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今後のクラブ

運営について

1994年会員数30数名で発足した当クラブも6年

を経過し、約400名の会員を擁するまでになりまし
た。これは21世紀を迎える新しい時代のニーズに合

致していたことと、前会長の上村名誉会長の施策が素

晴らしかったことによるものと考えております。

しかし顧みますと、仲良しクラブ的考え方だけではな

く、社会的責任が生じた現在では更に組織的、合理的

に運営すべき責任が生じてきていると考えられます。

会員各位のクラブに対する要求度も多種多様になっ

てきており、会員のクラブに対する要望や不満も幹事

の方々共々ひしひしと感じ、反省致しております。

そこで、クラブ設立時の趣旨、理念、会則にありま

す原則はあくまで遵守した上で、多少の改正を試みた

いと、幹事会で合議の上、会則その他規定に手を加え

たものが別項のようになりました。

例えば、役員の任期、選任方法の明確化、幹事の担当

役割分担、総会の役割等についても明確にしたいと考

えました。今後将来の役員も会則に則って、行動でき

るようにと考えたつもりです。

また会費の値上げにつきましては、皆様に負担をおか

けして心苦しい次第ですが、例えば過去には年1回の

会報を発行しておりましたが、現在は会員に対する情

報の発信や連絡、会員からの情報、連絡、会員相互の

通信等を目的として、年4回の季刊発行を実施するよ

うになりました。

会員各位より有益な、また興味のあるお話や経験談等

他の会員にも参考になる数多くの投稿を頂くようにな

り、好評を頂いております。

今後とも年4回の発行を続けて行きたいと考えており

ます。

嬉しい悲鳴は、投稿の数が多く1回の予定枚数をオー

バーする悩みもありますが、今後とも各位の行動予定

結果の報告、経験談、参考資料等積極的に投稿してい

ただきたいとお願いいたします。

この様に会報発行等の費用、通信費だけでも、現在の
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会長関川清一

会費では既に賄いきれない現況にあります。fへ

また新規会員に対する経費と、途中入会会員は既に会

費納入の会員の会費又は、剰余金を共有することにな

りますので、入会金制度を設定したいと存じます。

我々幹事は勿論この苦しい台所事情を勘案の上、ボラ

ンタリー活動を旨として行動しておることは既にご承

知のことと存じますが、よろしくご理解、ご配慮の程

お願いいたします。

次に、会員の中には既にベテランの方も多いわけで

すが、ライセンスを取り立ての方々や、未だ良きグル

ープとの交流のない方々にも、我々は手を差しのべて

同じ会員として楽しいクラプライフが満喫できるよう

努力して行かなければと考えます。

また会員数も増えておりますので、クラブダイビン

グ計画も、今以上に充実して行かなければなりませ
ん。 へ

現在一部の方に大変ご苦労をおかけしておりますが、

多数の方にクラブダイビングのリーダーになっていた

だきたく、是非ともお願いいたします。

毎回申し上げておりますが、旅行中もダイビングも自

己責任が原則ですので、旅行は旅行社に、ダイビング

はダイビングショップにお任せの上計画をお願いいた

します。

更に、当クラブはダイビングを通じてのグループ作

りを目的としておりますが、会員の方々の中にはダイ

ビング以外の各種のご趣味をお持ちの方々が多数おい

でです。ダイビング友達であると共に、他の趣味のサ

ークルなどを作られては如何でしょうか。会員の中で

積極的に行動を起こされますよう望んでおります。

以上長々と申し上げましたが、あくまでも会則通り、

楽しいダイビングライフが続けられますよう、幹事一

同も努力していく覚悟です。会則の改定についてのご

意見がありましたら是非お聞かせ下さい。

皆様のご理解とご支援を節にお願いいたします。



日本シニアダイバーズクラブ会則

（名前）

第1条会の名称は日本シニア・ダイバーズ・クラブ

（以下クラブという）とします。

（英文名ばIheSemorDiversClubofJapan)

(目的）

第2条スキューバダイビングを愛するシニアダイバ

ーが、良いバデイとグループを作り、シニアら

しいゆとりのある、安全優先の快適なダイビン

グを行うことを目標とします。

（行動原則）

第3条行動原則は次の通りです。

1．個人責任

/歪､2．個性の尊重と寛容
3．助け合い

4．環境の保護

（行動責任）

第4条クラブはアマチュアとして個人的なダイビン

グ愛好の集団であり、ダイビングに関する事故

を含む一切の責任は個人に帰属します。

これは基本的かつ現実的な原則であり、会員は

これを承認したものと解します。

（活動）

第5条クラブは、前項の目的のために、次の活動を

します。

1．会員のバデイ、グループによるダイビング

2．会員相互の情報交換

/~､3.年2回の集会(1月の新年会、6月の総会）
の開催

4．クラブダイビング計画の実施

5．スキルアップ講習会・実習の開催

6．会員名簿、会報の発行

（会員資格）

第6条一般にシニアと言われる人をメインとします

が、年齢・性別・国籍等の制約はありません。

会の目的、行動原則に賛同され、行動責任を承

認される方なら誰でも、事務局に申し出ること

で、入会できます。

会の運営、発展の為、助言、指導、後援頂く為

顧問を置くことが出来ます。

またクラブに協力いただける法人を、賛助会員

とすることが出来ます。

（会員資格の喪失）

第7条以下の項目の何れかに該当した場合は、会員

資格を喪失又は退会扱いとします。

1．会費の納入を怠った場合

2．

3．

前2～4条を著しく逸脱し、会員として相応

しくないと認められた場合

営利や宗教活動等、会の目的にそぐわない行

動が認められた場合

（役員）

第8条役員の定員は次の通りです。

1．会長1名

2．副会長2名

3．幹事10名

会長は会を代表し統括します。副会長は会長を

補佐し、会長不在時は代行します。

幹事は会長を補佐し、会の運営を事務局・会

計・総務・広報・安全潜水・ツアー計画・会計

監査の各業務を分担し担当します。

役員の任期は4月度を年度始めとし、2年とし

ます。但し再任できます。

必要に応じ名誉職をおくことが出来ます。

（役員の選出と承認）

第9条各役員は次の方法で選出し決定します。

1．会長及び副会長

役員の推薦を受け、幹事会として会長を委嘱

し、副会長は幹事会に諮り、会長が委嘱しま

す。

2．幹事は会員の推薦を受け、幹事会の合意を経

て会長が委嘱します。

役員の決定は、総会の承認を必要とします。

（総会の役割と機能）

第10条総会は次の役割と機能を有します。

1．役員の承認

2．クラブの基本方針、計画の承認と結果の報告

3．会計監査結果の承認

総会での決議は総会出席者の多数決によります

役員

名誉会長上村敏郎

会長関川清一

副会長杉本信也（安全潜水）

幹事小澤慶洋（会計・総務）

芥川忠雄（ツアー計画）

南要次

大隅照子（会計・広報）

良縁寺悦子（ツアー計画）

野中サチ子

宇留賀達雄（事務局・広報・総務）

監査役菊川清氏
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経理規定 慶弔規定

第1条日本シニア・ダイバーズ・クラブ（以下クラ第1条日本シニア・ダイバーズ・クラブ（以下クラ

ブという）の運営のための経理は、全て本規定ブという）会員に対する慶弔金は、全て本規定

に基づ く も の と し ま す 。に基づくものとします。

第2条会員はクラブの運営の為、年5,000円の会費第2条本規定による会員とは、会員として登録後会

を決められた方法により会に納入するものとし費の納入を継続している人を言います。

ます･

但し同一住所に居住する親子、兄弟姉妹、夫婦第3条慶弔金支給の事由が生じた時は、会員又はそ

が会員の場合は2人目から1人年2,500円としの家族から総務担当幹事に通知し、通知がない

ます。場合はこの規定は適用しないものとします。

また、新入会員は入会時に入会金として1,000

円を納入するものとします。第4条会員の慶弔金としては以下の金額（又は相当

総会、新年会等の集会費は別会計とします。の物品）を支出します。

但し過不足が生じた時は年会費で処理するもの婚姻10,000円
へ

とします。死亡10,000円

但し状況により、会長は幹事会に諮り増額又は

第3条1年の会計年度は、4月1日から翌年の3月減額できるものとします。
31日とし、期の途中入会の会員であってもそ

の期の会費は全額とします。第5条本規定の改廃は、幹事会の合意を経て、総会第5条本規定の改廃は、幹事会の合意を経て、総会

の承認を受けるものとします。

第4条幹事会において、幹事の中から経理業務を担

当する会計幹事を、また会計業務を監査する監

査役を選任します。

監査役は総会において監査報告を行い、総会の

承認を得るものとします。

会費は下記のために使用するものとします。

会員への通信費、印刷代等

会報発行のための諸経費

幹事会、総会等の集会開催のための諸費用

慶弔規定による支出

その他会の運営のため必要な経費

条５
１
２
３
４
５

第

へ

第6条会費の支出に当たっては、幹事会で策定し承

認された予算計画に基づいて行い、特段の支出

においては、その都度幹事会に諮り、承認を得

るものとします。

第7条本規定の改廃は、幹事会の合意を経て、総会

の承認を受けるものとします。
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： 『三宅島のメガネ岩』と『御蔵島のドルフィン・スイム』

鷺

36 2 宮 村 佳 代 子

…

別名『バードアイランド』と言われる三宅島だけ

あって、野鳥の泣き声で目が覚め、爽やかな朝を迎

えました。三宅島の『メガネ岩』は、阿古港の北の

今崎海岸の遊歩道から見える岩で、波の浸食により

2つの穴があいていましたが、昭和37年の噴火に

より崩れ、今は穴がひとつです。メガネ岩付近は磯

釣りのポイントだそうですが、年に12日のみDiver

が潜れるポイントでもあります。その今年の実施日

の初日6月3日から、3日間行ってきました。お世

話になったのは阿古の“べたなぎ”です。

ミナミハタンポの壮大な群れ、タカベ、イサキ、シ

マアジの群れなども楽しみました。スミレ色のシンデ

レラウミウシも美しかったです。ハナイカが見れな

かったのは残念でしたが。

野生のイルカとも会ってきました。三宅島から船で約

45分、お椀型の島が御蔵島です。こちらはスキンダ

イビングです。ガイドの指示に従って、5，6回漁船

から飛び込みました。

イルカが側に来たら、ジャックナイフで潜降、水中で

クルッと横に回ったりして、イルカの気をひき一緒に

遊ぶんだ！なんて思っていましたが実際は海面近くが

精一杯でした。5mmのツーピース+ウエイト2kgです

と、なかなかうまく潜れません。でも海面でふわふわ

浮いていても、結構楽しかったです。

ガイドがブリーフィング時に、『私はこれから人が変

わりますが、怒っているわけではありません』と事前

に言っていましたが、なるほど軍隊式でした。『行け

ぇ！』『潜れぇ！』『もたもたするなあ！』『集まれ

ぇ！』『上がれぇ！』と、必死なガイドに撒を飛ばさ

れっ放しの一行でした。でもそのお陰で、何度も群れ

に囲まれ、真近に野生のバンドウイルカを見ることが

できました。また2度ほど真下を素通りされたりもし

て、可笑しかったです。余談ですが、いつもお世話に

なっている伊豆・冨戸の@･NASODIVE''がフリッパ

ーはダイビングの基本ということで、冬の問プール・

トレーニングを行っていたので参加しましたが、それ

も役に立ちました。『行けぇ！』の号令にもダッシュ

が効き、またガイドの側に一番乗りした時は、彼がイ

ルカの気をひくように呼びに行った直後に群れに囲ま

れ写真もばっちり撮れました。ドルフイン・スイムは

体力的にもハードですが、スキンダイビングの練習も

して、また是非行ってみたいと思っています。今度は

クルッと！

二■

ロ
７

』

！
－

■

【
型

且

一 且へ

I

南西の風、風波あり、水温23℃、透明度は27～

8m・ボートから潜降後、目の前には海の草原と森

が広がり、海中の3つの大きなアーチをくぐりまし

た。ミドリイシ科のサンゴが美しく、アオウミガメ

にも何度か会いました。アーチにはキンギョハナダ

イが群れをなし、崖面についているカラフルなイボ

ヤギと、色の美しさを競っているようでした。さす

が島だけあって、テングダイもへうヤガラもコロダ

イも個体が大きく、驚きました。レンテンヤッコ、

シラコダイ、カンパチ、ヒラマサも。ボートで学校

下沖やワナカを、早朝ビーチで大久保浜にも潜り、
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ヤップダイビングツアー報告
146佐竹綾子・…･溝口寿茂さんを偲んで……246窪田穣

溝口寿茂さんに捧げる（佐竹綾子）

マンタを見に行こう・・半年も前から声をかけていた

だき期待で胸一杯楽しみにしていたのに、急に旅立た

れてしまって・・・

でも新リーダー、窪田さんのお陰で13名楽しくヤッ

プに行けました。

1日目は遙か遠くに5枚ほど姿を現してくれ感激！

船に上がり空を仰いで「溝口さ～ん、マンタ見られた

のよ～」大声で叫びました。

届いたのでしょうか、3日目は頭上2メートルくらい

の所に来てくれました。もう夢中でシャッターを切り

ました。近すぎて一部分しか肉眼で見えません。どう

したらよいのかしら、取り敢えず何とかなると、息を

吐くのも忘れて…

溝口さんが呼んで下さったのでしょうか？何度も旋

回してその美しい姿を見せてくれました。

写真が出来てもう感激！見て頂きたかった。

何時も僕のカメラは安物だよ・・でも入選したんだ

よ．．と素敵な写真を何枚も頂きました。今度の写真

は褒めて下さったかも・・･

溝口さんの楽しそうな笑顔は、何時までも仲間の心

に残っていますよ。何時も見守っていて下さいね。

有り難うございました。合 掌
』

－6－

ヤップダイビング報告（溝口穣）

概要：

ヤップダイビングと言えばマンタ狙いと打てば響くよ

うに、マンタのクリーニングステーションのあるゴフ

ヌーチヤネルで3本、ミルチャネルで1本潜ってみた

ところ、ゴフヌーでは毎回複数のマンタに遭遇、一方

のミルチヤネルでは残念ながら不発でした。

特に、ゴフヌーの3本目では、マンタが手を伸ばせばへ

届きそうな距離でホバーリングするのを目撃された方

も多く、満足されたことでしょう。

透明度が今ひとつだったのが惜しまれますが、それ

でもなかなか迫力のある写真をお撮りになる腕前の方

も多かったようで流石1と言えましょう。

ヤップの三大ダイビングスポットのひとつと聞かされ

ていたマジックキングダムには潜れませんでしたが、

同じ様な外洋ポイントであるチョオールウオールで1

本、マンタリッジで2本に加えウナヤンウオールで1

本の合計4本をこれらの外洋ポイントで潜ってみた結

果、外洋だけに透明度は良いものの、魚の種類及び群

がお隣のパラオに比べ少ないように感じました。但しへ

最終日に潜ったマンタリッジの2本目は透明度抜群で

流れもなく、太陽光線がかなり深場まで差し込む素晴

らしい海中環境でのダイビングとなり、別れを惜しん

戸

でくれるかのようにマン

タも現れて十二分楽しめ

るダイビングであったこ

とを特に付記したいと思

います。

この素晴らしいダイビン

グを今回の最終の思い出

にして午後から全員で

ヤップ名物の民族ダンス

を見に行ったわけですが



なかなか面白く、日頃の忙しさを忘れてのんびりと時

間が過ぎていったのを懐かしく思い出している今日こ

の頃です。

ヤップはパラオ等に比べ、未だ観光開発の荒波にさら

されていないだけに静かで自然が多く残されているの

は事実ですが、これは独自の伝統文化を守っていきた

いとするヤップ政庁の方針が基本にあるのは当然のこ

ととして、これ以外の要因として土地と所有権問題が

複雑に絡んでいるのではないかと思いました。

この土地の所有意識は地続きの海の中まで及んでいる

のではないかという点です。

これが乱開発からヤップの大自然を守るというプラス

の面とダイビングスポットへ最短ルートを通ってのア

クセス或いは新しいダイビングスポットそのものの

開発を阻害するというマイナスの両面を併せ持ってい

るのではないかと考えているわけです。

今回のツアーで小生は2回ほどマジックキングダムで

潜ってみたいと現地で私共の面倒を見てくれたオルカ

ダイブセンターに申し入れたわけですが、その都度先

方の態度がはっきりしないまま結局断念せざるを得な

かった背景が上述の様に考えればおぼろげながら浮か

び上がってくるわけです。

ヤップダイビングの目玉はマンタという通り相場でこ

れまでやってきただけに、未開発のポイントが沢山残

されているはずだという期待を充分に抱かせるヤップ

島だからこそ、土地所有者間の利害がうまく調整され

て島の人々の平和な暮らしと今の自然環境を破壊する

ことなく、自由にダイビングを楽しめる新しいポイン

トが数多く誕生することを期待するのは小生一人だけ

ではありますまい。

このツアーを、計画され実施直前になくなられた溝口

寿茂様の霊前に先ずご報告申し上げ、合わせてご冥福

をお祈り申し上げる次第です。
＝

日時：平成12年6月18日出発同25日帰着

参加者：368石井幸子287石岡弘至一ノ

235今村廣子3“江田隆007大

038川上秋子270河原信子119

こ146佐竹綾子247長野恭子

信子246窪田穣以上13名

☆写真は何れも撮影：佐竹綾子

一ノ瀬博司

007大西亀美代

119小菅かづ

恭子212布澤
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ケイコの世尋

作：'13今澤恵子
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＊＊＊ダイビング以外に私の好きなこと＊＊＊

趣味と動機

276熊倉政美

一

一

■
私は商売柄（木材業）若干の肉体労働が伴うので、日

頃趣味はスポーツに徹しようと決めていた。もっとも

学生時代は長唄同好会マネージャーと麻雀だけの生活

であったが1就労して30年代は先ずゴルフを始めた

時、練習場でイントラから「君は球を後ろに飛ばすの

か」と言われ、以来練習場には新しいクラブを買った

時だけで行かず、シングルを目指したが未だ達せず続

けている。

40年代テニス好きの友人で主治医に痛風に効く特効

薬をやるからと勧められテニスを始め、同時に仲間が

冬場スキーに行ってしまうのでお供しスキーも始め

る。何でも10年は続けるタチで楽しんでいたが娘婿

が孫とやるからと板と靴を持ち出され11年で終り。

テニスも15年楽しんだが今はお休み。この時期、約

30日間、中南米に木材視察を頼まれ6カ国（ブラジ

ル、ウルグアイ、ペルー、チリ、グアテマラ、ホン

ジュラス）を回り、チリでのレセプションパーティー

で丼一杯のキャビア、中華大皿にてんこ盛りの生ウニ

チリワインにチリ美人と、至れり尽くせりのご馳走の

後ダンスタイムとなったが、踊れないので「狸寝入

り」していたが、何度も美人に腕を掴まれては逃げ

回ったがついにデカパイに挟まれ、大変嬉しい悲鳴を

あげたが大恥もかき「学生時代踊れないばっかりに初

恋の人を奪われた苦しい思い出が甦り」帰国後ダンス

教室に直行、以後10年一級？まで習い、普通のダン

スが踊れるようになり余裕が出て、気が付けば周りは

シックイの暑さほどの厚化粧のドライフラワー群に囲

まれている己に気が付き止めてしまった。

50年代後半、運動不足で太り気味解消のため、フ

ィットネスクラブに通いダイビングに出逢いOWを取

り6年！もう晩年近く、10年続けられるだろうか？

昨年8月には海抜3800mチベット自治区中旬で朝

食にバカデカイ松茸の炭焼きを食べ空路1800mの

昆明市を経て香港からその日の内に海抜0rn沖縄那覇

着、翌日からダイビングするほどにはまり込んでいる

昨今である。さて次のスポーツチャレンジは天国で考

えることにしよう。何かのきっかけを掴み！

-10-

私の永い歴史の趣味

004大明美代子

スキューバーダイビングはここ

10年程のお付き合いですが、生

まれも育ちも東京の私がスキー

を初めて履いてから、もう65

年程になります。戦争その他

で出来なかった頃を除いても、

50余年も滑っているわけです。

このスピード感、スリルの快感

は70歳の今もぞくぞく致します。は70歳の今もぞくぞく致します。一人娘の結婚で隙

間の出来た心を埋めるかのように、遊びのスキーから

一転資格者の道に走りました。57歳で準指、60歳で

正指、67歳で取りました。A級検定員を受けた時は

全国から受験者62名中女性はただ1人、しかも最年長

でございました。成り行きで、とうとうシニア女性の

スキークラブ東京都スキー連盟加盟の「スノーレディ

ーススキークラブ」（雪女）を作ったのは2シーズン

前、優雅、質の高さ、若々しさ、意欲的、楽しさ、そ

して年一回は海外ツアーを目標に楽しさいっぱいの行

事を活発にこなしております。スピードを競う競技会

にも出場してマスターズで活躍しているのも元気な証

拠ですね。こんな私ですが、20年もカルチャーで、

小笠原流生け花教室を持ち、指導員を取得するまで続

けていたのでした。その間、花展で家元賞を戴いた

り、今田美奈子のお菓子では、看板を戴き、日経新聞

には私の作品（ポンパドール夫人のデコレーション）

を乗せて下さいました。書道は漢字、かな共6段、初

めて出した書道展では佳作でした。続けているピアノ

はショパンが好きです。秋には歌の発表会がありオペ

ラのアリアを歌うことにしています。夏になると大好

きなスキーもほぼお休み、そこで61歳で暇つぶしに

と始めたのが、スキューバダイビングでした。そして

MSD資格を取った後、大腸ガンの手術で3ケ月入院

したりで、体調がいまいちの頃ショップから座談会が
あるから出るようにと言われて出席したのが、上村名

誉会長と溝口さんとの出会いでした。

シニアダイバースのクラブ作りの話が出て今日に至っ

た訳でございます。

私のダイビングは、夏から秋のみですのに又胃ガンの

手術をしたりその他で（夏に入院ばかりしていました

）途切れ途切れの参加で本数もなかなか増えずにおり

ますが、海外のダイブ年間1回は行きたいと願ってお

ります。

レッドシー、モルジブ、GBR等々…。シニアダイバ

ーズの皆さんと行ければ幸せと思っております。

＊スキー大好きな方、ご一緒に楽しみませんか。

へ

へ



一

_一

＊＊＊ダイビング以外に私の好きなこと＊＊＊

ヨットにゴルフ、ダンス等々

281鈴木忠

私がダイビングを始めたのは、娘夫婦がやっていて、

写真やビデオを見せてその素晴らしさを教えてくれた
からで、96年6月にサイパンでOWの資格を取得し

ました。その後は娘夫婦と真鶴、大瀬崎、川奈と近場

をやっていますが、海外は97年末サイパン、98年

末シパダンに行きました。ここで坪田さんからSDC

を紹介され、入会し新年会や総会には参加しています

が、SDCのダイビングにはご一緒したことはありま

せん。この6月末に仕事の方はリタイアしましたので

皆さんと潜りたいと思っています。さて標題の件、私

は、阪大の学生時代からヨットを始めインカレや、国

体に出場し山口県のヨット連盟の理事長を務め国体で
チームを何回か優勝させ、現在も副会長をさせても

らっています。

また、日本セーリング連盟のルール委員を務め、阪大

のOBたちと、横浜ベイサイドマリーナにおいている

50フィートのクルーザーに乗ったりしています。

と言うことでヨットが第一の趣味ですが、その他冬に

はスキーに2～3回は行きます。

ゴルフは東京国際のメンバーで月に2～3回は行きま

す。最近は余りやりませんがコントラクトブリッジも

また再開したいと思っています。アマチュア無線はJ

A3FHのコールサインを持っていますが自分で組み

立てた送信機で交信するのが楽しみだったので、今の

ように既製品を買ってきてやるのは面白くないので

やっていません。

家内と共通の趣味はソシアルダンスで、新宿のステレ

オホールに時々出掛けます。それと国内外の旅行に行

くのですが、家内はダイビングをやろうとしないのが

残念です。以上とりとめのないことで誌面を汚しまし

たが、皆さんと共通の趣味の方とはこちらの方でもお
つき合い下さい。

日本列島ダイブの旅

298牧野公

ダイビング以外に好きなことと言われても、特に格別

なことはないのです。

ごくごくありふれた趣味なので気が引けます。

先ず、「音楽鑑賞」クラシック、歌謡曲、日本民謡、

ポップスと何でも好き。集めたLPレコードは約10

00枚、カセット100,MD100枚ぐらいでしょ

うか。カセットとMDは、ダイビングの合間に海を眺

めながら、泡盛を友にして大鑑賞？

モーツアルト、ベルディ、フリッツ・ヴンダーリッヒ

石原裕次郎、美空ひばり、プレスリー、ZARD，パ

フイーなど。

特に、ケラマの海には、ベートーベンの「田園」が最

高1青と白と緑のコントラストを目前にして、超ワイ

ドスクリーンの映画を超音響のスピーカーで聴いてい

る様な気分に浸れます。

別に宣伝するつもりはありませんが、渡嘉敷島のホテ

ル、とかしぐマリンビレッジのロケーションは素晴ら

しいと思っています。立川談志さんも通っていると

か。

やっぱり、ダイビングから離れることは出来ません。

数年前に、JR全線を乗りつぶしてからは、日本全国

ダイビングできる土地を中心に「たび」をすることを

目標にしています。

沖縄の八重山諸島から九州の西岸まで北上してきたの

で、壱岐、対馬、隠岐島、佐渡を今狙っているところ

です。その土地土地の食べ物も「たび」の魅力です

ね。市場や港での立ち食いも大好き。「どこから来な

さった？」「東京からです！」この挨拶から始まる土

地の人との会話もたまりません。八重山・黒島の自称

“比屋定小町”お婆ちゃんは、「私がしっかりしてい

るうちにもう一度来て欲しいと！」約束早く果たさな

きや

(左
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LMjの私の健康法00O

テニスと自転車で

361川畑和弘

私のダイビング用体力作り

323真杉靖夫
丑
乃
日
な
子

’

50歳を過ぎるころから自分の子供と同じ年齢の連

中と一緒にダイビングをするに当り、体力作りの必

要性を痛感しはじめました。

タンクの運搬などにも体力が要ります。

勿論、若者達は年寄りをいたわってくれましたがな

るべく甘えないように、したかったのです。

そこで時間が許す限り週1～2回プールで1500

mクロールで、一気に泳ぐようにしていました。

トレーナーから年寄りには有酸素運動が望ましく、

目処は30分以上続けられる強度で、僕には150

OInの水泳が丁度当てはまりました。

泳ぎが体力作りだけでなく、日頃から水になれてお

けると言う意味もあると、考えました。

子供の頃水泳の選手だったのでタイムも気になりま

した。調子の良い時で30分ちょっと、悪い時で3

2分台でした。

昨年8月で会社を辞め、10％体重を減らす事にし

ました。

これを食事制限より運動を多くする方法でやりまし

た。

1週間に4～6回運動する事にし、やるのは上記水

泳か、近所のジムで1時間半の体操です。体操の内

容は35分自転車漕ぎ、腹筋体操60回、ウエイト

トレーニング、スクワッド（これはスキー用）、ス

トレッチ30分。半年で目標の減量に成功、8キロ

やせました。今は1キロの許容範囲（72．5～7

3．5）でコントロールしております。

副次効果として、水泳が早くなった事と心肺機能が

強くなり、脈拍が遅くなりました。水泳は相当ゆっ

くり泳いでも1500mを31分以内では泳げるし

速い時には29分台前半で泳げます。

次に脈拍は通常時で50台の

､
I

’I

健康法は特別に意識していないのですが、食べ物ではへ
何でもOKの方で、それと毎年欠かさず人間ドッグを

受けており、健康維持は及第点かナ！と思っていま

す。

元来体を動かすのが好きな方で、強いて言えばテニス

をコンスタントに続けていることでしょうか。

約30年、週に1回は朝9時から夕方までほぼ一日中

ラケットを、振り回しております。

ワイフは「私はテニス未亡人」とこぼしております

が、諦めているようです。

専らエンジョイテニス！！あまり勝負に拘っておりま

せん。

コート内を走り回って、身体から汗を出して帰ってか

らのビールのうまいことと言ったら・・・皆さんもお

わかりですよね！？そしてテニスもさることながら、

そこに集まる人達がよい人達ばかりで、きさくで軽く

冗談を交わし合う、仲間同士です。

この様な環境の中で身も心もリフレッシュ出来て、ス戸、
トレスを吹き飛ばしている次第です。

念願だったダイビングは5年前に初孫の誕生をキッカ

ケに「老け込んではおられないゾ11」と、己を奮い

立たせて始めました。

SDCのメンバーに今年加えていただき、6月の総会

出席を初体験して、Eメールも沢山の方に頂き有り難

うございました。

それから、在職中の会社通勤はマイカー。何処へ行く

にもマイカーでしたがこの5月に還暦を迎えると共に

定年退職してから、生活パターンの変化をキッカケに

愛車にも休養させ、自らは日々の運動不足を僅かでも

補うために自転車に乗ることにしました。

運動不足対策が狙いですから自転車は楽々駆動タイプ

の電動兼用はダメ1娘が定年退職祝いに流行のシャレ

た自転車をプレゼントしたい旨の申し出を断って、昔

ながらの中古自転車を自分で探して、日常の雑用処理

に片道30分以内の範囲ぐらいなら、駆け回っており

ます。

前半になり、この間の健康診

断で測ったら42しかなく医

者も驚いていました。

昨年から潜る本数も増え、上

記体力強化も効いて、今年の

ダイビングは好調で、4月に

伊豆海洋公園で水温14度の

海にウエットで潜りましたし

7月には西表で16本潜って

きました。

、
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(M)△私の健康法00O

ダイビングで健康管理

073前田慶子

「健康法」ならダイビング下手な私でも何か書ける

かな、と原稿を引き受けてしまったのですが、考え

てみると何もやっていません。それでも自分は健康

だと思っているし、検診でも毎年、異常はありませ

ん。医者は毎週のようにやっているテニスがいいの

ではないか、と言っています。ただ、小学生の時か

ら鼻炎があって、耳抜きが苦手です。ガムを噛んで

口の周りの筋肉を動かすと耳抜きしやすくなると聞

いて、ダイビングの計画が具体化すると、ガムは苦

手な私は、せめて食事の時には良く噛むよう気をつ

けます。またダイビングの前には何時も耳鼻科に行

き「今、風邪を引いているよ」とか、「耳管がはれ

ているよ」とか、そして最後に「こういう人はダイ

ビングをやっちゃいけないんだ」とか言われなが

ら、鼻づまりを取る薬を出してもらって、それをダ

イビングの前にシュツシュツと鼻に吹き込みます。

耳鼻科に行くのはその薬をもらうためですが、それ

で初めて自分が風邪を引いているのが分かったりし

ます。それとやはりダイビングの前になると急に心

配になるのは、喉の痛みで、これはヨガのライオン

のポーズを1日、何回もやると何とか治ります。

他のヨガもちょっと始めます。止めると、また痛く

なったりしますが、ダイビングが終われば気になら

なくなってしまって、ヨガは続きません。

こう考えると、ダイビングがあるから、身体のこと

が気になるのであって、もしダイビングをしなかっ

たら身体のチェックは何もしないで過ごしてしまう

でしょう。やはりダイビングはちょっとこわいなと

いうのがあるから、身体も気をつけざるを得ないの

で、これがもしかして、私の健康法？なのかもしれ

ません。

ダイビングで健康に

038川上秋子

ダイビングを始めて早8年。職業柄、私は喘息でとて

も悩んでおりました。

最初は水泳がよいと聞いて、顔も水につけていれない

状態で、水泳に通い始めました。

そのうちにダイビングの話しがあり私にも出来るかし

らと挑戦しました。

年に何回も発作に苦しんでいたのが、あの広大な海、

きれいな空気を味わったり、潮風・塩水で肌を鍛えた

り11何が身体に良かったのか、そのうちに発作の回

数も少なくなり、現在は全然苦しみがありません。

また風邪も引かなくなりました。

本当にダイビングに感謝いたしております。

私にとって一生一代の財産を得たように思っていま

す。

これからも体力の続く限り70～80になっても安全

ダイブを心掛け続けて行くつもりです。

時間とお金の許す限り、何処の海でも行きたいです。

』q
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SDC協力各社のご紹介

☆宮古島と24｡NORTH

水と太陽の島北緯24～25度に位置する宮古
島は年間平均気温23度の亜熱帯の島。年間降雨量も

約2200m@と多く、そのほとんどが地下水として貯

えられています。ちなみにこの豊富な地下水は湧き水

として流れ出、幻想的な水のマジックとしてダイバー

の目を楽しませてくれます。

地形宮古島諸島は隆起珊瑚礁からなり、永年の海

底隆起、沈降の繰り返しにより海底の地形はケープや

アーチ、ドロップオフと様々な変化に富んでいます。

生物海中の複雑な環境は、そこに住む生物も豊富
にし、地形派ダイバーのみならず、フィッシュウオッ

チヤー、カメラ・ビデオ派にも魅力的なフィールドと

なっています。’

アクセス羽田から宮古島空港まで直行便があるの

でなんとたったの3時間。そう伊豆より近い沖縄とは

宮古島のことだったのです。

24g_NORTHは宮古島で初めてダイビングサー

ビスを興したいわばダイビングシーンの先駆者。20

年の実績と信頼を誇る老舗なのです。

海の見える明るい店内、本格的なダイビングプール、

クラブハウス（宿泊施設）と充実施設が自慢です。

スタッフは、男性ガイド・女性ガイド共に常駐。個性

豊かな総勢10名のスタッフが楽しく海やダイビング

のことは勿論、アフターダイブ、島での滞在中の全て

をお手伝いいたします。

ダイビングスタイルはボートダイビングが主流です。

午前1本、午後1本の2ダイブ。到着日の午後のlダ

イブ、3ダイブ、ナイトダイプのリクエストもスタッ

フまで。また久しぶりのダイビングで不安な方のため

にプールでのブランクダイバートレーニングも行って

います。

ボートは「海洋丸」55Z《、「マムヤⅦ」50Z(、

「マムヤV｣43zf(何れもトイレ、シャワー付）ま

た、大型カタマランヨット「グリーンフラッシュ」5

4Z《による宿泊まりしながらのクルーズダイビングも

実施中。ゆったりのんびり「大人の休日」を満喫して

みては？

SDCへの特典①DIVEAGECARDの入会金3
千円が無料で、ポイントカードの特典が得られます。

②オフシーズン（10～5月、正月、GWを除く）に

60歳以上の方に最大4名までの少人数制でガイドサ

ービス致します。

－14－

☆P.l.Tダイビングクラブ

千代田線の代々木上原駅に便利な会社があります。

Cカード取得/ステップアップコース／リフレッシュ

コース/器材販売/器材メンテナンス/伊豆日帰りツア

ー/伊豆宿泊ツアー等…いわゆるダイビングショップ

としての機能を持つ旅行会社です。

旅行会社としての特徴は、沖縄全島及び小笠原に精通

している点です。『沖縄にダイビングをしに行きた

い』というお客様の1本のお電話から………

士織蕊ご雪雲経鰯名誉で器鵜呈間へ
等をお聞きします。

通常のパッケイジではなく、お客様とお話しをしなが

らご希望をお聞きして、お客様専用のパッケイジをお

創りしていきます。誰でも透明度が高く、魚影が濃く

比較的空いていて、施設が充実している島をご希望さ

れるのは当然のことです。しかしながら、ご自身の経

験と現地の混雑状況や施設の問題等で100％ご満足

いただけない場合もあります。この様なときこそ私ど

もの出番です。お客様のご希望の優先順位を勘案しな

がら、私どもからご提案させて下さい。

また『ブランクがあり少し不安』な方のために、ダイ

ビングプールや伊豆でのリフレッシュコース。『ウ

エットスーツと器材を買い換えたので試してみたい』

『近々海に行くので……』等、その為の伊豆半島ツア

ー（日帰り＆宿泊）も少人数から実施しております。

全員で7名、旅行部門4名／ダイビング部門3名ダ／ヘ
イビングと旅行が好きで集まったメンバーです。

なんなりとご相談下さい。

〒151-0066渋谷区西原3－7－4渡部ビル1F

BO3-3466-6489FAXO3-3466-3870

http://pit・wisnet.nejp

travel@mail3・wisnet・nejp

旅行部門責任者小林健一

ダイビング部門責任者：雨尾徹

☆ナッソー

伊豆半島、富戸のスキューバサービスステーション

SDC会員ならCLUBNASOの特典がオールクリア

例えば富戸、1.0.Pが2ビーチガイド付で9,500円。

1人でもマンツーマンで対応。スキルアップも常時平

日受付。利用の際は会員番号の提示をお忘れなく。

伊東市富戸1194-2B0557-51-7400(柳田満彦）



SDCダイビング胃,画一覧表(2000年10人圷旬以降分）

ポイント名 リーダー名日程 番号 旅行社他 概算費用 その他条件

ハワイ（ｽｷﾙｱｯﾌ゙ ﾀ今イビング） 11月9日～14日 清水孝彦 最大で3名に2人のイントラがつく。含むレンタル重器材。139 116，“0

ポナペ 11月14日～20日 石岡弘至 ﾊ゚ｲﾅｯﾌ゚ﾙﾂｱーｽ゙ 名古屋発食事無し8ダイブ付成田発も可287 130,mO

モルジブ（クルーズ） 10月下旬か11月下旬 窪田穣 経験本数30本以上246 2“,“0

月にいつかい伊豆で潜るかい 高木元子10月27．28日 海太郎リゾート 川奈、申込金が必要。オプション、延泊可。リーダーに問い合わゼ124 22,”0
1 －勘

11月17．18日 富戸〃 〃 〃 〃 〃 〃

伊豆半島ダイビング 常時受け付け 良縁寺悦子 ナッソー他 新会員の方、日帰りダイビングご相談下さい。26 10,皿～

沖縄・伊豆半島 相談の上決定 加藤初広 5人以内、レベルにあわせる、リーダーはPADIのイントラ95 10,"0~

9日午後成田発16日成田着関空発は、参加申し込みが有り次第別
途連絡、デラ､ソクスR163,OOO円昼・包含翼式別

成田・関空対応8ダイブ、食事別、定員10名

フィージーマナ島 関川清一11月9日～16日 ﾊ゚ｲﾅｯﾌ゚ﾙﾂｱーｽ゙12 139,000～

ニューカレドニアリフー島 12月4日～11日 2“,唖〃 〃 〃

■ ■■Q

紅海ダイブクルーズ 良縁寺悦子10月21日～28日 ワールドツアー 11ダイブ＆観光付関空発23～24万円26

憩与那国ハンマーと遺跡 2001年1月中旬 豊和トラベル 4日間経験本数100本以上9～10万|圏〃 〃

Bpqo

卜12…
【皇室Z卸

オーストラリア。クルーズ 2001年7月上旬 スポートツアーズ ホエールウオッチングスーパースポートノ185,“0〃 〃

へ

自
／

成田・名古屋・関空発着、6ダイブ全食付、船に強い方12-aOod'､…
９
－

オーストラリア・ケアンズ 001年1月18日～23 石岡弘至 ワールドツアー287 130,叩0

§）

⑦

／

ﾌ‘ﾘﾂビﾇ壹夢秀うあ、＜
成田・関空発着、8ダイブ全食付。海外初心者OK.001年3月15日～23

…_ノ
H.P.Iダイブツアー 130,000〃 〃

一 一

モルディブ・北マーレ
一ノ

0

2”1年11月15~22扉） 成田・名古屋。伊丹発着、全食付、ダイビングはオプションワールドツアー 140,"O〃 〃

スキルアップ講習会 2001年3月 杉本信也 10名以上で実施。土肥。修善寺30 30,皿

2001年10月〃 〃 〃 〃 〃

ﾍ旬張16‘ﾛ
ﾋグ晩

』

⑤ パラオクルージング 2“1年4月中旬 関川清一 スポートツアーズ 未定 関空・名古屋・成田発。6日間位を予定12

ラヤンラヤン 2001年5月10日前後 ジスコ 20万円位 関空・名古屋・成田発。8日間。定員8名〃 〃

一一一

小笠原ショート＆ロング 2001年6月18日～ 15/24万円 ショート・6日間。ロング13日間。船室により料金は変動。 脅虻辞。
パ パ ス〃 〃

巳

宮古島 2001年10月上旬 未定〃 〃

才一
石垣島 2001年11月上旬 〃 〃 〃

ノレ
伊豆大島4ダイブ 宇留賀達雄2001年9月上旬 ｸ゙ﾛーﾊ゙ﾙｽポーツ 延泊・オプション可、土日利用。ニタリに遭えるかも！！197 40,”0

ノL

－15－久延←疹瓜



SDCダイビング・リーダー/DS・旅行社企画一覧表
リーダー一覧

廼話 ファックス住

335-“26戸田市新曽南1-1-5-301

438-0078磐田市中泉326-19

270-1154我孫子市白山1-6-39

223-0065横浜市港北区高田東3-38-11-302

338-0823浦和市栄和3-1.6-11-705

250-0“3小田原市東町5-4-36

273-0“3船橋市宮本7-21-15

142-0041品川区戸越3-2-16

215-m13川崎市麻生灰雫禅寺25-2

所リーダー氏名会員番号

“8-434-5151 １
５
５
３
１
９
５
３
－
－

４
７
３
３
４
一

一
８
８
３

“
鴎

渭水隆彦139

0538-37-0562石岡弘至287

“71-39-2338 0471-39-2338窪田穣246

“5-546-2112 045-546-2112加藤初広95

“8-855-6646 048-855-6646杉本信也30

“65-34-6164高木元子124

“74-22-8980 0474-22-8980関川清一12

03-3784-3920090-8518-2485良縁寺悦子26

“4-987-89“ 044-987-89α〕宇留賀達雄197
.

■ナッソーのスキルアップダイビング（電話：0557-51-7400）

その他条件

スキルアップ講習（中性浮力、フィンキック他）

担当者 概算費用ポイント名 期間

柳田常時受け付け伊豆半島富戸又は海洋公園 15,皿

■スタッフが同行する、パイナップルツアーズによるSDC限定企画ツアーの一例（電話:03-5458-5845)

その他

目の前からエントリーが出来るﾄﾗﾝﾊ゙ ﾝと温泉自慢のﾑﾝｼ゙ ﾔｶ゙ の賛沢な組合せ

6ダイブ付き、イソマグロポイントが自慢

バリ島沖の新顔。ダイビングは特別チャーターで。

船に弱い、初心者だから心配という方大歓迎。

担当者 概算費用期間ポイント名

大井手10月28日9日間トランバンとムンジャガ 185,唖

11月1日5日間 145,皿石垣・イバルマ 〃

11月28日7日間レンボガン島 228,皿〃

パラオ・デイドリーム 12月13日6日間 170,皿〃

15ダイブ、豪華ｸﾙｰザｰデｨｽｶﾘｰ号で賛沢ダイビング。1月1日8日間モルディブタ・イブｸﾙー ｽ゙ 4”,皿〃

◎その他シニアダイバーズクラブ限定企画ツアーは広告頁をご覧下さい。

◎お取扱い方面：沖縄、奄美大島、モルジブ、バリ、メナド、タイ、マレーシア、フイージー、

リシャス、セーシェル、レユニオン、ドバイ、マスカット、紅海、バハ、タークス＆カイコス、

ニューカレドニア、サモア、タラワ、ミッドウェイ、モー

ズ、ロスロケス、シルバーバンク他

－16－
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一

一

シニアダイバーズクラブ限定企画ツアー
◎スッタフ同行の安心・らくちんダイブツアー※下記ツアーは抜粋です。詳しい企画はお問い合わせください。
☆印は概算価格。最少催行人員はクルーズは12名様、その他のコース8名様。★は中・上級者向けコースです。

9月30日5日間

石垣島

10月28日9日間

ﾄﾗﾝﾝとﾑﾝｬﾝ（バリ）

11月01日5日間

石垣・伊原間（イバルマ）

11月28日7日間

レンボガン島（ｼﾝﾙ利用）

12月13日6日間
パラオ・ディドリーム

1月1日8日間

モルディブｸﾞｲﾜﾙｰｽ

2月中旬6日間

スミラン・ｽﾘﾝｲﾌﾜﾙｰｽ

3月中旬6 日間
★ﾊﾝﾏｰﾍｯ与那国

4月中旬8日間
ﾄﾚｬー ｱｲﾗﾝﾄ゙ フィジー

4月（］ー ﾙｦﾝｳｨー ﾜ）8日間
ﾇｻﾃﾝﾗ・モヨ･]ﾓﾄ゙ﾜﾙー ｽ゙

5月中旬
ｽｰﾊｰ0ﾂｵﾌ

8日間
メ ナド

6月中旬6 日間
珊瑚の産卵IN西表島

料金（円）

6ダイブ

145,000

．8ダイブ

185,000

6ダイブ

145,000

6ダイブ

228,000

6ダイブ
☆170,000

15ダイブ

☆400,000

12ダイブ

☆200,000

8ダイブ

☆165,000

8ダイブ

☆230,000

15ダイブ

☆400,000

9ダイブ

☆145,000

10ダイブ

☆165,000

このツアーここがお勧め1ポイント

今年オープンした北部のサービス「Gフリーダイビング」の林豊
プロデュースの今一番新しい沖縄のポイントに探検気分でトライ‘

リゾートの目の前からエントリーが可能で気軽に潜れるのが自慢
のトランバンと温泉自慢のムンヲャガンの欲張りな組み合わせ。

沖縄のニューフェイス「イバルマ」は石垣でも人のまだ入らない
北部のスポットを中心に開発中。イソマグロポイントが自慢。

バリ島沖のまだダイビングサービスも無い新顔。デラックスホテ
ルを整沢にシングル利用。ダイビングは特別チャーターで。

令毎●‐■｡■巳●｡■‐与与今.■与令今一｡■●■亨中■今己争や一一÷一一●◆◆‐舎凸●‐‐一一一一ﾏ争守●‐｡。士色白･甲■■｡●■与寺･守●｡－巳一●●申｡■｡｡●や今今今一一●■■寺●寺や一一

船に弱い、まだ初心者だからちょっと中・上級者ポイントと言わ
われるバラオはまだ心配・・・・という方大歓迎で待ってます。

モルディブで1，2位を争う豪華ダイビングクルーザー「ディス
カバリー号」で賛沢に最高な新世紀初ダイビング。エアコン付。

今年は出るか「ジンベイザメ」。ニューオプンのe－ダイブ利用
だから、スミランに近いラヨンから出航。延泊プランも有り。

■口●午｡■●由寺●今一己●ニウ÷一寺一●‐凸■･■■‐■ー●今凸一一争÷÷一｡●●‐由■申○凸｡＝■‐｡‐与与争令争一●－垂寺■｡‐○・■●■■与与今｡‐今一一一一÷一缶＝●｡｡●＝毎。_÷一＝

日本屈指のダイビングポイント「ハンマーヘッドロック」と世界
的にも、学術的にも話題の「遺跡ポイント」は一度は潜りたい。

■ロウロ●垂●｡q■･●＝今一一÷一一÷●‐凸■･写与呈｡●一一一一一‐一寺今・・由ゆ■･●■令守･口一口垂一早令句争■D凸＝色■凸画■■■■｡■｡●｡◆●甲q■一一一守一■－■牟｡■■●－‐。÷の凸●■

名前は有名で誰もが知っているリゾート地にも係わらず、ダイビ
ングポイントとしては余りに無名。島は歩いてわずか10分。

!■令早邑争甲◆●一告缶●守争一一今一凸■■こ■■‐今今一一一幸寺一守凸むむ■凸●こゅ■早口今■‐◆令一一◆■●●■■●■■凸■甲■●●■与●季早争●｡◆‐■合■句■ロゥ｡■･冬争・今●い●。＝■

バリ島から東ヌサテンガラ諸島のロンボク、モヨ、サトンダ、
コモドの未知の海に挑戦。コモドドラゴン観光は一見の価値有。
七争凸●｡●｡●‐守令｡‐凸令.■｡。｡÷‐＝。■｡■早季写●今｡●今今士◆◆◆今●‐‐●凸古凸凸●･■－●畢毎●‐◆●口－や垂七●=■■●●■■｡●邑畢●一÷一÷一●－今凸｡｡■中◆今÷÷今守＝

トップシーズンに入る赤道直下のメナドは1600メートルの
ドロップオフと「ロウニンアジ」の群れ！に圧倒。透明度良し。

参与士ゆ●●●めむ■凸凸一ﾏｰ●一一台車●中毎年●●●●一一一ママ争一むら由■･●●早早一一毎.■今●一ママむき申■■･■■●与今ニーー｡‐●毎争●●●●■■争凸1■凸■■｡早早一ら凸●七一一凸舍■

「珊瑚の産卵、実は満月の夜ではない。」のご存じですか？
ツアー催行6回、未だ外れなし。カメラ持参でご参加下さい。

※幹事さんご相談下ざい。ツアー企画、見積もり、手配。めんどうな連絡や書類発送などは代行も可能です。

◎気軽に1人からでも出発可能の自由旅行。添乗員は同行しませんが現地では日本語係員がお世話致します。
0

ー ←ググーー一つ一づﾏヂ一一参つマナーチーづ､ナヘチL

モルディブが一番

ジュニアスイート利用

バントミスI8間
10/1～12/11発

成田発¥134"OOO_

※月・太・土発
（月・土発¥5,000UP)

※名古屋・大阪同料金手配可
●スリランカ航空●ダイブ別
●朝6昼6夕5
テータ一グマぞ一つ､一テー 今一つ雪‐≠一会一タマっ~子『､ニーー一少一テーチグマテーグマグ雪グーー争一

※まだまだ有りますお勧めツアー。1人でも2人でも出発はご希望次第。ふらっと海水が恋しくなったら．．
「日本の空気が冷たいな－」と感じたら。気が向いたときが行き時。地球の何処かはいつもベストシーズン。
日程、人数、予算、見たい魚など、海のことから器材のことまでご相談承ります。

．。
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パイナップルツアーズ心O3-5458-5845451
主催株式会
臣●鰯職行又垂12“甥

旅行ヨ
遡盤大臣

ﾈ十ビージェープランニング FAX､O3-3462-5O76
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第3回バリアフリー・ダイビング全国大会IE参加して

白のログブック………率●●●●●●●●●

ク 91市川敏一

パリアフリー・ダイビングと言う言葉をご存知です

か？私がこのことを知ったのは、ノーマライゼイショ

ンと言う月刊誌に障害者の方をダイバーが介助して

潜っている写真を見たときです。健常の初心者と一緒

に潜るのでも気を使うのに、障害者の方と一緒に潜っ

ても大丈夫かなと思いながら、その写真に魅せられて

いきました。

常々、自分のダイビングが何か役立つことがないか

と考えていましたので、何かピンとくるものがありま

した。自分の趣味、と言っても私の場合、ほとんど遊

びなのですが、私のダイビングでも役に立てそうな気

がしてきました。そして、思い切って日本バリアフリ

ーダイビング協会に水中のボランティアとして申し込

みました。暫くして、ボランティアとして参加して欲

しい旨の返事が来ました。今回のダイビングは、技術

より人間性を問われるダイビングのような気がしま

す。

それが試される日が、次第に近づいてきました。そ

して6月に入り「ボランティアのしおり」を受け取っ

たとき、驚きました。何故かというと、障害の方の履

歴を見て自分の考えとかけ離れていたからです。

と言うのは、一つには年齢が高い（64歳と68歳）

こと、もう一つには、障害と言っても、内疾患がある

方と全盲の方の介助だったからです。自分の頭の中に

は、若い方で肢体不自由（例えば、歩行するのに杖が

必要な方とか、車椅子の方など）を想像していたから

です。それでなくとも、「しおり」をもらう前からあ

れこれ頭の中で思いをめぐらし、本当に自分がバデイ

として適しているのかずっと考えていました。マスク

クリアー、耳抜き、レギュレター・リカバリー等々う

まく教えることが出来るのか、心配ばかりしていまし

た。しかし、資料を読んでいる間に、腹が決まりまし

た。今まで、自分が経験してきたことを、この方達に

－18－

ぶつけてみて、結果がでてからもう一度考えればいい

のではないかと………。

偶然にも私と一緒に潜る方たちと、大阪空港から一

緒ということがわかったので、こちらから挨拶に行

き、積極的にコミュニケーションを交わすようにしま

した。そうしているうちに、だんだんと緊張感もとき

ほぐれてきました。見た目には、障害者手根をもって

いらっしゃる方とはわかりません。今思えば、余りに

もこちらが構えすぎていたように思います。

そうこうしている間に、飛行機は沖縄に着き、マイ

クロバスで、宿舎の那覇東急ホテルに到着しました。

午後4時30分から開会式が始まり、ウエルカムディ

ナーと続き、初めてチームのメンバーが一堂に会しま

した。この第3回大会は、韓国からの参加も有りまし

た。お腹が一杯になり、宴会も盛り上がっていました

が、明日からいよいよ講習が始まるので、午後9時過

ぎには散会となりました。

そして、午後9時30分から、スタッフ・ミーティ

ングです。回数を重ねてきているので、地元のダイバ

ー（ほとんどがイントラと思いますが）は、慣れてき

ているので、こちらは黙って意見に耳を傾けるだけで

した。再び緊張感が目覚めてきました。その夜は、熟

睡できず何度も夜中に目がさめました。朝6時にホテ

ルのフロント集合だったので、5時起床で準備を始

め、同室の陸上ボランティアのSさんは、昨年、今年

と2度の参加ということで、色々と要領を教えて下さ

いました。年齢は私より8歳上です。ジョギングが趣

味ということで、脚の筋肉なんかは私以上にひきし

まっていました。その上Sさんは、障害者の陸上競技

のボランティア経験もありました。

話しを元に戻します。朝一番にすることは、二張り

のテントを立ち上げることでした。テントといって

も、子供達が運動会に使うテントの倍はある大きなや

/へ

へ
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っです。それが終われば、すぐにホテルに引き返し朝

食を取り、マンツーマンでのプール講習です。幸いな

ことに、お二人とも水に対する恐怖感もなく、リーダ

ー（現地のイントラ）の指導のもとに、マスククリア

ーや耳抜きを上手にこなしておられました。全盲のU

さんに合図を送る時、例えば、OKサインの場合はU

さんにOKの指を握ってもらい確認しました。プール

講習も各人、正味1時間程度だったと思います。

そして、慌ただしく昼食を取り、午後から海洋実習

に入ります。ウエットスーツを腰までつけて、それか

ら船に乗り込むのですが、それが一苦労です。

陸上ボランティアもなりふり構わず一生懸命自分の仕

事に適進していました。車椅子の方を陸から船に移動

させるとき、車椅子の扱いに慣れたイントラがいまし

たので、比較的スムーズにいったように思います。少

し脚の不自由な方については、御姫さんだつこと言う

のだそうですが、抱きかかえて船に乗ってもらいまし

た。私が乗船した『シーフオックス』という船は、新

しくとても立派なクルーザーでした。ポイントまで、

約20分かかりましたが、ぶつ飛ばして走りました。

ポイントに着くと、ウエイトベルトをつけてもら

い、ステップの所でフインをつけ、後ろを向いてBC

を装着しました。手際よくしないと、次々と別のチー

ムの人達がエントリーの場所に集まってきます。BC

にエアーを入れ、少し船から離れ潜降です。

透明度は、10mぐらい、最大深度5m、潜水時間

20分。耳抜きも問題なくクリアーし、海中散歩とな

りましたが、魚は少なかったです。

それでも、吾々が最初に潜った時と同じように、海の

美しさに感動されていました。

「よかった。よかった。」の声に、スタッフもボラン

ティアも口元がゆるみました。天候は曇だったのです

が、体験ダイビングを経験した身障者の心は、日本晴

れだったと思います。

本日の夕食は、オプションでしたので、各自自由に

夕食となりました。ほとんどの方が、“うらしま”

（琉球料理店）に行かれたようです。

私はと言えば、マリンダイビングで紹介されていた店

へ、水着を買いに、国際通りまで行きました。

それから今日一日の反省会があり、それぞれ意見交換

もありました。

今日何事もなく無事終わりましたので、シャワーを

浴びたら、パタンキューでした。

昨日同様、朝6時に集合し、皆が来る前の準備をし

ました。とんぼ返りで朝食を済まし、すぐまた港で受

け入れ準備です、

今日の予定は、午前中ダイビング、午後マリンスポー

ツを楽しむ企画です。ダイビングでは、フイーデイン

グを試みましたが、マスクの前に魚が一杯という状況

にはなりませんでしたが、少しは楽しんで貰えたかと

思います。

マリンスポーツは、ジェットスキー、パナナポート

そしてビスケットの3種目があり、とても積極的に参

加されていました。

自分がやってみたいボランティアもたくさんありまし

たが、時間の都合でかないませんでした。

全て会場でのイベントが終了したら、一風呂浴びて

サヨナラパーティーです。誌面の都合で割愛します

が、一言で表現するならば、歌あり、踊りありの全員

参加の大どんちゃん騒ぎということにしておきましょ

う。そこらじゆうでカメラのフラッシュがたかれ、少

し日焼けした顔に白い歯がこぼれた写真があちこちで

撮られていました。

あっという間に2日が過ぎ、最終日の朝食時にはSさ

んとゆっくり今回のことについて話し合いながら、ホ

テルからの景色を満喫しながら食事をとりました。あ

とは、来たときと同じように三々五々それぞれの家に

帰宅するだけとなりましたが、2日間の熱い思いを一

杯胸に抱いての帰宅です。韓国チームと一緒に潜る機

会はなかったのですが、リーダーのメッセージの中で

済州島に来て下さい、との言葉がありましたので何れ

訪れることがあるかもしれません。来年またこの時期

に再会を約しホテルを後にしました。機上から眺める

沖縄の碧い海は、静かにキラキラと輝いているだけで

したが、また潜りにおいでよといっているように感じ

たのは、私だけでしょうか？
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自只管理“OK”？？？

|， 003 岩本充子 聯辱嘗謡

自己管理と一口に言いますが、何が出来れば･IOK"

なのでしょうか。健康面や体力保持だけでなく、自分

の器材、一つ一つを使いこなしてこそ、自己管理OK

と言えるのではないでしょうか。

SDCの皆さんは、ほとんどの人がダイブコンピュー

ターを持っていると思います。しかし、使いこなして

いる人は何人いるでしょう。ダイバーウオッチと、ダ

イブコンピューターの違いを知らない方がいましたの

で敢えて投稿しました。

まず、ダイブコンピューターは、メーカーや機種に

よって表示データーに差があることはご存知と思いま

す。せっかく持っているのですから、バデイや他の人

のデーターをあてにしないで、自分のコンピューター

を覚えて下さい。宝の持ち腐れにしないように、しっ

かり説明書を読んで下さい。

「安全停止」と「減圧停止」の違いもしっかり理解し

て下さい。100本のお祝いをしてからも「ビギナー

です」と遠慮した言い方をする人がいますが、これは

いけないと思います。

100本の人は100回、300本の人は300回自

分の器材を使って同じことをしているのです。

100本までに自分の適正ウエイトを覚えて下さい。

タンクや、ウエットスーツが変わっても、その時に何

kgつけたのか、ログブックにメモしておけば覚えられ

ると思います。エアーが早く無くなってしまう、ビギ

ナーの人は、何処で無駄にしているかを知ることで

す。エアーを持たせるためにスキルアップするのでは

なく、色々なスキルアップをしたらエアーが残るので

す。

有る程度エアー持ちする人の中には、特別にエアー持

ちのいい人に比べて10～20の残圧差を気にしすぎ

る人がいますが「そんなに少しの残圧を気にしないで

－20－

もっと楽しんで下さい」と言いたくなるときがありま

す。

後半に浮いてしまう人は、浮いてしまったときの様子

を一緒に潜った先輩や、インストラクターに聞いて1

回ごとに注意して下さい。

聞くのは一時の恥、身に付いたことは無形の財産とな

るのではないでしょうか。

そして海の中では、やたらにブーブー、カンカン、音

を出すと魚が逃げてしまうことも知って下さい。ベテ

ランばかりで潜り、小さな魚を捜すときは、自分の吐

くエアーの音にも気をつけているのです。光も同じで

す。深場のハゼなど（アケボノハゼ、ヘルフリッチ）

はカメラのフラッシュや水中ライトを直接当てるとす

ぐ砂に入ってしまいます。

そして、地形の好きな方は、反復潜水に注意して下さ

い。つまり、1ダイブ中に始めに深く行き、一度水面

にでて、また深く潜ること：例えば宮古島の通り池の

潜り方など、やってはいけないダイビング方法である

こと、身体にチョットでも不調があったら、通り池に

は潜らないで下さい。もっとも、ダイビングショップ

の方で、客の様子を判断すると思いますが．・・・。

そして、魚の憧れがある人は見たい魚の生態を知るこ

とも大切です。

例えばプランクトンを食べる魚（ジンベイ、マンタ）

がいるところはプランクトンのため透明度が悪いな

ど、透明度が良いところでは、魚が移動中で、その場

を通り過ぎて行くときに運良く見られるのでしょう。

この様なとき追いかけないで下さい。益々スピードを

上げて行ってしまいます。

しかし透明度が悪いところでは、プランクトンを食べ

るため、ぐるぐるとホバーリングしてくれます。つま

り食事中なのです。狙っていったけど、透明度が悪く

へ
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て出なかったと、嘆かないで自然を知って下さい。

大物で迫力有る魚（サメ、マグロ）が出るところは流

れがあるということ、特にハンマーヘッドは、水温2

3℃以下、－25m～－40mに流れにのって大群が

現れます。

時には、1，2匹単独で、流れのないところに来るこ

ともありますが、どんな魚でも思いがけないところで

見られることはあります。海中に国境はないし、魚に

国籍はありませんから、思わぬ出会いがありそれがま

た楽しみなのですね。

予期せぬ魚が見られたら“超ラッキー”と思って宝く

じでも買って下さい。当たったら私にご一報を11

乾杯しましょう。

色々書きましたが、少しでも知識を得て安全に楽しい

ダイビングをしましょう。

以上の内容に対する苦情、質問などはNoOO3岩本充子

へお願いします。

与那国
～ダイビングと乗馬～

166島田美世子6.22～6.26

岩本さん主催のツアーで与那国に行って来ました。お

天気は到着の日は晴れたり雨だったりでしたが、他の

3日は晴れマーク、（水温29～20度・透明度50

m)でした。1本目はチェックダイブで、タンクはア

ルミの12kg皆(1本目は森重さん、西谷さん、島田

の3名）ウエイトはいくつに11と、戸惑いました。

2本目からはアルミ10kgで潜り、2度のチャレンジ

で遺跡ポイントに行くことが出来うれしさと不安（流

れ）を抱きボートより1，2，3の号令で潜降。

ビデオ、写真、お話等で予備知識（少し）は入れてい

たのですがメインテラスでの流れは矢張りきつかった

です。小さなサンゴを見付けて掴まるよういわれても

捜す作業は大変でした。人の気泡を見ると上でなくや

や横に…握る手には力が入ります。そして水路、拝所

（手を合わせた）等々を見て、遠く離れたところから

後振り返り見渡してきました。また与那国でアオマス

クという魚が見られるということで期待しておりまし

たところ、これも叶うことが出来興奮しました。

何ともステキな出で立ちで私達を待っていたように悠

然と迎えてくれました。1日目、3日目の夜はショッ

プ（マーリン）に行きワイワイと騒ぎ地酒に酔いまし

た。2日目の午後は島に2台しか無いというタクシー

で観光、3日目の午後は体験者も含め全員で乗馬を楽

しんできました。馬に跨り海に入ってキャーキヤー言

いながら、子供のようにはしゃいで最高のツアーでし

た。人口1,800人、タクシー2台、信号機1つ。島の

皆は親切で、おおらか。そして大きな海。

こんな小さな島が好きになりました。

参加者は5名。

岩本さん、平野さん、森重さん、西谷さん、島田

－21－



会貴紹介
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会員紹介
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会員紹介

西表に行って

今年の新年会でお隣の席に居らしたのが奥平さ

ん。「西表島に」とお声をかけていただき、SD

Cに入った甲斐があった！と、喜んで参加を希

望。楽しんできました。

名誉会長の上村さん、会長の関川さんのご一緒

で、参加者は皆さんベテランの方ばかり。度胸は

あると自負？している私も、ただ一人ビキナーと

分かってものすごく緊張しました。マングローブ

林の川をカヌー探検。上村さんとバデイを組んで

頑張ったのも忘れられぬ一コマです。

この後サイトウ・キネン．フェスティバル、トス

カーナのワイナリー巡りと気が多くて．．・・

SDCに入会したのですから、余裕でダイビング

をたのしめるように早くなりたいとは思っている

のですが。

32O清原れい子
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新会晨
新会員＆変更
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変更 ● 新設
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ファミリーダイビング 連載小説（2）

千夏のCカード取得の巻
013白木清美

前号のあらすじ

主人公千夏は、森山一家四人でダイビングに沖

縄に来た。迎えのダイビングショップのイント

ラ鮫さんの迎えを受け、途中昼食に名物の沖縄

そばを食べる。

沖縄到着の巻（その2）
見掛けは、ちょっとくだけた感じに見える鮫さんで

すが、ことダイビングの事となると、プロ意識が徹底

していて、やはり人の命を預かる仕事をしているイン

ストラクターというのは、すごいなあとびっくりして

しまいました。私だけでなくお父さんもお母さんも、

それぞれの胸の内で感心している森山一家でありまし

た。

そろそろ、沖縄そばも食べ尽くしてしまい、名残惜

しそうにそば鉢の底を箸で探っていた海人でしたがお

母さんに促されて、渋々『ごちそうさま』の挨拶をし

ています。

「じゃあ、おそばを全部ちゃんと食べたから、あのド

ーナツみたいな・・・」

「あんだ－ぎ－，だよ」

「うんその『あんだ－ぎ一』を食べてもいいでしよ」

「私も、食べてみたいわ」

「そうね。お母さんも欲しいわ。すみませ－ん、あ

の、あんだ－ぎ－ってお菓子、五つお願いしま－す」

運ばれてきたあんだ－ぎ－は、本当にドーナツそっ

くりで、揚げ色がドーナツより少し濃いみたいですが

ゴマの香りが芳ばしくて口当たりはドーナツより少し

しっかりしていてとても素朴で、なんだか懐かしさを

感じさせるお菓子でした。

沖縄そばと、あんだ－ぎ－で十分腹ごしらえの出来

上がった私たち一行は、すっかり上機嫌で鮫さんの運

転するSEAIJUCKY号で次の目的地、ダイバーの民

宿も兼ねた鮫さんのショップへと、足取りも軽く少し

の間ドライブを楽しみます。

「アシ、海だ！海が見えるよ。ほらっ、あそこ」

「ほんとだ、ウワアすごくきれいな色。いろんな色を

しているわ」

「あの海の色が違って見えるところは、海の底が違う

んだよ。海底が砂地だったり、岩場だったり珊瑚だっ

たり、それに水深の浅い深いによっても、海は色を変

えて見せてくれるんだよ。それと天気によっても、お

日様の位置によっても色が刻々と変わるんだ」

「飛行機から見えた海もすごくきれいだったよ」

－26－

「まるで、テレビのコマーシャルの一場面みたいで、

写真みたいなのに、海の上に私たちの乗っている飛行

機の影や雲が映っていて、面白かったわね」

「そう言えば、私たちの前の席のおばちやん達、最初

は怖がっていたのに沖縄の海が見えだしたとたんに元

気になっちゃって、身を乗り出して窓が小さいからよ

く見えない、もっと窓を大きくしろって、すごかった

わね」

「あれが本当のオバタリアンだね」

「同じおばさんとしては、ちょっと恐縮ものだったわ

ね」

「だいじょうぶだよ、お母さんはあんなじゃないから

ら。今度からはもう、オバタリアンだなんてからかわ

ないよ。だって、あんなばりばりのオバタリアンを見

ちゃったら、こっちが恥ずかしくって、もう呼べない

よ僕」

「テレビで、オバタリアンシリーズって、面白おかし

ぐやってたのあれけつこうほんとうのところがあった

りして・・・」

「もうオバタリアンの話しは終わりにしましょうよ」

「お母さんたら、旗色悪いものだから逃げちゃって」

「私のことより、千夏、あなたの方が次期オバタリア

ン候補だわよ」

「うわあ、ひどいんだ。今の言葉は傷ついちゃうな」

「おいおい、親子喧嘩をするんじゃないよ。それとも

女の戦いか？」

「もうっ、お父さんたら、ちゃかさないでよ」

「ちゃかす、と言ったら、さっき空港でお茶買って来

てただろ、一本くれよ」

ソーキそばとあんだ－ぎ－を食べて、ペチャクチャ

とおしゃべりをしていたものだから、私達はすっかり

のどが乾いてしまいました。少しなまぬるくなった

ジュースやお茶をそれぞれに選んで、少しずつ飲んで

は家族の中で回し合って、色々な味の飲み比べをして

は、またワイワイとお喋りを続けました。そうこうし

ている内に、SEALUCKY号は、那覇の街から十数キ

ロ離れた北谷町にある鮫さんのショップに到着しまし

た。沖縄の地名は、読み方がちょっと変わっていて、

北谷と書いて、『ちゃたん』と読むのだそうです。

『ちゃたん』は、米軍の嘉手納基地のすぐ南隣りに有

る町で、砂辺の海岸には、波防堤に色とりどりの落書

きが、何キロも延々と書かていました。それもかなり

芸術的な落書きが多いので、車でビューッと通りすぎ

るのはもったいないと思った私は大急ぎでカメラを取

り出し、その落書きの幾つかを写真に撮ることにしま

へ

へ
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した。‘

「すごい落書きね。落書きって汚いものだと思ってい

たけれど、ここの落書きはアメリカかどこかの落書き

をみているみたい。写真がうまく撮れていたら、学校

に持っていってみんなに見せびらかしちゃお。アキさ

んやさっちゃん達、きっとうらやましがっちゃうかも

ね」

お姉ちゃん、上手に撮れていたら、僕にも一枚ちょう

だいね」

「あとであの落書きの前で、記念写真撮ってあげる」

「うん、みんなで一緒に撮ろうね」

「さあ、お待たせしました目的地に到着しましたよ。

お疲れさまでした」

SEALUCKY号は、落書きのある海岸通を曲がっ

てすぐのところで止まりました。海人と私は急いで車

から降りると何枚かポーズを変えて、それぞれのお気

に入りの落書きの前で写真を撮りましたが、尾崎豊の

シルエットが、一目で彼だと分かる上手さで、落書き

されているのを見付けたときは、なぜだか私の胸はド

キッとショックを受けて言葉を失ってしまいました。

小さい頃から絵を描くのが好きで、高校を卒業し

たらデザイン関係の専門学校に入りたいとかねがね
思っていた私にとって、「ちゃたん」の落書きは、心

に印象強く残るだろうと思います。

物珍しそうに色々な落書きを見て回っていた私と海人

は、ついつい遠くまで行ってしまいそうになってしま

いましたが、二人を呼び戻すお父さんの大声にあわて

て鮫さんの店まで走って帰ってきました。お父さんの

大声も、アウトドアではとても重宝するのですからお

母さんもお父さんを叱嘩するだけでなく、時には便利

に活用しているようです。ここらあたりは、さすが結

婚歴十数年の主婦の知恵だなあと、感心してしまいま

す。

ショップは、私と弟の海人の二人にとって物珍しい

宝物の宝庫に見えます。プロショップの壁や棚に所狭

しと並べられたダイビングの器材は、とてもカラフル

で見飽きることがありません。

水中を見るためのマスク、推進力を得て楽に泳ぐた

めのフイン。身体を保護してくれる

ウエットスーツ。水

の空気を呼吸するこ

来るレギュレター。

浮力調整のための

BC･空気を

一杯詰めて水中

に持っていく

ことの出来る

タンク。

等々・・・

早く私も

ダイビングの

Cカード

EfIでタンク豚

少の丹！

を取って、お父さんやお母さんみたいに、海の中を自

由自在に散歩できるようになりたいな。

「ねえ、お父さん。お願いがあるんだけど。体験ダイ

ビングだけじゃなくて、私もちゃんとダイビングを

習って一人で潜れるようになりたいんだけど、ダメか

なあ。ねっ、千夏一生のお願い！」

「ほう、千夏の一生のお願いと来たか。おい、お母さ

ん」

お父さんは意味ありげに、お母さんにウインクして

います。『ヤッター！しめたつ！』お父さんとお母さ

んがこのサインを交わす時は、実は話しが二人の間で

出来ていて、OKの時に出す合図だって、私は知って

いるのです。

「どうしましょうねえ、お父さん。そろそろ千夏も本

格的に講習を受けさせてやっても良い頃かしらね」

「我が家の方針として、本人から『やりたい』と言い

出すまで、親の方から押し付けるのはしないで、子供

が自分からその気になった時やらせてやろうって、お

母さんと話し合っていたからな・

それに十六才になったんだから、そろそろスクーパダ

イビングの講習の内容も理解できる年頃になっただろ

うしな。

でも、家の方はOKだけど、鮫さんの方の都合もあ

るだろう、鮫さんに相談してみなさい」

「僕の方はだいじょうぶですよ。事前に奥さんから、

もしこの様な話しになった時にはよろしくと打診があ

りましたから、心づもりはしてあります」

「ウワア、さすがお母さん、大好き！」

「でも、ダイビングは楽しいけれど、生きている海が

相手のスポーツだから、生半可な気持じゃ、やらない

方がいいわよ」

「はい、わかってます」

物心ついた小さな頃から、お父さんやお母さんの話を

聞いて育ったのですもの、海をなめちゃいけない、N

Cと言える勇気が自分や大切なバデイを守るんだって

教えてくれたじゃない。

海を守り自然を大切にすることは、結局は自分たち人

間のためだって、教えてくれたことも私も海人もちゃ

んといつの間にか理解してるつもりだし、そんなお父
9t六A』の－Fは

pの‐府一

感謝している

らせたりするこ

あるけど、反抗

期なんだから

ちょっと

は大目に

見て

ちょう

だいね。

（次号に続く）
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SDC掲示板
日本一暖かい南海の楽園石垣島へ引っ越し

ました。現在ペンション・ダイビングショッ
プ「アクアガーデン」を建設中（12月オー

プン）です。9月25日から有志の方でポイン

を捜して名前を付けようと思う人は遊びに来
て下さい。魚釣り、ゴルフもOK

269社領孝

沖縄県石垣市字桴海337-23

TELO9808-9-2152

携帯090-7443-6967
－－

凝議
一生勉強一生青春（みつお）

この言葉が大好きです。

この言葉を唱えながら次々申し込んでおります。

ようやくファックスが入りました。

045-562-3761（電話と同じです）

146佐竹綾子

入会して3年以上経ちますが、未だ自由になる

時間が余りありません。いつもツアー計画や皆

さんのダイビングのお話を眺め、羨ましく聞い

ているばかり・・・でも何時かは！と思ってい

ます。その時のために、皆さんが利用した地区

やショップ、ガイドの評価をつけていただくと

これから利用するメンバーに参考になるのでは

ないでしょうか。勿論単に評価だけでなく、周

辺の観光から耳より情報までシニア独自のダイ

ビングガイドを作ってみては如何でしょう？

124高木元子

イラスト・挿し絵募集中！！

広報担当幹事

－28－

最近のダイビングの様子をお知らせします。
7月2～3日

高知県幡多郡柏島のパラディというサービス＆宿

泊を利用。今回はメンバー4名の内1名は体験ダ

イビングなので・・・潜水時間を気にしないで良

い超浅場ダイビング。クロユリハゼの若魚、コロ

ダイの若魚、セミホウボウ・・・等々・幼魚狙い

のフィッシュウオッチャーとしては時間を気にし

ないでじっくり観察できたのでご機嫌でした。

ベテラン3人で深場に入った時は、ギンポ系、ハ

ゼ系、タイ系、タテジマキンチャクダイ、特大の
ウツボが群れていた・・・・特筆したいのは白地

に黒のポリープ、10本の腕を伸ばしては小さな

浮遊しているエサを掴み、真ん中の口に腕を入れ

て補食する様をじっくり見たり・・・（ユウレイ

モズルの仲間？らしい）アオリイカの卵が孵化し

て、小さなイカがいつちようまえに墨を吐いて泳

ぎ去った様子を見たりしました。

7月22日

職場の親睦旅行で行った『屋久島』1日延泊して

ダイビングしてきました。屋久島の魚達は人ずれ

していなくて、タテジマキンチャクダイやサザナ

ミヤッコ等々同時に数匹がスキンでも見える不思

議な海でした。屋久島は、海も勿論良かったけれ

ど「もののけ姫」の舞台になっている古代の森が

お勧めです！

8月22日

山陰は島根県の境港のはずれに最近出来た「漁

協」経営のサービス『フレンズしまね』日本海な

ので水温が低いだろうと思っていたら、これがな

んと28度、屋久島の海と同じ水温なのにはびっ

くりしました。水中の景観は確かに山陰の海なの

に、暖流系の魚も寒流系の魚も一緒に泳いでい

る！でも10月の末頃になると寒流が入ってくる

ので『美味しい系』の魚に顔ぶれが変わるそうで

す。四季によって色々な表情が楽しめそうな・・

期待したい海でした。

013白木清美

7月からカヤックをやり始めました。リパーカ

ヤックにはまっているのですが、シーカヤック

も面白そうです。メンバーでカヤックを趣味に

しておられる方、いらっしゃいましたら連絡下

さい。 078植松直隆

へ

へ



幹事としての葛藤
Eメールの交換より(K先輩今U後輩）

『

K先輩へ

6号がやっと完成いたしました。4号までと比較す

ると体裁が随分とチンケになってしまいましたが、

限られた会費の中で、年4回の発刊となると勢い外

部に依頼することが出来ず、素人が見よう見まねで

入出力をするほか有りません。

K先輩が、会の総てを束ねておられたのに比較して

事務局と広報の一部を担当しているだけですのに、

だらしも無く苦闘しております。総てに不慣れな者

が仕事の片手間にやるのと、生来のいい加減さが相

まって、間違いやミスも出てしまいます。

誤字脱字については、厳しく寄稿者から指摘され叱

責を受けることも希にあります。

そんな時「今やっていることは一体何なんだろう」

と些か落ち込んでしまいます。ボランティアって一

体何なのでしょう。報われない事への葛藤と苦悩に

悶えております。アドバイスを下さい。

これも勝手な想像ですが、クラブの存在そのものに

ついては、会員の多くの方に肯定的に受け取られてい

ると思います。事務局の仕事についてミスは私もずい

ぶんやりました。いろいろなことを、もっとやりたい

と思っても、現実的な限界があり、お粗末だという批

判を受けましたが、まあ、とにかく会を続けるため精

一杯やっているのだから、仕方ないやという感じで

やってきました。サービスをする方と受けるほうの立

場の相違は、避けられませんので、そこに髄酪が発生

するのは当然です。私は最初からそれは割り切ってい

たと思っています。確かにかりかりしたことがありま

したが、とにかく皆さんに喜んでいただけるなら、

もって瞑すべしと思っていました。あるいは、これが

ボランティア的な考え方というものでしょうか。

こういう､遊びのクラブでも、精神的な葛藤は企業

と同じようにあるものだなと思います。いずれにせよ

すべての会員が満足することはありえないことですか

ら、そこそこでご勘弁をというように、割り切るしか

ないと思います。

総会の出席者が86名もあったのは、過去最高で、

出席率も最高ではなかったかと思います。事務局、幹

事各位のご努力の賜物です。

/へ

U後輩へ

会報6号ありがとうございました。ページ数も増え

大変だろうと拝察いたします。頑張ってください。

かねがね申しあげておりましたように、クラブ運営

の90％以上は事務局の仕事ではないでしょうか。つ

まり、クラブが存続できるかどうかは、事務局のボ

ランティア活動にかかっていると思います。これは

5年有余やってきた結果の実感です。時間、労力と

もに大変と思いますが、クラブも企業と同じく、ゴ

ーイング・コンサーンがもっとも重要と思います。

ぜひぜひ､頑張って、クラブを支えてくださいます
ようお願いいたします。

クラブの運営を皆さん方にすべてお願いしました

ので、私が個人的な意見を申し上げるのはどうかと

思いますが、すこしだけど参考までに申し上げま

す。あまり、気になさらずに、読んでください。

（2）会費の値上げについては、私は方針として反対

ということではありません。ただ、living

withinincomeの考え方でやるほうが

良いと思ってきました。というのは、サービスを提供

するほうは、ボランティアですし、労力も限られてい

るのですから、値上げしてもそれに見合うものが提供

できる保証はありませんので、集まった会費の中でや

れるだけのことをやるしかないと、思ってきたわけで

す。

ですから、会費の納入が悪ければ悪いで、その範囲内

でやればよい、そのためサービスが低下するなら仕方

ないではないかと思うべきでしょう。

問題は、クラブとして，会員に何を提供するのが

「最も重要か」ということでしょう。

つまり最大限に何を提供するかではなく、必要最低限

になにを提供すべきかということです。

あれもこれもと考えれば手間も費用もかかりますし、

恐らく、会費の値上げや会費の督促につながると思っ

ていました。会員サービスは多々ますます弁ずだと考

えたら、日本の財政のようになります。

むしろ小さな政府のような発想をすべきではないかと

思っています。

－29－

へ

（1）ボランティア活動と言いましても、私もはっ

きりした定義は持ち合わせておりません。クラブを

作ったのは、シニアのダイビング仲間を皆さん方が

作るのに困っておられるだろうから、すこしでも手

助けしたいと思ったからです。それができたら、多

分皆さんに必ず喜んでもらえるだろうと、思ったか

らです。と言っても、商売ではないので、とにか

く、自分の時間と労力を投入するしかない、何人か

の幹事の方に協力していただき、無償の活動をする

しかないと、勝手に決めてスタートしました。



そのためには、クラブの目的は「シニアのダイバー

の仲間作り」がすべてと割り切って、その他の情報

サービスは最小限にするというように、私は割切っ

てきました。

したがって、基礎的で重要な情報は、会員名簿と

ダイビング計画と思います。私が会員名簿のスタイ

ルにこだわり、ダイビング計画を重視するのはその

ためです。あとは、会員各位が自助努力で時間をか

けてグループ作りをすればよいと思います。

ダイビングポイント情報やダイビングサービス情

報は雑誌や旅行会社に任せ、あまり細かく事務局が

サービスをしようとしないほうが、良いように思い

ます。仕事が無限に広がります。

もっともこれは、私の考えですので、これからク

ラブ運営をされる方は、独自に考えられたらよいと

思います。

（3）会報の編集について、私と皆さんとの考え方

について、際立って違う点が一つありますので、参

考までに申し上げます。

それは、私が若いころ、’0年ほど雑誌の編集にた

ずさわっていたときの経験によるものです。

一言で言いますと「すべての書かれた情報は編集

しないと読みづらい」ということです。具体的に言

いますと、すべての原稿は編集というプロセスが必

要不可欠だと言うことです。

早い話しが、新聞や雑誌はすべて編集者という料理

人の調理で、やっと食べられる状態になって、提供

されているということです。

したがって、生の原稿をそのまま手を加えず載せる

ということは、原材料を調理せずに皿にもって、さ

あ勝手に食べてくださいというようなものです。

プロの新聞記者が書いたものでも新聞社では、かな

り手を加えられるのが常識です。ずたずたにきざま

れて、やっと読者が読みやすくなっているわけで

す。

こんなことを言うと失礼かもしれませんが、クラブ

の会員の方の原稿で、全く手を加えないで載せられ

るものは、ほとんどないように見うけられます。

NO編集がプラスになるとすれば、編集者の手間

が省かれること、原稿を書いた人に自己満足させる

という2点だけでしょう。

別の見方をすれば、これは提供者の論理です。消費

者、つまりクラブ会員からすれば、おいしくない料

理を、無理やり食べさせられているようなもので、

消費者が無視されていることになります。

情報を良い情報として提供するためには、編集すべ

きなのです。極端に言えば、原稿は縮めれば縮める

ほど読みやすくなり、良くなります。ただし手がか

かります。

私が朝日新聞の読者欄に投書して採用されたとき、

私の言いたいことをうまく残して、余計なものがき

-30-

れいにけづられていて、感心したものです。私に言わ

せれば、原稿を削るのは編集者の特権です。特権は行

使すべきです。

うまく編集すれば、読みやすくなり、ページ数も確

実に削減されます。経費は少なくなります。つまり小

さな政府ができるというわけです。

（4）会長を辞める前一年くらいの間、大新聞、雑誌

などから急に、インタビューを受けることが増えまし

た。たしかに、クラブは社会のなにかのニーズを掘り

当てたような気がします。別に宣伝しているわけでは

ないのに、新聞や雑誌が勝手に取り上げてくれるのは

存在理由を証明してくれているようなものです。

小さなクラブの運営ですが、あるいは、社会的なプ

ラスのなにかをやっているのかもしれません。

どうかがんばって、クラブの運営をお願いいたしま

す。

勝手なことを言いましたが、別に私が悟ってている

わけではありません。結局、とにかく最重要なこと、

あるいは重点的なところだけ押さえてれば、あとは適

当にいい加減にしてすまそうというように、考えてい

るだけです。

かなりおおざっぱに考えるほうなのです。完壁主義だ

と疲れます。まあまあ主義でいったほうが良いように

考えているのです。

K先輩へ

懇切丁寧なアドバイスありがとうございました。

頂いたご意見一々ごもつともで感じ入ることばかりで

す。

（1）のボランティアと言うものについて言われて何

か、目から鱗が落ちたような気持です。

僕自身、これだけやっているのだから、せめて感謝

ぐらいして貰いたいという、反対給付を求める気持が

あったのかもしれません。

「ただひたすら奉仕するだけ、何も期待しない、何も

求めない」がボランティアの原点なのですね。良く肝

に銘じたいと思います。

（2）の会費の値上げと提供するサービスに付いてで

すが、会報を年1回から4回にと言うことはかねてか

らの懸案事項と言うことで、その方向で既にスタート

を切っております。その他あれもこれもという要望や

やりたいと考えることが沢山あり、何とかそれに応え

たいと考えております。

その為には、単に短絡的に会費の値上げと言うのでな

く、広告収入とか、外部の賛助会員を募るとかの方法

も、模索しているところです。

会費の値上げやその額については、幹事の中でさえ意

見がまちまちの状態です。精一杯やれるだけのサービ

スを提供して、多くの会員の納得する形を作ってから

実施したいと、思ってきました。

ー

へ

～、



確かに一方で、チープガバメントと言う考え方もあ

りその方向でも検討しなくてはならないことかもし

れません。

（3）会報の編集に付いてですが、まったくおっ

しゃるとおりだと思います。

ただ私が担当するときに、投稿された会員の多くの

不満がそこにあると言うことで、僕自身なんの疑問

を感じないまま、添削・編集しないことが申し送り

のように解釈しておりました。

しかし実際に、会報の編集をしてみてK先輩の言っ

ておられることが、イヤと言うほど判るようになり

ました。原稿を書いた方の自己満足になることは確

かですが、それを読まされる人は、たまったもので

はありませんよね。ダイビングレポート－つとって

も、一つ一つのダイビングのポイントの詳細（潜水

時間・最大潜水深度・見た魚の全ての名前）を細々

と書かれても、本人の記録にはなっても、読む方は

どうでも良いことが多く、興ざめになってしまうこ

とも、多々あるように思えます。今後幹事会にも

諮って、会員の意見も聞こうと思っております。

海の日に丸4年を記す

サイパン（7月19日～22日）

306宮本節子

「海の日」でダイビングを始めて丸4年を迎えまし

た。それを記してサイパンに行って来ました。

皆様は何度となく行っておられると思いますが、ダ

イビングでサイパンを訪れるのは初めてでした。

宿泊は、マリアナ・リゾート・ホテル。4ダイブだ

けでしたが、「テニアンフレミング」「テニアン

グロット」「サイパンラウラウビーチ」「サイパ

ングロット」を潜りました。お天気も良く、様々

な生物とも出会え、気持ちよく浮遊感を楽しみまし

た。グロットでは地形のおもしろさと美しさ、光

のシャワー・光と影の織りなす幻想的なシーン。

ブルーな海を、ずっと見ていたいとそんな思いで最

後の最後迄、後ろを向いてホールを眺めていまし

た。すごい感動でした。またテニアンからの帰りの

ボートではハシナガイルカの群れと遭遇。何匹もが

ボートの前で、ジャンプやスピンをして遊んでくれ

ました。思わず、若い人達と一緒に「わあ－、きや

－」と叫んでしまいました。感動的な光景にうっと

りと・・・．良き記念日になりました。

へ

色々参考になるご意見ありがとうございました。今

後とも若輩で、未熟な私にをご指導下さいますよう
お願いいたします。

ーー

文字、画像特注仕上げ

こんなふうにご自分でレイアウト今年も年賀状は
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日本シニアダイバーズクラブ

紹介と入会の御案内
日本シニアダイバーズクラブ(SDC)は、スキュ

ーバ・ダイビングを共通の趣味とする任意の団体で

す。会員の年齢は中高年が主体ですが、20～80歳

代までと幅広く、また地域も北は東北、南は沖縄まで

と全国に拡がっています。

SDCでは1月の新年会、6月の総会等の集いやクラ

ブでのダイビングツアー、スキルアップ講習会、会員

との情報交換のため会報誌の発行を行っています。

SDCは創立6年目を迎え現在約380名の会員を擁

しています。

スキルも、本数の少ないオープンウォーターの初心者

からインストラクターまでと様々です。

会員の増加に伴い、今後はクラブでのダイビングツア

ーもバラエティー豊かに回数を増やし、スキルアップ

教室・安全潜水講座をより一層充実させていきます。

会報も季刊発刊を目指し会員相互の情報交換の場とし

てご利用いただきたいと思っています。

「ダイビングを共通の趣味とし楽しい仲間の集い」の

概念に共感いただける方なら年会費3千円でどなたで

も入会が出来ます。

入会希望者は事務局まで郵送又は、Eメールでお申し
込み下さい。

表紙の言葉
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小物は大物にないたくさんの色を持っていてオ

シャレ1表情もしぐさも、とてもかわいい1

時には、人間とカエルウオがアイコンタクトで心

の交流も持てるんですヨ。

大物三昧も良いけれど、老眼が進む前に、いろい

ろな小物と会っておきたいです。

■編集雑感
年に4回の発刊を目指し始めてからの3号目が完成し

ました。お陰様で今回も大勢の方の協力で、中身の濃

い誌面が作れました。

「この雑誌がきっかけで知り合いになれた」と。．。

嬉しい噂も耳にします。

広報担当をしていて面倒だったり、腹が立ったりする

こともありますが、プラス面もたくさんあるので、楽

しく仕事が出来ています。

今回の特集「趣味」「健康法」が集まるまでに、依頼

文、投稿、お礼文等が行き交いました。

そのうちに、その他の話題も始まり、気が付いたら仲

良しになっていたりすることもあります。

次回の特集は「健康法」と「Cカード修得までの苦労

話」です。

投稿して下さる方は10月15日迄に、大隅までご連

絡下さい。

（大隅照子）

006大隅照子

ザ2001年新年会日時。会場決まる11
来年度の新年会の日時・会場が決まりました。

日時：1月27日（土曜日）12時より

会場：渋谷エクセルホテル東急

詳細は、別便にて追ってお知らせいたしますが、1月

最終土曜日とご記憶になって、今からスケジュールに

組み入れて下さい。

今回は､演出にも工夫を凝らし、ビンゴ等のアトラク
ションやイベント等も加え、より楽しい新年会にしよ

うと考えております。

全国から約100名の参加者を見込んでおり、特に新

入会員の方々、初参加の方々には多くの会員と交流を

深め、知り合になれる絶好の機会です。

奮ってご参加下さい。 （宇留賀）

へ

▽ダイビング計画大募集11

7号では2001年度のクラブ会員によるツアー計画を

掲載開始いたしましたが、是非ご自身もリーダーとな

られ、ツアー計画をお寄せ下さい。国内外を問いませ

んし、自己責任が基本ですので、リーダーに責任はあ

りません。

ベテラン会員の皆さん！ご協力下さい。お待ちしてい

ます。（良縁寺）

SDCJapan2000年10月N007号
日本シニアダイバーズクラブ

〒215-0013川崎市麻生区王禅寺25-2宇留賀方

Tm,044-987-8900M044-987-8900

E-mailhh8t-urg@asahi-net.orjp

URLhttp://www.seaple.icc.nejp/~kam/sdCi.html
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