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▲ラスモハメッドの洞窟
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撮影：小村昌三（会員）



原点に帰るとすれば

クラブ会長上村敏郎

クラブの創立5周年を1999年に迎え、いよいよ新しいミレニアム（千年紀）に入りまし

た。子供の頃、21世紀まで生きていられるだろうかなどと思ったこともありましたが、な

んとか実現しそうな気配です。

世紀末近くにこのクラブが誕生し、試行錯誤しながら続けてきましたが、21世紀にもこ

のクラブが健在であることが、私の最大の願いです。

クラブ運営の理念については、あれこれ考え、話したり書いたりしてきましたが、組織

の規模が大きくなるにつれ、会員、幹事各位の多彩な考え方や希望を、いかに反映させる

かという問題が生まれています。

俗な言い方ですが、ここで原点にかえって、クラブの性格や目標を考えてみることが良

いような気がします。

目標は、「同年代のバディ、グループ」づくりです。性格はダイビングという趣味をコ

ア（中心）とした遊びの集団です。その組織を支えているのは、会員、幹事各位のボラン

ティア活動です。これは解釈の問題というより、創立からかかわって来た私の考えかたで

す。

これから、新しい運営の試みや、考え方の変化、発展が起きるとは思いますが、企業と

は違い、利益のためなら売るものが全く変り、活動内容が無制限に変りということで、原

点から逸脱することがないよう希望しています。

近ごろ、ダイビング・スタイルについても、原点にかえって、もっと純粋にダイビング

そのものを楽しむべきではないかとう気がしています。

クラブ運営は「ササラ型」が良いと思いますが、ダイビングは、カメラ派、ビデオ派、

新種追及派などではなく､海中の世界そのもの農素直に､自然のまま楽しむというスタイ
ルが本当ではないかという気がしているのです。

例えば、水中写真の大部分は、人工的な環境の産物です。太陽光線に近い光を当てた場

合に、水中の動植物はこういう色になるよ、ということを言っているわけです。ダイバー

が自然の水中で見る色ではありません。こういう作られた色が悪いと言っているのではあ

りません。昔は魚を突いていたのが、今は写真で人工的に切り取るというのは、自然のダ

イビングから派生したものです。人間が海中で動き回り、自然を楽しむという原点、ある

いは出発点から、もう一度考えてはいかが、というのが、私の独善的な提案です。

といって、私がビデオやカメラを手放せるかどうかは、自信がありませんが、少なくと

もこだわらないように努力しようと考えています。皆様方はいかがですか。

戸､
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ホームページのご案内

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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モルジブでの100本記念
(1998年12月）

レポーター／堀口敬子

1998年12月、魚達に会いにモルジブ（バンドス）へ行

って来ました。今年は例年になく天候不順とのこと、エ

ルニーニョ現象の影響でしょうか肌寒く感じられまし

た。

さて、私は1年半のブランクがあり、不安を抱えての

1本目は緊張してしまいました。ビーチエントリーで2

mの白砂、透視度0の悪状況でのチェックダイブ、バデ

イ確認のため何回も水面に顔を出したり引っ込めたり、

そのうえ乾ききった5mnlのスーツは浮き易く苦労しまし

た。まるでモグラ叩きのようで滑稽だったとか。

日頃私は水泳以外にDプールでマスクやレギュレータ

ークリアー等の練習をしています。またシニアダイバー

の練習会に参加したこともあります。そのお陰か、直ぐ

勘が戻り地道な訓練が如何に大切かを知りました。また

ガイドが洲の読み違いをしたときのこと、潜水40分経過

後しだいに流れに逆らう状況下、私は必死にキックで疲

労困倣、エアは50･そのとき誰かのミニハンマーの音が

聞こえました。振り返ると常に確認していたはずのバデ

イがいない。「しまった。落ち着け、落ち着け」と自分

に言い聞かせ無事浮上しました。そしてバデイの元気な

姿を船上に見てホッと胸を撫でおろしました。事前によ

く打ち合わせすべきだったと反省もしました。

機嫌の良い海って大好き、海ならでは味わえない浮遊

感って楽ちんで夢みたい。宇宙もこんなかしら！カラ

フルな魚や亀、フレンドリーなナポレオンも数匹歓迎し

に寄って来てくれました。

「100本記念よ・見てて1ハイ宙返り！」…vサイン。

約6年かかった100本の歩みは鈍いが充実しており感動

的でした。そしてお仲間から温かい祝福を受け、嬉しさ

と感謝の気持ちで一杯、幸せ一杯でした。本当に有り雌

うございました。

参加者／関川夫妻、伊藤、中野、鈴木、近藤、板谷、

堀口
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オージー・アドベンチャーツアー
（1999年1月21日～29日）

リーダー／関川消一

スポートツアー社企画でヨンガラレックを含む、GB

Rのクルージングダイビングと、タリー川の1日コース

のラフテイングを楽しんできました。

昨年2月にも同じコースで行きましたが、さすがヨン

ガラ、さすがGBRの認識を新たに致しました。またま

たラフティングかと思われるかもしれませんが、スリル

満点、1日がアシというまに終わってしまう面白さで

す。

同行の中野章氏が100本達成され、スーパースポート

号デッキで記念パーティーが盛大に開かれました。テキ

サス在住の老夫婦？（60歳代）ほかの外国人も参加して

くれまして面白おかしぐ夜を過ごしました。

天候／良好気温／30度水温／29度前後

参加者／鈴木清子、本間トミ、堀口敬子、杉本和恵、

中野章、関川清一
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モルジブ・ヴァドゥー
（1月27日～2月3日）

レポーター／星野晴男

☆ハウスリーフが凄い

1日目、チェックダイはハウスリーフ。ところがここ

が抜群のポイント。はじめからナポレオンやマダラトビ

エイが出てくる賛沢さ。

リーフの外に出たとたん、まずはこんな具合。

マダラトビエイ、タテキン、イトヨウジ、シャコガイ、

ハナタカサゴ、ロウニンアジ、パウダーブルーサージェ

ント、シテンヤッコ。ニシキヤッコ、アフリカンピグミ

ーエンジェル、クマササハナムロ、アカモンガラ、ハタ

タテダイ、フエヤッコ、カスミアジにガーデンイール…

ああくたびれた。図鑑をひろげたようなものでした。

ところが、結構流れがあり、コンピューターの液晶は

出ないし、BCのエアーはいくら入れても抜けっぱなし。

いささか慌てる。先が思いやられる感じでした。

☆100本記念を迎える

2本目が嬉しい100本目。ところが1本間違えていて、

おまけにガイドがポイントを間違えたため、浮上してや

り直す始末。

そこでもありとあらゆる魚がいるという感じでした。

3本目はハウスリーフに戻る。流れは強い。ここであ

こがれのサザナミトサカハギに再見。私が魚なら結婚し

たい魚なのです。以後毎日お目にかかるのですが、常駐

するこの魚の色が奇麗ではない。婚姻色でないため、た

だのクロハギでしかありませんでした。

☆モルジブの天国と地獄

2日目の1本目は早朝のハウスリーフヘ。エントリー

したとたんギンガメの大群。最後は定番のチンアナゴで

す。潜るたびにカメ、ナポレオンが触れる距離に現われ

ハナダイの乱舞、ウメイロモドキ、ユメウメイロがワー

－－ツと流れてゆく5‐－－~－－‐

とにかく魚類図鑑をぶちまけたと思えば良い。

何回か潜るうちにわかったのは、魚がそれぞれ自分の

テリトリーに住んでいるらしいことです。

2本目は人気一番のバナナリーフ。これぞモルジブで

す。ギンガメはじめ定番の魚がすべて出てくる。これを

並べるだけで原稿が埋まってしまう。

最後に出てきたムレハタタテダイの洪水は、サイパン

の「デインプル」のl本分というスケールでした。ガイ

ド氏も10回に1回というレベルと言っていました。

3本目はベラコーナー｡まさにぞっとするような流れで

した｡私にとっても、海外のドリフトダイブ経験中で最

大のカレントでした｡あとで女性曰く「死ぬかと思った｣。

同行のインストラクターが現地のガイドとサインのや

りとりをしていて、エキジットしよう、いやまだだ、潮

止まりまで待とうなどと話していたらしく、やはりプロ

だなと思いました。

女性のログには「この日のことは一生忘れないでしょ

う」「洗濯機の中とはこういう感じかな｣などと書かれて

いました。ガイドの説明によると、流れの途中で上がる

と、ダイバーが離れてしまう危険がある、それよりも潮止

まりまで待って上がったほうが安全だとのことでした。

3日目、尻込みする女性陣を説得して、再びライオン

ズヘッドへ。流されそうになった女性を必死で助けるガ

イド。ここの流れは一癖あります。

ここでのアカモンガラの群れは信じられない数だっ

た。惜しむらくはもう少し色が奇麗だったらと思う。

4日目は飛行機の関係で、早朝、全員でハウスリーフ

で潜った。とにかくここのハウスリーフは凄い。

☆マーレの観光

事前にポケットに缶ビールを3本突っ込んで、出航前

にドーニーの中で、チビリチビリ始めたら、だめだとい

う。ここはイスラム国で、リゾート以外ではアルコール

は禁止なのだ。缶は隠してもらうことにして、一気飲み

したらマーレに着く前にいい気持ちになってしまった。

マーレの案内人の商魂のたくましさは、笑いたくなる

ほどすさまじい。客の心理を掴み、自分の店に連れて行

き、法外な値段で売ろうとする。私が1万円以上のサメ

の歯を値切ったら、最後に1000円になってしまった。

イスラム国では、4人まで妻を持てる。「ヘイ、ジャ

パニーズ、ユー、ハウメニワイフ？」などと案内人が聞

いてくる。オンリーワンだと言うと、自分は3人いると

言う。4人目はどうだと言ったら「4人月は喰わせられ

ない」ときた。

帰ったら故郷新潟は大雪だった。ワイパーもきかない

ほどでしたが、無事ゴーホム。

Rich21ieuQ'ck 〃
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スミラン・クルーズ(1)
（2月27日～3月4日）

溝口寿茂

厳寒の日本を旅立ち、タイ・プーケッ|､へ出発！

スミランダイビングクルーズの新造船に乗船、一路北

上、澄みきった青空、静かな海、温度も32度等、縮んだ

体も伸び伸びとなり、寒いときは南方が･･番です。

NHKの『生きもの地球紀行』で予習して、ジンベイ

ザメを尋ねてクルーズが始まった。アジアの人気リゾー

ト「リチェリューロック」に4回も挑戦したが出会うこ

とができなかった。

しかし、ほかのポイントは、透明度もよく、波は静か、

魚類も多く楽しみながらダイビングができた。皆様のお

陰で何のトラブルもなく、6日間で10ダイブ。旅行中、

機上で、また、船上等で全員なごやかにすごしました。

また、来年もとの「アンコール」もでております。今年

御都合で行かれなかった方々、声をかけてください。大

西様の記念すべき400本のお祝いもありました。

参加者／大西亀美代、奥平泰成、山田隆、鈴木久

江、佐竹綾子、北島三保子、近藤敬子、若

狭英彦、若狭智京、溝口寿茂

ン
Wl

M

足＝

ClubDivingReport"

スミラン・ クルーズ2（）

佐竹綾子

新年会で溝口さんにお誘いを受けてあっという間に参

加することになったスミラン・クルーズ。ジンベイザメ、

マンタには会えなかったけれど素敵な方々に出会えて本

当によかった。

130本目に初めてナイトダイビングに挑戦する機会に

恵まれた。夜の暗い海に潜るなんて･･･怖い…でも一度は

潜ってみたい…大丈夫よと皆さんに励まされて参加する

ことになった。折角のナイト、カメラを持って入りたい

とガイドに相談すると「良いですよ」と許可して下さっ

たが、暗い海中で写すデーターがわからない。どうしよ

う…そうだ、パイナップルツアーの係の方から、カメラ

のことならこの方に、と紹介された原さんにお願いしよ

う。

ニコノスV、20ミリ、距離50cm、絞り8、ストロボは

カメラと自分が三角形になるようにとセットして下さっ

た（原さんは宇宙飛行士、向井さん達の船外活動のイン

ストラクターだって)。

準備完了。ライト、カメラを持ってエントリー。初め

はバデイの手をしっかり握っていたのにいつの間にか手

が離れて自分でライトを照らしてカメラ備えて、思った

より明るい。水深9m、ヒトズラハリセンボン、コクテ

ンフグ、ミノカサゴ、ニジハギ、オオアカヒズメガニ、

イザリウオ、ゴシキエビ、アオブダイは薄い幕を作って

寝ていた。

ライトの明りで随分遠くまで照らすことが出来るのも

感激！

51分のナイトダイビング、幻想的でチョッピリ不安で、

でも海にそっと抱かれているような…筆舌で表わせない

感動をエキジット後も味わうことが出来ました。チャン

スは逃さないように。これからもチャンスを大事にしよ

う。

写真も良いものが撮れました。

☆スミランでヒッチハイカーに出会った

おやつ？なに？あの魚の名前は…正体はケショウ

フグにチャッカリ乗ってヒッチハイクしているヘラヤガ

ラだったのです。写真見て下さいね。

5
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う。バンドスのビーチで餌付けしても、寄ってくる魚の

数は少ない感じだ。しかし周辺には良いダイビングポイ

ントが多く、バンドスをベースとしたダイビングの魅力

は変らない。

毎年、次は島を換えようと思うが、最後はやはりバン

ドスにするのは、安心感のためだろうか。島を換えるよ

り、クルージングのほうが、違うモルジブに会えるよう

な気もするが。モルジブの楽しみ方については、会員各

位のご教唆をいただきたいと思っている。

期間中に、奥平、大木さんが誕生日を迎えられ、フロ

ントからバースデイケーキが贈られました。

参加者／奥平泰成、渡辺良子、大木薫、宇佐美登美

子、布澤信子、今村広子、上村敏郎

モルジブ・ダイブ
ー変ってゆくパンドス島の環境一

（2月）

レポーター／上村敏郎

毎年、それも2月に潜りに行って7，8年にはなるだ

ろう。お陰で、レストランのウェイターにはまた来たね

と言われるが、モルジブ屈指の老舗リゾートもだんだん

変って来た。ベッド数は増え続け、レストランやバーは

改装、新設され、いたれりつくせりということで、ビジ

ターの居心地は確実に良くなっている。

しかし、島の周辺の環境汚染はこれも確実に進んでい

る。かつて、島のビーチに黒々と渦を巻いていたイワシ

の稚魚の大群は、まったく消えてしまった。すぐ隣のク

ダバンドス島ではこの群れが健在だ。無人島のためだろ

へ

クラブ会員名簿の訂正

1999年6月新名簿を発行しましたが、旧名簿からの転記ミス、その後の住所・電話番号等の変更がありました。とり

あえず、お知らせいたします。なお、全会員の名鮮は、時期をみて発行する予定です（1999年12月2日現在)。

6
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氏名（会員番号） 生年 住所 電話 FAX E-mail

佐藤美智子（31） 1944 166-0012東京都杉並区和田2-22-13 03-3381-3801 03-3381-3801 fwnb39M@mb.infoweb.ne・jp

中野節子（332） 1950 565-0851吹田市千里山西4-39D-206 06-6384-4538 ｢andy2@osaatt･ne･jp

菊地豊（144） 1951 980-0814仙台市青雲区零屋下8-2 022-222-3810 022-222-3810 fujima@seagreen.ocn.ne.ip

小田切壷（67） 1938 277LOO43柏市南逆井1- 0471-69-7865

清水隆彦（139） 1944 335-0026戸田市新曽南1-1-5-301 048-434-5151 03-3630-5114 dmap@issi.ne.jp

河村喜美江（121） 1955 173-0004東京都板橋区板橋2-54-3-604 03-3962-7104 03-3962-71M

内田治子（14） 1943 943-0828上越市北本町3丁目10-1 0255-24-5838 haruko@fd5･sD･net.ne.jP

古田千慧子（59） 1929 130-叩01東京都墨閉区吾妻橋1-16-1 03-3625-0275 03-3625-4833

中嶋克美（254） 1942 235-0022横浜市磯子区汐見台2-5-12506棟641号 045-755-1677 nakali@intace.ne.jp

安藤弘基（232） 1931 2200071横浜市西区浅間台109-37 045雲311-2268 03-3765-9700 irlmlu@jarl.com

原勝代（231） 1944 2701424干葉県印旙郡白井町堀込1-7-193 047-491-3178

太田允康（141） 1938 166-0004東京都杉並区阿佐谷3丁目21-18 03-3391-2971 03-3391-2971

松井克之（204） 1941

一

558-”51大阪市住吉区東粉浜2-8-2 06-6673-0594 katumats@mb.infoweb.ne.ip

熊倉政美（276） 1936 322-0001鹿沼市栃窪1171-3 0289-62-4123 0289-65-2575 ml860@beige.ocn.ne.jp

河合貞夫（70） 1940 610-0101城陽市平川車庫45-28 0774-53-1414 0刀4-53~1414

生田晴美（256） 1946 630-0201 生駒市小明町810 0743-74-8911 043-74-8941 seibi@kcn.or.jp

鳥飼和代（108） 1945 649-3502和歌山県西牟婁郡串本町潮岬1174 0735-62-1112 0735-62-1586

笠松忠海（9） 1944 228-”23座間市立野台2-26-7 0462-51-5叩6 CYA10534@nifty.ne.jp

島尾愛子（172） 1944 422-8035静岡市宮竹2丁目2-27 054-237-5506 054-237と5506 s-aiko@mail.wbs.ne.jp

小野忠雄（304） 1937 489-0861瀬戸市八幡台6~5 0561-84-6386

鈴木誠也（244） 1933 226-0016横浜市緑区霧が丘6-1-17-202 045-922-3283

狩野幸繁（62） 1938 244-083O横浜市戸塚区平戸町1199-16 045-822-0336 M5-822-0336

本多哲郎（76） 1932 231~0823横浜市中区本牧大里町16-7 045-622-4529 045-622-5054

橘信男（53） 1951 253-0062茅ケ崎市浜見平14-4-401 0467-83-5705 0467-83-5刀5

福田幸子（72） 1931 222-0021横浜市港北区篠原北1-22-12 045.433-2419

佐竹綾子（146） 1940 223-0061横浜市港北区日吉1-14.20 045-562-3761
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DOWNCURRENTにあう

坪田正二

その日は奇しくも66才の証牛円であった。バースデー3人で-10mをキープしながら、私は陸の方は何方かな、

プレゼントがこのようなものとは思わなかった。1月4探そうかなと考えもしましたが、無駄な運動は避け－5

日第1回目のサウスポイントで起こった。大勢来ていたmで減圧停止後水面に出ることにしました。ペア一組に

ゲストも2日に帰国し、リゾートは静けさを取り戻してサインを送るが通じない模様、しかし私の動きは見てい

いた。ベテランガイド、私と息子、ペア－1組の5人が るようです。暫くすると水面に白い波が立ちボートが来

8:30AM出発グループであった。小人数からかガイドはて頭上で止まり梯子が下りました。カメラを渡しボート

八ンマーヘッドでも探しに行こうかとのことであった。に上がりやれやれと。が、しかしペア一組が続いて上が

エントリー後珊瑚礁を左に見て潮に向かって深みの方って来ません。15m余り離れた所へ浮上、全員無事船上

/､-20mでガイドと息子の後を追うが、だんだんと姿がの人となりました。ガイドと息子もやれやれと言った感

薄くなり、ついには排気の泡を目当てに追って行くほどじでした。

でした。透視度25mくらい。自分のキックカの弱さをつ息子の語るところによれば、ガイドとは少し離れてい

くづくと感じさせられました。ペアー組も見えません。たが、やはりダウンカレントに引き込まれ、-20mで珊

突然泡が見えなくなりおかしいなと思いゲージを見る瑚礁の近くへ行き、ガイドの指示で浮上。潜水時間は17

と-40m・ダウンカーレントに捕まったなと感じ残圧計分とのこと、ただちに船上の3人が私達を捜しにかかり

を見ると150を指していました。ました。暫くしてボートマンが水面に上がる泡を見つけ

先ずBCにエアーを、でもいくら入れても効かない。たので、私の上へ来てくれたのです。ボートマンの目の

フィンキックで取り敢えず-30mまで浮上、一息入れて良さに感、していました。ダイバーとして良き経験を私

上下左右360度見渡せど何も目に入る物がない、ブルーの誕生日にプレゼントしてくれたこと、心に刻みました。

のみ。フインキックを止めると-35mへ。これではダメエントリー時間8:33分AM

だとユックリと-20mを目指し浮上開始、しかしキックエキジット時間8:57分AM

を止めるとスーと5mくらい、またダウン。慌てない慌潜水時間24分

てないと自分自身に言い聞かせて、周囲を見ながら－10エアー消費量150

mまで浮上。私以外、魚も見えない、何もない。ああ－最高深度-40m、平均深度-18.3m

人ぽっちになったと少し不安になりました。サウスポイントシパダン島

暫くしてペアー組がやって来るのが見えました。ほっ 04JAN'99

としました。相手の顔もマスク越しにほっとした感じ。

ミニ八ンマーヘッド装着のお薦め

「緊急のときあると安心だよ」と溝口さんに勧められ

て、通称ブーブーを購入して今回の久米島ツアーに参加

致しました。

まさかそこで試運転することになるとは…15mくらい

の所を気持ちよく移動していたのに、逆らうことの出来

ない何かに押し上げられたように浮上し始め、どんなに

ヘッドファーストで仲間の所に行こうとしても行けな

い。誰も気付いていないようです。

「そうだ」これだ。ブーブー、ブーブー、－ようや

くガイド氏力演付いて迎えに来てくれました。

「どうしたの」

佐竹綾子

「わからないけど上がってしまったの」

またヘッドファーストで…でも思うように入れない。

押し込んでもらってやっと仲間の所に戻ることが出来ま

した。

まだまだ未熟な私、でも何かあった時には本当に強い

味方が出来たと思いました。

p

紗騨

7
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大きなマンタが2尾、ゆっくりゆっくりと大型のグレイ

リーフ・シャークを従えて泳いでいるではないか。紗幕

がかかったように、霞んで見える。それが不思議と幻想

的で優雅に見え、夢の世界に誘われるような情景。その

後シャークは何度も回遊するもマンタは戻らず、ただ1

度の見参。他に続くパーティは遭遇できず。私たちのパ

ーティもl～2分遅れていたら見られなかった際どいタ

イミング。ラッキーとしか言いようがない。

ブルーコーナーはダイバーの憧れのポイントだけのこ

とはあり、魚群濃<魚種多く、バラクーダ・ギンガメア

ジ・マダラタルミ・クマザサハナムロ等の群からナポレ

オン・ヨコシマサワラの大型魚からクロユリハゼのマク

ロまで、まるで魚の博物館のよう。

パラオスポートを下船しての島での1日はP.P.Rで

それぞれ買い物をしたり、ヨットやプールサイドでくつ

ろいだりの、ゆたりのんびり。夜は沖縄出身の店長がい

るというドラゴン亭で晩餐会◎

特筆事項は、今澤さんがlOO本を達成したこと、島田

さんが99本で涙を飲んだこと。天候にもそこそこ恵まれ、

マンタは勿論、イルカの大群にも出会え、メンバー全員

無事で大きな事故もなく大満足のダイビングツアーで完

結。メンバーに恵まれたこと、関川さんのリーダーとし

ての気遣いに心より謝・謝。

最後に唯一の事故として、撮影のためトップデッキで

ハンモックから見事に転げ落ち、今澤・島田両名が名誉

の負傷をされたことを付記し、了。

参加者／関川清一、植松直隆、国沢喜美子、今澤恵

子、佐伯千絵子、島田美世子、荻野和子

（近々入会予定)、宇留賀達雄総勢8名

バラオ・クルージングツアー
（3月16日～21日）

レポーター／宇留賀達雄

関川さんをリーダーとする総勢8名の、今回のパラオ

クルージング。大物狂いの私はただ1点、マンタ狙いで

参加。ナポレオンも、バッファローフィッシュも、ジン

ベイ、ハンマーも、ギンガメ、バラクーダのトルネード

も見た。後はマンタ、マンタが見たい。

パラオに着いた翌早朝、2隻の送迎ポートでパラオス

ポート号に移動。水平線に虹が架かりとても綺麗。と、

前を行くボートがスピードを落とす。エンジントラブ

ル？そうではない。マンタがいるとの声。目を凝らし

て水面を、目をⅢのようにして捜す。

いた！マンタが3尾真っ黒な背を見せてゆっくりと

泳いでいる。あ、あっちにもマンタだ！今度は翼を水

面から出してホバーリング。凄い.スゴイ。これはつい

ている、縁起がよい。きっと潜っても間違いなくマンタ

に遭遇できるに違いないとの予感。

チェックダイビングを経て3本目、いよいよマンタス

ポットのジャーマン・チャネルでのダイビング。マンタ

根でじっと岩に掴まりマンタを待つ。5分、10分…期待

と興蒋で息づかいが荒くなる。残念、遭遇できず。仕方

ない、また明日があるさ。

翌日、パラオの世界に誇る代表的スポット、ブルーコ

ーナーをダイビングし本日の最終、4本目で再度ジャー

マン・チャネルでのマンタ狙い。マンタ根に向かって移

動◎透視度悪い、なんと5m｡水深約15m・

いた、見つけた1マンタ根近くに取り付いてすぐ、

角
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バデイシステムってなんだ？（会員のダｲビﾝグｽﾀｲﾙについての提案）

スクーバダイビングのライセンスを受講しますと「ダを頼りにしたガイドダイビングとでも申しましょうか。

イビングはバディで潜るもの、単独での潜水は絶対禁山またカメラやビデオを持っていますと、バディはそっち

と教えられてきました。スキルアップ講習でもそう教えのけで、単独で勝手な行動になりがちです。私もしかり

ら れ ました。です。

海外へ行くと、バディシステムを重視し、日本で教えエントリー前のチェックなど、相手がベテランだから、

られたとおりのバデイ同士のダイビングをしておりまとか、あるいは自分のことで精一杯で余裕がないからか、

す。エントリー前のチェックから始まり、潜水中の行動、グループダイビングだからか。

エキジットもパディと一緒です。もしこのシステムを破でも、バディチェックは絶対に必要だと、自分自身の

りますと、事故がなくても、不思議な顔をされたり、時反省から痛感しております。

に強く叱責されたりします。何故日本では（あるいはシニア･ダイバーズ･クラブ 会

ところが－部日本人（全員ではありません）はとみる員の一部では）このようなグループダイビング、あるい

と、エントリー前のバディチェックはおろか、潜水中も、はガイドダイビングが通例になっているのでしょうか。

グループダイビングとかいって、我先にと、ガイドの後このような疑問をおもちの方も他におられることと思

ろにくっついてゆく。バディとは名ばかり。ガイドのみいますが、我がシニア・ダイバーズ・クラブのダイビン
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バリ島・チャンデイダサリゾートダイビング
(5月18日～23日）

リーダー／前田浩二

企画／石I剛弘至

☆旅行企画

旅行社H･P･I

バリ島チヤンデイダサ6日間6ダイブ（全食事付）を

1日延泊し、7日間6ダイブ（全食事付及び帰路島内観

光付）に変更。

1人126,000円

☆ショップ

バリインターダイブ所定6ダイブ

スチングレイ・ダイバーサービス

オプション2ダイブ

ペ ニ ダ 島1人US70ドル

☆日程

5月18日㈹名古屋空港12:00発GA889

バリ島18:10着

クタフォンテインローズ泊

19日㈱クタ7:30発。車でダイビングポイント

「トウランベン」11：00着。昼食をはさみ、

2ビーチダイブ

15：00出発、16:30チャンデイダサビーチ

バンガーロー2着、泊

20日㈱～22日出3日間1日2ダイブ

ホテル9：30発15:30頃ホテル帰着

23日（日）チェックアウト後、13:00島内観光出発

ウブドウ経由デンバサールに18：00着。

昼

ー

へ

ケチャックダンス見学。クタのプラザ・バ

リで食事とショッピング。

21：00空港へ23：45発、GA888(当日

はジャカルタ経由に変更）名古屋へ

24日（月）名古屋空港着10:30．解散

☆ダイビング

トウランベン2ビーチ流れ無し透明度20～25m

パタンバイ2ボート少しあり3～15m

アメット2ポート〃20～25 m

ペニダ烏2ボート強い流れ30～40m

（全日快晴スコールも無し）

パタンバイ・アメットのボートは地元漁師の釣船「ジ

ュンク」小型アウトリガーボート2艇使用。エントリー

は水面でBC装着となり、少し流れがあると憤れるまで

装着が大変であった。

ペニダ島はパタンバイより大型アウl､リガーボートで

片道約1時間､バックロールエントリー時より強い流れに、

船尾に流した浮き輪に一時全員(8名)がつかまりスター

トするが､水深10m着底までかなり流され岩につかまり、

全員集合ししだい水底一面ハード･ソフトコーラル｡すご

い魚の大群の_上を豪快にドリフト｡爽快でありました。

4泊したホテル、チャンデイダサビーチバンガロー

2は海に面し、レストラン、プールが有り、ロケーショ

ン、設備良〈、快適なホテルです。

5月よりバリ島は乾季、そのとおり滞在中、快晴、朝

9：30、ホテル出発。昼食を挟み2ダイブ後15：30に

はホテルに帰り、あとは昼寝、町のなかを散歩、つり等、

のんびり、リゾートダイビングでした。

トウランベンのギンガメアジの大群、アメットのナポ

レオン、ペニダ島のウメイロモドキの大群･･･海よし、ホ

テルよし、食事よし、現地の人の笑顔よし、大満足の、

あっと言う間の7日間でした。

参加者／河原信子、前田浩二、石岡弘至

9
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関川清一｜’

グスタイルはこうだと結論し、実行すべきと考えており

ます。

1．エントリー前のバディチェック（たとえ狭い船上

でも、声をかけあって）

2潜水中のバディ同士（カメラを持っていても、お

互いに）

3バデイと一緒にエキジット

たとえ小事故であっても防止出来るよう、以上は最低

でも実行したいと考えます。それが、わがクラブのモッ

トーである、自己責任ではないでしょうか。

どうかベテランダイバーの方々のご協力のもと、日本

シニア・ダイバーズ・クラブ会員のダイビングスタイル

はこうだというスタイルを、一日も早く、確定できるこ

とを願っております。
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久米島ツアー
（1999年5月）

リーダー／関川満一

☆番外のホエールウォッチング

久米島ダイビング最終日、ビッグポインl､のトンバラ

で潜り、昼食のため港へ帰りかけて約15分、突然エンジ

ンが止まり静かになった。エンジン故|職か、いやイルカ

でも見つけたのかなと、一瞬期待する。ところがどうだ

ろう。鯨だと言う。

まさか、ホエールウォッチングには季節外れではない

か。とても信じられない。でも鯨が尾鰭でたたいて潜行

した後の水面にできた波紋が見える。

それから我々のボートは、今もぐった1､ンバラ方向に

鯨を追って逆行してくれた｡「アシ鯨が浮上した」写真

やテレビで見たように尾鰭を水面に叩きつけて潜行す

る。大きく丸く波紋ができる。ザトウクジラとのこと。

また追いかける。次はどこに浮上するか見当がつかな

い。右に左にと海面をみつめる。「ワァー」と歓声があ

がる。とんでもない方向に浮上した鯨。ほんの一瞬また

大きな尾鰭を優雅に、しかも力強く水面に叩きつけて潜

行する。カメラやビデオを用意していても、とても追い

付けない一瞬である。

そして、4回、5回とポートで追ってくれる。一度は

手の届きそうなくらい近くに浮上した。私も、ビデオに

ほんの一瞬だけとらえることができて幸せだった。

今回は50本以下の経験者対象の企画だったが、ホエー

ルウオツチングという、番外のおまけつきで、5本、30

本、50本の方々もショップESIWANTの山口、塩入両

インストラクターの指導のもと、楽しくスキルアップに

励み、自信も増したことと思われる。

なお、島田さん、板谷さんは今回のツアーで100本を

達成され、一同でささやかながらお祝いをさせていただ

いた。

参加者／奥平泰成(リーダー)、菊地豊、板谷ちづ子、

猪股美沙子、西田和子、西田幸代、佐竹綾

子、近藤敬子、烏田美世子、伊丹和美、関

川清一

石垣島のダイビング
（6月4日～6日）

リポーター／宮本節子

日本シニア・ダイバーズ・クラブの皆様方、5周年お

めでとうございます。私は、本年5月に入会したばかり

ですが、皆様方とご一緒にダイビングできるのを心待ち

にしております。ダイビング歴110本です。今後ともよ

ろしくお願い致します。

6月4日から2泊3日で石垣島へ（宮内弘人様とバデ

イで）行ってきました。'典l空から直行便にて石垣空港へ

到着。気温29度、梅雨の'11休みで天候は曇り、晴れ。台

風力哺海上を台湾に向けて通過するため、風が強く、少

しうねりもあり、透明度もすこぶるよいというわけには

いきませんでした。

到着後「桜口沖リーフ」というポイントで1ダイブ、

最大深度16m、マクロ系の魚達が多く見られ、また地形

がおもしろくIIIい水路を二、三度通り抜けたりしました。

クマノミ数種（カクレクマノミ、セジロクマノミ、ハナ

ビラクマノミ、ハマクマノミ等)、ツユベラの幼魚、ハ

タタテハゼ等。

2日目、1本目のポイント「大崎ミノカサゴ宮殿」最

大深度29m・ケープあり、ドロップオフあり、ソフトコ

ーラルあり、魚達の種類も多く、地形とフィッシュウォ

ッチングの両方を楽しめました。アカククリの行列・乱

舞に会いました。

2本目は大物狙いということで「屋良部崎｣、ごつご

つした岩肌とドロップオフ、しかし流れにさからって船

に戻ることになったので、少々疲れました。

水中写真歴2年半ですが、自分が思っているようには、

なかなかうまく撮影出来ませんが、下の3枚は、石垣で

搬ったものです。

今回の宿泊は赤瓦の屋根の「民宿あさど屋｣。石垣港

から5分程度のところにあり、老夫婦できりもりされ、

料理もおいしく量も多く、心温かなもてなしと気配りで、

石垣の土地の人のやさしさとぬくもりを感じさせていた

だきました。

へ
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東京から1000キロの南の島、小笠原 －

（6月18日～29日）

レポーター／若狭英彦

本土は梅雨の眞盛り。西日本では集中豪雨というのに、

小笠原の梅雨は既に明け毎日快晴。気温30度、水温24度、

流れ、波共にほとんど無しの群青の海。東京から1000キ

ロ離れてもまだそこは東京都という小笠原諸島で、ダイ

ビングを満喫した。

潜ったポイントは父島の長崎、双子岩、北一つ岩、沖

二子他及び同島周辺の東島ドブ磯、南島マンゾウ穴、西

島タコ岩、大岩、兄島ひょうたん、そしてハイシーズン

中しか行けないと言われる、いわゆるケーター列島の北

島はサメ穴、聟島ポーター根、嫁島マグロ穴、うしろ島

など、小笠原の主要ポイントはほぼおさえたことにな

る。

出会った魚はイルカの大群（船上)、カンパチ、カッ

ポレ、ナンヨウカイワレ、ローニンアジ、100キロ級が

100匹近く遊泳するイソマグロ、大型のヒラタエイ、ツ

バメウオ、テングダイ、ぐちやつと塊って泳いでいるヨ

スジフエダイとノコギリダイ、尾ヒレ周縁を黄色くふち

どり、銀色のウロコをきらめかせながら、いつもペアー

で悠然と泳ぐ固有魚のユウゼン。また、宝塚のフィナー

レの華やかな舞台を坊佛させる色鮮やかなウメイロモド

キの群舞｡4mもあろうかというド迫力満点のサンドタ

イガーシャーク（白ワニ)、また小物ではハタタテハゼ、

オグロクロユリハゼ、イソバナキンチャクガニ、ウミウ

シの卵、ﾊダｶｵｺセ､タツのいとこ､ｳﾐｳｻキ、そ

してそこはゴキブリの巣かと思わせるほどにウジャウジ

ャと長い触角を我々の動向を探るかのように動かし警戒

するカノコイセエビの大集団、さらには大ダコ等、クレ

バス状に切れ込んだ変化に富んだダイナミックな地形に

合わせて、見たいものがいつでもグワッと出て来るとこ

ろは半端ではない。

小笠原は3回目という関川氏が500本ダイブを迎え、

水中で記念撮影。食堂で改めて79歳での偉業を祝すとと

もに、今後の活躍を祈念して乾杯、大いに盛り上がる。

■
■

一

また携帯すれど使用経験のないシグナルフロートの装

着をスキルアップの・環として実戦。しかし事前打合わ

せでは水面で操作のはずが何故か水深5mでいっせいに

開始。ガイド、鈴木リーダーをあわてさせる場面も。エ

キジット後大いに反省。

アフターダイブはレンタカーで島内見学。父島を囲む

島々や海を一望出来る展望場所を巡り、さらには三日月

山では静かに沈む夕日シーンに感動。

天候、海況、魚影の濃さ、食事（民宿)、仲間、全て

良し、500本記念あり、ドライブあり、リーダーによる

スキルチェックあり、扇池、サメ池での水陸の散策あり

で、変化に富んだあっと言う間の楽しい12日間の小笠原

ダイビング行であった。

この時期のまだまだ自然いっぱいの小笠原に、期待を

裏切られることはない。

参加者／鈴木清子（リーダー)、関川清…、岡野博、

竹腰懲江、若狭英彦
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ラヤンラヤン

（8月）

レポーター／大隅照子

☆ラヤンラヤンはどんな島

地図にも載っていないマレーシア領の小さな島。カリ

マンタン島コタキナバルの北東の豆粒ほどの島。滑走路

がボーンと1本あるだけの変な島です。でも面白い。東

端に海軍基地があり、西端にものすごい鳥の世界。

普通なら、滑走路に降りて、空港ロビーを通過し、お

迎えの車に乗って、やっとホテルにつくところ。だが、

ここでは滑走路に降りて、15歩も歩くともうホテルの玄

関。日に2回、小型機が発着するときだけ、大きなサイ

レンが鳴り、危険を知らせます。その時以外は出入り自

由｡ジョギング､散歩なんでも自由ののどかな滑走路です。

ダイビングサービスと海軍基地が同居しています。ダ

イビングボートの横を、大砲を積んだ軍艦がすれ違い、

プールで寝っころがっている上空をジェット戦闘機がバ

キューンと通過し…。もちろん、基地内は立入禁l上、撮

影禁止です。

☆リゾート編

リゾート内のホテルはクーラー、バス、トイレ、冷蔵

庫ありですが、防音不備で、隣室の話声が筒抜け。眠れ

ない夜もありました。

食事はすべてバイキングスタイル。1日5回も食事時

間がある。飲み物は自由です。アルコールを除いて。食

事はまあまあですが野菜が多いので助かりました。海外

旅行慣れの会員は、ご飯を自分の部屋に持っていってお

粥を作るなど、生活の知恵でしょうか。ビールは350ml

で500円くらい。高い1グイッと飲めず、ちびちびで

した。

ある夜、島の裏に大きなタンカーのような船が着き、

クレーンを使ってゴミを島から運び出していました。客

に知られないように、静かに。ゴミは出さないようにと

思いました。

☆ヒッチコックの「烏」編

島の西端に海鳥のコロニーがあります。何千、いや何

万羽です。「地面が黒い」と思ったら、全部鳥、鳥…。

こんな数の鳥を見たのは生まれて初めてです。1羽の烏

は「ピーピー」ですが、これだけいると燕音です。人の

会話も聞き取れません◎

卵を抱いている鳥のそばを通ると、すごい勢いで鳴き

ます。4～5羽の烏が特攻隊のように私たちを目がけて

突撃。夫は頭をやられ、血が出ました。「子を守る親の

姿」と感動しましたが、人間の親のほうが負けですね。

ゾーッとしました。ヒッチコックの映画で「烏」という

のがありました。たしかに、この数では、まともに襲わ

れたら、たちまち骨だけになるかもしれません。とても

一人では行けません。

けれど、サンセットと鳥のシルエットはなかなか絵に

なり、シャッターチャンスでした。……夕食に出た焼き

鳥は、もしかして？

☆ダイビング編

1日3本のボートダイブ。そのほか、ラグーン内での

セルフダイブ。もっともセルフダイブは私たち夫婦だけ

でした。小物好きにとっては、1日1回は、砂地に這い

つくばらないと、ストレスが淵まります。毎日ボートダ

イブを1本キャンセルし、濁ったラグーンに潜り興蒋し

ていました。

ラグーンの外は透明度30～50mの凄さ！魚はなんで

もいる感じ。図鑑の中を泳いでいるよう。久しぶりに透

き通った海、カラフルな海に酔いました。

バラクーダ、イソマグロ、ギンガメ、ハンマーヘッド

などで有名ですが、ハンマーに会いたかったら、4、5

月だそうです。

ここは、清底禁止、グローブ禁止です。サンゴはすば

らしかったが、良い写真を搬るのには苦労しました。ラ

グーン内は透明度2～7m・こんな濁った所を好んで入

る人はあまりいません。でも、自分で探す楽しさ、自由

の身の気軽さ、好きなだけカメラを構えられる婚しさは、

普通のファンダイブでは味わえないものです。

マブールでは貴重だったギンガハゼはいたるところに

いました。

☆アフターダイブ編

どんな美人も、エキジットして船に上がった姿は、顔

はスッピン、髪はグチャグチャ、時にはよだれに鼻水。

男性はそれほど変化はありませんが、女性は日頃から化

けているので、その差はかなりのもの。それを挽回する

ようにアフターダイブのドレスアップ！やる人はやる

もんです｡毎日お色直しする人､イヤリングにネックレス

の装飾品も忘れません。浴衣姿に草履は冴えていました。

みなさん、女性であることを捨てないというのは、見

習いたいものです。

☆コタキナバル編

行きはコタキナバル泊。ホテルはなかなかのもので、

もったいないくらいでした。50人乗りの大型バスを借り

切り、14名がゆったりです。

夕食は外のレストラン。生け衝にハタ、エビ、貝が泳

いでいて、料理は豪華。帰りに生け賛を見たら、数が減

っていました。なんだか悪いような気持ちで、海鮮中華

料理店を出ました。

☆感想編

初めてクラブダイブに参加しましたが、大変満足し、

楽しませていただきました。シニアの人生を楽しみたい

という人の集まりでした。相手を気泄い、わがままを押

さえ、無理せず、マイペースでやったのがよかったので

しょう。

私たちはいつも夫婦だけでしたが、あんなに大声で笑

う場面などめったにありません。北は青森、南は愛媛か

ら集合したグループでしたが、過去の仕事や子供、孫の

話をする人はいません。話題のほとんどはダイビングで

大変シンプルでした。60歳定年で、これから自分の好き

なことだけしたいという人、ホンダのS2000を買って乗

り回すという人、皆若い。皆さんから、金で買えない、

貴重なエネルギーをたくさんいただきました。ありがと

うございました。

参加者／大隅楠夫・照子、上村敏郎、坂東正朗、渡

辺良子、小沢慶洋・睦子、奥平泰成、鈴木

久江、島田美世子、島尾愛子、西谷サヨ、

今沢恵子、今村孝
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ダイビングは中高年からでも始められる、
エキサイティングで安全なスポーツです。

へ
１
１

暗い人は自由に海に潜れるし、水中カメラをこなしたり楽しそうでうら

やましい」と感じたことはありませんか。確かにダイバーの大多数は若

者です。しかし、ダイビングは、実はゴルフやジョギングと同じように、

年齢'断りに関係なく楽しめるスポーツなのです。

日本シニア｡ダイバーズ・クラブは、ビフォー．
アンド･アフター･ダイビングを大切にしています。

もちろん、楽しみ方は体力や年齢によって変化します。しかし、近い年

代には共通の関心や話題が多いものです。共通の趣味を核としたクラ

ブ、サロンスタイルのつきあいができたら－－弓私たちがシニア・ダイバ

ーズ・クラブを結成した所以です。
へ

入会ご希望者は電話、FAX、郵便等で
事務局に申し込んでください。

申込みの際は必ず､①氏名、②生年月日、③住所､④電話･IWⅨなど、

⑤経験年数●経験本数、⑥Cカードの種類､の6項目をお知らせください。

趨這禰弄謁需蝋28幸:36凧敏郎
E-Mailkam@seaple.icc.ne.lp

＊会員の資格は、①健康であること、②Cカード（ライセンス）を取得しているこ

と、③会費（年3,000円）をお支払いいただくこと、の3点です。
＊毎年、1年間のダイビング計画を作成。メンバーは都合の良いプランを選択。
＊内外の有名ポイントをクリア。醍醐味を満喫しましょう。．

＊クラブ・メンバー対象のスキル・アップ講習会を開催します。

＊名簿の発行で、メンバーの交流をスムーズにします。

▲ライセンスのなし坊にはスクールもご紹介します。あなたも、ぜひチャレンジしてみませんか／
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アシカと戯れて（ラ・パスにて）
（10月8日～14日）

レポーター／大西亀美代

4人合わせて273歳、元気なシニアーダイバー。アシ

カと遊びにバハ・カリフォルニアのラ・パスまで行って

きました。バハのダイビングはメキシコ本土との間にあ

る内海、コルテス海。船から見える景色はゴツゴツした

岩山ばかりワイルドな海という感じです。

1日目は船で3時間半「ラー・レイナー」でマンタに

遇い、2日目ハンマー狙いの「エル・ホバ」はパスして

私達4人だけ別のボートでアシカのコロニー「ロス・イ

スロテス」へ。

3日目もアシカ狙い。「海馬jの字から想像すると大

きくて黒くて海の中で出会ったら怖いのでは、と思って

いました。でも可愛いい。赤ちゃんアシカは7，8頭、

子犬みたいに押し合いへしあい塊って海面に漂っていま

す。下から見上げるとキュッと頭を下げてまん丸な目で

こちらを見ますが、すぐ塊ってしまいます。生意気勝り

の子アシカは横目で見ながらくるくる泳ぎ回り、見てい

ると目が廻りそう。ポイントまで遠いのが雌ですが、水

深は浅いし流れもなくダイビングは楽でした。

アシカだけでなくコルテス・エンジェル、キング・エ

ンジェル等固有の魚も多く、最終ダイブの「イラス・バ

ジェーナ」は洞窟やトンネルがあって穴〈〈､りなど地形

も楽しめました。

4日目はフリータイム。写真を搬りに行く人、買い物

に走る人、各自好きなことをして過ごしました。夜は町

に繰り出し夕日の見えるレストランで500本記念の瀧口

さんを囲みワインで乾杯。ギター片手にソンブレロをか

ぶった流しが「ベサメムーチョ」を歌いムード満点。現

地の物価は安いし治安も良いのでお勧めです。

海は何でも有り。私達はアシカ、マンタ、イルカ等で

したが、他のチームは湾内でジンベイとも遇えたそうで

す。

参力||者／一ノ瀬博司、瀧口寿茂、長野恭子、大西亀

美代

へ

|バデｲ作りの妙案はないでしょうか？
大石詔子

私は娘とバディを組んで潜っていたのですが、娘が結

婚、出産で当分潜れないためクラブに入会すれば相手が

あるのかも、と思ったのが私の入会のきっかけです。

入会してみて、個人名簿は何度も送られてくるのです

が、さて、どの人がどこに行きたいのかはさっぱり分か

らず、連絡するマトが絞れません。

結局クラブツアーしか検討できず、又レポートを読ん

でいてベテランばかり参加しているようだし、メンバー

も決まった顔ぶれだし、自己管理が自信ないと参加でき

ないし……現況のままですと私はどこにも行けない感じ

です。ということで妙案はないのですが、なんとかして

ほしいと思います。

1年に一度来年の予定として

タンク本数、ツアーに行ける月日、場所

を希望者のみ回答したらどうでしょう。期限をきって

回答すれば、集計ができるのでは？

よろしくおねがいします。
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事務局から事務局としても悩みの種です。会員
各位のお知恵拝借というのが実情です。

①新年会、総会に参加して知人をつ

くる

②クラブダイブに鋤Ⅱする

③地域的に近い人に電話してみる

などがもっとも確率の高い方法とい

えます。
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ナイトロックスペシヤリティを受講して

先日、モルデイブのフオーシーズンズリゾートに滞在

中に、PADIのナイトロックスのスペシヤリティコー

スを受講するチャンスにめぐりあい、流行の先端を行く

ような、軽い気持ちでやってみました。4時間程の講義

と50問のテストを済ませ、次の日に、2本の海洋実習で、

めでたく修了です。

実際に32％ナイトロックスを使ってみての感想として

は、著しい違いは感じないというのが正直なところです

が、水中で頭の中がすっきりした感じがするのも事実で

した。ボートの上でレギュレーターのエアを吸ってみた

時は、とても軽い感じがしました。

軽い気持ちで受けた講習でしたが、日本に帰ってから

いろいろ勉強しなおしてみると、カードがないと使いた

い時に使えないので、とりあえず持っていようかという

ぐらいの気持ちになっています。

ナイトロックスの使用にあたって、一番気をつけなけ

ればならないことは、最大深度の問題だと思います。今

回、ナイトロックス取得後のダイビングで、ブリーフィ

ングの時に、ガイドにそのポイントの最大水深を確かめ

た時、砂地でも-30mいきませんということだったので

すが、実際にはオーバー八ングの下のスカシテンジクダ

イの写真をとるための着底した時に、-31.4mまで入っ

てしまいました。ダイビングは自己管理、自己責任のス

ポーツなので、自分でしっかり気をつけなければ危ない

ことになると思い知らされたしだいです。

雑誌で-30mくらいの時に一番メリットがあると書い

てあるナイトロックスの説明をみましたが、最大水深30

mを超えると酸素中毒の危険が増すと言われている点を

どう考えるのかと疑問をもちました。

酸素中毒になると、脳が重大な損傷を受け、壊れた脳

は回復不能と言われているので、使い方を間違えると、

すぐに重大な結果を招くと認識することが肝要だと思い

ます。とりょうによっては、減圧症より恐いと言えるか

もしれません。

知人のS氏曰く、『｢ミュージシャンが麻薬を吸って、

音がクリアに聞こえると喜んでいるうちに、気がついた

ら身体がボロボロになっていた」と、「水中写真をとる

のに、ナイトロックスだと頭がクリアになって、いい写

真がとれる、だけど夢中になりすぎて酸素中毒になって

しまった」の二つは、どこか似ていませんか』

ちょっと恐いたとえです。

ナイトロックスはダイビング後の疲れが少ないので、

シニアダイバーに向いているのではないかという話もあ

りますが、もし脳n管に何らかのトラブルをかかえてい

島尾愛子

る人が使用すると、高濃度の酸素は血管の収赦作用があ

るので、かなり危険なことになるかもしれないという指

摘も受けました。

ナイトロックスで反復潜水を行う時は、一日のトータ

ルの酸素露出舅が100％を超えないようにダイビングプ

ランをたてなければならないと習ったのですが、1日3

本潜って、75～85％でしたから、クルーズで1日5本も

潜る時には、すべてをナイトロックスにすることは危険

なことだと認識しました。

より安全なダイビングのためには、1日数本潜る時の

最後の方の何本かをナイトロックスにし、空気潜水用の

コンピューターに従ってやるというのがベターではない

かというのが私の結論です。このようにすれば、最大水

深も守りやすいと思います。

ナイトロックスを使う時のメリットの一つに無限圧限

界潜水時間が延長されるというのがあるのですが、私に

関しては、エアの消費量に変化はなかったので、理論_上

は時間延長可能でも、実際には残圧が足りなくて、それ

ほど延長はできないのではないかというのが私の感想で

す。かえって、カメラマンの残圧ゼロ事故が起きやすく

なるかもしれません。

少し否定的な展開になってしまいましたが、ナイトロ

ックスのメリットはメリットとして、危険を充分に認識

して使う必要があると思ったしだいです。

シニアの皆さんでナイトロックスコースをおとりにな

った方は、どのようにお考えでしょうか。

これは参考までに。ナイトロックス対応のコンピュー

ターでは、潜水前に、毎回、酸素量を正確に入力しない

と水中でエラーが出て、24時間使用不能になるようです。

＠

へ

へ
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シパダン島の近況

(10月11日～17日） 説明が必要な水中写真

レポーター／山本隆三

今年も日本シニアダイバーズクラブの方と御一緒にダ

イビングする機会を持てず残念でしたが、この場を借り

まして私の近況をお知らせしようと思います。

私は毎年2回、気心の知れた友人達とグループでダイ

ビングを楽しむことにしています｡5月には沖縄､10月に

はマレーシアのシパダ､ンへ行くのが恒例であり、普段な

かなか羽根をのばせない分、ここぞとばかり7～8日間

の休暇をとってダイビング三昧の日々を送るわけです。

本年の5月も、沖繩は石垣のシーフレンズでお世話に

なり、あちらこちらとダイビングを堪能してきました。

10月11日～17日には、今回で6回目となるシパダンヘ。

ここも勝手知ったる場所だと安心していたところが、実

は、この度の旅行は少々やっかいな事態に巻き込まれて

しまいました。

昨年よりマレーシア政府がシパダン独自の規制を発令

しており、最近は特に締付けが厳しくなっています。

●1リゾートスタッフは4人までとし、ゲスト受入れ

人員は14名まで

●島外リゾートの人間は、その島の周囲500m以内立

入禁止

●外国人扉Nlの禁止

など。現在では、マーブル島からのボートダイブ等は

まず無理、といった有様です。

今回のシパダン行きは、初日から困難にぶつかってい

ました。本来ならばシパダン直行便でらくらく現地入り

するはずが、「巡視船がシパダン入島中のため、待機せ

よ」との連絡が入り、PSR直営のカパライ．リゾート

にて時間を潰さざるを得ませんでした。また、帰国前の

3日間も、再びカパライ・リゾートに滞在となりました。

毎年顔を合わせているシパダン現地スタッフも前年よ

り半数以下に減っておりました。しかも、スタッフのう

ちの数名は、センポーナ港から連絡が入る度にあわてて

隠れるという“非合法？”勤務で、ガイド無しのボート

ダイブも何度かありました。

しかしながら、人間界のゴタゴタとは全く無縁の海の

世界であります。ギンガメとバラクーダのスクランブ

ル・トルネード、バッファローフィッシュの大行進など、

大物狙いだけでなく、マクロ派にも充分満足いくダイビ

ングでした。

陸の上でも、夜のウミガメの産卵シーン、ヤシガニの

食事風景、大トカゲが朝の散歩を楽しんでいる様子一

小さな島を一周するだけで、こういった光景を眼にする

ことができるのは、大変な賛沢です。

初めは海の中でウミガメに触って遊んでいたダイビン

芥川忠雄

水没したUNに代わり工ポックワールドで傑作写真を

目指すものの、4～5本撮っても何とか見られるものは

2～3枚程度で、それも写真として良いのではなく色が

現実に近いだけで、これは穴から首を出してるウツボ、

これはミノカサゴ等々、説明しないと何の写真か判って

もらえない。

先日フィリピンで写した、イソギンチャクに群がるク

ロユリ八ゼの幼魚は、海中のゴミかと言われた。

それでもめげずに浮遊を楽しみながら、ついでに写真

を撮り続けています。へ
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グ仲間も、シパダンの砂浜で、ウミガメ達が力を振り絞

って産卵し、そして海へ帰っていく場面に遭遇した後は、

海中で休んでいるカメに近付かなくなりました。今後シ

パダンのリゾート化が進んだとしても、そういった心を

動かされる情景に何度も出会えるような、そんな鳥であ

り続けて欲しいと願っております。
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モルディブ・ビヤドゥ、ダイビングツアー
（10月21日～28日）

リーダー／前田浩二

企画・手配／石岡弘至

名古屋空港集合組8名（うち3名は将来のシニアダイ

バー。今回はシュノーケル組)、成田空港集合1名（吉

崎和子）計9名にて実行。

名古屋空港搭乗8名は朝7時に国際線へ集合し、成田

にて1名合流、9名で成田空港13:20発スリランカ航空

で一路モルディブへ。ビヤドゥ・リゾート到着23：00

(日本時間22日03：00)、浜松出発組5名は東名集中

工事等もあり、自宅を出てからほぼ1日かかりました。

今回、シニア・ダイバー・メンバー6人のうち100本

以上の経験者4名、海外リゾートドリフトダイブ初めて

の者2名、ちょっと心配でしたが、最初はとまどい、い

ろいろ失敗もありましたが後半には、もうベテランダイ

バー？一同引きつれて、モルディブ・ダイビングを満

喫していました。

現地、ダインビングショップ「ダイビング・ワールド」

のフォローはひじように良く、メンバー6名を常に中心

としていただき、外国人のインストラクターの場合でも、

ブリーフイングは日本人インストラクターが事前に乗船

前に行い、安全第一のダイビングでした。

天候は、現地滞在5日間のうち晴天4日、薄曇り1日。

気温32度、水温28度、透明・透視度15～25mで好天に

恵まれました。しかし残念ながら珊瑚はかなり死んでい

ました。魚は、さすがモルディブ。マンタ、ナポレオン、

亀、コショウダイ等、大小多数満喫致しました。

シュノーケル組3名も毎日、午前・午後・ハウスリー

フを泳いでおり、ついには体験ダイビングをし、海の虜

になってしまったようです。

石岡・前田は2回目のモルディブですが、他の7名は

初めてであり、この素晴しい感動はいつまでも心に残る

ことでしょう。

シニアーダイバーとなり、このような同好の方々と一

緒に楽しくダイビングが出来るとは夢にも思っていませ

んでした。今回参加者全員を代表しお礼申しあげます。

行き帰りの苦労はありましたが、大変盛りあがった楽

しいダイビングツアーでした。

参加者／三輪勝贋、小野忠雄、河原信子、吉崎和子、

石岡弘至、前田浩二、堀内恵子、安形章子、

鈴木教子

モルディブ・ビヤドゥ
（10月21日～28日）

レポーター／小野忠雄

このリポート作成の小野は、昨年ll月にOWを名古屋

のプロショップにて取得後、12月末に石垣島にて実際の

ダイビングを初めて経験しました。その海中景観の素晴

しさの「魅力」に取り懸かれたのですが、バデイに恵ま

れず、石垣島へは家内と共に観光を兼ねて訪れ、1人で

現地ダイビングツアーに参加しました。以降プロショッ

プの誘いで大瀬崎で4ビーチ＋2ボート、串本で2ビー

チに参加しましたが、|司行者はほとんどが20代の若い女

性で、現在62歳の小生も、若い人達と道中の車内または

食事時の会話はそれなりに楽しいのですが、何か年代の

相違を感じていたところ、ダイビング・ワールド誌で

｢シニア・ダイバーズ・クラブ」の存在を知り5月に入

会させていただき、早速6月に未知の石岡さんより10月

のモルディブ・ツアーのお誘いを受け、深く考えもせず

参加を申し込みました。

以降8月に石垣島で4ボートダイブ、9月に串本で2

ボートダイブを経験しましたが、トータル．タンク数は

OW海洋実習を含めても20本の超ビギナーでしたので、

BCの使い方・呼吸方法も、このレポート作成時の今か

ら思うと無茶苦茶で、消費エアーの速いのは過去44年間

のヘビースモーカーのせいと思っていました。

実を申しますと、いよいよモルディブ・ツアーが迫っ

た1週間前に、「ダイビング・ワールド」ll月号〈モル

ディブ特集記事〉で、モルディブ・リゾートでは、最初

に現地インストラクターによる「チェック．ダイブ」が

あり、特にタンク数50本以下のビギナーは「マスククリ

アー」「レギュレーター・リカバリー」も含めてチェッ

クされ最悪のケース、ダイブが許可されない場合もある

との記事を読み、参加の他の方と気まずいことになるの

ではないかと思い、既に全費用を払い込んでいましたが、

ツアーをキャンセルしようかと考えました。それで石岡

さんに電話しましたところ、何とかなるのではないかと

も思い、念のため、モルディブ行き2日前に名古屋市内

の水深5mプールで、インストラクターによる「リフレ

ッシュ・プール実習」を受けました。

レポートの般初に私事を多く述べ恐縮に思いますが、

これから「シニア・クラブ」に参加されるビギナーの方

の参考になるのではないかと思い、敢えて申し述べさせ

ていただきました。

さて、モルディブ到着の翌朝、1日目午前9時より早

速「チェック・ダイブ」がリゾートホテル前のハウスリ

ーフにて行われました。幸いにもパスして、午後2本目

のダイブを2時よりボートでポイント．オルベリアウト

で行いましたが、早速潜行時より、潮の流れに逆らう箇

角
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所がほんの僅かの距離あっただけで息が上がってしま

い、たったの31分の潜降で（減圧停止5mで3分間を含

めて）終わってしまいました。リーダーの前田さん以下

他5名の方々、皆さんタンク本数100本以上のベテラン

で（吉崎さんは37本ながらモルディブ行きの為にADを

取得されたとのことで、ひじょうにおしとやかな雰囲気

を持たれる女性ながら、そのファイトに感服しました)、

小生の未熟さ故最初の申合せどおり皆さん一緒に浮上し

て下さいましたが、ひじょうに寛容な人達ばかりで、い

やな顔ひとつされず、逆に励ましを受けBCの使い方等

に実際的なダイビングに対する懇切丁寧なるアドバイス

を受け、いかに今までの自分のダイビングが誤っていた

かわかりました。

小生、カメラが趣味で陸上では10年間くらいやってい

ましたが、ダイビング雑誌で見る素晴しい海中景観を撮

りたくて、それもダイビングを始めた理由です。超ビギ

ナーにもかかわらず、ヘビー・ウェイトのカメラ及び水

中ハウジングを持って入ったのも失敗の原因と悟り、最

低50本に達するまではカメラを保留しようと決心して、

2日目のダイビングよりカメラはリゾートの部屋に放置

して他の5名の方々のアドバイスを守るべく極力スキル

アップを目指して、3日目になり、やっと他の方々と歩

調を合わせることが出来るようになったのではないか

と、今思っています。

特に3日目午前のポイント・メドウフラでのこと。潜

降後徐々にチャネルに近づくにつれ、川の流れのような

急流を、インストラクターの事前指示及び彼女の動作ど

おり飼旬前進して海底の岩に腹ばいでしがみつき、待つ

ことしばし、巨大なる、マンタ3匹が頭上僅か2mぐら

いを優美にはばたいて、ゆっくり舞い前進する様を見た

時は、呆然と見とれビュービューとマスクを叩く水流音

も妙なる音楽のように耳の中に響き我を忘れました。そ

れだけでもモルディブを訪れた甲斐があったと思いま

す。大きな亀が珊瑚をかじっているのを間近に見たり、

人気のナポレオンが悠々と泳いでいたり、また魚群の多

様さ、数の多さは、さすが今人気のモルディブと感動し

ました。

4日目に入り、前田さん、石岡さんがカメラを持って

入ることを勧めて下さり、もし取扱い困難なときは助け

て下さるとのことで、絶えず小生の間近で潜って気をく

ばって下さり、また良い被写体は肩を叩いて教えて下さ

り、幸いにも潜降から減圧安全停止後浮上まで、当たり

前ながら自分で、カメラを持ったまま出来ました。また、

潜水時間も他の方々に近づき、お陰で多少スキルアップ

出来たのではないかと今思いつつ、このレポートを書い

ています。

5日目、モルディブ最後の日は、午後のドリフトダイ

ブを終えた後、3本目を、前田さん、吉崎さんと3人で

ClubDivingReport"

ハウスリーフをガイド無しで潜り、約50分のダイブ中30

分で36枚取りのフイルムを使い切ってしまい、その後絶

好の被写体を見つけても撮れない悔しさを味わいまし

た。

5日目で合計l1本を終え、モルディブ最後の夜は砂浜

で壮大なる夕焼けを見、皆さんと一緒に写真を撮り合っ

たりした後、リゾートの特別ディナーを砂浜にて摂りリ

ゾートサービスの良さにも感動し全て満足の連続です。

これは我々9人が申し込んだので、リゾートが催行し、

ついでに他のケストにも広告案内したのではないかと思

いますが、砂浜の上に白いクロスを掛けたテーブル、

我々9人が一番大きく、他の6～8卓の2人、3人、も

しくは4人のゲストが砂浜ディナーを同時に楽しみ、2

個の入場アーチ及び周りを囲む椰子の木、砂浜に置かれ

た漁船も色とりどりのイルミネーションで飾られ、大き

なかがり火も入り口アーチ近くに配置され、5人のミュ

ージシャンが楽器を鳴らして歌を歌い、各テーブルのリ

クエストを聞いてくれます。我々のテーブルでは、前田

さんがリクエスト。涼やかな風が砂浜を吹き抜け空には

満月が輝き、椰子の木の黒々とした陰、まさに地上の天

国そのもの、12USドルはひじょうにお値打ち。

リーダーの前田さんは最年長ながら、その御趣味の多

さ及びリーダーとしての沈着、冷静及び統率力、抱擁力。

そして石岡さんの、自分のことより他の人々に対する気

の使いよう、絶えざる笑い声で活かされる明朗さ。三輪

さん、河原さん、吉崎さんも本当に気持ちの良い方々・

一期一会とは言いながら、ダイビングという趣味を介し

て初対面ながら、ずっと以前からの知己の如く大いに話

し、かつ笑い、我が人生最良の思い出になると思いま

す。

同行の女性の将来ダイバー3人も初めてシュノーケル

を毎日され、近い将来の日に「シニア・ダイバーズ・ク

ラブ」に入会されるのではないかと思います◎前田さん

と堀内さん、安形さんとの軽やかなジルバのダンスに拍

手喝采、ディナーのリクエストの曲も、前田さんのピア

ノ発表会で演奏された曲とのことです。

既に石岡さんが、2000年の海外リゾート・ダイビング

を3回企画され、現在ビジネスからリタイアして暇は幸

いたっぷりありますので、突発事項無き限り、全て参加

することを約束して、次の1月が当面の楽しみです。

今このレポートを帰国途上の飛行機の中で書いていま

す。改めて本当に良い方々にめぐり会えたこと、無上の

喜びと感じています。

帰路、スリランカ航空・機上にて
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④フィンキックのコツ

⑤潜降の仕方

家内は、耳ぬきが下手で苦労していましたが、指

導の結果スローですが楽に出来るようになりまし

た。

⑥移動時の姿勢

シュノーケルでの特訓のおかげで無理なくかたち

づいてきました。

⑦浮力調整と中性浮力、ホバリング

中性浮力がいままでうまくいきませんでしたが、

いくらかコツが分かりました。

⑧流れの速い潮流の対処方法

⑨ナビゲーション

⑩ダイブテーブル

教わったときはわかり、また、練習せずにいると、

だいたいこうだったと忘れそうです。また、習わな

いと…1器具や人にあまり頼らず、これは身に

付くまで勉強したいと思います。

⑪マルチレベルダイビング

⑫ダイブコンピューター

その他、いろいろありましたが、私達は、一番必要な

ものを覚え返すのでせいいっぱいでしたが、本当に密度

の濃い勉強でした。また、訓練も打上げも楽しませてい

ただきました。

少しずつステップアップしていき、皆さん達と一緒に

横に並べる日がくるように、楽しみながら学んでゆきた

いと思います。

皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。

初めてのスキルアッブ講習

太田一仁・禮子

1998年12月12日～14日までスキルアップ講習がありま

したが、私たち夫婦は、14日の次の日は予定があり、2

日間の講習と実施訓練を受けました。

私達は、Cカードライセンスを去年習得しましたが、

スキルアップを参加してみるときちんと理解しないまま

だったことが自分自身によくわかりました。ライセンス

習得後は、潜る機会が少なく過ごしてきたこともあり、

不安がますばかりでした。

このままだと、皆さん達のツアーの中で初心者コース

に行っても足手まといになってしまう！と思っていま

した。きっと、今回のスキルアップ講習は、私達ビギナ

ーに合わせてくださったスキルアップだと、かってに思

い込んでいます。

参加して、いろいろなライセンスコースをUPする講

習だとわかり、私たちは、自信もでき知識も増え大変勉

強になりました。

☆講習と実施訓練は

①自立したダイバーを

②ダイビング計画

私は、潜りにいっても、いつもツアーの設置され

たセット器材で身に付けて、また、コースはインス

トラクターに頼って、ただついて行くだけで、自分

一人で潜った気でいました。

③ウエイトの調整

なかなか潜れないので、重りを今までやたらに重

くして、空気で調節すればよいと簡単に考えていま

した。
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に参加して

スキルアッブ講習に参加して 家族3人でスキルアッブ講習

小林禮子

Cカード取得1年7ケ月タンク本数50本

1998年シニアクラブ入会

ホームグランド／熱海マリンレジャーYMG

現在0Wコースで知り合った21歳学生、45歳教師と私

の3人の女性でバディを組んでいる。スキルアップ講習

にはすぐ申し込む。当日12日は大変八一ドスケジュール、

三男の大学受験日、午後ダンスのレッスン後、車で1時

間30分をかけ、サイクルスポーツ到着。会員のみなさん

へ挨拶もそこそこ、ダイビングの準備を始める。1日中

食事を摂っていなかったため、潜行したとたん目は回る、

気持は悪くなる、もうダメ寸前。ダイビング以前の問題

でした。3点セットでの水面移動、中性浮力、ホバリン

グ、等、確認しながら学習しました。

ビギナーの私は先生のハンドシグナルが良くわからな

かったので、水中ボードまたはノートを使用していただ

ければありがたかった。講義はダイブテーブルの使い方

を中心に、マルチダイブの検証という八イレベルな講義

まであり、生徒5名に先生2名で充分に練習できました。

先生はもちろんのこと、小田原の高木さん、長野の橿

山さん、綾瀬の太田ご夫妻ごしんせつにありがとうご

ざいました。

講習の内容はどれ一つとっても完全マスターしたいス

キルばかり。私はまだまだですが、何度か復習してセル

フ・レスキューを目標にがんばります。

会員で杉本副会長のスキルアップ講習にまだ参加して

いない方、ぜひ一度参加されることをおすすめ致します。

太田一仁

彼岸も過ぎ、桜の蕾も今まさに咲こうとする今日この

ごろです。

スキューバーダイビングのシーズンも間近になってき

ましたが、本格的なダイビングを前に事故防止の観点か

ら水に慣れることが必要と思い、今回東京の国際水泳プ

ールでスキルアップのためのダイビングを実施してまい

りました。

この施設の利用に際しましては、シニアダイバーズ関

係者の紹介をいただきブリヂストン代理店BSアクア

ティックの皆さんの指導をいただき、ありがとうござい

ました。

今回参加したスキルアップ会場については、首都高速

湾岸線辰巳JC近くの東京国際水泳プール（水深5m、

東京都江東区辰巳2丁目8番10号）であり、2時間実施

してきました。

3か月ぶりの器材を付けてのダイビングであり水深5

mではありましたが、潜降するまでは若干の動揺もあり、

水に慣れる必要|生を感じた次第です。

この日は、妻と息子を連れ、息子も体験ダイビングに

参加し家族3人、水中を楽しみながらの休日を過ごすこ

とができました。

この日の、参加費用はプール使用料、タンク使用料等

全て含み1人2,200円でした。

水に慣れ、楽しみながらスキルアップできることから

首都圏近郊にお住まいの方、時間の許す方にお勧めした

いと思います。
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インドネシア・バリ島ダイビングツアー
（11月8日～16日）

レポーター／永松淵li夫

シニアのツアーに初めてご･-．緒させて頂くことにな

り、海外は初めての経験であり、言葉の不安、ダイビン

グの不安等を抱えての参加でありました。

☆旅程＆観光

8日成田GAデ881便で、デンパサールの空港へ。空港

で関空港の方と合流し、ホテル(HotelRamayana)へ。

ウェルカムドリンクに迎えられホテルチェックイン後、

市内で食事。

9日バリ東部・チャンデイダサへ向かう途中、ウブド

市内経由タガス村にて、ガムラン演奏、バリ舞踊を鑑賞、

また古代世跡ゴァ・ガジャを見学し、ホテル(H･

Dewabhal･ata)へ。ホテルで先にバリ入りしていた方と

合流し、ツアー全員が集合。

10日・11日ヌサ・ペニダでダイビング、二日目のダイ

ビング後バリ北西部ロビナ・ビーチのホテル(H･

AdityaBungalows)へ移動、夕食はホテルのシアター風

レストランにてバリ舞踊を見ながらの食事、ショーの後

にレストランフロアーにて宿泊客の外国人達の飛び入り

の余興があり、我がシニアからも負けじと女性陣ご一同

での軽音楽にあわせ“炭坑節”を披露、華麗な踊りで外

国人グループの飛び入りもあり、楽しい夜のひとときを

過ごす。

12日ダイビングの中休みをとり、キンタマーニ観光へ

13日・14日ムンジャガン島・ダイビング、一日目のダ

イビング後ホテル(MimpiResortMenjangan)へ移動、

二日目ダイビング後ヌガラ経由最終地タナ・ロットへ。

‘‘ヌガラ”にて、パワーのあるジェゴクの演奏・舞踊

を鑑賞。舞踊を一緒にとの誘いから女性陣一同も順次参

加、特に男性陣おこ方はエンターテナー性を発揮しバリ

美人の伽り子と見事な踊りを披露し見物人（我々ツアー

以外は全て地元の方）から賞賛（？）を得た。余殻を残

しタナ．ロットのホテル(LeMeridienNilwanaResort)

J､O

l5日ホテルチェックアウト（18:00）までの自由行動、

グレック．ノーマンがデザインしたゴルフコースに囲ま

れたホテルにて、ゴルフをプレーする人、大きなプール

で泳ぐ人、タナ・ロット寺院を背景に散歩する人等、そ

れぞれが休養。

チェックアウト後、空港近くで日本食の会食、00:25

発、GAF880で成田へ。

☆ダイビング

10日・11日パタンバイ港よりバンカーボートにて、ヌ

サ．ペニダのポイントへ40分。水温：26～27℃、透明・

透視度:10～12m，ポイント：レンホンガン&S･D、

FreeDiVingLetter〃

翌・トヨパカ＆ペッド。魚影は大から小まで数多く届ま

したが、名前を認識出来ず勉強不足を痛感。流れがあり、

60本程度のビギナークラスでは岩から岩への流されなが

らの移動がやっとというところ。EX時には全員が手を

つなぎ、輪になって水面への浮上。

13日・14日ラブハン・ラランのビーチよりジュンク2

艘にて、ムンジャガン島のポイントへ20～30分。POS-1

ポイント、水温：28℃、透明・透視度：5～6m，白い

砂地で流れもなく、“ガーデンイール”を期待したが会

えず、翌日POS-2ポイントへ。透明・透視度:7～8m、

ドロップ・オフのポイント、ドロップ・オフの中層18～

20mを緩い流れに乗りドリフト、ガイドのMrリオンが

1m強のカメを捕まえて来たり、回遊魚の群を見たり魚

影を充分堪能。

バリの季節は雨期であったがツアー中は微風．快II背に

恵まれたが、海中はタイミングが悪く透明度が今ひとつ

であった。

8日間のバリ島一周のダイビングサファリスタイルの

ツアーにご一緒させていただき、流れの強い中でのダイ

ビングの仕方、シニアの皆さんの卓越した会話、穂極性、

エンターテナー性など拝聴、拝見させて頂きながら、楽

しい時間を過ごさせて頂きました。有り雌うございまし

た。

参力ll者／斉藤靖子（リーダー)、秋山眞美子、今村

孝、岡野博、川上秋子、松田直彦、吉田七

江、永松輝夫

へ
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ダイビングでますます
元気になるために

大橋禄郎(顧問）

1．ダイビングはスポーツか

「スポーツ」の定義は「陸上競技・野球・テニス・水

泳・ボートレースなどから登山・狩猟などにいたるま

で、遊戯・競争・肉体的鍛練の要素をふくむ運動の総珈

(広辞苑）

★この意味ではスポーツ性はうすい。ダイビングとは

「工コツーリズム」である。

2．ダイビングはからだにどうよいか

★「からだによい」を「心身の健康に有利」と解釈す

れば、からだに有効。

①友人との交流（情報による活性化）

②旅行による非日常的体験、見聞の拡大

③ストレスの緩和

④エアロビクス（心肺機能の向上）

⑤予定・計画のある生活（将来への担保）

⑥自然生物との触れ合い

⑦肉体活動による老化予防

⑧ログブックの記入（知的作業による老化防止）

3．ダイビングはダイエットに有効か

1時間当たりの消費エネルギー（体重当たり）（単位=kcal)

飛行艇についての疑問
関川清一

小笠原の父島へスクーバーダイビングに行くと、海上

自衛隊の飛行艇がよくきています。今回も前回も着水、

浮上の姿を見ております。海面を300～500mくらいの滑

走で軽く、着水、浮上しております。

4発のプロペラ機ですが、着水しますとそのまま海面

を滑って、岸からコンクリートの斜面を、車輪を使って

スルスルと陸上へ上がっていきます。浮上の場合はその

逆です。したがって乗員は陸上で乗降しています。

このような光景は皆様も、よくご存じではないでしょ

うか。

しかし今､父島では淵了場を建設するか堂うか､賛否

両論があるようです。どうやら建設しようとしているよ

うですが、小笠原の特殊な動植物のみならず、自然破壊

からどう守るか論議のあるところです。

私はこの素晴しい小笠原を破壊する、飛行場の建設に

は大反対です。しかし、小笠原に住んでいる人達にして

みれば、緊急の場合、早急に処置できる交通手段が必要

であることは解ります。急病の時どうするか等の問題が

あります。それならば、自然破壊につながらない、多額

の設備投資の必要もない（しかし建設業者は儲からない）

現在の港の設備で間に合う淵ﾃ艇をなぜ使わないのでし

ょうか。

波高4～5mくらいなら離着水可能ときいています

し、日本の技術は優れているともきいております。荊予

艇の定期便があってもよいのではないか。利用者は船と

空の選択を自由に。

父島に限らず、日本は海に囲まれて、離島も多く、交

通は船によるしかない場所が多数あります。また、父島

に限らず給水の問題、宿泊施設の問題等、一度に多数の

客がきても収容能力がありますか、疑問です。淵ﾃ艇は

何故間嶋間の交通手段として使えないのか。

1．飛行艇は能力に問題がある（海上自衛隊は使って

いる）

2．淵子艇は価格に問題がある（高額の設備投資は不

要でも）

3．定期便では採算がとれない。

4離島間の交通手段としては不向きである。

関係者のご意見を聞きたいものです。
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普通歩行

自転車(普通速）

ゴルフ（平地）

水泳（遠泳）

4．ダイバーの食生活はどうあるべきか

★成人男女が毎日とりたい食品とめやす量4つの食

品群（香川綾・案）
へ

群別｜食品｜めやす量’食品例･類似食品
｜卵 ’1個 ｜うずらの卵(魚卵は第2群）

第1群 ヨ ー グ ル ト ス キ ム ミ ル ク

チーズ
牛乳 コップ2杯

豚牛鶏畜産品カレイ

イワシイカ
肉または魚 1～2皿

第2群

大豆製品｜’食分
淡色野菜|2009

煮豆納豆豆腐生揚げ

玉ねぎ長ねぎ白菜もやし

にんじんほうれん草トマ

ト緑アスパラ
緑黄色野菜 1009

第3群
りんごバナナいちごす

いかごぼう
くだもの 1人分

芋 1皿｜じゃが芋里芋

白米麦飯胚芽米玄米

赤飯
ご飯 茶わん2杯

第4群
食パン

1～2枚

（菓子バンはカロリーUP)

嗜好食品（酒）
パン



22

シニアのための「安全潜水」講座（第4回）
－金魚のウンコー

副会長･NAUIインストラクター／杉本信也

1．はじめに

最近、シニアーの潜水事故が多いという連絡が入っ

た。『マリンダイビング』11月号にも今年の事故情報が

紹介されている。それによると、「シニアーダイバーの

事故者が急増！」のタイトルから始まり、事故8件中

4件がシニアーダイバーであると報じられている。上

村･会長にも意見を求められ、DVの基本を守ることに

加え5点の提言がなされている。シニアーダイバーの

購成比が2％に対し、シニアーの事故が50％とは人事

ではない。

さて、かねてより「バデイダイビングの原則を守る」

よう、リーダークラスの方々から周知徹底の要請があ

った。この基本は当然、守られているはずだが、実態

はそうでもないようだ。そこで、バディは組んでいる

が、形は標題のようになっている問題を取り上げてみた。

2．バディ潜水とは

ダイビングマニュアルには次のように定められてい

る。(NAUI)

2.1定義

お互いに手の届く距離にいること

2.2バディ潜水の理論的根拠

a.器材やその故障の手助けが出来る

b・相互に時間や水深、空気残量の注意が図れる

c・緊急時には救急手段の助けになる

d.相手の手や目は様々なところで手助けとなる

e・より多くの光景や体験を分け合うことが出来る

2.3バディダイビングの方法

a.潜水前に次のことを決めておく－行動、信号、

コース、緊急手順、はぐれた時の手順、追随する

コース、潜水中のリーダーは誰か等。

b.一緒に潜降し、浮上する

C.相並んで潜水し、同じ方向を向く

d.もしバデイとはぐれた時は、1分間以内に探す。

見つからない場合は、水面に浮上し合流する

2.4バディチェック

目視点検に加え、手で触って確認（インフレーター

のボタンはメーカーにより、位置、形が異なる）

3．1列潜水の問題点

DVで雄後尾の人が行方不明や死亡した例がある。

混雑したDVスポットでは、股後尾の人が他のグルー

プに付いて行き、あわや行方不明と大騒ぎした例はよ

くあることだ。事故として報告されないので、現場で

のヒヤリ話として終ってしまう。この種の事故は、初

心者や講習中に多い。何故だろうか？

3．1原因

原因らしきものをあげれば、海況（透明度、流れ、

混雑など)、未熟さ、観察（カメラ、ビデオ）など数多

くあげることが出来る。はたして、これは原因だろう

か？実は、これらは、DVそのものの状況であって、

先に原因として捉えるべきではない。その前に、ダイ

バーとして遵守すべき基本がある。つまりバデイシス

テムを組んでいたか、が重要なのである。1列潜水は、

2項で明らかなように、バディ潜水とは言えない。従

って、」述の事故原因としては、真っ先にバデイシス

テムが問われることになる。

ごく最近、超ベテランの行方不明事故が報じられた。

バデイ潜水になっていなかったようである。

3.2列を離れる状況

よく見かけるのは1人急浮上である。エアー切れ、

ついて行けない（流れ)、ストレス、ギアーの不具合、

はぐれ等による。こういう時、バデイ潜水であれば、

列を離れる事態になっても2人で助け合い、より安全

に対応し、浮上出来る。

3.3日本と外国の違い

海外でのグループ潜水では、1組が浮上しても、グ

ループはそのままDVを継続する場合が多い。ガイド

は自分の役目を優先するので当然といった感じである。

バディ潜水が基本だから2人に任せたと言わんばかり

である。これが1列潜水で1人だけ浮上したら、1人

そのままにされ、流されてしまうことになる。

航空機の事故例では雛発着時の事故が80％、DVで

も同様に潜行、浮上に多いと言われる。1人浮上は、

パニック、エンポ、漂流など危険性が高く、蝦後の手

段である。

日本はどうかというと、バディシステムは教えられ

るが、諦習時に1列潜水になり易く、ファンDVもそ

の延長線上にあるかのようだ。カルガモは、親子の時

は1列縦隊だが、成長すると見られない。日本も30年

も昔は、Cカードを取るとガイドも居ないので、バデ

イ2人が基本単位で自分達の判断だけで潜っていた。

自立するしかなかった。今は恵まれ過ぎていることが、

過保護となり、グループの中にいれば安心、という認

識からバデイシステムが軽んじられていはしないだろ

うか？水中眼鏡の視野は意外に狭い。数秒間で見失

うことが多いのは、ダイバーであれば誰もが承知のこ

とである。急浮上した人に気付いて後を追うと、自分

も危険にl1閲される。バディシステムが組まれていれば、

へ
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手を伸ばせば相手に触れられる位憧が原則なので、急

浮上を防ぐことが出来る。

3．4ある事例

網代でのことである。流れに逆らった深いDV(30

m)で、最後尾にいたバディから、エアー切れのサイ

ンがあった。ガイドは見えないぐらい先を行っていた

ので、連絡は取れない。そんなことをする暇は勿論な

い。バディで浮上を決め、安全停止も行い無事ボート

へあがった。後からの話であるが、そのバディは、ガ

イドから勝手な行動を取るなと、きつく叱られたと聞

く。ガイドの責任感の程は理解出来るが、グループを

完全に掴んでいるつもり…にも限度があることを示し

ている。もしこの時、1列潜水であったら、この最後

尾の人はエアー切れを起こしたのだから、前の人を追

いかけるエアーは無いので、1人残されてどうなった

か解らない。バディシステムのお陰で事無きを得た。

深度30mの箱型潜水の浮上は、1人か2人かで安全性は

全く違ってくる。ガイドの盲点もあることを知り、離

れていると、インストラクターでも急なトラブルには

対･応出来ないことがある事例として紹介した。

4．むすび

本題のテーマ「金魚のウンコ」は、訳もなく、ぞろ

ぞろついていく譽えに使われる言葉だが、注意を引く

ために引用した。バディは決めているが、実態が伴っ

ていない1列縦隊のDVには問題があることを強調し

たかった。外国人はバディシステムが徹底していると

言われる。内外のこのような違いは、集団になると強

い日本人と個の強い外国人、つまり国民性、民族性の

違いがあるのかもしれない。しかし、DVに限ってい

えば、「皆で渡れば怖くない」は通用しない。この「金

魚のウンコ」話がバデイシステムの再認識とその実行

の啓蒙に役立てば幸いである。
へ
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2000年ダイブ計画（追加）

ポイン1,名PHILIPPINE:PUERTOGALERA

日程2000年4月中旬1週間程度

リーダー菊川清氏(No.98)

本多哲郎(No.76)

概算費用約150,000円

その他旅行会社含め詳細未定

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ポイント名バリ烏サファリクルーズ

日程2000年8月19～26日頃(8日間）

リーダー小沢慶洋(No.28)

概算費用260,000円

その他12名まで。1日3～4ダイブくらい。

23

1999年関西地区忘年会

恒例の関西地区忘年会が、12月28日、京都の京料理

店「やまね」で行われました。

関東からは上村会長、関川幹事が参加。坪田、南、

芥川、野中幹事の進行で、大変楽しい時を過ごすこと

ができました。参加者は23名でした。（上村記）

へ

計 報

1998年12月12日逝去されました。

1999年9月逝去されました。

◆渡辺克己様（1934年生まれ）

◆大崎眞才則様（1938年生まれ）

ご冥福をお祈り申しあげます。

編集後記

可能なかぎり、原文を削除しないでくれという、寄稿者のご意見を尊重して編集しましたが、若干手を加えた個所

があります。スペースが有限ですし、編集することで読みやすくなるというメリットがあるのです。ご了承ください。

会報は創刊号が弘英正さん、2～4号は上村が編集を担当しましたが、次回の5号からは発行回数を増やし、宇留

賀達雄さん力租当されます｡(上村記）
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