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謹賀新年

へ

一

新たな世紀の幕開けです。

ダイビングという共通の趣味を通じ、気のあった仲間やバディを作り

より楽しく充実したダイビングや、クラブライフが出来ますよう

心よりお祈りいたします。



佐渡ダイビングツアー 9.1～9．3

062狩野幸繁

9月1日（金）池袋西武口バス乗り塲発23：30

の夜行バスで新潟に向かう。

3日の日曜日がトライアスロンの大会があると言うこ

とで、夜行バスは4台仕立て。新潟駅には2日（土）

早朝04？45頃到着。トライアスロン関係者で混む

といけないと言う幹事の配慮で、予約してあったタク

シーに乗り込んで新潟港へ。

新潟港発06：00のフェリーで佐渡島両津港へ、途

中中国大陸の方へ行ってしまったと思っていた台風が

反転してきており、その余波で波は荒れ模様で、舳先

に当たる波の音が大きく、潜れるのかしらと若干心配

になった。両津港到着08：20・佐渡ダイビングセ

ンターが出迎えに来てくれていた。驚いたのはショッ

プにも寄らず、両津港から直接ダイビングポイントの

北小浦「赤根（コブダイポイント）」へ直行。

すれ違う。海は昨日より荒れておりトライアスロンの

「水泳」は中止になったとのこと。ショップのオーナ

ー本間さんが、潜れるポイントを探し回る。昨日とは

反対側の小木の「地蔵ポイント」だけ潜れるとの情報

で、ショップから350号線を30～40分掛けてポ

イントへ。

石の大きなお地蔵さんが沈めてあり、岩の大きなのが

ゴロゴロしているところ。

ハゼ系が多く、ニシキハゼ・ササハゼ等の他、珍しい

ものではキツネメバルの子供がいた。

2ボートダイプ後ショップへ戻り器材を洗って、千場
に並べる。

各自自宅または次に行くダイビングポイントに器材を

送る手配をしてから、ショップの車で送ってもらい両
津港で解散。
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海は荒れて

いたが風向

きが丁度こ

のポイント

だけは潜れ

るとのこ

と。2ボー

トダイブ、

大きなコブ

ダイ（雄）

2匹と小型

の雌数匹と

出逢う。キ

ジハタも多

く見られメ

バルが群を

造ってい

た。ヤガ

海は未だ荒

れており高

速のジェッ

トフォイル

は欠航との

こと。

我々は今夜

のお宿「住

吉温泉シー

サイドホテ

ル」へ。明

日から二日

間佐渡島観

光の予定。

台風の余波

で潜れるポ

イントが限

られてし
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ラ・キヌバリも発見。やはり伊豆の海とは随分違う感
覚だった。

ダイビング後は、ポイントから椎崎温泉の「グリーン
ホテルきらく」へ直行。

夕食後、近くの椎崎諏訪神社能舞台で「薪能」を観

賞。演目は「黒塚」、幸い雨もほとんど降らずで、最
後まで観賞できた。二日目の3日（日）は朝6時から

トライアスロンの競技が始まっており、佐渡ダイビン

グセンターへ行く途中、自転車で走っている選手達と

まったが、待望のコブダイ「弁慶」にも会えたし初め

ての日本海でのダイビングを楽しめて満足。

「日本海」というイメージとは全然違って、明るくて
透明度が良くて暖かい海でした。

またリーダーが細かい所まで気を遣って楽しいムード

で2日間を過ごすことが出来ました。本当に有り難う
ございました。

メンバーは良縁寺悦子・佐藤道子・栗本はるみ・西村

麻美・百野博久・狩野千代子・私の7名。
－3－



▲ 己自只管 理－
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前回の投稿を読んで下さった方から、役にたったとか

目から鱗が落ちたなど、嬉しいお手紙や、電話を何人

もの方から頂きました。ありがとうございます。

こんなに反響があるとは、私自身驚きました。

そして、関川会長から、続きを書いて欲しいとおだて

られ調子にのってまた誌面を使わせていただきます。

☆スノーケルとレギュレター

ダイビングの時いつでもどこでも必ずスノーケルを真

面目に付けている方がいますが、どんな時に使ってい

ますか。

時と場合によってはちょっと考えてみましょう。ビー

チダイビングの時は、海岸でのエントリーとして、ポ

イントまでが遠いので、タンクの空気を温存するため

に、水面移動の時はスノーケルを使って自然の空気を

吸います。浮上後も帰りの水面移動はスノーケルを使

いますが、浅瀬になったら、レギュレターに替えてフ

インを外し、水から完全に上がるまでは残圧が有る限

り絶対にレギュレターをくわえていて下さい。

ボートダイビングではポイントのすぐ側でエントリー

するので、水面移動はないのです。

始めからレギュレターをくわえてエントリーして良い

のです。

エキジットの時も船に上がる順番を待っている間も、

レギュレターをくわえているのが安全です。

残圧があるのにスノーケルにくわえ直している人がい

ますが、もしも別のボートが通り高波が来たり、うね

りがある時など、スノーケルでは口に水が入ってしま

－4－

003岩本充子

います。そして、船の梯子をのぼっている時に“もし

も手が滑って、海中に落ちたら”など用心のために

も船の中に入るまでは、口からレギュレターを外さな

いで下さい。

残圧30～50を残して浮上を始めるのは、海中での

安全停止から、船の中でタンクを降ろすまでの空気で

あると考えて、レギュレターをくわえているのが安全

です。

ボートダイビングで、流れのある所に潜る時には、ス

ノーケルは水の抵抗を受けてうなってしまい、マスク

がずれる原因になります。“邪魔な物”になるだけで

すから、外しておきましょう。

（スノーケルは万一の時のために必要である。付けて

おくべきと反論をお持ちの方もいらっしゃると思いま

すが、別の機会に意見交換を致しましょう。）

そして大切なのは、レギュレターから出る空気の量が

自分に合っていますか。

機種によって“ツマミ”や“ネジ”でその都度簡単に

調節できる物がありますので、自分の吸う量に合わせ

てみることも試して下さい。

一
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☆BCの究極な使い方

BCの中に入れる空気は、吸っているのと同じ物です

から無駄な出し入れをしないように適正ウエイトを覚

えるのは大切なことです。

ビギナーの人で、ウエイトが多いのに潜降がうまくで

きないという人は、大体前回使用したBCの空気を抜

いたつもりでも、残っていることが多いものです。

ドリフトや、水底集合の時は必ず、BC内の空気を

ジャバラホースから吸い出しておくことをして下さ

い。

そして、ヘッドファースト（頭から）の潜降を覚えて

下さい。その時耳抜きが上手に出来ないという人はポ

ートの上で、1，2，3と数えてエントリーする時に

1，2で耳抜きを1回しておくと良いでしょう。

そして、耳が痛くなる前に、耳が痛くなってからでは

遅いのです。早めに、こまめに耳抜きをすることが大

切です。

耳抜きのコツは、口の中に空気を含み耳から出すつも

りですると良いです。

そしてウエイトは少なすぎるのも良いとは思いませ

ん。「－20Mに潜ってもBCに空気を入れたこと無

いわ」と言う方もいますが、万一のことを考えたら如

何なものでしょうか。

例えば根の向こう側へ廻ったら流れていたとか、又は

アップカレントに入ってしまったときは軽い人ほど流

されるし、その時に少しウエイトが重くて、中性浮力

を取るのにBCに空気が入っていたとしたら、BCの

空気を抜いて、身体を重くすれば岩などに掴まれるし

流されずにすむと思います。

またはバデイが浮いてしまった時に補助するのにも軽

すぎるのは“？”です。

ウエイトが軽いベテランの人なら1kg位のオーバーウ

エイトでも、普通のダイビングの対応は、出来るはず

です。

BCは空気を入れるだけではなく吸うこともできる優

れ物です。

☆ゲージ（残圧計）

自分のゲージの特性を知っておくのも大切です。

万一何かの間違いでエアーの残圧が“0”になってし

まった時、残圧計の針が“0”を指してから何回吸え

るか知っていますか。

メーカーや機種によっては"しぶくなる”とか“3回

吸える”とか聞きますが、あくまでも他人の道具のこ

とです。吸う量も個人差があります。機種によっては

針が“0”を指したら、何の前触れもなく本当に1回

も吸えない物があることを、聞いたことがあります。

他人の器材の特性を鵜呑みにしないで、機会があった

らダイビングの合間に空のタンクを借りて陸上で試し

ておくことも、管理の一つと思います。

但し陸上で3回吸えても、深さによって吸える回数は

少なくなります。

（この方程式は、インストラクターに正しく教えてい

ただくと良いでしょう。）

もしも浮上中に“0”になってしまっても、BCに空

気が入っていれば、浮力調整の為にただ捨てるのでは

なくBCのジャバラホースから、吸えるのです。

皆さんは手入れの時にきれいな水でBCの中を洗って

いると思いますので、緊急の時は代用可能でしょう。

私自身の体験では、一つでも知識があればいざという

時パニックにならず、冷静な対応が出来ると信じてい

ます。

インストラクターでもない私の僅かな知識ですが、お

役に立てましたら嬉しいです。

では、いろいろな自己管理を怠らず安心して世界中を

潜って下さい。

、レッッゴー11
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★★★Cカード取得の苦労話☆☆☆

取得までの道のり
306宮本節子

1996年7月に念願のCカードを取得いたしま

した。私は、泳げないので海でもプールでも足の立

たないところへは行けず、顔を付けても泳げません

又、何度もおぼれた経験があり、水に対する恐怖心

の方が強いのです。

けれども何故か海が大好きです。そんな私が何年も

思い続けてきたダイビングに挑戦、Cカード取得ま

での道のりはやはり大変でした。

先ず、ダイビングショップを訪ね、ダイビングを始

めようとしたのが11月。プール実習は1日で出来

るところを、寒がりのため長時間水に入っていられ

ず、2日間に分けて行いました。他のスキルはすぐ

に○Kでしたが、マスククリアーが苦手で、何十回

ではきかないほど頑張りましたが、寒さと長時間水

の中にいることで疲れてしまいました。

「もう一度暖かい時期にプール実習をしましょう」

と言われ、その年は終わってしまいました。人が出

来るのに何故私が出来ないのか、悔しい……と思い

ながら。

翌年6月、ショップよりプール実習の声をかけてい

ただき、マスククリアーの練習をまた何十回と繰り

返しました。そしてやっとプール実習を終了、海洋

実習へと。しかし、不安定な水面にいると不安で、

着底すると安心と言った具合で、不安が一杯。この

海洋実習では習ったことを思い出し、苦手なマスク

クリアーを必死でこなし、緊張感に満ちていまし

た。

やっと目指すCカードを取得。終わったときの充実

感は忘れられません。そして目指せ25本、50本

とレベルアップ、スキルアップ。海の素晴らしさ・

楽しさ.怖さを覚え、海・ダイビングの虜になった

私は、現在PADI｢MSD」となり、約4年で1

63本。水中写真歴3年、多くの生物と出会い、名

前も随分覚えました。

時間を同じくして、体力維持のためにと通い始めた

スポーツクラブ。最初は週1，2日だったのが、ダ

イビングをすると共に週3～4日は通うようにな

り、楽しくエアロビクス・アクアエアロ・エアロバ

イク等で汗を流しています。今は仕事が早く終わる

日は必ずスポーツクラブへ行くほどです。これが体

力維持につながり、また私の健康法・体調管理であ

るのかもしれません。

スキルアップと安全潜水に心がけ、そして自然を大
切にしていきたい。

-6-

Cカードは夢カード
007大西亀美代

Cカードには10年前の私の顔が添付されていま

す。他にも運転免許証などカード類を持っているので

すが、愛着はCカードが一番です。

スポーツクラブに通っていた頃、水泳のコーチから

「ダイビングやりませんか？プールも良いけど海は楽

しいわよ！」と声をかけられました。ダイビング？

水の中へ飛び込むだけでしょう位に考えていたので、

即座に「ハアーイ」

それからの日々が後悔の連続でした。プール実習は

それ程苦にならなかったのですが、学科に手こずりま

した。ただでさえ能天気なのに、この歳になってなん

でこんなことをとぼやきながら勉強しました。

おかげで、海洋実習も無我夢中のうちに終了してカー

ドを手にしました。

「バンザイ！これでダイバーの仲間入り」と喜んだの

ですが・・・・人生そんなに甘いものではないとは、

よく言ったものです。潜降できずに海面で足をばたつ

かせたり、中性浮力が分からず海底をはいずりまわっ

たり、安全停止で浮き上がりそうになってバデイーに

しがみついたりで、散々でした。

でも、潜るたびに新しい発見（失敗？）を積み重ね、

試行錯誤を繰り返しながら、海へのめり込んでいった

のです。

それまで冠婚葬祭以外の旅行とは無縁の生活でした

が、いつしか世界の美しい海を見たいと願うようにな

りました。

海の中には生物の祖先が棲んでいます。まるで目に見

えない様な生物が進化してヒトになる。

本当かしら嘘かしら．．・・・そんな神秘さを持つ海

がまだまだいっぱいあるようです。そんな海を全部潜

りたい？？

Cカードは私に大きな夢と喜びを与えてくれる素敵な

カードなのです。

へ
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★★★Cカード取得の苦労話☆☆☆

沖縄の海に憧れて

018坂東、舌朗

取って良かったCカード

188森重美智子

私がダイビングに興味を持った

のは、40代後半の頃です。雑

誌で見た沖縄のきれいな海や魚

の写真です。

海の色、サンゴの周りに綺麗な

魚が群れている写真でした。当

時私は腰痛で病院に通い、先生

の勧めで水泳がよいといわれて

プールに行っていました。

其処にダイビングクラブがあり、

子供が手を離れ何かしたいな－と思っていました。

家族で行った小笠原のきれいな海を思い出し、ダイ

ビングをしてみようと思い、家族に相談したところ

「やってみれば」と言ってもらいまず何から手をつ

ければよいか－．本を買ってショップを捜し家から

近いところ、自分の回りにはダイビングをやってい

る人がいないので手探り状態。M・Tというショッ

プを選び仕事の合間を縫って2ヶ月通いました。

何十年ぶりの勉強、何と難しいことばかり。今まで

聞いたこともない様なことばかり。

大変なことを始めてしまった。知らなかったことと

はいえ、もし少しでも見たり聞いたりしていたら多

分やらなかったのでは－．

タンクをつけてプールに入りバックロールの怖かっ

たこと。トレーニングダイブで大瀬崎の海で、それ

も11月、ドライスーツで、マスククリア、レギク

リア、自分が海の中にいること自体信じられません

でした。よく考え計画を立てて始めていればもっと

暖かい季節にやっていただろうと思いました。

Cカードを取って五年。シニアに入ってからお友達

もできました。大変な思いをしましたが、今では良

かったと思っています。

ショップを選ぶこと、器材をそろえること、いろい

ろ勉強になりました。

一

其処にダイビングクラブがあり、年齢的に無理と思い

ながらも挑戦することにしました。

すぐに講習に参加、若い人と一緒にプールでの練習で

は、少しトシの差を感じながらプールも無事終わり、

海洋実習で大瀬崎に行きました。若者たちと一緒につ

いていけるか心配でした。

海へ着いて休んでいると後ろから「心配しないで大丈

夫」と同年代の男性が、声をかけてくれました。

講習できているのがわかったのでしょう。少し気が楽

になりました。海の中では、トシの差は感じません。

今まで習ったことを落ち着いてと思いながら、人の失

敗を見て思わず笑い、マスクから水が入りビックリ、

パニックになりそうで、みんなで大笑いでした。

無事に2日間の実習が終わり帰りに皆で乾杯。はれて

ダイバーの仲間入りです。

Cカードを手に入れてすぐにクラブの友人と沖縄、小

浜島へ初めてのツアーでした。

海の色、白い砂浜、雑誌で見たと同じでした。ヨナラ

水道でマンタを見れたのもラッキーでした。カードを

取って3年ぐらいプールでのスキンダイビングの練習

が、今になって随分と役に立っています。

今は暇を見ては伊豆の海へ、SDCの皆さんとも何度

かツアーでお世話になっています。

これからも何処かでお会いできると思います。

－7－
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(M)の私の健康法000

真向法・座禅等々
0 56石田邦明

私の不健康法
012関川清一

現在80才。なんの間違いか、

もうとっくにあの世にいなけれ

ばならない私が、未だこの世に

うろちょろして皆様にご迷惑ば
かりかけていることに、自分も

不可解なことと感じています。

タバコは吸う、酒は切らさない

私に、健康法は何かと質問され

ても、答えようがありません。

止めろと言われても止められな

い煙草を一日二十本も吸って、

ー

ー
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』
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い煙草を一日二十本も吸って、禁煙の飛行機に搭乗す

るたびに苦しんでいます。食堂その他どこへ行っても
禁煙の場所が増えて、腹立たしくも肩身の狭い思いば

かりです。

それなら止めれば良いではないかと思われるのが当然

ですが、意志が弱くて止められません。

毎晩日本酒を二合は欠かせない毎日です。一寸多いと

思いますし、肝臓のために良くないと医者に忠告され

ながら、睡眠薬だとごまかしながら続けています。

但しダイビングを始めてからは、風邪をひいてはいけ

ない、腹をこわしてはいけないと帰宅するとウガイを
し、手をあらうこと位は心がけています。

だんだん年齢を重ねてくると、確かに体力は衰えてき
ています。

タンクをしよって、ゴロタを歩くのなど苦痛になって

います。ボートでタンクを背負うのがやっとですが、

それも出来なくなったらダイビングを止めようと思っ

ています。それが何時になるのか自分でも未だ分かり

ません。・・・・

ダイビングのライセンスを頂いた頃は、基本はスキン
ダイビングだと教えられ毎週のようにスキンダイビン
グ練習や、時にダイビングプールでの練習に励みまし
たが、最近はいろいろ理由を作って、サボッテばかり

です。

年を取ってきますと、頭髪は薄くなり記憶力が衰え、

目が衰えて細かい字が苦手になり、集中力が無くなっ

てきます。

歯もだんだん少なくなって入れ歯のご厄介になりまし
た。その後握力も衰え、全般に体力が落ちてきたこと

をこの二三年自覚し始めております。

そこで、時々スポーツクラブで体力維持の練習に通っ
ていますが、それもサボりがちです。

唯一続いているのが、週一回の社交ダンスです。それ

も上手くなりたいより、足を鍛える散歩の代わりくら

いに思っています。汗を流し、血液の循環を良くする

ことは、健康のためによいのではないかと、思ってお

ります。

以上健康法の参考にならないことばかりで、ご期待に
添えず申し訳ございません。

へ

スキューバダイビングをはじめて、かれこれ10年

あまりが経ちました。

その間、地方への単身赴任があって、一時中断した

ものの、今年記念すべき200本を記録いたしまし

た。やっと、中性浮力のなんたるかが分かってき

たような、この頃です。

さて、いつまでも元気でダイビングを楽しむための

努力、心掛けていること・・・と云われても、特に

ダイビングを意識して何かをやっていると云うこと

はなく,日頃の体調維持のために、ほんの少しだけ意

識して実行していることを書いてみます。

ご他分に漏れず、年々体力の低下を自覚しはじめて

からは、出来るだけ身体を動かそうと、ジョギング

やウオーキング、アスレチックジムでのウエート

トレーニング、スイミング等を一通りトライはした

ものの、元々が「ものぐさ者」、どれもこれも長続

きせず、わずかに今は、週に1回(1000m)の

スイミングだけは、何とかクリアーしています。

それと,毎朝の日課としてのラジオ体操（テレビ体

操）を10分、そしてテレビニュースを見ながらの

真向法を10分間続けています。真向法について、

ご存知ない方も居られるかと思いますが、下半身の

ストレッチ、柔軟体操と云ったところでしょうか、

4つの体位を2，3分保持しておしまい。

この体操、手軽でその上気持ちよくて、とても気に
入っています。

精神的な健康法としては、月1回、禅寺で座禅を組

んでいます。自分の心を静かに見つめ、1汁1菜の

質素なお粥を感謝の気持ちをこめて戴く。

こんなことも、かれこれ10数年のならいとなりま

した。

へ
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介護を受けない老人と海
125八木下博

ではないでしょうか。

私の場合は、シニア入会の頃、ビーチエキジットで、

冷えと疲労で何度も足が吊り、痛みと置いてきぼりの

恐怖にあいました。永年のデスクワークですっかり筋

力が萎えてしまったわけです。

そこでこれを機に以前から行っていたテニスに加え、

一駅間二十五分の速歩、スポーツジムでの週二回の水

泳と筋力トレを取り入れました。無理をせず自然流に

と自分に都合良く決め、今まで五年続けております。

以来足のトラブルもなくなり、泳力、筋力ともついて

きました。特に太股と胸部が発達し二年前に作ったウ

エットスーツがきつくなり、もう一枚新調かと困りつ

つ喜んでおります。

筋力の向上は、五十五才位までと、本で読んだことが

ありましたが、そうではないような気がします。

毎年受けている人間ドッグも体重オーバー以外は良好
です。

しかし必要性はわかっていても時間がとれないのが現

実で、特に持ち時間が少なく、したいことが多い高年
者には大変です。

優先順位の見直し、時間の割り当てと継続、ここがポ

イントです。全てのシニアが「介護ノー」を宣言し生

涯ダイビングへ向けて頑張ろうではありませんか。同

産
一

一
Ｊ

一
一

一一

戸、 a

’
。

雁＆
毎日報道される様々な社会問題の中で、やはり身

近な関心事は「介護制度」ではないでしょうか。介

護の質と保険料の額、これがどうなるか、将来どう

変わっていくのか、我々シニアにも己の問題である

だけに大いに関心もあるし意見もあります。

それぞれの立場から積極的に発言していくことも必

要かと思います。しかし、一方逆の発想で「介護ノ

ー」「介護拒否」の高年者を目指し挑戦していく姿
勢も必要なことと思います。

換言すれI動ﾛ齢による心身の退化をどう遅らせるか

です。この現象は万人共通のことですからありがた

く賜って、その年代にしか経験できない、新たな感

動を創造しつつ抵抗の作業を自分なりに始めること

へ

志よ、マイペースで第一歩を！！

北緯2争度からのメッセージ
MESSAGEFROMTHE24｡NORTH

一

宮古島とは世界に類を見ない数々 の地形､世界に誇るサンゴ､そして複雑な

環境に住む多種多様な生物・・・まさに地形派・ｶﾒﾗ＆ﾋ゙ ﾃ゙ ｵ派・ﾌｨｯｼｭｳｫｯﾁｬー 等

全てのダイバーにとって魅力的なフィールドです。

24｡NORTHとは宮古島で初めてダイビングサービスを興し、現在のポイント

ダイビングスタイルともに開発してきた宮古島ダイビングシーンの先駆者です。

21世紀私たちは、さらに新しい夢を追い続けます.夢を夢のままで

終わらせることなく、ひとつひとつ必ず夢を実現させていきます。

「常に前を目指す」それが24｡NORTHSPIRITです。

一ゴ○
海の詩がきこえる一･････。

宮古島ﾀ゙ ｲﾋ゙ ﾝｸ゙ 事業組合加盟店
〒906-0008沖縄県平良市荷川取220-5

telO9807-2-3107
E-mailmiyako@24northcojp

http://www.24north.co.jp
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西表島ダイビングレポート 7．10～15

リーダー；036奥平泰成

レポーター：172島尾愛子（ダイビング）314渡辺宏二（ジャングル探検）

たのですが、月明かりが強すぎて余りよく光ってはく

れませんでした。

ダイビング2日目。2本目にトウアカクマノミのい

るポイントへ行きました。このクマノミは、イボハタ

ゴイソギンチャクにしか共生できず、イソギンチャク

が生存しやすいきれいな環境の砂地が少ない事が、と

てもレアなクマノミとなった理由のようです。

ダイビング3日目。2本目にサンゴがとても元気でき

れいなポイント、インダビシアウトリーフヘ行きまし

た。最近はサンゴの白化現象の影響で、世界中の珊瑚

礁がダメージを受けていて、潜るたびに悲しくなるこ

とが多いのですが、あのサンゴ群落を見てやっぱり沖

縄はスゴイ！と感激しました。

この日は西田さんが100本記念ダイブを達成された

のを祝って、夕食後クラブハウスでパーティを開きま

した。Tシャツをプレゼントし、きれいに盛りつけら

れたパイナップルカクテルが素敵でした。

ダイビング4日目。4日目の次に（最終日）日本の最

O島尾愛子
7月10日～15日に、私は4年振りに西表島へ、奥

平さんリーダーのSDCのクラブダイビングで出掛け

ました。男性4人、女性7人のうち、私にとって初顔

合わせが7人もいて、また新しい出会いが持てたと嬉

しい限りでした。今年はいつもより早く台風が日本上

陸を決めているようで、台風3号、4号の様子が出発

までとても心配でした。でも参加の皆様の日頃の行い

が功を奏してか飛行機も船も揺れることなく、快晴の

西表島に到着しました。

男性はパイナップル館、女性はうなりざき荘に分宿

でしたが、夕食は揃って賑やかに頂きました。うなり

ざき荘の食事は4年前より美味しくなったような気が

しました。先ず初日の夜は、奥平さんから日頃よく

言われている「バデイシステムに則ったダイビング」

を心掛けましょうとのお話があり、大半の人は耳の痛

い事ながら、大事なことであると明日からのダイビン

グスタイルを再確認致しました。

ダイビング1日目。

1本目だけブランクダ

イバーの清原さん中心

の4人と7人に分かれ

て潜りましたが、その

後は5人と6人のグル

ープで、それぞれのガ

へ

へ

イドについてダイビン

グを楽しみました。ガ

イドがボードに書いて

くれるコメントが可笑

しくて、時々一人で笑

ってしまいましたが、

最近はこんな感じのガ

イドが増えている様な

気がします。この日は、

小川さん、横井さんと

3人で、ナイトダイビ

ングもしました。ちょ

っと怪談めいたブリー

フィングの後、洞窟ダ

イビングでした。ウミ’

』＝丘＝テー，壬壹冒＝＝て

ー

＝

南端、波照間島周辺で2ダイブ。エントリーしてから

何処までも続く白砂の上を根に向かって移動。太陽が

出ていれば自分の影がこの砂に映ってまるで空を飛ん

イビングでした。ウミヘビ以外何もいませんでした

が、地形派の小川さんはとても楽しんだようでした。

浮上前に、ライトを消して夜光虫の光を楽しもうとし

－10－
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でいるような気になれるのだったが、丁度雲間に隠れ

てしまったらしくこの感激は味わえませんでした。

この日はダイビング組は、奥平、横井、小川さんと4

人だけで、他の関川、上村、渡辺、西田、伊丹、相

馬、清原さん7名の方々は島内のジャングル探検に出

掛けられました。

その様子は、渡辺さんから。

体も心も、そして口も元気一杯の4日間が終わりまし

た。台風の影響なのか透明度がいつもの西表島らしく

ないのが残念でしたが、ミスウナリザキⅢの乗り心地

も良く、ランチタイムのパイナップルの美味しさは格

別でした。

ダイビング本数は6本～11本、それぞれの体調と好

みのスタイルで行われました。

リーダーからレポートを頼まれたときには、不謹慎に

も「誰か何かドジな事でもしてくれないかしら、格好

のネタになるのに」なんて思ったりしたのですが、さ

すが皆さん人生でもダイビングでも達人の域に達した

方ばかりで、何のネタにもならず、楽しく面白く過ぎ

てしまいました。

ところで、奥平さんの初日のアドバイス通りバデイシ

ステムを守れたでしょうか。

の渡辺宏二
次に最終日天気に恵まれた我々勇士7名（前記）はカ

ヌーでジャングル探検にトライした。

全員カヌーは初めてだがそこは持ち前のチャレンジ精

神で技量をカバー。

彦蒼と生い茂るマングローブの間を縫って全長9mの

仲良川を2人乗りカヌーで漕ぎ上がり、終点から更に

ケモノ道を四つん這いになりながら進むこと40分。

ついに目指す「幻の滝」に辿り着けば、皆我慢しきれ

ず、滝壷目がけて一斉にドボーン。

その気持ちの良さと言ったら……。今までの汗と疲労

が一辺にに吹き飛んでしまう。

帰りは迎えの小舟で水かさの増した仲良川を川風と共

に一気に駆け下り無事ご帰還…と書けば万々歳だが、

そうは問屋がおろしませんでした。

往路、突然カヌーがひつくり返って、全身ぬれネズミ

になったカップルや、沼地で足を取られてスッテンコ

ロリン、アシと言う間にドロのオバケに変身してし

まった人も出るというおまけもつきました。

◇2001年も同じ企画で7月下旬に行いますので是

非ご参加下さい（奥平）

溌蕊
L恥 …

伊東ボート＆花火ダイビング

7／30～8／1
356栗本はるみ

I

品川始発7：17の電車に乗り、1泊2日の伊東ボート

DV，花火、五味屋での夕食会と、会員9人参加の

［盛り沢山ツアー］に参加いたしました。

DVは○W取得して3年になりますが、バリ島ラン

カウイ島、ハワイ、石垣島と行ったものの、殿様DV

で、時々葉山、富戸にてチョロチョロと潜る有様でし

た。

今年1月にSDCに入会して、スキルアップをしたい

と思い、まず海洋公園でNAS○ダイブのスキルアッ

プ講習を受けOW時の諸々の約束事を思い出し、今回

のボートDVに臨んだ訳です。

ポイントは白根と五島根で、峡谷の様な地形の中で斜

面のコーラルのきれいなこと。

手足を出来るだけつけないようにと、中性浮力を心掛

けました。何百本も潜っている方々のDVを実際に見

て“あんな風になりたい”と思いながら・・・・

イサキ、ブリなどの回遊魚が群になりメタリックなボ

ディを光に反射させて、サッと頭上を通り過ぎて行

く。自分自身も魚の群の中で、一部になったと思える

ほど近づいて.・・・

2日目には、アカウミガメがいて甲羅に触ったりしま

したが、なぜか海ガメには、悲しさを感じてしまいま

す。

昼食時には伊東在住の鈴木ヒロ子さんが、冷たいミカ

ンとトマトを差し入れして下さって、その美味しかっ

たこと。2日目の夕食会は『五味屋』にて和食。その

時鈴木さん手作りのミニ袋が8人のメンバーに配られ

て、色は海の色コバルトブルー、ワンポイント刺繍入

り、おまけに何と裏地付き。“ありがたく”

使わせていただきます。

そして仕上げは伊東の花火。埠頭の先まで行き、寝っ

ころがってコンクリートの温かさを背中に感じながら

『花火』を味わいました。NAS○の柳田さんの運転

で各人の宿舎まで送って下さり、楽しいアフターDV

を経験いたしました。

因みに良縁寺さんは、今回400本を達成したそうで

す。“おめでとうございます”

SDCに加えさせていただき私はラッキーでした。

皆様有り難うございました。
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を受け、ホテルまでのバスで「ジンベイは出ています

か」と問うたところ「今年は未だジンベイが見られて

いないのですよ。軽飛行機も飛ばせたけれど見つかっ

ていないんです」とのこと。

なっ、何と。イヤな予感。

そう言えば会員の鈴木征男さんが「6月ラパスに行っ

たがアシカ以外大物は居なかった」と言っていたこと

や、大阪・京橋のダイビングショップ、シーブロスの

堀口さんからも「9月に行ったショップのツアーでハ

ンマーもジンベイも見られなかった」とメールで知ら

せてきたことを思い出す。

イヤイヤこちとらは大島でニタリを見てきたのだ。こ

のツキで必ず見てやる～～・

ホテルにチェックイン後、夕食に外出、お目当ての

レストランは生憎満席のため、屋台での食事。

翌日いよいよ乗船、ガイドの大城嬢、船長のホセ、

他スタッフ4名、我々6名、合計10名。

3時間ほどかけての最初のポイントは「ロスイスロテ

ス」アシカのポイント。親子のアシカが可愛らしい。

空や岩には、軍艦烏やペリカン、カツオ烏が群れる。

バードウオッチングが趣味の狩野千代子さんは、早速

鳥の図鑑を片手に双眼鏡を覗きながら矯声をあげる。

2本目3本目と今日は大物狙いのポイントは無し。

2日目のクルージング。

1本目で竹腰憲江さんの200本記念ダイブ。

ポイントが浅場でなく潮の流れもあったので、アンカ

ーロープに掴まりながらの記念撮影。

今日からいよいよジンベイ、ハンマー狙い。

………残念無念。天気晴朗なれど遭遇できず。

“明日がある、あし～たがああるのさbjj"

3本潜って、用意してきたTシャツにそれぞれのお祝

いの言葉や、イラストを描き込んで、200本記念の

「ラパスに行ってジンベイを見てきましたよ。来年家

内を連れていくのでご一緒しませんか」昨年の秋、海

洋公園で狩野さんから誘われ、大物狂いの僕は二つ返

事でOKし、遠いラパスに夢を馳せてきた。

ジンベイに出逢ったのは今から4年ほど前、と言って

も沖縄読谷村の生け賛の中であった。

読谷村の村興しの一環として30M程もある生け賛に

ジンベイを飼っていて、ダイバーにオキアミの餌付け

の様子を見せたり、背鰭に掴まって一緒に泳がせた

り、身体に触らせたりしている。びっくりするほど大

きな口、顎の肌がマシュマロみたいにフワフワと柔ら

かく、背中はベルベットみたいで心地よい。

今度は生け賛のジンベイでなく、海を泳いでいる本物

で自然のジンベイに出逢いたい。

それを願ってシュミランクルーズにも行ったけれど、

遭遇叶わず今回のラパスに賭けてきた。

「6人揃えば船をチャーター出来るから」と言うこと

で今回のメンバーに声をかけ、いよいよ実現。

ラパスに行く直前、伊豆大島を潜り、何とニタリ（尾

長鮫）に2度までも遭遇113M級の尾鰭が身体の

半分もあるニタリ。とにかくカツ．良いことこの上な

し。このつきをラパスに……。きっときっとジンベイ

に出逢える11そう信じていざ出発。

ロスでトランジェットの後ラパスに。飛行機から見

るバハ・カリホルニアは、申し訳程度にそこ此処に緑

がへばりつくように散見されるだけで、一面何処まで

も黄土色の荒涼とした大地が拡がっている。

黄昏を迎え天空に浮かぶ三日月と令星が、コバルトブ

ルーの空と地平線を彩るオレンジ色のグラデーショ

ンをバックに幻想的な輝きを見せている。

無事ラパス到着。

現地ダイビングサービス「バハ・クエスト」の出迎え

へ

匡二己

お祝いパーティー。Congrats!!

NORIKO

鈴木清子さんのお祝いの歌、竹腰憲

江さんのお返しの歌。共にアカペ

ラ。又これがプロ顔負けの上手さ。

透き通る様な美声。天は二物を与え

るんだ。

マリンプルーの海に、紺碧の空。波

飛沫をあげて走る船。頬をよぎる風

が心地よい。

3日目のクルージング。

ダイビングの後皆で舳先のデッキに
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出て海を見ていると、水面（と言うより水中）に輝い

た光の中に人のシルエットが映し出されているではな

いか！

「ブロッケン現象」間違いない。

ブロッケン現象は、高山で希にみられ、太陽を背に前

に雲海が有るとき、雲海に丸い虹に囲まれて自分のシ

ルエットが映し出される。

太陽と映し出される被写体、それにスクリーンになる

雲海との位置関係、それに湿度などの気象条件が合致

しないと見られない特異な現象。

日本では、北アルプスの白馬岳山頂のそれが有名で、

若かりし頃、この幻想的な現象を見たくてよく、白馬

に登ったものである。

はかなくも甘酸っぱい、遠い思い出が甦る……。

船尾で大きな声。何？？魚がかかった11

リールの巻き方を教えてもらって、それぞれ交替で必

死に巻き上げる。

釣れた1大きな1メートルはゆうにに有ろうかと思え

るシーラである。黄色に縁取られ、ルビー色に輝く姿

が眩いほどである。早速記念撮影。

調理担当のベッテイーが手際よく3枚にさばいて早速

料理。まずはお刺身。日本から持って行ったお醤油が

役立つ。一寸ボソボソして舌触りが良くなく、決して

美味しいとは言えない。続いて唐揚げ（ムニエル？）

これが絶品の美味しさ。いける11

今日も水平線に日が沈む。クルージングも明日を残す

のみ。明日はジンベイが見られるのだろうか。やや諦

め気分。

クルージング4日目の朝が明ける。日の出7時5

分。水平線に太陽が見る見るうちにその姿を現す。

半分でかかった太陽の真ん中に帆船がくっきり。

こんな事って有るの？まるで切り絵をしたみたい。自

然と偶然が創り出す幻想美。

1本目のエルバホ（ノースマウント）のポイントに最

後の望みを託す。

出そうな雰囲気充分、じっと待つ｡…･※※＃＊☆××

ダイブが終わって甲羅干し。

船長のボブやスタッフが突然、大きな声を張り上げ

る。鯨だ～～。何処何処11ジッと目を凝らす。あっ

遠くで確かに黒いものが潮らしきものを吹き上げてい

る。船はゆっくりと近づく。いたいた大きな鯨。

こっちにも親子連れの鯨がゆっくりゆっくり泳いでい

るではないか。12～3メートルは有ろうかと思われ

るナガス鯨。

ジンベイを見たくてラパスに来て、それが叶わない

ので、代わりに姿を見せてくれたのかナガス鯨。有り

難う、ありがとう。君たちは優しいのね。

鯨が水面を通った所が、鏡みたいに光った軌跡を見せ

ている。何故軌跡が鏡面になって波が立たないのだろ

う。不思議でならない。「子供電話相談室」にでも電

話してミッカ。

船を降り、ホテルにチェックインの後イタリヤ料理

店で最後の晩餐会。お店のリコメンデーションは、ペ

ペロンチーノ。変わりパスタで、美味しい。

赤ワインで乾杯11お疲れさま。

と言っても、クルージングが終わっただけ。他の多く

のメンバーは、明日からデイトリップ・ダイビングを

する人、カボサンルーカスに観光にいく人達と様々。

僕は仕事の関係でこれ以上休みが取れず、一足お先に
さようなら。

それにしても、ダイビングの猛者で愉快なメンバー

が集まったもの。リーダーの狩野幸繁さんは1000

本になろうかと言う超ベテラン。奥様の狩野千代子さ

んも500本近く、何にでも感激家の玉を転がすよう

な美声の持ち主。鈴木清子さんはカラオケ名人のご存

知インストラクター。岡野博さんは300本を超えた

ダイバーで、酒脱でお話が上手、話題に事欠かない達

人。今回のツアーで200本を迎えた竹腰憲江さんは

越後湯沢でペンションを経営する、浪速魂の頑張り屋

さん。それにお邪魔虫の宇留賀でした。

狩野さんきめ細かな気遣い有り難うございました。
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向かって左から

狩野千代子

狩野幸繁

宇留賀達雄

竹腰憲江

鈴木清子

岡野博

（敬称略）
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SDCダイビング計画一覧表(2001年）

ポイント名

モルジブ共和国北マーレ環礁

高知柏島

シパダン

伊豆大島

サイパン

マブール

伊豆大島ドチザメ100％

伊豆半島ダイビング

与那国ハンマーと遺跡

オーストラリア・クルーズ

伊東花火と五島根

ケラマ（座間味）

オーストラリア・ケアンズ

フィリッピン・ドマゲッティ

モルディブ・北マーレ

スキルアップ講習会

〃

パラオクルージング

ラヤンラヤン

小笠原ショート＆ロング

宮古島

石垣島

伊豆大島4ダイブ

沖縄・伊是名

パセいす

日程

2月26日～3月5日

7月下旬

10月11日～17日

9月上旬

5月16～20日

8月

5月中旬

常時受け付け

1月中旬

7月上旬

7月末

10月中旬

1月18日～23日

3月15日～23日

11月15～22日

3月

10月

4月中旬

5月10日前後

6月18日～

10月上旬

11月上旬

9月上旬

7月5日～9日

14うも・7〃アノ‘

リーダー名

上村敏郎

芥川忠雄

渡辺宏二

平野昌子

大隅照子

〃

良縁寺悦子

〃

〃

〃

〃

磯-9r72302/
ヨ"一一F

石岡弘至

〃

〃

杉本信也

〃

関川清一

〃

〃

〃

〃

宇留賀達雄

〃

》

番号

10

88

314

128

6

〃

26

〃

〃

〃

〃

〃

287

〃

〃

30

〃

12

〃

〃

〃

〃

197

〃

旅行社他

バｲﾅｯﾌ゙ ﾙﾂｱー ｽ

ｲﾅｯﾌ゙ﾙﾂｱーｽ

ｵーｼｬﾝダｲピンク’

こがねむし

未定

ジスコ

こがねむし

ナッソー他

豊和トラベル

スポートツアーズ

ナッソー

"･鳶勧芥凄jl"/
’一ダダ 『

ワールドツアー

H.P｡lダイブツアー

ワールドツアー

スポートツアーズ

ジスコ

パパス

グローバルｽボーツ

概算費用

154,000

8～10万円

19万円位

19,800

未定

23万位

19,800

10,000～

9～10万円

185,000

26,000

78,Ⅸ〕0

130,000

130,“0

140,000

30,000

〃

未定

20万円位

15/24万円

未定

〃

40,000

ﾊ゚ ﾗﾀ゙ ｲｽｱｲﾗﾝﾀ゙ ｽー゙ ’11万円位

その他条件

ロヒフシ、ダイビングフィー別、10名以内、ドロップオフ経験要

4泊5日、6ダイブ、羽田・伊丹発

パスポート有効残存期間は6ヶ月プラス旅行日数が必要

交通費別（竹芝・熱海・羽田）

小物対象のゆっくりFW派、カメラ派向き

小物がメインですが、シパダンにもいきます。

交通費別（竹芝・熱海・羽田)OPダイブ有り

新会員の方、日帰りダイビングご相談下さい。

4日間経験本数100本以上

ホエールウオッチングスーパースポート

交通費別、現地到着時間によりOPダイブ有り

3泊4日§ポー ﾄ、50本、100本記念の方楽しいです｡OP有

成田・名古屋・関空発着、6ダイブ全食付、船に強い方

成田・関空発着、8ダイブ全食付。海外初心者OK.

成田・名古屋。伊丹発着、全食付、ダイビングはオプション．

10名以上で実施。土肥・修善寺

〃

関空・名古屋・成田発。6日間位を予定

関空・名古屋・成田発。8日間。定員8名

ショート・6日間。ロング13日間。船室により料金は変動。

延泊・オプション可、土日利用。ニタリに遭えるかも11

4泊5日6ダイブ全食付、延泊可、ダイバーが余り知らない秘境

） －14－
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DCダイビング・リーダー連絡先一覧表
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趣味が高じて、旅行屋になってしまいました。

主な取り扱い

シパダン

メナド（インドネシア）

バリトランバン
ー、

＊シパダン以外に、マレーシアサバ州の、カパライ、パシア、

ﾗﾝｶﾔﾝ､ﾏﾝﾀﾅﾆー､ﾏﾑﾃｨｯｸ､ﾗﾔﾝﾗﾔﾝ°ワター

蕊し:ところの手配も時間をいただければ撞く”週
’,塗壹逵オーシャンダイビング（株）

離職鰯
http://www.ocean-d.com
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会員番号 リーダー氏名 住 所 電話 ファックス

88 芥川忠雄 666-0112川西市大和西4-16-15 0727-94-3201 0727-94-3201

287 石岡弘至 438-”78磐田市中泉326-19 0538-37-0562 “38-37-3935

10 上村敏郎 236-“44横浜市金沢区高舟台1-28-24 “5-701-4826 M5-701-4826

314 渡辺宏二 249-唖1 逗子市久木3-12-21 “68-71-5724 “68-71-5724

128 平野昌子 334-唖5川口市前野宿72-62 “8-283-4726

6 大隅照子 222-”36横浜市港北区小机町264-19 “5-472-3476 “5-472-3476

30 杉本信也 338-0823浦和市栄和3-16-11-705 “8-855-6646 “8-855-6646

12 関川渭一 273-皿3船橋市宮本7－21－15 “74-22-鍋即 “74-22-鯛印

良縁寺悦子

宇留賀達雄

142-“41品川区戸越3－2－16

215-”13川崎市麻生区王禅寺25-2

的牙8518-2485

“4-987-89叩

03-37勢-3920

044-987-89”
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SDC協力各社のご紹介

☆宮古島と24｡NORTH

24｡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ポ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1ダ

イブ、3ダイブ、ナイトダイブ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」55Zf，「マムヤⅦ」50Zf，

「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
4Z1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①DWEAGECARD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。

〒906-0008沖縄県平良市荷川取220-5

B09807-2-3107醜09807-2-8353

☆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の得点がオールクリア

富戸、海洋公園がガイド付で9,500円。

SDC向けに常時平日海洋でのスキルアップコースを
実施。（15,000円）

●クラブナッソー東京辰巳プールご利用のお知らせ
（要予約）

◇ブランク・初心者ダイバーに◇日頃の運動不足
解消に

クラブナッソーでは3点セットが使える専用コース

(50m)を借りています。1回2時間のご利用代金
は1000円、レンタル用3点セットもご用意いたしま

した。通常、毎回30分の無料ショートタイムエクサ

サイズも開催しています。（都合によりエクササイズ
は開催されないこともあります。ご了承ください。）

ご希望の方はお電話でお申し込みください。

〒413-0231伊東市富戸1194-2

冠0557-51-7400（柳田満彦）

－16－

☆Y.A・Planning(保険代理店）

八百屋さんで大根を買うとき、皆さんはどうしていま

すか。手にとって、より新鮮なものを選びますよね。

新車を購入するときには、カタログを取り寄せたり、

試乗して自分の生活スタイルや好みに合った自動車を

選んだりしませんか。保険も生活に密着した商品の一

つである、と私は考えています。保険を買うときも手

にとって自分のライフサイクルにあった商品を選んで

ほしい思っています。でも実際には「保険」と聞いた

だけで「保険はいいや」と後込みしていたり、保険の

見直しをしたくても具体的にはどうしたらいいのかわ

からない、とそのままになっていたりしませんか。

「保険のこと」をお客様と一緒に考えながら個々に

合ったプランをご提案させていただいております。

保険は大事なご家族を守るためのものでもあり、また

ご自身の生活を守るものでもあります。

一度ゆっくりと保険のことをお話ししませんか。お気

軽に声をかけてみて下さい。

どんなことでも構いませんので。。。

尚、広告にも掲示しましたがこの度SDCの会員の皆

様向けに「掲示板」をご提案させていただいておりま

すので、インターネット環境のある方はぜひ、ご活用

下さい。

http://www.intoss・com/YA/sdc/

住友海上火災保険株式会社代理店

Y.A.Planmng新井良子

Eメール:arai@intoss・corn

☆P.l.Tダイビングクラブ

千代田線の代々木上原駅、徒歩1分にあるダイビング

ショップ。特徴は、ダイビングショップであるP.I.T

ダイビングクラブと旅行会社であるパラダイスアイラ
ンズツアーが一緒の店内にあること。

今回、SDCの会員向けに、スキルアップや「ブランク

が有って不安」と言う方のために、都内等々力にダイ

ビングプールを用意しました。

夜11時までオープンしていますので、お勤め帰りで

も可能です。車で来れない方は、事前に器材を宅急便

で送っていただくか器材のフルレンタルでも同一料金

（14,000円）で対応致します。とにかくダイビングに

関することならお気軽に連絡、お立ち寄り下さい。

全員で7名、旅行部門4名、ダイビング部門3名、ダ

イビングと旅行が好きで集まったメンバーです。

〈弊社が選んだサービス〉

西表島に2000年2月1日にオープンしたHMG(ホット

マングローブ）なんともへンテコなショップ名にした

ものだろうと思い、名前のいわれを聞いたところ……

熱い男でいたい（ホットマン）西表を表現する言葉

/へ
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SDC協力各社のご紹介

（マングローブ）

いつでも明るくハキハキ対応してくれて、一緒にダ

イビングすると、海と西表島を愛するホットでジェン

トルな男たちのプロフィールが見えてきます。

西表島の某ショップ（非常に厳格で大規模なショッ

プ）で10年位頑張ってきて、遂に自分たちの夢に向
かって走り出しました。西表の海を知り尽くし、西表

の魅力を十分に引き出します。

ゲストのわがまま大歓迎。ゲストのリクエスト・スタ

イルに合わせてポイント選び、ダイビング以外のレク

レーションもご相談ください。是非とも一度足をお運

びください。

ホットマングローブ(HMG)

〒907-1541沖縄県八重山郡竹富町西表島上原397-

35m＆腿09808-4-8282

P.I.Tダイビングクラブ

旅行部門責任者： 小林健一

ダイビング部門責任者：雨尾徹

〒151-0066渋谷区西原3-7-4渡部ビル1F

盆03-3466-6489腿03-3466-3870

http://pit・wisnet.nejp

travel@mail3.wisnet.nejp

☆（株）オーシャンダイビング

趣味で主だったところを潜っているうちに、1989年

に、たどり着いたのがシパダンで、当時は全然知られ

ていなく、客は私一人でした。その後仲間を連れてい

くうち、ボルネオダイバーズから、総代理店契約書を

提示され、サインしたのが運のつきで退社して旅行業

を営むようになりました。その後いろいろな雑誌で取

り上げられ、シパダンはメジャーなダイビングポイン

トになりましたが、不幸なことに今年4月23日ゲリ

ラに襲われ、訪れるダイバーが激減しましたが、水中

は逆にとても良くなりました。

空陸海と警備は厳しくなり、今や安心して行けるとこ

ろとなりましたが、外務省が危険度2を外していない

ため、大々的に宣伝できなくなったのが残念です。

主な取扱いは、東マレーシア全般、バリのトランバン

インドネシアのメナド等です。新しいところを開発し

てくると、航空便が飛ばなくなったりして、残念な状

態が続いていますが、どこか良いところがないかと情

報を集めています。よろしくお願いします。

代表取締役：阪上洋

江戸川区南葛西5-4-15-409
m3-3877-7351腿03-3877-7352

E-mail2odc@wa2・so-net・nejp

☆セントラルマリンクラブ

ホテル併設のセントラルマリンクラブなら海もアフタ

ーダイブも大満足1

ダイビング～宮古島周辺の複雑な地形ポイントも楽し
めマクロから大物まで見たい魚や潜りたいポイントな

どの様々なリクエストも大歓迎。全長12mのダイビ

ング専用ボートにはトイレ完備。

ホテルのシェフが作る特製ランチは作りたてのおいし

さがとっても評判です。

ホテル～繁華街の中心にあり、買い物や夕食にはとっ
ても便利。

お一人でも安心のシングルルームを多数用意し全室に

アメニテイーグッズ、冷蔵庫を完備で快適にお過ごし

いただけます。

沖縄県平良市西里225番地

ミヤコセントラルホテル

セントラルマリンクラブ竹内修治
BO9807-3-2002

☆G-FREEDIVINGSERVICE

2000年4月に石垣島北部の伊原間を拠点にサービ

スを開始。これからが旬、というNEWSPOT，伊原

間。マンタはもちろん、極美のサンゴ礁、大型回遊魚

他海外にも負けず劣らずの海のラインアップです。

「もっとハイクオリティーな1ダイブを」「至れり尽

くせりをあたりまえに・・・」をモットーに手つかず

の海のポイント開発やスタッフ教育にも力を入れてお

ります。

また10月には身内感覚でおつきあいさせていただい

ておりますパイナップルツアーズ大井手氏のご紹介に

より、SDC会員の皆様のツアーをお迎えさせていた

だき、ご好評をいただきました。今後も会員の皆様と

の交流・親睦を深めながら、より良いサービスを提供

できますよう努めて参ります。

G-FREEDIVINGSERVICE

代表林豊

NAUIインストラクター#13063

10年間、西表島の名門「ダイビングチームうなりざ

き」で修行の後、G-FRRFD.S・を設立。アフリカ人

もびっくりの動物的な眼力と、大胆かつ繊細なガイド

で多大のファンを魅了し続けている。現在1児の父。

〒907℃332石垣市伊原間26-29

Wm&W09808-9-2191

MALg-free@topaz・ocn・nejp

スタッフ：村田

-17-
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2000．10．21～28

193北鴫三保子

ダイビングを始めて5年、憧れていた紅海にクラブの

ツアーで行ってきました。初日はカイロを半日観光し

て、博物館でツタンカーメンの宝飾品に溜息を付き、

ピラミッドやスフインクスで5千年の歴史に思いを馳

せてから、シヤルム・エル・シェイクに飛んで4日間

11ダイブのクルーズが始まりました。クルーは無口

でも腕は一流というキャップテンにエントリー、エキ

ジットの手伝い、テンダーボートの運転、船の掃除等

働き者で恥ずかしがりやのアシスタント（2人の名前

は聞き漏らしました。）陽気で気さくなコックのアイ

マンとエジプト在住4年の日本人ガイド佐々木進次さ

んの4人です。ゲストは私達5人とハネムーンみたい

に仲の良い30代の英国人、ピーター夫妻の7名でし

た。小さなボートはキャビンがB寝台の様に狭く、ト

イレは鍵が壊れて、夜中は電気もつかず真っ暗闇で

す。しかし「住めば都」とやら、食事もエスニックが

苦手の私も欠食児童にならず無事に過ごすことができ

ました。

第1回目は砂地のきれいな「ザ・テンプル」

ウエイトチェックで塩分が強いため5ミリのワンピー

スの私は7キロにもなりました。

ポイントは多様で、エントリーした途端にナポレオン

の出迎えを受けたり「ジャック・フィッシュ・アイ」

と言うキンメやハタンポの群れる洞窟では射し込む光

のシャワーが幻想的で、ウットリと眺めているとノソ

リと大きなカスリハタが足下によって来たりします。

沈船にも行きました。またガイドのオレンジ色のフイ
ンだけが目印という、な～～んにも無い海の中を7，

8分間泳いで宇宙遊泳の気分を味わったり、黄色と紫

色でしま模様の30センチ位の魚の群に目の前をいき

なり横切られて驚かされたりと潜る度に新しい体験で
す。何処でも根の周りはオレンジブルーの

目のハナゴイが群をなし、ゴールデン・（

タフライフィッシュの黄色、紺色に黄色い

点のあるアラビスカー・カイサーフィッ

シュなどと数え切れない固有種がいて、そ

の横をギンガメ、コガネアジ、シマアジ、

ジヤイアントバラクーダー、そしてブリや

マグロと小さいが群れて通り過ぎる10数
匹のクロダイやツバメウオがゆったりと

漂っていたりします。ソフトコーラルの白

い菊が開いたように一面に拡がるお花畑有

り、ハードコーラルも赤ミドリ、黄色とカ

ラフルでした。

-18-

有名な「ラス・モハメッド」はコースを変えて2回い

きましたが入場料5ドル、1日に入れる船も制限され

ている国立公園で、その素晴らしさは「他はいいから

此処だけ潜りたい」と思ったほどでした。

尚忘れられないのはランチタイムに上陸した、チュラ

ン島から眺めた海の色が、ボートからでは解らなかっ

たのですが、その青の濃淡が息を飲むように美しく、

モルジブでもタヒチでもない赤い大地とブルーの

「レッド・シー」が拡がっていたことです。

今回は冬の風が吹き始めて噂の50メートルの透明度

は25～30、水温は27度位、天気は良かったので

すが、海上は冷たい風で寒い位でした。

ダイビングのスタイルは、ドロップオフを40分位泳

いでいくのでのんびりはできませんし、テンダーボー

トのエキジットは体力がいりますが私好みの海なの

で、次回はハルガタをベースにルクソール観光なんて

してみたいと思っています。

最後になりましたが、リーダーの良縁寺さん、栗本さ

ん、鳥飼さん、ダイスケ君、お世話になりました。

またご一緒に潜れるのを楽しみにしています。

筆者の紹介

1934.2.1生まれ、横浜市在住、経験年数5年、257

本。入会の動機は、平日に行ける地形派で大物好きの

人との出会いを希望して。

お気に入りの所は、ニューカレドニアのリフー島、モ

ルジブのKUDAGIRI、レッドシーのラス・モハメッ
ド。

＊2月頃モルジブのクルーズ、5月から6月頃小笠原

12日間を考えています。

興味のある方は連絡下さい。

P

可
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ミス〒lノーゾー＞・ダイづO)夢物語

日程：10月17日～30日迄（13泊14日）

潜水地：ミステリーゾーン

ポイントの特徴：穴・トンネル･コプ・クレータ・ドロツプオフ

参加者関根一男他3名

049関根一男

今回のツアーは私の好きな景観だ。これでは興奮せず

にはいられない。

夜も寝れないままショップに集合。男4人のグループ

ノー＼だ。担当者から設備、ポイントの説明を聞いたが案外
簡単なポイントみたいだ。

今日から泊まる部屋は4人部屋で趣味が一緒なので話

が弾み楽しいツアーになりそうだ。

夜はダイブの話しで盛り上がり、安全ダイブの基本を

忘れて夜更かしと相成ってしまった。それでも永年の

習慣で朝6：00には起きることができ体も快調だ。

午後から潜るので器材の準備やエアーの確認をし出発

準備OKだ。ショップにスタッフが迎えにきた。車で

5分ぐらいの所にボートが待機していた。

女性のスタッフ4人待っていた。「スーツだけ着替え

て乗って下さい」と言うのでモタモタ着替えていたら

/~美人スタッフ4人に手際よく着替えさせられ、一瞬の

うちにボートに乗せられ、ポイントに到着。

「器材装着」「準備OKです」「では潜降します」2

名のガイドと共に真っ暗な穴の中に手荒く潜降。ライ

トを点灯する。ああなんと神秘的な景観だ。ピンク色

の壁面に大小のコブがあり、夢うつつで観ていたら、

コブが無くなっていくではないか。どうしたんだ。

「待ってくれ－」パニックだ。

その時浮上開始の合図があり、ホットしたと同時に夢

から覚めた。潜水時間は約30分だったが、深度が深

かったせいか水面休息は4時間位要した。

やっとチッソが抜けた頃、今日は昼と夕食は未だ食べ

ていないのに気づきお腹が鳴りだしたが、このショッ

プは1回目の潜水後は食べ物を食べてはいけないこと

になっていたのだ。諦めて寝ることにした。

2日目以降は4人の息も合い、話しに花が咲きすぎ

スタッフから明日からの潜降に支障を来すので静かに

しているように、との厳しいお達しが来た。4人の話

しを総合して好きなポイントを上げてみると、A氏：

穴とトンネル、B氏：穴とコプとドロップオフの崩壊

c氏：クレータ、私は穴とコブが好きだ。毎日午前中

に潜り、午後からのアフターダイブでは各人で景観を

話し合い充実した日々を送っていたが、3日目頃から

全員に変化が出始めた。特にB氏と私が排気が巧くい

かなくなり最悪の日々になってきた。少し甘く見すぎ

たかな。アフターダイブがこんなに苦しいツアーがあ

るのか。話が違うじゃあないか。悪戦苦闘の末やっと

最終日に近づいた。最悪の場合チッソが抜けるまで約

1ケ月はかかるらしい。まだまだ最悪の日々が続くの

だ。今まで自分の排気状態は正常だと思っていたがイ

ンストラクターやベテランダイバーが言うには「貴

方」の機能が異常なのだと指摘された。初めて自分の

愚かさに気が付いた時は既に遅く、病院のベットに横

たわり腹が張り、うなっている哀れな私でしたが、ミ

ステリーゾーンダイブも無事浮上して10月30日退

院することができました。、

皆様痔は怖いですよ。早期発見、早期治療が早期退院

の秘訣です。痔には、ジロウ・イボジ・キレジがあり

特にジロウをこじらすと、蟻の巣状に穴があきます。

くれぐれも痔をばかにしないようにしましょう。

ちなみに私の可愛い痔はイボ痔ちゃんでした。

2001年は完治して、快調の状態でダイビングがで

きるのを待っている、哀れな男の物語でした。

－19－
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台風ら糧Oかけ具米霊
9．14～17

306宮本節子

9月の連休に休みが急に取れるようになり、慌ててツ

アーに申し込む。やはり一杯である。しかしよく世話

になるサンシャインツアーセンター様で、かろうじて

行けることになる。

宿泊はイーブ観光ホテル、ショップは高里マリンスポ

ーツクラブ。しかし台風14号の後を追うようにして

久米島へ行く羽目となり、少々がっかり。久米島到着

案の定、雨・風強く、肌寒く感じる。遅い目の昼食を

「亀吉」で取る。おいしい素麺ちゃんぷるを食べなが

ら、空を見上げ、明日からのダイビングを考える。

昨日までは、ダイビングができなかったと言うこと。

2日間とも雨は降ったり止んだり。風は未だ強い。

気温26～27度、水温26．6度、透明度25m・

天候の関係でポイントは限られる。ポイントまで15

分程。船は大きく揺れるし、海中も水深15mでもす

ごいうねりがあり、大変でした。

しかし、ホールや水路といった地形の素晴らしいポイ

ントに行けました。また、ガイドさんが岩礫を1枚1

枚めくって小さな生物たちを見せてくれたり（タコの

赤ちゃん、ミノウミウシの卵、ハタタテシノビハゼ

等）。小さい生物たちも一生懸命に台風をよけて生き

ている。ガンバレ。夜はスタッフとログ付け、久米仙

飲み放題で賑やかに。

久米島にはもう一度行かなくては…･･。

ムンジャ＞ガ＞畠

ダイビ＞が
8．4～8．9

090南要次

今年はシパダン（マレーシア）の予定でしたが例の5

月の人質事件の関係で急速バリ島北部のムンジャンガ

ン島に変更。

それで10名が3名だけの参加となりました。私の休

暇の関係でどうしてもどこかに行きたくて前会員の坪

田さんにお願いして今回のダイビング計画をお世話し

ていただきました。

ムンジャンガン島はバリ北西部の国立公園内にある鹿

しか棲んでいない周囲2mほどの小さな無人島です。

リゾートホテルの桟橋から古い木舟で10分ほどの所

にあり島の周り全部がポイントで、ほとんど荒らされ

て無く、いづれもボートダイビングで水温29℃透明

度は30mぐらいで魚影が濃く、多彩で浅瀬の先には

水深50m迄落ち込んだドロップオフがあり、流れに

沿って泳いでいくダイブで、トロピカルな海を充分楽

しみました。

ボートは古い木舟ですが、3日間とも私達3人と若い

日本人女性のインストラクターの4人で貸し切りでの

びのびと楽しい、快適なダイビングができました。

リゾートホテルには、温泉がわき、露天風呂もある素

晴らしいホテルでした。途中で露天風呂で、神戸のシ

ニアダイビングクラブの連中と出会いお互いにびっく

りしました。

今回は好天気に恵まれ、ホテルの食事もおいしく、良

く飲み、本当に楽しい思いでの旅をすることができま

した。

坪田さん、岡本さん（184）ご協力有り難うございま

した。

会則の改定について

前号で会則の改訂についてお知らせいたしました
が、会則は（案）で、正式には1月の新年会に合
わせ臨時総会を開き、総会の承認を経て、4月の
新年度より適用する予定です。

へ
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伊豆太晨'ソ？一 9．20～22

026良縁寺悦子

鱗
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リ

狩野ご夫妻のリーダーで3日間6本を潜ってきまし

た。先発宇留賀リーダー組は、ニタリ（尾長鮫）に遭

遇したというニュースが伝わってきた。

ウム、では私達もとニタリ探しが始まった。

テレビではよく見ている捜索ドキュメントの様に、水

深20m～30mをキープしてひたすら流す。右・

左・上・下・ウシロと一所懸命ニタリの姿を追うのだ

へが出会えない。同時にエントリーした別のグループは
“見た！！見た11”と興奮してエキジットしてく

る。

とうとう3日間、6本同ポイントだけで終了したけれ

ど天気良し、宿良し、ショップ良し、船は1等個室

で、そしてメンバーが良く楽しい気持で戻りの船に

乗った。

又11月頃に来ようとリーダーと約束したのだがその

4日後、私は大島でニタリと遭えることになった。

リボンのように上ラヒラと長い尾をなびかせて私の前

をゆっくりと過ぎていった。

ニタリ、本当に美しい姿だった。
へ

その後、狩野リーダーは1人で大島へ、そして念願の

ニタリに会って写真もバッチリ撮ってきたと、メール

で知らせてくれた。

めでたし、めでたし。又来年会いたいものです。

お詫びと訂正
7号の記事中で、大明美代子さんの「私の長い歴
史の趣味」で、“小原流生け花教室”を“小笠原
流生け花教室としてしまいました。
また窪田穣さんのヤップ報告のサブタイトルで
“溝口穣”と誤記いたし多大のご迷惑をおかけし
ました。深くお詫びすると共に訂正させていただ
きます。またその他文中に変換ミスが散見されま
すことを併せてお詫びいたします。

’

スキ'し？､yづダイブ
364百野博久

鍵蕊灘鱗霧 ’

私は、中学校より大学まで一貫して水泳部で一応平泳

ぎの選手でした。50年前の平泳ぎは潜水距離の制限

はなく50メートルプール－杯潜り、ターンした後も

又、潜水する泳ぎ方で、水に潜る事には多少の自信が

有りました。会社生活が一段落したら先ずはスキュー

バーダイビングを始めようと、3年前にライセンスを

取得しました。然しながら、同じ年頃の仲間がなかな

か見つからずこの3年間で僅か15本しか経験が無

く、それも殆どは観光地での体験ダイビングに付いて

いく程度でダイビングの本当の面白さ、深さを知ら

ず、又反面、その難しさ、怖さも経験しないままで居

りました。今年始めSDCに入会し、まず最初にリー

ダー良縁寺さんの伊豆ナッソーダイブ主催スキルアッ

プダイブに申込み、その後、佐渡にも連れていって頂

きました。ライセンス取得する実習では褒められ、簡

単に思えたフインワークが全く出来ておらず基本から

教えてもらい、ウエイトもこれまでの6キロより4キ

ロで中性浮力の取り方を習いました。一番の問題は呼

吸でこれまでスポーツクラブで太極拳を習ったせいか

腹式呼吸が正しいと思い込み、潜降するときは腹の底

から息を吐き出す腹式呼吸をして、又腹を一杯に膨ら

ませエアーを吸っていましたが胸式呼吸が正しいと初

めて分かりました。又、どうしても無駄な動きが多

く、力が入りバタツクせいでエアー残量がすぐ少なく

なり、初めて実際に海中でバディのオクトパスを受け

取る貴重な経験も致しました。10月号の会報に岩本

さんが、自己管理“OK”？の中で「エアーを持たせ

るためにスキルアップするのではなく、いろいろなス

キルアップをしたらエアーが残るのです」と書いてお

られますが、正にその通りと痛感し、今後とも少なく

とも年に一二度のスキルアップダイブ講習を受け、一

緒に潜った先輩や、インストラクターの親切なる注

意、指摘を真筆に受け止め、素晴らしいSDCの皆様

と共にダイビングを楽しみたいと思います。
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1．はじめに一一いざランギロアヘー－

10／4（水）やっとその日がきました。2年間、

ずっとこの日がくるのを待っていました。今日は、タ

ヒチへダイビングに旅立つ日です。4／5から、関

空・パペーテ間直行便就航という情報をキャッチした

時、遠くて遠いタヒチが急に身近になりました。多く

のハードルを一つ、ひとつこなしてきました。例え

ば、（1淋暇の調整、(2)家族の理解（ロンリーダイバー

のため）、(3)体調、(4)ダイビング技術の向上、(5)費用

等々です。

マリンダイビングのアンケート調査で、行ってみ

たい海、行ってよかった海のベスト20の内、半数程

度は行きましたが、透明度50mといううたい文句

は、ダイバーの心を揺すぶります。それに、噂の大物
ガンガンも……。

8月初めに、10／4関空発ランギロアダイブ8日

間のスケジュールでA社に申し込みましたが、なかな

か返事をもらえなかったので、少しあきらめかけてい

ました。返事の遅れは、関空からのフライトは確保で

きても、宿がおさえられない、とのことでした。ラン

ギロアには、欧米からのバカンス客が多く、すぐに宿

がつまってしまうそうです。それでも8月末にはホテ

ルも決まり、9月初めに受け入れショップも確定しま

した。あとはその日がくるまで体調を整えるのみとな

りました。タヒチ観光局からもパンフレット等取り寄

せたし、重量制限についての問い合わせもしました。

A社を通じて、同日に日本を出発するのは、私以

外に2組あるとのことでした。1組はハネムーナー

で、もう1組はダイバーだそうです。これは楽しみ

だ、と思いました。

飛行機の席は、団体のチケットでとられているの

で、最後部に近かったのですが、ガラガラでした。お

そらく全体的にみても2分の1程度の乗客数ではない

でしょうか。まわりはハネムーナーと思われる若い

カップルばかりだったので、早速、前の空いている席

へ移動しました。これから、パペーテまで12時間弱

の空の旅が始まります。途中、三宅島が噴煙をあげて

いると機内アナウンスがあり、小さな窓から外をみる

と煙が立ち上っていました。三宅島に近い御蔵島に住

み着いているイルカたちは、どうしているのでしょう
-22-

か°

少し興奮ぎみだったのですが、機内食でお腹もふ

くれ、いつのまにか眠ってしまいました。そうそう、

夜中にはおにぎりなどの夜食があります。飛行機は順

調に飛行し、予定どおり10／4の午前10時前（19時

間の時差あり）にパペーテに到着しました。入国は、～、
ほとんどフリーパスに近いです。現地旅行社の日本人

女性が出迎えてくれ、両替についての説明をしてくれ

ました。

20,000円を両替したら、23,401フランがかえって

きました。手数料として400フラン引かれていまし

た。次にランギロアヘ乗り継ぐため、ポーディング・

チケットと荷物の手配を行いましたが、カメラのハウ

ジングをいれているリュックが機内に持ち込めるかど

うか、木枠の中にはめこむようにとの指示があり、何

とかうまくはいったので、重量超過はとられずにす

み、荷札をつけてくれました。

この時に、A社で手続きを取り、大阪から同飛行

機できた夫婦ダイバーと顔を合わせました。私より少

し年齢が上と思われる男性、女性は男性より10歳ぐ

らい下と思われる美しい奥さんでした。ランギロア行

きの飛行機が出るまでしばらく時間があるので、宿泊一、
先や受け入れショップのことなどを話しました。若い

カップルは、ほとんどボラポラ島行きです。タヒチの

国内線は、座席指定がありませんので、早い者順にど

この席でも座れます。飛行機は、満席で一路ランギロ

ア島をめざしました。眼下には、美しいタヒチの海が

紺碧に輝いています。いよいよ、明日からこの海に潜

るのかと思うと、心が踊ります。1時間程度のフライ

トですから、機内サービスはジュースくらいで、それ

以外コーラとかは有料になります。

2．ホテルミキミキについて

ランギロアに着くと、ホテルミキミキのスタッフ

が出迎えてくれました。飛行場からホテルまでは、車

で5分程度です。それぞれの乗客も宿泊先のスタッフ

が来て、おさまるところにおさまるのでしょう。ホテ

ルミキミキに着き、部屋に案内されましたが、最初の

部屋は鍵がかからなかったため、部屋をかえてもらい

ましたが、このことを伝えるのに英語では通じないの



で、身振り手振りとなりました。部屋といっても、1

棟作りになっており、5棟だけです。部屋の中は、ダ

ブルベッドとシングルベッドが各1つあり、天井には

扇風機があり、洗面、トイレ、温水シャワー（時々温

水が出なくなる）、小さな冷蔵庫があるだけのとても

シンプルな部屋です。ちなみに、タオルは大小1セッ

ト取り替えなしでした。

困ったことが1つあります。それは、蚊が多いこ

とです。部屋にいる限りは、蚊取り線香をつけっぱな

しにしないと、蚊がうじゃうじゃといっていいほど

寄ってきます。

夕食が午後7時からということですから、明日か

らのダイビングのために器材の整理とカメラのセット

アップ準備を行い、シャワーを浴びて一寝入りしまし

た。夕食前にホテルの泊まり客と会いました。メンバ

ーは、50歳代後半の男性1人（ダイバー：仮にAさ

んとします）、アベック2組－1組は夫婦で、シュノ

/ー､一ケリングをしていると言っていました。もう1組は
夫婦でないカップル(Bグループ）、彼らに言わせれ

ばダイビング友達だそうです。明日からは、このBグ

ループと一緒に潜ることになります。

Aさんは、個人的にレ・マンタというダイビング

ショップに申し込みをし、客はフランス人ばかりだと

言っていました。この方は、51歳のときにオープン

ウォーターを取り、2年前にダイブマスターを取った

とのことで、カードも見せてくれました。うらやまし

いことに毎月（毎年でないのがすごいです）海外でダ

イビングをしており、現在で450本弱潜っているとい

うことで、ビデオを持ってこられていました。

Bグループの女性も、すごかったです。カードは

アドヴァンスと言っていましたが、300本近く潜って

おり、うち日本では2本だけとのことでした（ダジャ

レではありません）。6年ぐらいの間にですよ°私も

/~、この4～5年の間に、年に4回ぐらいのペースで海外
で潜っていますが。この2人には驚きでした。

そうそう食事の件ですが、ミネラルウオーターの

大瓶が1本無料で備えられています。まず、フランス

パン（バターかジャムあり）、前菜がお皿一杯に出て

きます。それを平らげると、次に大きなお皿にメイン

デッシュとして魚か肉（ほとんどが魚でした）が出ま

す。量が多くて食べきれません。デザートは、ケーキ

か果物1品程度です。4日間を通じての夕食は、こん

なものでした。その日にあった出来事を食事をしなが

ら話すのですが、1時間、長くても1時間30分で話

題もつきてしまいます。後は、部屋に戻って寝るだけ

です。1つ忘れていましたが、とても人懐っこい白

と茶のプチの犬がいました。皆のおさがりを物色して

いました。海外では、犬や猫が足元でおねだりする光

景をよく見かけます。レストランから部屋まで、歩い

て100mもありませんが、お月様が煙々と輝き、あと

は潮騒の音が聞こえるだけでした。部屋に帰っても、

特に何もすることもなく、本を読むにも薄暗すぎて

（蛍光灯40W1本）、読書にも適していません。波

の音を、子守歌がわりに寝てしまいました。

翌朝5時起床。洗面等をすませ、6時から朝食で

す。朝のメニューは、コーヒーまたは紅茶とフランス

パン（バターかイチゴジャム付き）、これだけで、玉

子とかハム、ベーコンはつきません。コーヒーはポッ

トで出てくるので最低2杯は飲めます。

3．ランギロアダイビング

7時にショップ（ブルードルフィン）がピック

アップに来ます。ショップはランギロアの海を知り尽

くした喜田純子さんという方がいるダイビングセンタ

ーでしたが、あいにく我々と行き違いで、日本に帰っ

ているとのことでした。

ダイビングの話に戻りますが、少し重目のアルミ

タンクを使用しているということで、3ミリのウェッ

トスーツに2kg(体重59kg)のウエイトをもらいま

した。セッティングは、1回目のみ自分でしました

が、2回目以降はスタッフがやってくれました。ただ

し、ボート（ゾデイアック）に乗る前に、必ず自分で

BCのセット位置とか、エアーの出具合は確認してお

かなければなりません。

ブリーフィングは、いたって簡単でガイド（イン

トラ）の指示に従うこと、残圧のサイン程度です。最

大水深は29mということでした。これから記述する

ことは、すべてフランス流のダイビングという理解

で、ダイビングの善し悪しは、それぞれの判断に委ね

ることになります。

ダイビングボートは、ゾディアックといって軍事

用ゴムボートで、11～12人乗れば足の踏み場もない

くらいになり、その上、波が高いのでボートの上で何

かを準備することは不可能に近いです。ポートに乗れ

ば、一番にフィンを着け、BCのセットされたタンク

を股にはさんで出発です。ポイントまで5分ないし

10分程度で行きますが、うねりがかなりあり、波の

高さでボートが隠れてしまう時もあります。ポイント

に着けば、一斉にバックロールエントリーとなり、あ

る程度の深さで集合です。

初日、1本目。あれよあれよという間に40mを超

え、最大水深45mまでいってしまいました。イント

ラは、多分60m近くまで潜っていたと思います。こ

れが噂に聞く、フランス流スポーツダイビングかと思

いました。ここで、2つのことを確認しました。

1つは、タヒチアンプルーの透明度が50mを超え

ていること。2つ目は、大物ガンガンといううたい文

句どおり（その時は、量的には大したことはなかった

が）だったこと、サメ、バラクーダ、ナポレオン、マ

ンタがいました。あとはハンマーヘッドでも出れば、

遠路13時間もかけてきた甲斐があったというもので

すが、残念ながらハンマーには遭遇しませんでした。

途中から流れも速く、あっという間にグループが

バラバラになり、イントラの姿ははるかかなたに消え
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てしまいました。

最後尾についていたのですが、私の前を2人連れがい

たのですが、かすかにアルミタンクの鉛色が見える状

況でした。エアー持ちするほうなので、このまま流さ

れても何とか追いつけるだろうと思い、ひたすら流れ

に乗るよう、身体を安定させました。最初、流れの速

さを感じた時、少し恐怖感があり、ヤバイと思いまし

たが、アンダマン海のリチェリュロック（ジンペイザ

メが出るところ）で同じような経験をしていましたか

ら、取り敢えず慌てないで流れのままに行き、エアー

切れの前に浮上しようと考え、ジェットコースターの

ような流れの中を進みました。その時は、恐怖感より

快感がまさっていました。確かに、上級者向けの海だ

と痛感しました。40分位のダイビングでしたが1本

目でランギロアの海を満喫しました。

午前9時前にエキジットし、またホテルまで送り

かえしてくれました。午後1時が2本目のピックアッ

プタイムなので、昼食をとっても十分時間がありま

す。

4．ランギロアでの昼食

昼食は料金に含まれないので､ホテルで食べよう

と思ったら、車に乗れというので、乗ったら別のレス

トランに連れていってくれました。ホテルでは、ラン

チを出さないのです。行った先のレストランでは、ホ

テルのオーナーとスタッフがビールを飲んでいまし

た。Aさんは、昨日もここへ来たそうです。Aさんは

刺身を注文しましたので、私も同じものを注文しまし

た。出されたのは、パサパサのご飯とシヤブシャブ用

の肉のようなマグロがキャベツの上にのっていまし

た。そして、わさびと醤油がそえられていました。厚

みはありませんが、切り身が大きいので、食べごたえ

はあります。あらつぽく切られたキャベツもお皿いつ

ぱいに敷き詰められていました。料金はちょうど

1,000フランです。ソフトドリンクとコーヒーで計

1,450フランとなりました。食事がすめば、再びミキ

ミキまで連れてかえってくれます。

ホテルでは昼食ができないことがわかったので、

2日目、3日目は、ホテルミキミキから徒歩15分ぐ

らいのところにあるスーパーマーケットに、昼食にな

りそうなものを買いにいきました。結局、菓子パンと

ジュースで昼食をすませました。ドリフトダイブと

いっても、通常のスピードではなく、川の中を流れて

いるようですから、結構疲れるようで、あまり食欲も

わかなかったので、これでちょうどいいくらいでし

た。4日目は、近所のタヒチアンに自転車を借りて、

つい最近、といっても1週間程前にオープンしたばか

りの“行きましょう”という屋台で、昼食に餃子定食

を食べました。日本人妻を持つ、若いフランス人のお

兄さんが、1人で店をしていました。

リーズナブルな値段で、日本人の口に合うメニューを

何点か作っていました。

－2坐

奥さんは、近くのブラックパールの店で働いていると

のことでした。

水中カメラのフイルムを入れ替えたり、ごそごそ

している間に、午後1時のピックアップの車がきまし

た。2本目は、1本目を意識して最大水深22mぐら

いで、おとなしいダイビングでした。通常、東南アジ

ア界隈の海では、これぐらいの深さならサンゴがとて

も美しく、それなりに魚影も濃いのですが、タヒチで

はサンゴも少なく、数も少ないように思えました。4

日間（1日2本×4）、ほとんどこのような形のダイ

ビングでした。

1つ大事なことを忘れていました。それは、ゾデ

イアックヘの上がり方ですが、BCを先にあげてもら

い、波の調子にあわせてフィンキックをし、腕の力で

はい上がります。要領を覚えれば簡単ですが、女性は

非力ですから少したいへんです。

5．ホテルの部屋での回想へ
午後3時にはホテルに戻りますので、あとは前の

ビーチで泳ぐか、部屋で遅めの昼寝をするかぐらいし

か、することがありません。夕食は午後7時からで

す。ホテルの部屋であれこれ考えていると、透明度の

感覚がずれてしまって、次第によくわからなくなって

きたなあと思ったり、ハンマーを見損ねて残念だった

こと、2mぐらいののマダラトビエイを見られたこと

を思いうかべました。

ランギロア島のダイビングポイントを地形的に言

えば、パス（水路）が2箇所一一テイプタ・パスとア

バトル・パス一一あるのですが、我々はティプタ・パ

スの外側と内側各々左右計4箇所からのエントリーに

終始し、アバトル・パスに行くことはありませんでし

た。同宿のシュノーケラーは、アバトル・パスでサメ

をうじゃうじゃ見たし、マンタも何枚か見たと言って

いました。ひょっとしたら、我々ダイバーより、彼らへ

のほうが中身の濃いダイビングーーシュノーケリング

ーーをしたかもしれません。楽しみ方は、いろいろで

す。

6．さよならランギロア

ランギロアに別れを告げるため、飛行場に向かい

ました。早くきすぎたみたいで、ガランとして、客は

誰もいませんでした。搭乗手続きと荷物受け渡しを先

にすませました。荷物は25kgでしたが、重量超過は

ここでも取られませんでした。1時間程経ち、各ホテ

ルからの客が集まり始め、顔見知りになった人たちと

ダイビング情報の交換を行いました。ザシックスパッ

センジャーというダイビングサービスは、ダイバーを

6名のみしかとらないところから、この名前がついて

いるそうです。アバトル・パスの方にも潜りに行った

そうです。

レ・マンタクラブは、ランギロアでは老舗で、何

箇所か出張所を持っているとのことです。1つ言える



ことは、どこのダイビングサービスを選ぶかによっ

て、ランギロアのダイビングが2倍にも3倍にも楽し

めることができるのではないか、と話の中で痛感しま

した。ただし、このことはランギロアに限りませんが

……。当初の目的は達成されたので、あまり欲を出さ

ず‘よし，としましょう。

パペーテ行きの飛行機は、マニヒからの客とラン

ギロアから乗り込む人で満席でした。あっという間に

ランギロア4日間のダイブが終わり、あとは、空の上

からタヒチアンブルーの海をじっとながめるだけでし

た。人との出会い、大物との遭遇、頭の中をいろいろ

なことが走馬灯のように通り過ぎていきます。

7．パペーテで

パペーテに着くと、日本人はほとん同じホテル

（ティアレ・タヒチ）に案内され、チェックインしま

した。ここは、パペーテの街の中心部にあり、何をす

ー、るにしても、とても便利な場所でした。
タヒチでしか買えないも物を探そうとしましたが、

。やはりブラックパールしかありません。以前、ダイビ

ングの雑誌で見つけたドルフィンの下に黒真珠がつい

ているペンダントを探しました。10数軒まわりまし

たが、なかなか見つけられず諦めた頃に、ふとウイン

ドーを見ると、まさにそれがありました。それも納得

する値段だったので、すぐに買い求めました。Tシャ

ツもと思ったのですが、3000～3500フランするし、

縫製がいまいちなので、結局やめました。

夕食は、パペーテ名物の屋台レストラン“ルロッ

ト”にしようと、午後6時ごろ港の周辺を歩いたので

すが、ホテルの近くに屋台が出ていなくて、わからず

じまいでした。しかたがないので、街をぶらついてい

る時に見つけたマクドナルドに行きました。すべての

バリューセットが690フランです。翌朝のピックアッ

'‐、プが早いので、早々 にホテルにひきあげ、寝てしまい
ました。

金銭的な収支は、20,000円を両替し、5,000フラ

ンが残りましたが、円両替の手数料を引かれた結果、

4,000円弱となり、3,000円は円で、残りはフランで

もらったため、使いきらざるをえなくなり、紅茶など

を買いました。ちなみに、このフランはニューカレド

ニアでも使用できるそうです。

パペーテの免税店、土産物屋はこじんまりとし

て、それほどの外国製品もありませんでした。あと

は、関空行きの飛行機に乗るだけですが、往きと同

様、飛行機はすいていました。

8．むすびにかえて

飛行機に乗ってしまうと何もすることがありませ

んので、今回のランギロアダイビングを総括し、一言

で印象（評価）を述べれば、次のようになりました。

(1)やはり、なにかと高い、と感じました。旅費の支

払いは325,600円也。（往復の航空券一一関西・パ

ペーテ・ランギロアーー、ホテル代、ランギロア4日

間は朝夕食付き、8ダイブ込み）

したがって、最低、ランギロアの昼食とパペーテ

の朝夕食の費用がいります。

(2)ランギロアのうたい文句である透明度と大物につ

いては、そのとおりだと思います。

(3)ダイビングスタイルは、スポーツダイビングでリ

スキーだが、楽しいし、上級者向けの海だと思いま

す。

(4)ホテルミキミキは、こじんまりとしてダイバー向

けでよかったのですが、蚊が多いのには閉口しまし

た。朝食にフランスパンしか出なかったことも、少し

不満です。

(5)ダイビングサービスを選ぶ場合、もっと慎重にす

べきだったと反省しています。

(6)パペーテの街について、事前調査不足のため、時

間を有効に使えなくて残念です。

(7)タヒチの人々は、おおらかで人懐っこいです。

(8)エアータヒチヌイ航空は、すいているし、サービ

スもよかったのですが、いずれ関空便が採算がとれず

に、廃止にならなければいいのですが……。

(9)パペーテの免税店はたいしたことありません。

以上、感じたままを書いたのですが、何か不明な

ことがありましたら、遠慮なくお尋ねください。

m0795－62－0738市川敏
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サイパンスキルアップに参加して
2000陰6．8～13

158櫃山康子
2年前（1998．7月）に杉本先生ご指導のもとに

阿嘉島で潜ったきりの私はいろいろと不安も多かった

のですが、海への憧れ止み難く参加しました。

リーダーの清水様より「参加者4名、全員女性、年齢

50代～70代、タンク数40～200本、もう何も

怖くないという、めったにないご一行様が出来まし

た。……皆様よろしく…」の御案内に思わず顔がほこ

ろび、ご同行の方々への親しみが急接近しました。

3時間で到着のサイパンは歓迎のスコールも上がり、

清々しい空気でした。清水様の奥様と、オーシヤンク

ラブのオーナーで、ナウイインストラクターの串畑潔

先生が出迎えて下さり、花木咲き誇るドライブウエイ

を約15分程、キヤピトルヒルと呼ばれる閑静で眺望

の良い場所に到着しました。

ここでの5泊6日の生活は私達にとって、とても快適

でした。朝昼夕の三食の食事は中高年の私達に気配り

された日本食で、バラエティに富み大変おいしくて皆

が大満足でした。スキルアップ日程は、前日に講義が

あり実習として午前午後各1本のボートダイビングが

4日間でした。昼食は宿に戻りログ記入し、今の潜水

についての注意点を話し合い、次回に備えました。

午後の部も同様です。夕食後の講義も楽しく、つい

時を過ごしてしまいました。当初4日も潜るの？と不

安でしたが殆ど疲れず、もう少しいたい気分でした。

私の課題とする潜降と浮上、中性浮力確保は、未だ時

間不足ですが終わりに近づくにつれ体が自然と動き、

何とか思うようになりました。この時海底から見上げ

た空の青さと雲の流れの美しかったこと。群生する珊

瑚、行き会った多くのお魚達、とてもきれいでした。

太平洋戦争を知る世代なので、サイパンの美しい海に

潜れる今の幸せを、心から感謝して過ごした6日間で

した。ご同行の本田様、土屋様、リーダーの清水様、

串畑先生ご家族に厚くお礼申し上げます。
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（答は36頁にあります）

一急告一

サザナミヤッコ
『，

(I

SDCホームベージ開殼

篭犠O)交琉①場とある為、新た(Z

ホームページを闇謡しました。

掲示坂乞迄って、O々①僑報交椴

も1

つオトギヤラlノーにe嬢①宮蚕も

載せてください。

URL:http://sdCj｡cside5｡com/

E-mail:sdCj@cside5｡com

。＝
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会雷鯉倫

一

,判･一二

L|
こんにちわ！器材の準備は万全ですね。

再二壹虐昊姜濯晨,まされましたか？
事故は起こしたくないですよね。でも、
万が一、ご旅行中にハプニングが起きて
しまったら．．？

住友海上の海外旅行傷害保険にお任せ
下さい。

・病気・ケガ

・賠償責任・携行品損害

SDC会員の皆さまの惜報交換のために、
インターネットの掲示板をご提供させて

頂けることになりました。
どうぞご活用ください。

ttp:〃柵wwintoss.com/YA/sdc/

蝋
州
陛

一

いね｡）
阻露

☆新井良子です｡☆
メールお待ちしています。

arai@intoss.com零まずは資料をお取り寄せ下さい。
資料・お見積もりのご請求（無料）は
下記まで…

全￥_き-て-凸_ﾛーｰー----とｺー ﾄーー -ー.-.-,---｡=---･_三'--巳今､_､--A-号----全聟_二名弓--聖_＝-,---△_陰_弓呈一員一、今---ﾆーｰー差宅一

【Y.A.Planning新井良子】
TEL(044)861-0512

携帯（090)8948-7751
FAX(044)861-0503
〒216-0022

神奈川県川崎市宮前区平1-8-13-101

米国財団法人野口医学研究所との提携によりご提供する

住友海上代理店
|ドクターﾎｯﾄﾗｲﾝ
I~R－q強も一夕……U一品町…￥4~■岸一一FA津…ー1ー

電話で日本人医師がさまざまな医療相談に直接応じます。

●医療上のアドバイス●外国人医師との通訳

●現地の医師･病院の紹介●留守宅への緊急医療ﾒッセージ
１
１

拙'p〃暇戦榊榊曇mYAノ

… 一～吟… 一
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ファミリーダイビンク 連載小説（3）

千夏のCカード取得の巻

013白木清美

前号までのあらすじ

北谷にある鮫さんのダイビングショップに到着。

砂辺のの海岸の防波堤に描かれた色とりどりの芸

術的な落書きに感激する。

千夏は両親におねだりしてCカードを取ることに

した。

スキンダイビングの巻（1）

今日は、飛行機に乗ってきたので、体慣らしに

ショップの近くの海岸でスキンダイビングをすること

になり、その後、今夜の夕食後から、スクーバダイビ

ングの講習を受けることになりました。

Cカードというのは、ダイビング指導団体の発行

する認定書で、これをもらうと私ははれて『スクーバ

ダイバー』の仲間入りをすることができます。

海人も「僕も、受けたい」と言ってごねていまし

たが、海人はまだ十歳なので二年後の十二歳になった

らジュニアコースを受講させてもらうことで、何とか

ご機嫌をなだめることができました。

SEALUCKY号から荷物をショップの二階の

部屋に運びこんで、さあいよいよ私達森山一家のファ

ミリーダイビングのはじまりです。念願のダイビング

Cカードの講習が受けられるので、私の胸はうれしく

てドキドキ、ワクワク、今年の夏休みは充実しそうで

す。

気の早い海人はいつのまにか海パンに着替えて、

鮫さんの店に吊してあるレンタル用のウエットスーツ

の中から、自分の体に合うスーツを物色し始めていま

す。スキンダイビングで使うマスク、スノーケル、フ

インの三点セットを小脇に抱えて、いつもながら抜け

目がないというか、要領のいい弟は、ちゃっかり鮫さ

んのショップで働く若いお兄さんと友達になってい

て、あれやこれやと少しでも格好いいスーツを探し出

そうとしています。

「こうしちゃいられないわ、私も早く着替えてこな

くちゃ」

遅れを取ってはいけないので、大急ぎで水着を抱

えてシャワールームへ飛び込み、着替えますが、つい

ついうれしくてチューブの歌が鼻歌となってしまいま

す。

「ちゃたん」の海岸は、防波堤から海に降りる階段

がついていて、今日はスキンダイビングなので三点

－30－

セットだけ持って入りますが、ダイビングのフル器材

を装備していても、エントリーが楽に出来て、便利の

良いところだなあと思います。

海の中は思っていたより濁っていて、透明度は期

待していたほどあまり良くはありません。でも水深が

わりと浅いので、水面に浮いて海底の様子が手に取る

ように見えるので、ま、コンディションとしてはそう

悪くないでしょう。

エッ、どこの海がいいか？ですって？日本国内の
へ

ですか？

両親に連れられていった海は何カ所かあります

が、この世界一と言われている沖縄は別にして、私は

四国の南西の端にある『柏島』を推薦します。『柏

島』は陸の孤島と言いたくなるほど遠く、私達家族の

住んでいる岡山から延々車で六～七時間かけて行くの

は結構しんどいのですが、しんどい思いを忘れてしま

えるほど海の中はカラフルで、魚も色々な種類が見ら

れるし、珊瑚もいっぱいあってすばらしい海です。

海底もポイントによっていろいろで、講習向きの

砂地あり、珊瑚とカラフルな金魚のような魚がいっぱ

いいるところあり、水深も深く流れもきつい上級者向

きポイントがあったり、コンクリートの大きな箱が魚

の住みかになっているポイントもあります。

魚の種類もとても多く、いろいろなチョウチョウ

魚はもちろん、ハナダイの仲間や、タテジマキンチヤ

クダイ、ニシキヤッコ、ツノダシにハタタテハゼ、イヘ
カや亀やミノカサゴはもちろん、回遊魚も見られ、時

には黒潮に乗って日本までやってきたらしい、インド

洋からのお客さまも運がよければ見ることができま

す。でも、船によるダイビングポイントは数あるので

すが、ビーチからのスキンダイビングのポイントがあ

まりないのと、宿泊施設が少ないのが残念なところで

す。新鮮なおいしい海の幸を「もう、イヤ」と言うほ

ど食べさせてくれるおしゃれな宿泊施設があと何軒か

と、駐車場がきちんと作られればよいのに……と、う

ちの母は行くたびにぼやいております。ただいまの

『柏島』のセールストークは、母の言葉を引用させて

もらいました。お母さんゴメン1でもお母さんの好

きな『柏島』の海を読者のみなさんに知ってもらう

チャンスだから、許してくださいませ。

さて、マスク越しに見る沖縄の魚達は、本土の魚

達と同じかな、それとも、珍しい魚をいっぱい見るこ

とができるかしら。



マスクの中に唾をペッペッと吐き入れ、グローブを履

いた指で、キュッキュッとガラスを擦り海の水ですす

いで、マスクの曇り止めにします。次に髪を海水で軽

く濡らし、マスクの中に海水が髪の毛を伝って入って

こないように、後ろに向かって髪をなでつけている

と、「ハーイ！ハロー」との声。突然の英語に驚いて

顔を上げると、外人の親子がGパンにTシャツの普段

着でスキンダイビングの三点セットを持って、まるで

散歩に行くみたいな感じで海に入って行きます。

「ウワァ驚いた、今の外人さん、服のままだった

わ」

「基地のアメリカ兵の家族ですよ。彼らは合理主義

だから、ウエットスーツを着ていなくても、服で十分

怪我から身体を守れるのを知っていますからね。日本

人は海に入る時には誰も彼もが、ウエットスーツを着

,．-､篇鱗至篭三獺鱸篭霊鰡
必要性はないですからね、服で十分なんですよ。多少

泳ぎにくいかもしれないけど、慣れればどうってこと

ないですよ」

そういえば、海人の通う小学校でも、体育の授業

で服のままプールで泳いだり水面に浮く稽古をさせら

れたって言ってたつけ。靴を履いてたら全然うまく泳

げないんだよって聞いたような気がするわ。

「おーい！早くおいでよ、魚がいっぱいいるよ！」

海人はお父さんお母さんと一緒に、海面から頭を

出して手を振って私達を手招きしています。

「ハーイ。すぐ行くから魚に待っててもらって！」

「大丈夫ですよ。あちらにもこちらにもいっぱいい

ますから、いくらでも見れますよ」

マスクとスノーケルを付けて水面を弟達のところ

まで行くほんの十数メートルの間に、いったい何種類

ノー、の魚を見たでしょう。珊瑚も固い石珊瑚の類だけでは
なく、まるで海草のように見えるソフトコーラルも

いっぱい生息しています。なだらかな海底の斜面がソ

フトコーラルの絨毯で覆われて、波のうねりと共に右

へ左へと揺れて、ジッと見ていたら船酔いみたいにな

りそう。とても柔らかくてふかふかしていて、猫が甘

えるようにスリスリしたら気持ちよさそうです。

でもちょっと待ってください。珊瑚の中には火炎

珊瑚と言われる珊瑚があって、毒を持つ珊瑚もあるそ

うですから。

グローブをはめている手でその珊瑚を触ってしま

い、ダイビングが終わってマスクを外したとき、その

グローブで顔や鼻を触ったために上リヒリ痛んだり、

ひどい時には顔中真っ赤になって腫れ上がった人もい

るそうですから、「きれいな薔薇にはトゲがある」と

言いますが、「きれいな珊瑚には毒がある」と思って

触らないようにしましょう。

これは鮫さんの弁ですが、「海にきたら持って帰

るのは、思い出だけ。残して帰るのは、エアーの泡だ

け。海中の生物にとって、人間は危険きわまりない怪

獣みたいなものだから……。何年後かに同じポイント

に潜った時、海が人間の手で荒らされているのを見

て、切ない思いがするのはほとんどの良心的ダイバー

が経験しているでしょう。

でも一度壊された自然が元通りになるのは、簡単

なことではないんですよ。ダイバーによって海が荒ら

されるのもこまりものですが、海に興味のない人達の

地図の上での開発計画は、海が荒れるどころか、根こ

そぎ海が殺されてしまうんです。例えば、陸上にホテ

ルや道路を作ったとすれば、掘り起こされた土が雨と

一緒に海に流れ込んで、珊瑚のポリープに土が入る

と、珊瑚は呼吸ができなくなって死んでしまうんです

よ。一旦珊瑚が死んでしまうと、そこに住む小さな魚

達はいなくなってしまうんです。小さな魚がいなくな

ると大きな魚はもちろんいなくなってしまうし、死ん

だ珊瑚は白くなってボロボロに壊れて、まるで墓場み

たいになってしまいます。開発計画する人は、工事の

前にまず自分の目で海を見てもらいたいですよ。そし

て工事が終わった後も、工事前と同じ海を残すように

努力して欲しいものですね。技術的には不可能じゃな

いはずだけど、お金がメチヤかかるから。企業は金儲

けには積極的だけれど、自然保護のために金を落とす

のはきらいだからね」

わたしも海を愛する一人として、開発するおじさ

ん達にお願いします。

「海を殺さないで開発する方法を考えてください。

そして、おじさんも一緒に海に潜ってみませんか？机

の上の狭い世界でなく、身体で自然とお付き合いして

みましょうよ。きっと、ストレスなんかどこかに飛ん

で行っちゃって、地球に優しくなれると思うから…

…」 （つづく）

新たにホームベージを開設

ホームページには、

◎SDCの案内

◎SDCニュース

◎掲示板

◎フォトギャラリー

◎会員紹介

等のコーナーを設置。

掲示板で日々の会員との交流を、フォト

ギャラリーで、自慢の写真を掲げてくだ

さい。

http://sdCj｡csideS.com/
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063狩野千代子

狩野幸繁（私の主人）主催のラ・パスに行ってきま

した。宇留賀達雄・岡野博・鈴木清子・竹腰憲江さん

と六名で出かけました。海外のそれもクルージングで

すので、出発前に「顔合わせ」と称して飲み会をしま

した。それから一週間後、すっかり意気投合して成田

空港に集合。ロスアンゼルスのトランジットで時間が

ありましたが、皆で楽しくお喋りタイム。瞬く間に時

は過ぎ、ラパスへ。夕食は屋台でタコスの立ち食い。

ビールと共に結構楽しかったですよ。

翌朝、ダイブクルーズに出発。ボートに乗り込むと直

ぐに軍艦烏・褐色のペリカンのお出迎え。日本で見る

、ことの出来ない烏なので

一人で興奮しておりまし

た。（私はバードウオッ

チングも趣味なものです

から）最初のポイント

は、アシカが遊んでくれ

る「ロスイスロテス」そ

このアシカの可愛らし

さったら無いですよ。

皆様にお見せしたいくら

い。私達が、アシカの群

に近づくと、待っていま

したとばかり近寄ってき

て、インストラクターがて、インストラクターがクルクル回るとその回りをク

ルクル。それを見ていると、私の傍の岩を枕に横にな

り、じっと見つめてくれるその愛らしさ、昔の我が子

を思い出すほどでした（ちょっとオーバーかしら！）

その他に、カツオの群、サヨリの群、ヨスジフエダイ

の群固有種のキングエンゼルフィッシュ、ブルース

ポッテドジョーフィッシュ等々盛り沢山。

次は「イスラガーヨ」へ、ファインスポッテッドジョ

ーフイッシュ（頭が人間の拳大もある大きなジョーフ

ィッシュ）が口内保育の真っ最中。コルテスラウンド

スティングレイがお腹が大きく今にも生まれそうで、

呼吸も荒く喘いでいました。11年間潜っています

が、初めて見る光景ばかりで、興奮の連続で一日は暮

れていきました。次の日は待望の「エルバホ」此処で

の一本目が竹腰さんの二百本記念。アンカーロープに

掴まり記念撮影。此処は流れ、濁り具合も良くハンマ

ーヘッドを期待したのですが、成果無し、残念でし

た。その代わり、次のポイントへボートの移動中私の

後ろでピーと言う音、吃驚して振り向くと、トローリ

ング中の竿に大物が掛かった模様。夢中で引き上げる

と体長1nl以上、体重10kg以上のシイラでした。

釣った直後は黄金色に輝いておりましたが、5分ぐら
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いで水色に変わってしまい、その変身ぶりに吃驚。夕

食の時にフライにしてもらい舌鼓を打ちました。

あっという間に日が過ぎていき、クルージングの最後

の日に、この日ポイントに向かう途中ホエールウオッ

チング（ナガスクジラ）が出来ました。何度も何度も

浮き上がり潮を吹いてくれて一同大喜び。その時海上

でブロッケン現象を体験しました。また、ラ・パス港

に帰る途中でマンタが10匹位水面を飛び跳ねて私達

を歓迎。これはラ・パスしか見ることの出来ないとの

こと。この日でクルーズ船「ガロータ」とお別れ。

翌日はデイトリップで「ラ・レイーナ」へ。アジの大グー
群を追うカツオの大群

（私が今まで見た中で一

番大きなカツオ）、カマ

ス、アシカ、世界最大の

ゴンベと言われるジヤイ

アントホークフイッシュ

等々、透明度の良い海で

楽しいダイビングでし

た。ラ・パスに泊まって

いる間は夜な夜なレスト

ランに繰り出して美味し

いものを頂き、夕焼けに

酔い、皆大満足でした。

ラ・パスへ着いて七日目にカボサンルーカスヘ観光旅

行。サボテンロードを二時間半走り、沢山のサボテ

ン、野鳥を見ながらの賛沢旅行の始まり。当地は、カ

ナダ人、アメリカ人の避寒地で、有名人の別荘あり、〆向、
超豪華クルーザーありと今ではアカプルコより受けて

いるとのこと。ホテルも素晴らしくウインドウショッ

ピングをしたり、ホテルのプールで泳いだり、テラス

からの夕日・朝日に感動し「もっと此処に居たいわ

ね」と心を残しつつ帰途につきました。十日間のツア

ーでしたが、天気、環境、良き友に恵まれ楽しい日々

でした。ご一緒頂いた皆様に感謝。

■･
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S OC掲示板
お勧めのダイビングサービスお勧めのダイビングサービス

以前、西表島でダイビングしたときに知り

合ったイントラの熊木さん（熱海のバレンタ

インキシヅというダイビングサービスのガイ

ド）という人が、今年（2000年）から石垣島

で姉妹店をオープンさせてので､行ってきま

した。ホームページでも調っている通り、超

高速クルーザーで八重山全域（西表、波照間

新城。チャーターで与那国までも）へ行って

くれます。

この間は、マンタとイソマグロを見まくり、

マクロも楽しめ、安くてきれいなホテルも紹

介してくれ「もうマンタなんて見飽きている

から別にい－よ」なんて失礼なこと行ってい

た私も、感謝感激雨霞11でした。出来れば

また行きたいと思っています。

あとお勧めのサービスでは、西伊豆、田子シ

ーランド。お客が大勢でも決して、詰め込み

式ダイビングはせず、少人数でガイドしてく

れるし、山本さんと言うオーナーは、とても

おっとりしていてその人に合ったガイドを心

掛けていてとても居心地が良いので、主人は

そこばかり行きたがります。

ダイビングを通して知り合った色々な人達と

の交流は、楽しく貴重な財産で、大切にして

いきたいものですよね。

122長嶺緑

以前、西表島でダイビングしたときに知り
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高速クルーザーで八重山全域（西表、波照間

新城。チャーターで与那国までも）へ行って

くれます。

この間は、マンタとイソマグロを見まくり、

マクロも楽しめ、安くてきれいなホテルも紹

介してくれ「もうマンタなんて見飽きている

から別にい－よ」なんて失礼なこと行ってい

た私も、感謝感激雨霞11でした。出来れば

また行きたいと思っています。

あとお勧めのサービスでは、西伊豆、田子シ

ーランド。お客が大勢でも決して、詰め込み

式ダイビングはせず、少人数でガイドしてく

れるし、山本さんと言うオーナーは、とても

おっとりしていてその人に合ったガイドを心

掛けていてとても居心地が良いので、主人は

そこばかり行きたがります。

ダイビングを通して知り合った色々な人達と

の交流は、楽しく貴重な財産で、大切にして

いきたいものですよね。

122長嶺緑

ホームページに掲示板を！！ホームページに掲示板を！！

なかなか参加する機会が無いのですが、案として

メールを利用して、参加の募集をしてはどうかと

感じています。しかし個人でアドレスを持ってい

ないので実行できません。SDCに掲示板を設け

ては如何でしょうか？メールを使えば、効果的に

迅速にことが運ぶと思います。

ウエットスーツを持っていないので、日本の夏場

はダイビングも“夏休み”でした。と言っても素

潜りはしています。（←←）秋風が吹いてきたら

ドライスーツでガンガン潜る予定で居ります。E

メールアドレスはdenO6588@epdc.cojpです。

相模湾から伊豆半島（富戸、IOP、大瀬、真

鶴）でしたらたびたび行っています。気軽にゆっ

くりと（1時間ぐらい）潜っています。

309杉江清

なかなか参加する機会が無いのですが、案として

メールを利用して、参加の募集をしてはどうかと
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ドライスーツでガンガン潜る予定で居ります。E

メールアドレスはdenO6588@epdc.cojpです。

相模湾から伊豆半島（富戸、IOP、大瀬、真

鶴）でしたらたびたび行っています。気軽にゆっ

くりと（1時間ぐらい）潜っています。

309杉江清

タオ島の情報求む！タオ島の情報求む！

いよいよ2001年は私にとって、全てから解放

されて「サンデー毎日」になる年。定年退職後は

あれもしよう、これもしようと思い巡らしている

この頃。

リゾート地でのダイビング三昧は無論のことウイ

ンドサーフィンやシーカヤックも面白そうだ

し・・・つとその時「年金生活者にそんな余裕っ

てあるの・・・」と言う声が・・・（アーッ、ヤ

マノ、カミノコエダ！）（←‐；）

「金があるときや時間がなく、時間があるときや

金がない」ホント人生思うようにいかないも

の・・・と嘆いても始まらない。シコシコと格安

パックツアーを探していますが・・・

幸にも、未だ体力的には若干の余裕があり、その

上粗食にも耐え得る胃袋を持ち合わせております

ので、バックパッカーもどきダイバーにでもなっ

てアジアの海を制覇しようかしら、と不埒なこと

を考えております。

タイのサムイ島の近く、タオ島の長期ステイのダ

イビングが当面の目標です。当地の情報お持ちに

方、同感、同好の士、居りませんかぁ・・・・

いよいよ2001年は私にとって、全てから解放

されて「サンデー毎日」になる年。定年退職後は
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上粗食にも耐え得る胃袋を持ち合わせております

ので、バックパッカーもどきダイバーにでもなっ

てアジアの海を制覇しようかしら、と不埒なこと

を考えております。

タイのサムイ島の近く、タオ島の長期ステイのダ

イビングが当面の目標です。当地の情報お持ちに

方、同感、同好の士、居りませんかぁ・・・・

056石田邦明056石田邦明

会報有り難うございました会報有り難うございました

最近は総会や新年会に出席しておりませんので

会報を大変興味深く拝見しております。

相変わらずご活躍の方、ご逝去された方、或い

は随分活躍されていたのに何故か名簿からお名

前が消えた方等、現在のボクには会報が唯一ク

ラブからの情報源となっております。

発行毎に増す充実度は、編集される方のご苦労

が充分に伝わってきます。

今後ともよろしくお願いします。

近い将来、再び皆さんとお目にかかるのを楽し

みにしております。よろしくお伝え願えれば幸

です。感謝。

04O山崎賢二

最近は総会や新年会に出席しておりませんので

会報を大変興味深く拝見しております。

相変わらずご活躍の方、ご逝去された方、或い

は随分活躍されていたのに何故か名簿からお名

前が消えた方等、現在のボクには会報が唯一ク

ラブからの情報源となっております。

発行毎に増す充実度は、編集される方のご苦労

が充分に伝わってきます。

今後ともよろしくお願いします。

近い将来、再び皆さんとお目にかかるのを楽し

みにしております。よろしくお伝え願えれば幸

です。感謝。

04O山崎賢二
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SOC掲示板
ホームページに掲示板をホームページに掲示板を

年間のクラブ主催のダイビング計画はいいとし

ても、それ以外のスポット的なダイビングの計

画とか、チョッ卜した会員との交流の場が欲し

いんです。具体的に言うならば、ホームページ

に掲示板が有ればと切に思います。

056石田邦明

↓↑

会としてのホームページの充実をと言う声を沢

山頂いております。今まで会報で紹介している

ホームページは上村名誉会長がお作りになって

いるホームページで、その目的は内外の会員以

外のシニアダイバーに向けての発信とのことで

す。

そこで会員向けホームページを急速、開設いた

しました。会員相互の交流を図れるよう「掲示

板」を設け、自慢の写真を掲出できる「フォト

ギャラリー」も設置しました。

また「SDCニュース」では、その時々のお知

らせを、タイムリーに掲出する予定です。

是非ご利用下さい。

http:"sdCj.cside5.com/
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事務局：宇留賀達雄事務局：宇留賀達雄

今後とも宜しく今後とも宜しく

今年は、ヤボ用が多くスケジュールが合わず

SDCの皆さんともご無沙汰をしておりますが、

まだまだガンバル所存ですので、今後とも宜し

くお願いいたします。会報の回数も増え、内容

もすっかり充実して、楽しんでおります。幹事

の皆さんの、ご協力に感謝します。

今年は、ヤボ用が多くスケジュールが合わず

SDCの皆さんともご無沙汰をしておりますが、

まだまだガンバル所存ですので、今後とも宜し

くお願いいたします。会報の回数も増え、内容

もすっかり充実して、楽しんでおります。幹事

の皆さんの、ご協力に感謝します。

126山田隆126山田隆

－3今

｢完成を喜ぶ集い」｢完成を喜ぶ集い」

8号に投稿してくれた方、クラブツアーを出して

くれた方、その他8号に一寸でも名前がでている

方へ11

集まって飲み会でもしませんか？

2月16日（金）又は17日（土）夕方渋谷周辺で。

賛同してくれる方は、197宇留賀さんへ2月3

日までに連絡下さい。

8号に投稿してくれた方、クラブツアーを出して

くれた方、その他8号に一寸でも名前がでている

方へ11

集まって飲み会でもしませんか？

2月16日（金）又は17日（土）夕方渋谷周辺で。

賛同してくれる方は、197宇留賀さんへ2月3

日までに連絡下さい。

匿名希望匿名希望

｢原稿募集』』

9号に以下のテーマで特集を出す予定です。投

稿して下さる方は、1月15日迄に取り敢えず

連絡だけをお願いいたします。

9号に以下のテーマで特集を出す予定です。投

稿して下さる方は、1月15日迄に取り敢えず

連絡だけをお願いいたします。

*Cカード取得に関すること

＊ダイビングを始めてからの変化

＊Cカード取得に関すること

＊ダイビングを始めてからの変化

広報担当大隅照子広報担当大隅照子

関西地区のスキルアップにご利用を関西地区のスキルアップにご利用を

関東のスキルアップの協力店として、渋谷区

代々木上原のP､I.Tダイビングクラブや伊東

市富戸のナッソーを紹介しておりますが、関

西地区でのスキルアップ協力店をご紹介しま

す。JR森ノ宮駅側に10MDVプールを持

つ老舗のショップを経営しています。

L12.5×D7のプールも2002年に建設予定

です。

*ショップ名：（株）マリン代表山本進

*本店：大阪市中央区森ノ宮中央1-2-9

m06-6941-9220

醜06-6943-5031

*出先：マリンプールカレッジ

m06-6943-5510

白浜海洋センター

皿0739-45-2557

関東のスキルアップの協力店として、渋谷区

代々木上原のP､1.Tダイビングクラブや伊東

市富戸のナッソーを紹介しておりますが、関

西地区でのスキルアップ協力店をご紹介しま

す。JR森ノ宮駅側に10MDVプールを持

つ老舗のショップを経営しています。

L12.5×D7のプールも2002年に建設予定

です。

*ショップ名：（株）マリン代表山本進

*本店：大阪市中央区森ノ宮中央1-2-9
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醜06-6943-5031
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皿0739-45-2557

副会長：杉本信也副会長：杉本信也
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オリジナノしTシャツ&CAP限定販売!!

会員の多くの方のご要望にお応えし、この度TシャツとCAPを制作、数量を限定して販売することに致し
ました。

Tシャツは、アメリカ製の着崩れしづらい厚手で上質のハードコットンを使用、色も発色の良いフルーツカ

ラー（ネイビーブルー）です。サイズはS・M．Lの3サイズを用意しました。

アメリカンサイズですので通常サイズより大きめです。

また、CAPはフリーサイズでTシャツと同じネイビーブルーで、流行の若干浅めのタイプです。

販売価格はTシャツ、CAP共1,500円（税・送料込）とお求め易くなっております。ご注文は、同封の注

文ハガキに、サイズ、数量をご記入の上投函下さい。数量に限りがあるため（各100）、誠に申し訳ござ
いませんが、新年会出席者を優先とし、後は先着順とさせていただきます。

新年会出席者には、当日会場で代引きにてお引き渡しし、出席できない方には2月初旬、宅急便でお送りい
たします。

振込用紙を同封いたしますので、郵便振込にてお支払い下さい。

今後反響を見ながら、デザイン、色等のバリエーションやグッヅの種類を増やしていこうと考えております

のでご期待下さい。（完成イメージではSDCとなっていますが、SDCJ又はSDCJapanと変更予定です）

完成イメージ



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雑誌の季刊発行を行ってい

ます。

SDCは創立7年目を迎え現在約400名近くの会員

を擁しています。

「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、どなたでも入会が

出来ます。 角
また、SDCに協賛いただける法人の賛助会員も募

集しております。

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。

■編集雑感
広報を担当して丸1年が経過しました。相変わらず試

行錯誤の連続ですが、会員の皆様のご感想は、如何で

しょうか。読後のご感想。ご意見等をお寄せいただき

たいと思います。

会として初めてのオリジナルグッズのTシャツと

CAPを制作いたしましたので、ぜひご利用下さい。

今回は、入力のお手伝いを、清原礼子さんにご協力

いただきました。本当にありがとうございました。

私共に協賛いただける賛助会員を募り出した所、旅

行代理店・ダイビングショップ等を中心に10社程の

入会を頂きました。会員の皆様で、心当たりの所があ戸､

りましたら、ぜひご紹介下さい。賛助会員の御案内と

申込書をお届けいたします。

外部のご協力を頂きながら、益々の発展と充実に努

めていきたいと思っております。皆様方のご協力をお

願いいたします。

（宇留賀達雄）

26頁キンチヤクダイ科の赤ちゃんの答
タテジマキンチャクダイ（2）、キンチャクダイ

（1）、サザナミヤッコ（3）

（イラスト：今澤恵子）

表紙の言葉

蕊
窓
鱗

今年こそ
会って命腫oわ

七福神（字余り）
21世紀です
世界の海を駆け巡り
たくさんの魚達に会いたいなあ－。

K@L.

213今澤恵子

●2001年新年会に奮って参加下さい
新年会の御案内を既に郵送しました通り、下記日程・

場所で開催されます。

今回は、デジカメ等が当たる抽選会も催し、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。

未だ出欠のご返事を出されていない方は、出来るだけ

早くハガキをお出し下さい。

多くの方の参加をお待ちいたしております。

日時：1月27日（土曜日）12時より

2次会15時より

会場：渋谷エクセルホテル東急

▽ダイビング計画大募集11
新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。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。（良縁寺悦子）
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