう。

グルグルとまるで陶芸家が円筒の花びんでも制作して

いるように群れをなして泳ぎまわるバラクーダの群れ。

いったいギンガメアジの大群も、なぜバラクーダの群れ

に負けじと交錯するように泳ぎ回るのか｡白い砂と緑の

島シパダンのまわりのダイビングポイントは12，3か所

しかないが、全く偶然にカンムリブダイ（バッファロー

フィッシュ）の群れに遭遇することがある。我々も、ま

さにアメリカンバッファローのごとく、頭をサンゴにぶ

つけ、かみ砕いて食べるカンムリブダイの群れに出くわ

した。何度も来ている飯田ひとみさんも、今回はグルー

プが違ったためこの群れを見ることができず残念がって

おられた模様。

まるで幹事会のようなメンバー、ベテラン組、新人組

と私たち夫妻の14名が入り交じってのアフターダイブの

酒の味はまた格別だった。

我々のリゾート、シパダンダイブセンターはすこし設

備が悪く、漏電騒ぎが起きたが、基地建設計画が実施さ

ClubDivingReport"

れれば、クローズするかもしれないし、修理に金をかけ

たくないのだろう。

日本人客は我々だけ、ほかはイタリー人とドイツ人だ

ったが、ワイワイ騒ぐ我々を見て「日本は不況ではない

のか？」とでも言いたいような様子。また、老若混成に

｢何のグループか？」と問いたげだった。80歳まで潜る

ダイビンググループは世界広しといえども、そうざらに

はあるまい。

☆キナバル山とからゆきさん

シパダンに行く前、歴史の資料を捜していたら、「サ

ンダカン8番娼館」を思い出し再読した。

明治時代に天草の貧しい農家からボルネオのサンダカ

ンに売られてゆく悲しい「からゆきさん」の物語だが、

サンダカンはコタキナバルからシパダンに向かう途中の

キナバル山の東側に位置している。サンダカンには、今

でも、身売りされこの地で亡くなった「からゆきさん」

の墓があるという。

当時は木材の町として栄えたマレーシアの地も、我々

が訪問したときには、東南アジア全土で経済危機が叫ば

れ、インドネシアでは暴動が起こっていた。

これから行くダイビングスポットにも、新旧の隠され

た歴史が残っていることでしょう。これを捜し出すのも、

ダイビング旅行の楽しみにしたいと思う。

最後に、500本記念の奥平さん、100本の宇留賀さん、

おめでとうございます。

参加者／上村敏郎、杉本信也、関川清一、奥平泰成、

飯田ひとみ、渡辺良子、菊池豊、宇留賀達

雄、八木下博、町宏、町玲子、谷場智美、

小沢慶洋、小沢睦子

9



"ClubDivingReport

メナド・ダイブ

（1998年9月）

レポーター／堀口信安

☆9月6日

関西空港、成田空港から2組が出発、シンガポール航

空で一路シンガポールへ。空港で集合しホテルへ。夕食

は街で中華料理を。ホテルに戻りウェルカムドリンクに

歌とダンス。

☆9月7日

朝シルクエアーでメナドヘ。ホテルサンティカでMs.

シモーネ、Mr.ヤン、Ms・まち子に感激の出会い。各自

部屋へ。

☆9月8日

サービスはタラサダイブ。午前2本午後1本のペース

で、終わるとプールヘが日課。ナイ1,も含め12本潜りま

した。海中は透明、透視度ともに良く、トロピカルなメ

ナドの海を楽しみました。

大きなカンムリブダイ、ヨコシマサワラ、ブダイの仲

間、ナポレオン、クマノミ、キンチャクダイ、チョウチ

ョウウオ、ツバメウオ、タイ、フエフキダイ、イサキ、

フエダイ、ロウニンアジ、カスミアジ、ウマズラ、オニ

カマス、キンメ、ハナヒゲウツボ、エイ、サメ、ギンガ

メアジなど、ほとんどが大群で、カメラをどこに向ける

か迷うほどでした。

速い流れ、潮止まりと変化にとんだダイビングだっ

た。

その間、島尾愛子さんの500本、私の200本の記念ダ

イブがあり、デコレーションケーキでホテル泊まり客、

インストラクターにお祝いをしてもらいました。

自己管理で無事、楽しい愉快な素敵なダイビングを終

わりました。みなさんありがとうございました。

参加者／坪田正二、芥川忠雄、植松直隆、温品律子、

吉田七江、長野恭子、烏尾愛子、菊池豊、

堀口信安

メナドで500本
（1998年9月）

レポーター／島尾愛子

メナドには9月6日から8日間のツアーで行きまし

た。ローカルのショップでは最年長の私も、クラブの中

ではまだ青二才。でも実年齢は何のその、皆さん若者顔

負けのはしゃぎ、潜りと楽しいツアーでした。

メナドの海はどこも透明度が良く、しかし流れが速く

魚影の濃い海でした。

インドネシアに行ったらぜひ見たいイナズマヤッコは

どこのポイントでも見られましたが、臆病な魚で、撮そ

うとするとすぐ逃げ出し、後ろ姿ばかりの写真でした。

3日目の1本目は私にとって思い出深いダイビングに

なりました。ダイビングを始めて8年で500本になった

のです。エントリーすると、イントラの森井まち子さん

や他のガイドの方達が握手でお祝いして<ださり、芥川

さんがバナナで作った冠をかぶせて<ださり、皆さんに

バナナが配られました｡水中で記念写真の後、バナナを

食べながらダイビング開始です。

ホワイトチップ、タイマイ、ウミヘビ、ナポレオンの

歓迎を受けました。カラフルな海が好きな私は、ハナダ

イ、ハナゴイがあふれ、ソフトコーラルが元気な景色に

大感激でした。

夜、皆さんの寄せ書きで一杯になったTシャツを記念

にいただき、タラサダイブのスタッフからは、500本ダ

イブの認定書と、大きなケーキで祝っていただきました。

こんなに盛大に祝ってもらったのは初めてで、顔はゆる

みっぱなしでした。みなさん、ありがとうございました。

また、次の日は堀口さんが200本記念ダイブを迎えられ

ました。

サンテイカメナドは、町から離れたリゾートなので、

静かでとてもくつろげる空間でした。ホテルやダイビン

グサービスの人たちはいつも笑顔を絶やさず、やさしい

空気に包まれているような感じでした。

すばらしい仲間とすごい海、記念すべきダイビングを

することができて、とても幸せなツアーでした。

へ
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沖縄伊汀嶌ツアー ､
堀
蘭
Ⅳ
岨

（1998年9月4日～9日）

リーダー／岩本充子

☆9月4日

シニアのツアー初参加の方を含め、総勢13名。

家を出るときは涼しいくらいだったが、さすが南国、

ジリジリと照りつける日ざしは夏そのものです。泊港内

の「とまりん」で軽食をとりながら、まずはビールを！

みんなのジョッキが軽くなったころ、大阪から参加の一

ノ瀬さんが合流。16時40分、マリンジェット（水中翼船）

で伊江島へ。

右に沖縄本島を見、左にケラマ諸島とチービシを眺め

ながらの1時間の船旅は揺れもなく、快適そのものでし

た。

民宿「みなみ」は港のすぐそばですが、ダイビングシ

ョップ「タイヨーマリン」の車で送ってくれました。夕

食後、女性は早寝のようでしたが、男性は意気投合して

酒と話が弾んだようです。

☆9月5日

午前はスキルチェックを兼ねて、軽くウォーミングア

ップのダイビング。

午後は2本、「オオバNo.1」と「ナーラ」という伊江

島の代表的ポイントを潜る。

グッドタイミング1今夜はエイサー祭りでした。島

の若者60名余りが集まり、はっぴ姿に脚半をつけて、紫

の布を頭に巻き、大太鼓をかかえ、敲きながら踊るもの

20人。タンバリンくらいの小太鼓を持って踊るもの40人

が2列に並び、沖純特有の三味線（さんしん）と口笛に

あわせて踊り出す。なかには浴衣で、顔を白ぬりにして

幟をもって走り廻る者も。白塗りの顔で浴衣の上にタン

クを背負ってフインをはいて疾走するインストラクター

らしき者などがいて、迫力のある楽しいひとときでし

た。

過疎化が叫ばれている今の時代に、小さな島にこれだ

けの若者が定住しているとは驚きでした。島のおばあち

ゃんの話では、「伊江島は金持ちだから、若者は出てい

かんとよ」（米軍の補償？）とのこと。

☆9月6日

米軍の演習場になっているため、週末しか潜れない

｢キャニオン」に行く予定だったが、風向きが悪くてビ

ーチポイントに変更となる。「湧水（わじ－)」といって、

海岸に真水が湧き出している所。しかし、歩いていくの

に大変な所です。シニアのために、セッティングした器

材をスタッフは1人3人分かついで往復6回行ってくれ

ました。（その後全員で心付けをしました)◎

以前は伊江島には川も池もないため、この湧水だけが

島の人の命だったそうですが、今は本島からパイプで送

Ｉ
、
＃

園
…1

零蕊
A

鳶〔、▼零
認 b,m

られているので、水の心配はなくなり、湧水は酒造りに

だけ使われているようです。

海中は魚種が多くサンゴも地形も十分楽しめました。

夜はタイヨーマリンのスタッフがバーベキューをして

くれました。オーナーの比嘉さんが三味線を弾いてくれ

ました。酒はたっぷり、肉もたっぷり、サラダもたっぷ

り、お腹も心も満足でした。

☆9月7日

2名帰宅。11名でダイビング。

私はエントリーしてすぐカメラを流してしまった。ま

だ2日しか撮っていない新品だけれど、手に物を持つの

力輔いなので、なくしても水没しても惜しくないような

安物だからとあきらめ半分でした。ところが、もう1人

一ノ瀬さんも流したというのです。50分潜って、ポート

上で船長さんに話すと、捜すこと7～8分、ボート上の

18名の36の瞳が水面を見つめていたときです。左前方に

オレンジ色のカメラが見えて、一ノ瀬さんのカメラが無

事回収。

私のは青だからむずかしいと思っていると、2～3分

後に回収、全員が「ワー！」と歓声と拍手でした。感謝

です。

思い出を残し、11名は夕方の便で、サンセットを楽し

みながら、那覇着。船員会館のレストランで狩野千代子

さんの400本を祝い、全員でTシャツにサインし、ワイ

ンで乾杯しました。

☆9月8日

5名帰宅。6名が那覇市内のショップ・ムーバ沖縄の

クルーザーでケラマヘ。座間味島の唐島と渡嘉敷烏のア

リガー、前島のパライソに潜る。

☆9月9日

6名帰宅。伊江島、ケラマ共に水温が31℃と高く、死

滅がL,配されているサンゴが、やはり白色化していまし

た。十数年前のオニヒトデの大発生どころではない大事

件です。

しかし、ムーバ沖縄の塚原さんが最近見つけたケラマ

の前島のサンゴの群生はすばらしく元気だそうです。こ

こだけが白色化しないのは不思議だそうです。

参加者／大西亀美代、渡辺光栄子、本間トミ、西谷サ

ヨ、平野昌子、森重美智子、山田隆、一ノ瀬

博司、狩野幸繁、狩野千代子、小川愛子、相

馬かほる、岩本充子

へ
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これから水中ビデオを楽しみたい人に

このところ、水中ビデオ人気がいちだんと高まってい

ます。理由として、①デジタル方式のビデオカメラの登

場で画質がよくなったこと､②各社が競って市場に参入
.忠‘･

し､価格も以前に比べてずっと購入しやすくなったこと、

③水中用のケース（八ウジングと呼んでいます）の種類

も増え、入手しやすい価格のものがふえたこと、が考え

られます．｝

ユーザー側の理由としては、スチール写真に比べて入

門しやすそうに見えること、スチール写真愛好家が多い

ので、それとは違った方向を選びたい心理が働くこと、
.，：ｰ.,

!撮ってすぐに結果が確かめられることなどが考えられま

す。

そこで、これから水中ビデオを始めようという方、始

めたばかりの方に､"いくつかの情報をご提供しましょう。
‐：

1‘カメラはデジタル方式のものを一

「デジタル」のメカ的な説明には一苦労するので、こ

こでは「画質がよく、保存するとき、他の機器に転送す

るときに劣ｲ肋沙ない、編集するときには多様な細工が

できる方式｣ということにしておきます。従来の磁気テ

ープ方式のカメラが激安価格で買えるようになりました

が、狙いは絶対に「デジタル」でなければなりません。

どの種類が良いかは､新製品が多くて判断できません

が､経験的にいえるのは､小さいほどよいとはかぎらな

いことです。小さいと水中での安定性が低く、振れやす

い｡また､八ウジング内に加熱による結露も起こりやす

い。

次に、液晶モニターによる撮影は、水中、陸上とも揺

れやすく、お勧めできません。カメラはファインダーを

のぞくとき､顔（目の周囲の骨）でしっかり支えるから

こそ安定するのです。＃

ちなみに著者はビクターのデジタルムービーの初期型

大橋禄郎
(当クラブ･アドバイザー､水中映侭サークル発超人）

を使っていますが、カメラ、八ウジングとも小さいだけ

に安定を保つのに苦心し、さらに作動用電池の容量が公

称よりはるかに低く（10分程度)、難儀しています。

2.八ウジングの選び方

八ウジングは大手メーカー品は堅牢で安定性がありま

すが、価格は高めです。アクリル製を半オーダーするも

のは、小型軽璽ですが、堅牢度は前者より劣ります。ま

た、水没させないため相当の気づかいがいります。後者

ではDIV(東京・池袋）が知られています（筆者はこれ

を使用)。

いずれのハウジングも、買っ種最初にすることはカ

メラを入れずに、バケツか浴槽に水を張って防水性のチ

ェックです。この経験は後々まで役に立ちます。

3．撮影の基本､:;4

①ダイビング前にそっと八ウジングを水につけてみ

て、水没の予兆がないかをチェックする。水中で使うと

きには「絶対に水が入る」というくらいの覚悟を｡機材

保険に入っておくとよい。

②水中、陸上に関係なくカメラを振り回さないこと。

左から右、右から左、近景から遠景へというテクニック

は原則として使わない。カメラを動かすのは被写体の動

きに合わせてそれを追うときだけ。魚などは絶対に追わ

ない。魚の後ろ姿ほど味気ないシーンはない。ダイビン

グ技術が未熟な人ほど、魚を追いたがる傾向。

また、水中でサンゴ礁の上をなめる〈滑走する)シー

ンも不要（テレビ番組でもよく見るシーン)。未熟カメ

ラマンのポカと理解して真似しないこと。

静止している被写体を撮るときには、ますます微動だ

にしないこと。陸上であれば三脚または－脚を使うのが

ルールであることを頭に叩き込んでおく。水中なら着地

して、できれば岩を台にするか砂地に腹ばいになるかし

｢いきいきフェスティバルTOKYO'98」に出展

「東京いきいきらいふ推進センター」は(鮒東京都地域福祉財団の組織として、中高年の生

きがい作りを支援する団体です。当クラブはサークル会員として、登録されています。登

録番号は268番です。

その財団の主催で、毎年フェスティバルが開かれていますが、1998年のフェスティバル

(9月19日）にクラブとして、ブースを借りて出展しました。

出展にあたって、NAUI，PADIの本部、ブリヂストン、マリンダイビング誌などの応援

をはじめ、会員、幹事各位のボランティア的な協力をいただきました。誌上を借りてお礼

申しあげます。特に、小村昌三さん、河和のI)子さんには、たくさんの写真を展示してい

ただき、ブースのなかでは、鞘彩を放っていました。来場者は6～7千人といわれていま

すが、ダイビングはマイナーのスポーツのためか、資料や話を求める人は少数でした。し

かし、クラブの 存在はアピールできたと思います。（上村記 ）

へ

へ



4卜

I

職5

P

ミ

頬

ｙ

－

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
縁
膿
卜
嬬
崖

て微動を小さくする。このとき、ハウジングの直前の障

害物には注意。

③原則として撮影中にズームアップやズームアウトを

行わない。ピタッと静止した映像こそ美しく、見るほう

にとっても揺れによる波酔いがなくて快い。

④ツアー前にシナリオまたはストーリーをメモしてお

く。無構想で現場に行って撮るのは3年後、5年後のこ

とでしょう。

⑤陸上から水中に、水中から陸上へと場面転換すると

きに使うカット（インサートカットという）を撮ってお

く。例えば水面の光、浮上または潜行するダイバーなど

が役に立つ。

4．意外に知られていない編集に関する常識

ビデオカメラの普及のわりには昨品」にお目にかか

れないのは、「ビデオには編集がつきもの」という原則

が普及していないからでしょう。この点は、かつての8

ミリフイルム時代から1歩も前進していないように見え

ます。では、なにが「常識｣なのかです。

①撮影ビデオを人に見せるときには、タイトル、作者

名、エンドマークを入れ、10分くらいにまとめる。長く

ても30分を超えないこと。なるべくBGMやナレーシ

ョンも入れ、作品化しておく。長過ぎたり作品価値が低

かったりすると人が見てくれず、見てくれないものを作

るのは意欲力湧かないから進歩もない。ひいては資源の

ムダ。

②水中シーンを中心とする。陸上シーンを抑えに抑え

る。飛行機やボートで現地に向かうシーンを延々と見せ

る人が多いが、10分程度の作品では、入れても2～5秒

で十分。ツアー経過を見せたいなら、陸上編として別に

1本まとめるほうがよい。

③編集に必要な機材は、ビデオデッキ2台（できれば

SVHS対応。1台はアフターレコーディング可能なデ

ッキ。秋葉原値段で6万円くらい)。できれば「タイト

ラー」（タイトルやスーパーインポーズ映像にかぶせる

説明文の作成機、安いもので4万円前後)。最近はデジ

タルテープからVHSテープに、さらにコンピュータ機

器に転送できるデッキも登場した（オープン価格で20万

円くらいか)。そしてBGM(音楽）を入れる人のため

のCDまたはテープのカセット。いわゆるラジカセ。

5．上達のためのコツ

①機材購入にあたっては経験者の意見をていねいに聞

く（年長者はこのあたりの情報収集能力に難あり。独断

が多く、話半分で強引に独自の結論を下す傾向あり)。

②海では経験ある人の撮影法を観察する（ここでの年

長者は根気不足、すぐにわかった気になりやすい)。

③良い作品を見る機会を増やす。テレビ番組もそのひ

とつ。同時に、自分の作品を経験者に見てもらう（水中

映像サークルでは例会時に作品拝見のコーナーを設けて

いる)。

④自宅で映写会を開くときは、少なくとも映写中は飲

食接待を控える。飲食の促進剤ではなく、昨品」であ

ることを自覚すること。

これらのことを実行すれば、あなたは、近所では右に

出る人が少ないくらいの、ちよとしたビデオカメラマン

になることを保証します。

＝

13

＝

!?（デイ、グループづくりの妙案募集!？

■クラブの目的はまさに、バディ、グループづくり

にあります。アンケート、総会、新年会など、いろ

いろ試みましたが、なかなか妙手はありません。決

定的な手はあるのかないのか。地道な積上げしかな

いのか、悩んでいます。実際、バディ、グループづ

くりをされた会員の皆様のお知恵を拝借いたしま

す。どうか、投稿ください。事務局
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耳ぬきとガンの記

山下和俊

5月初旬、ホームグラウンドのスポットで新米ダイバ

ーへ「先に入って、底で待っててください」といってエ

ントリーした途端、急に胸が異常な息苦しさを感じて潜

降不能になりました。他のイントラに交替してもらい、

いったんエキジッ卜して呼吸を整えざるを得ませんでし

た。新年を迎えた石垣島の1本目のときにも息苦しさか

らいったんエキジット、3月にはドリフトで潜行中に息

苦しさからパニックになるなど、体調がおかしいと人間

ドックに入ることにした。

検査結果は腸からの内出血で貧血状態」というので

急きょ内視鏡検査を受ける。直腸にポリープと2.5cmの直

腸ガンを発見。6月中旬、長崎医大付属病院に入院し、

数々の検査をして、7月初旬6時間余の手術となりまし

た。直腸の2/3が切除されたが、人口肛門になるとダイ

ビングができなくなるというので、主治医に執勧にお願

いしました。幸い、早期発見と、ガンが表層部にとどま

ったため、まずは一安心。7月末には退院。直腸ガンか

らの生還を果たしました。ダイビング中に息苦しさを感

じたことが早期発見につながったわけです。

入院中、私と同室の患者が、腸閉塞で再入院してきま

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝－

したが、その治療法を聞いてホントにびっくりしました。

なんと、患者に対して「耳抜き」の練習が行われたので

す。

あとで治療方法を聞きましたら、「2.8気圧の高圧タン

ク入れられ、2時間ほど高圧酸素を吸わせられた」とい

うのです。2‘8気圧の世界とは、我々が日常経験している

水深18mの環境です。驚いたことに、それが腸の癒着や

閉塞の治療に有効だというのです。

大好きなダイビングが私に基礎体力を与え、早期発見

につながったこと、海中の環境が術後の障害にも有効だ

ったとは、なんという幸せでしょう。

術後3月目の10月からダイビング再開の予定です。ボ

ートダイブで、下腹部に力を掛けないよう海面で器材を

装着、潜行し、エキジットのときは器材をはずしてボー

トに上がればよいわけです。ともあれ、再び海面に漂う

ことができる喜びを噛み締めている昨今です。

向後は悪しき生活習慣の弊を改め、年1度の経過観察

のチェックを受け、永く熟年の日々をダイビングでエン

ジョイしようと考えています。

それにしても、小さなポリープなど内視鏡で切除でき

るし、会員諸兄姉におかれても、年1度の定期検診を心

掛けられんことをお勧めする次第です。

クラブ情報・掲示板

1．束示郡辰己国際水泳場

(5m飛込みプール使用）でのスキルアップ

1－1「Dマップ」というダイビングサークル名で登録。

1－2受付事務とサービス

㈲ビーエスアクアテック

申込先清水隆彦氏（当クラブ会員Nol39)

住所東京都江東区木場3丁目8-15

TEL.03-3630-0826FAX.03-3630-5114

1-3Dマップの募集名

「女性のためのダイビング教室」

「スキルアップ教室」

1－4日程（3カ月単位で決まる）

1998.10.16

11.13

12.11

1999.1.17

26

1－5指導インストラクター、ダイブマスター

2．安全潜水を考える会

2－11998年11月19日開催。クラブから会員参加。

2－2主催者眞野喜洋（東京医科歯科大学教授潜水医学）

TELO3-5803-5336(直通）

2－3アウトライン

潜水医学、潜水団体、ダイバーが一体の会。今後継続。

マーブル島の社交的な子供達（1998.5撮影渡辺光栄子）

へ

へ
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穴場1アニオラ(フィリピン)へどうぞ
（1997年12月27日～1998年1月3日）

大隈照子（バデイは楠夫氏）

ダイビング・ワールド誌で、Mr.サカナさんの記事を

見つけて「ここだ」と即決したのが、穴場中の穴場アニ

オラです（マニラの南約100キロ)。ビーチダイブができ

て、小物が多いことが決定の理由です。

マニラから、迎えのワゴン車で3～4時間の行程。

リゾートはマリコビーチリゾートホテル。デラックス

好みの人には不向きだと思いますが、私は地味で静かな

リゾートが気にいりました。

ホテルのすぐ前がビーチ。白浜でなくジャリ浜です。

マリコビーチは部屋数も少なく、プールもテレビもあり

ません。しかしケストのほとんどがダイバーなので、器

材置き場はしっかりしていました。

日本人オーナーの菊池さんは、フィリピンが気にいり、

30年前から住み着き、アニオラに別荘として建てたもの

を3年がかりでリゾートにしたそうだ。

食事は期待しないほうがよいが、1週間くらいなら、

なんとか大丈夫でしょう。毎回、大きな素焼きの器にス

ープをいれてだしてくれるので、ご飯にそれをかけて食

べると結構いける。サン・ミゲールのビールを滞在中に

30本飲みました。

昼間の気温は30度ですが、暑さは感じません。夕方に

は長袖が欲しくなるほどです。

ポイントはほとんど荒されていません。珊瑚がびっし

りで、魚もたくさんいます。

メラネシアンアンティスの優雅な群れ、カンムリニセ

スズメ、カニハゼ、ゴールドスペックジョーフイッシュ、

トウアカクマノミ、ハダカオコゼ、オウゴンニジギンポ

などなど。

オニカサゴの幼魚を初めてみました。成魚の姿はジュ

デイオングが歌っている時のように華やかですが、幼魚

のほうは喪服の美人のイメージです。

ボートのポイントのダリラウトは沈船に珊瑚がびっし

り。ホヤがあんなに奇麗とは知りませんでした。

ビーバーズダイビングクラブの日本人ガイドはアニオ

ラに来て1年とかで、魚にあまり興味がないようでした。

しかたないので雑誌のテキストを片手に頑張り、見つけ

たのが、カンムリニセスズメとゴールドスペックジョー

フイッシュ。万歳！

FreeDivingLetter"

徳之島ダイビングフェスティバルで
（1998年6月）

良縁寺悦子

6月25日～27日、ダイビングフェスティバルに行って

きました。結果は大々満足のイベントでした。島全体の

人々の大歓迎に感激しました。

また中村征夫先生の講演も大変役立つ、有意義なもの

でした。

最後の夕食はキハダマグロ、ソデイカ、島の牛、エビ、

イカ、ビールなど、島の集会広場で食べ放題の参加者70

名でした。そして、全員が三味線に合わせて踊りまくっ

て終了。

来年もまた、徳之島のダイビングショップの方々にお

会いしたいと考えています。

募集は2月の「ダイビングフェスティバル」でしてい

ます。皆様もいかがですか。おすすめですよ。ただ、忙

しい3日間ですので、体力に自信のある方向き。

シニアのなかでもあまり時間のない方へ、1泊2日4

ダイブまたは日帰り2ダイブで十分楽しめる伊東、富戸

はおすすめです。良いポイントがあります。初心者大歓

迎と言っていました（ただしウイークデー)。

体力に自信のない方にはそれなりに対応してくれま

す。魚に強い人もおすすめ。

問合せ先／ナッソーダイブの柳田さん。

tel.&ax.0557-51-7400

アシスタント・イントラヘの挑戦

NAUIAI29529鈴木清子

お陰様でスキューバダイビングという趣味を同じくす

るお仲間と出会い、新たな人生、喜び、楽しみを得るこ

とができました。なによりも、留守がちになる家族の理

解に感謝しています。

正直、杉本IR、関川さんの「おだて」にのせられ、ア

シスタントインストラクターを受講し、資格を取得でき

ました。

「豚もおだてりやなんとやら」のように、とんでもな

い木に登ろうとしているのかな…と時にはストレスも

感じながらも、終ってみれば良い緊張でした。

マスタースクーパまでは、自分が理解し自己管理でき

ればOKでしたが、リーダーシップとなれば全く違いま

す。「指導することは学ぶこと」と感じました。

良い勉強、体験になりました。今後も、知力、体力、

技術の面で常にスキルアップを心がけ、クラブの安全ダ

イブに、少しでもお役に立てたら嬉しいと思います。

I5



16

"FreeDivingLetter

クラブと過ごした楽しい3年

野本敬一・美智子

早いもので、私たちがダイビングを始めて3年、クラ

ブに入ってからも、同じ年数になりました。

クラブに入るまで、こんなに大勢の熟年ダイバーがお

られるとは想像もできませんでした。初めて名簿を見て

我々よりずっと高齢の方々が、それも現役で活躍されて

いることを知り、心強いとともに、大いに励まされまし

た。

会長はじめ会員の皆さんが常々おっしゃっているよう

に、若い方たちとダイビングすると、若返りの妙薬には

なりますが、ビフオー・アンド・アフターダイブで交わ

す会話は、世代の違いで、溶け込みにくいのも実情です

ね。

例えば「B-29という米軍の戦闘機が沈んでいるのを見

た」とか．「××丸という軍艦の残骸に潜った」などで

す。サイパンの「バンザイクリフ」の悲劇を知っている

若者など、お目にかかったことがありません。

ともかく、同じような年代の人たちと一緒のほうが、

体力的な八ﾝディキャップも少なく、人生経験からくる

話題も豊富で、参考になります。話がはずむことも多い。

関西では、年末を待たずに、坪田さん、南さんのお世

話で、南紀串本で忘年会が開催されました。杉本副会長

関川・小沢・岩本幹事のほか関東方面から多くの方が参

加され、時間を忘れるほど盛り上がりました。

翌日は2ボートダイブを楽しみました。2つの催しと

も同世代のため、成功したと思います。

現在、関西以西の会員の数が少なく、もう少し増えれ

ば、関西空港発のツアーも組めるのに少し残念です。身

近に、勧誘できるダイバーがいませんが、もっと集める

妙案はないものかと思います。皆さん良い知恵はないで

しょうか。

一一

私の病気は「高所大好き症」

鈴木清子

健康だけはと自負する私に唯一の持病があります。そ

れは「高所大好き症」です。3歳飛びの3人の兄たちと

木登りや、身の丈以上の竹馬乗り（塀のうえから乗る）

家の中では天袋の上から飛び降りるなど、とにかく高い

ところばかりで遊んでいた。

タワーや高層ビルや、外の見えるエレベーターを見る

と乗りたくて仕方がない。いい年をしてはしゃぐ私にシ

ラーとした視線、困った病です。

思えば、スキューバダイビングも、下が見えないドロ

ップオフや、地に足が着かぬ宇宙空間に居るような浮遊

感飛行機か烏になったような気分。高所大好き症のせ

いでしょうね。

3月にクラブダイブでタイにいったときも、1人像

に乗りたい」「パラセーリングしたい」とリーダーにお

ねだりして、裸象の頭に乗り、アップダウンのある雑木

林を1時間サバイバル気分を満喫。プーケットのパト

ンビーチではパラセール。足をバタバタさせて喜ぶ私に

債女いくつ？」と現地人から怪語そうに見られる始末

でした。

リチェリューロックのダイブでは、いつものように岩

根の上を飛んでいると、目の前1mのところにジンベイ

ザメが！「あっ、飛行船だ」という感じ。正面衝突し

そうな接近に横に逃げると、今度は翼のような胸びれが

私の首の位置に。ヒレにつかまり思いきって背中に乗る。

するとどうでしょう。水深5mくらいのため、太陽光に

照らされた白い力スリ模様が頭から胸びれ、尾びれまで

一面くっきりと浮かび上がり、きれいなこと。思わずバ

ンザーイ、やった－1

ジンベイには4回這い、感謝、感激。

胴長、短足でわが身が重く、陸上は苦手。しかしひと

へ

へ
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ココ島で八ンマーヘッドの乱舞
（1998年7月）

奥平泰成

☆32時間のクルーズ

1998年7月27日午後、成田発でその日の午前ロサンゼ

ルス着。深夜便でガテマラ経由サンホセ着。小休止後、

バスで2時間移動、西海岸のプンタレナス港に着く。そ

れからクルーズ船「オケアノス・アグレッサー号」に乗

船する。

ココアイランドに向け28日午後6時出港、約32時間の

航海となる。翌翌日の早朝にココに着く。

ツアーに参加したダイバーは、英国人12名、米国人8

人、日本人1名の計21名。

ダイビングは2隻のテンダーポートを使い、それぞれ

ポイントに向かう。ボートにはダイブマスターが乗るが、

エントリーすると、皆バラバラになってしまう。完全に

自己管理のダイビングだった。

残圧を見ながら適当に浮上するとポートははるかかな

たということが多かったが、さすが熟練のスキッパーで、

すぐ”に見つけてピックアップしてくれる。

☆見たい魚が全部いる

海の中は魚影が濃く多彩。ダイブスポットは烏の周り

全部にあり、日頃ダイバーが見たい大物は、潜るたびに

目の前を泳いでいるという具合。

マンタ、ホワイトチップ、キハダマグロ、バラクーダ、

ギンガメアジ等ダイナミックな魚群に必ず遭遇する。そ

のなかで、ガラパゴスからハワイの東の海域にいるとい

う実に品の良い魚を見た。黒と灰色の横縞に白の斑点の

ある魚で、名前はLeathel･BassCagaLecheというそう

だ。

ココ島に楼むイーグルレイが編隊で優雅に泳いでいま

す。これは黒茶色の地にたくさんの黄色の斑点のあるス

テイングレーの一種で、翼を上下にゆったり振りながら

泳ぐ姿は実に華麗です。

☆3分の1がナイトロックス使用

今回のダイビングで、3分の1の人がナイトロックス

を使用していました。私も使いたいと思ったが、これに

は講習を受けなければならないこと、コンピューターも

専用のものを使用とのことで、今回は断念した。これは

疲労度も少なく、シニアダイバーに向いていると聞いて

いるので、一度体験してみたい。

☆下から見たハンマーの乱舞

ココ島の目玉は、何といってもハンマーヘッドです。

7．日間のダイビング中、随所で見たが、ポイント

Alcyoneで見たハンマーヘッドは圧巻でした。今まで、

ダイビング中に見るサメは、自分より深い所にいるのを

上から見下ろす場合が多かったが、ここでは下から海面

FreeDivingLetter"

西日本ダイビング＆忘年会

坪田正二

11月7日出、南紀串本で一足早い忘年会が開催さ

れました。参加者25名、うち関東方面からの参加者

9名でした。世話役は、紀伊勝甫の南要次さん。南

さんの司会遇ﾃで、串本温泉晦月」の大広間で開

宴。自己紹介があって、話題に花が咲き、夜遅くま

での盛会でした。二次会も盛り上がったようです。

8日はシーマンズクラブを利用して、19名が封ﾛ、

島周り、アンドの鼻などを潜りました。うねりがあ

りベストコンディションではなかったが、串本の海

を楽しむことができました。

岩本さんがリーダーの関東組は、7日早朝に串本

到着後ダイビング。また、杉本、関川、小沢、一ノ

瀬、西脇夫妻は、8日献日の観光でした。

参加者／一ノ瀬博司、坪田正二、坪田敏次、藤

井泰代、芥川忠雄、南要次、鳥飼和代、

野本敬一、西脇康夫、西脇煕子、吉田

七江、平山英子、岡本岡院、岡口秀子、

山本悦子、杉本信也、小沢慶洋、関川

清一、岩本充子、良縁寺悦子、平野昌

子、小川愛子、森重美智子、河原信子、

野本美智子

を見上げると、そこにハンマーが群れて乱舞している

のです。もし、ここでエア切れでもして、浮上しなけ

ればならなかったら、ハンマーの間を抜けていかなけ

ればならないことになるとゾッとしました。

このツアーでは、期待したとおりの魚を見られたし、

海も穏やかで、大変楽しい‐人旅でした。
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シ ニアのための

クラブが発足して今年は5周年を迎える。会員の増加

で、ダイビング回数、スポット数とも比例して増えてい

るが、幸いこの4年間、大きな事故はない。会員の安全

意識の高さによるものだろう。

しかし、全国では不幸な潜水事故が毎年おきており、

中高年に多いという。

今回は、日本安全潜水教育協会の会報「ダイビングア

クテイビテイネットワーク』から、健康と運動と体力の

関係について一部を紹介したい。

会員がダイビング体力について、さらに自信をもって

もらう参考になれば幸いである。

この論文の結論は日常生活やダイビングにとって、健

康、運動、体力の良い三者関係は「たくさんダイビング」

をすることと指摘している。

シニアが加齢とともに気にしていることに対･し、この

結論は意外であり、また明確である。

(1)運動の重要性

すでに十分認識されていることだが、実行している人

は少ない。表1にその例を示す。

(2)健康調査の意外な結果

アメリカの衛生当局は、健康、不健康にかかわらず低

体力は重大な死の予兆だという調査結果を報告してい

る。

男性25,341名、女性7,080名を対象の調査によると（資

料は後掲)、有酸素体力が最も低い20％のなかに入る人

たちは、不健康要因（高血圧、高コレステロール等）を

2，3持っているが、有酸素体力が最も高い40％の中に

入っている人たちより、全体的な死亡率が高いという。

運動がいかに健康にとって重要かがわかる。

（3）海女の元気

『魏志倭人伝jの中に「倭人は沈没して魚貝をとる」

という記録がある。日本では海女たちによってこの漁法

が受け継がれている。これは太平洋側に多い。

東京水産大学出身の山下翁（潜水のﾈIII様）の調査によ

ると、海女のイキイキライフがよく解る。実際、海女さ

んたちと一緒に潜ったり話し合ったりすると、楽しいし

面白い。中に1人男性がいると、話も華やいで、赤面す

ることがある。大きな声でひやかされたり、アッケラカ

ンとして、元気そのものだ。周囲が海と砂と岩場のせい

か、なんの遠慮もいらないのだろう。まさに、自然と共

生しているという感じだ。

この海女さんたちの長生きの根拠は、生活スタイルの

なかにある。教訓を引き出してみると、次の3点にな

る。

①よく潜る－毎日のように延べ半日、5～15mの

深さに自由に潜る。

②食生活は質素である－魚貝に海草、喪の畑で採

クラブと会員の紹介記事

掲載誌紙

マリン・ダイビング

〃

〃

／／

〃

〃

〃

ダイビング・スクール

マリン・ダイビング

〃

／／

〃

／／

〃

ノ／

〃

読売ファミリー

掲載号(月日 ） 紹 介 さ れ た 人 な ど 記 事 名

1994年5月号上村、溝口、大明さあ、シルバーエイジ軍団を組織しよう

〃8月号小沢慶洋、睦子シルバーダイバーのアクティブライフ

ノ／12月号関川清一シニアダイバーのアクティブライフ

1995年3月号奥平泰成コスタリカへの旅

／ ／ ク ラ ブ 会員日本シニアダイバーズ、シパダンを潜る

〃 8 月 号 杉 本信也シニアダイバーのアクティブライフ

ノ／／／クラブ心の通いあったクラブ

//No.2 ク ラ ブ シ ニ ア ク ラ ブ で 友 達 を 作 る ！

〃12月号クラブ大橋禄郎の「海と人生」

1996年4月号大隅楠夫、照子シニアダイバーのアクティブライフ

／／クラブ新年会

ノ ノ 5 月 号 クラブシニアダイバーのアクティブライフ

／／7月号クラブシパダンを占領した？シニアダイバーズ

〃 8 月 号 弘 英正シニアダイバーのアクティブライフ

／／9月号小村昌三シニアダイバーのアクティブライフ

1997年4月号上村敏郎シニアダイバーのアクティブライフ

／／7月2日クラブ増える中高年ダイバー

＝＝＝

一

へ



｢安全潜水」講座<第3会〉
副会長・NAUIインストラクター／杉本信也

れた野菜。

③コミュニケーション－海女小屋で火を囲んで暖

をとる間中にぎやかである。ストレスがあるのかと

思うほど、言いたいことをしゃべっている。

関西から関東に転居してから、毎年鞄が解禁になるこ

ろ、房総、伊豆へ磯釣りにでかけるが、白浜では80歳を

越えた老海女が今でも潜って、しっかりと鞄を捕ってい

る。入間では90歳を越えた海女が、摘んだ花を入れた竹

寵を背負い、海辺の急坂を登り降りしている。

ダイビングを長くやりたい人たちにとって、先の論文

にも勝る教訓が見出せる。

文明の進化とともに、自然な生活手段が失われがちで

ある。自然に、体を動かす生活をする人たちのライフス

タイルのなかに、良い教訓があふれている。

ダイビングは文明の先端を行くハイテク機器を利用す

る反面、身体的にはもっとも原始的な運動をするスポー

ツである。

我々シニアの健康増進には、大いに役立っていると実

感するが、その準備段階、運動の習'lfi化、その重要性に

ついて改めて考えてみた。

資料：「病気予防とダイビングの準備一ダイビング

体力の理由と方法」Apr.1998.NAUIエンター

プライズbvRobe1･t.Ed.d..NAUI#1585

表1適当な運動鐘の例

※連動の強度を怪くする場合は時間を焚く

洗車、ワックスかけ

窓、あるいは床を磨く

バレーボールをする

タッチ・フットボールをする

庭いじりをする

車椅子に乗って自分で運転し移動

1.75マイル(2.8km)歩く。(1マイル20分）

バスケットボール（シュート）する

5マイル(5km)自転車で走る

速いテンポで社交ダンスを踊る

1.5マイル(2.4km)、ベビーカーを押す

熊手で落ち葉を掃く

2マイル(3.2kIn)歩く(1マイル15分）

水中エアロビクスする

プールで折り返し泳ぎをする

車椅子バスケットボールをする

バスケットボール（ケーム）をする

4マイル(6.4km)自転車で走る

細跳びをする

1.5マイル(2.4knl)ランニング

(1マイル10分）

雪かきをする

階段の登り降りをする

※遮動の強度を強くする場合は時IIMを煙く

分
分
分
分
分
分

㈹
㈹
妬
妬
如
で
で
で
で
別
で
で

一
一
分
一
一
一
分
分
分
分
分
分
分
分
分
分
一
分
分
分

５
５
５
０
０
０
５
０
０
０
０
０
０
０
０
０
５
５
５
５

４
４
４
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
２
２
１
１
１
１

へ
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分
分

５
５
１
１

へ

クラブの設立以来、いろいろなマスコミの紹介で、ダイバーに知られるようになりました。その足跡を追ってみました。

紹介された人など

杉本信也

坪田正二

クラブ

坪田正二

クラブ

上村敏郎

クラブ

山下和俊

クラブ

溝口寿茂

クラブ

クラブ

上村敏郎

鈴木清子

島尾愛子

関川清一､溝口寿茂

クラブ

記事名

シニアダイバーのアクティブライフ

シニアダイバーのアクティブライフ

スキューバダイブ中高年に広まる

KBSに出演

スキューバダイブがシニアに人気

この人と30分

仲間たち

シニアダイバーのアクティブライフ

70で知る海のすばらしさ

シニアダイバーのアクティブライフ

シニアの旅はサークルで

女性かわらばん

大橋禄郎のマンウォッチング

シニアダイバーのアクティブライフ

大人のダイビングの楽しみ方

〃

となりのサークル

掲載号(月日）

1997年8月号

／／9月号

／／8月10日

〃9月

ノノ11月10日

ノ／11月20日

〃12月号

1998年4月号

〃4月

〃5月号

/／5月10日

〃5月25日

〃6月号

ノノ8月号

〃10月号

〃11月号

／／12月3日

掲載誌紙

マリン・ダイビング

〃

朝日新聞（東京都内版）

KBS(京都テレビ）

徳州新聞

労政ジャーナル

蘇る！（月間誌）

マリン・ダイビング

潜水全書Vol.1

マリン・ダイビング

日本経済新間

〃

マリン・ダイビング

ノノ

海と島の旅

〃

東京新聞
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