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総会&懇親会
総会＆懇親会

欠席者の声

座談会

オーロラを観にアラスカへ(岩本充子

重森美智子・島田美世子）

ヴインテージな会に封pして

（竹腰憲江・福士紘一）

当たり外れの無い海(若狭英彦）

海との出会い(小村昌ヨ

エジプト･紅海Dレポート(星野晴男）

お勧めですｼー ｶﾔｯｸ&JF(清原れい子）

怖かったこと（上村敏郎・殉l1清氏

豊田映子･香坂昌道･藤井泰代）

G-FRRR広告

素朴な疑問（山下和俊）

長崎を潜るツアー（山下和偽

サイパンツアー（高萩凱男他）

ドマゲテイ（前田慶子･芳賀幸子）

グローバルスポーツ広告

ラヤンラヤン(立花佐知子）

パラオクルージング（鈴木誠也）

ダイビング計画一覧

リーダー一覧・グッズの紹介

協賛会員のご紹介

流氷の海へ櫻井憲義）

ダイビング徒然2（高木元子）

会員紹介

ニューカレドニア日記(Thjllm)

マリアナブルーに誘われて(宮本節子）

千夏のCカード取得の巻（白木清美）

ピージェープランニング(紹効

掲示板

ヴィンテージな会&HPより

ダイビング確認書

SDCダイビングの方法

表紙に寄せて（佐竹綾子）

SDCの紹介と入会案内

編集雑感

２
毛
ｍ

３
－６ 恒例の6月の総会＆懇親会が6月16日12時よ

り、渋谷エクセルホテル東急で12時より開催され

ました。

当日は北は東1胎手､南は九州福岡等全国から大勢

の会員が彦劫pし､盛大且つ和やかに開催されました。

総会では、2000年度の会計が監査報告の通り承

認され、2001年6月以降向こう2年間の役員がF，
選任されました。

懇親会は､顧問の大橋禄郎様からご挨拶を頂いた後、

各テーブルのお世話係によるリードのもと、自己紹

介等から交流を深め､デジカメ等の景品の当たる抽

選会など大いに盛り上がりました。

引き続き行なわれた2次会も多くの方が彦劫pされ、

名残を惜しみました。

尚総会で選任された新任の役員の方は、岡野博狩

野幸繁･石田邦明・清原れい子の4名の皆さん方で

す6留任は関川清一（会長)・杉本信也（副会長)・

大隅照子・良縁寺悦子･宇留賀達雄｡南要次の6人

の皆さんb

退任は小澤慶洋・野中サチ子･刺ll清氏・芥川忠雄

(地区幹事に選田の皆様です｡永年に亘り会の為に
ハ

ご尽力下されありがとう御座いました。

又今回新たに地域の連絡･情報担当として地区幹事

を新設し､東北地区:今村孝､中部地区:前田浩二、

関西地区:芥川忠雄、九州・四国・中国地区：山下

和俊の方々にお願いすることになりました。

尚、来年度の新年会は、1月26日攝終土曜日)に

同じ会場で開催いたしますb

今からスケジュールにいれ､ぜひ参加くださいます

ようお願いいたしますも
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へ

へ

二元≧N/首玉c会報をいつも開封が楽しみです｡いる歴
皆様の楽しまれているメッセージなどいろんな

ニュースが色々勉強になりま戎私は東海地区ツ

アーで毎回参加しその為同じ海を愛する友達が

増え人生が大変楽しくなりました。SDCのお陰

です。総会も時々全国絵易を回ってください。

、お願いします6270河原信子

会の運営他御苦労様ですb又会報もいつも

楽しく拝見させて頂いておりますb7月に

座間味にまいりますbその時200本記念

も迎えられそうですも今年も色々な海に出

会いたいと思っていますb

362宮村佳代子

画

生憎当日は小笠原でダイビングの為出席でき

ませんb一度は出席したいと思っていますが、

案内を頂いた時分にはには次のツアーが決ま

っていて残念ながら未だ参加でき我何れの日

にかはSDCのツアーに参加できるものと楽し

みにしておりますも多くの方の参加があるよう

祈念していますも事務局のご尽力に感謝いたし

ますも

070河合貞夫／7070河合貞夫

＝面

/織鑿篭駕灘遜二二三働
一杯｡辿り着いたのがカオラックでした｡(プ

ーケットから車で北へ1時間の師でもこれ

がとってもゆったりしたリゾートで大当た

り。毎日ダイビングの後貸切のジャグジーと

タイマッサージに通いました。ダイビングは

前4日現地のEダイブで後の4日シミラン

クルーえミャンマーの島の見えるリチュー

ルロックまで北上。ジンベーザメには遭えま

せんでしたが魚の渦の中で幸せでした。未だ

余り日本には知られていないリゾートです

が結構古くからあるリゾートとのことでし

瞳”‘秋順臺ﾁ ノ

事務局の方々のご努力に背いて私は今陸上の旅

行に凝っていますも中国の大陸に魅了されシルク

ロードを辿る旅に出かけますb盛会をお祈りしま

すも207大石詔子

役員の皆様及び事務局の

皆様いつもお世話になり

有難うございます。ぎり

ぎりまで日程の調整をつ

けたのですがまたもや欠

席です。集まられる方々

とお顔を合わせたいと思

っていたのですが残念で

す。皆様によろしくお伝

えください。

306宮本節子

の海も黒潮長崎の海も黒潮

そして対馬暖流

の流れ､藻に乗っ

てやってくる熱

帯魚たちで賑や

かですb水温も2

0度を超え、夏季

は27度ぐらい

になりますから

ダイビングのみ

ならず､長崎の伝

統的なグルメを

も視野に入れた

形でツアーの提

案もさせていた

だきたいと思っ

ています6

091山下和俊

大変残念です

が、日程の都合

が付かないの

で欠席させて

いただきますも

お世話感謝い

たしておりま

すb又皆儀にお

目にかかれる

日を楽しみに

しておりますb

O90南要次

目に

日を

して；

090

軽い故障ですが復調を期して頑張っていますb

会の発展をお祈り申し上げますも

・335島津静雄
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多分総会日には友人とフイージーに行ってい

ます6－人ではなかなか海外にまで行く勇気が

無く二の足を踏んでいましたがSDCのツアー

にも参加させていただき本当に良かったですb

事務局、ツアーのリーダー、会員の方々に心よ

り有難うとお礼申し上げますb会員の皆様が実

際に利用したお勧めの旅行社・ホテル・ショッ

プ･サービスなど国内外の情報を会報に載せて

いただけたらと思うのですが・・o

206宮沢尚子

年末八丈島ダイビングで娘婿が潜水

病になり3回の高圧タンクで一応直

りましたが6ヶ月以上のダイビング

禁止となり小生もファミリーダイビ

ングが出来ず5ヶ月間潜っていませ

んb7月9日から石垣島の社領さんの

ところへ行って潜ることにしていま

す6281鈴木忠
いただけたらと思うのですが。

206宮沢尚子

2～3度ツアーに参加させて

いただきました｡人生の達人の

方々と会話でき大変楽しく又

素晴らしい方々と会話でき、

帥Cに入ってよかったと思っ

ていますも「新しいチーズを見

つけることが出来それを楽し

む事が出来るとわかれば人は

進路を変える｣チーズはどこへ

消えたより

293今井征二

バリ島最北端ムンジヤガンツアーは感激b海に面した

国立公園に花と野外温泉､奇妙な彫刻の有るミンピリ

ゾートホテルb特に海の中のガーデンイールの見事な

裏斜面の畑の作物と見まどう程のガーデンイールが

黒い目を向けてユラユラ、実に愉快でした。

228小川順子

一､

者欠
この日お昼まで仕事

があり抜けられませ

んb夕方の会だったら

いけるのですが。・・・

6.20～今年初めての

ダイビングですbどこ

かは未だ未定bでもパ

スポートは使わない

ところですヨ。

124高木元子

この日．

があり』

んb夕方

いけるα

6.20～ム

ダイビシ

かば未力

事務局の皆様いつもお世話を有難うござ

いますb会員数も毎年増加し大変御苦労

様ですbダイビングにもなかな力石かれ

ず、皆様の活動が載っている会報を楽し

みにしておりますbOO1磯野赫子

世話を有難うござ

曽加し大変御苦労

うなかなｶﾏﾃかれ
岸1,、スー左塞1

へ
九州支部のようなも

のを作ることできま

せんでしょう力も

222大江勝彌

九州

のを

なも

きま

222大江勝彌昨年の総会は和やかなムード

の中ですごさせていただきま

した。今年は都合により出席

できませんが総会の一週間後

にミンク鯨クルーズに参加さ

せていただきます。名古屋空

港での発着は小生が一人だけ

ですが、念願のクルーズです

ので、今からハイな気分ですb

361川畑和弘

ド

スタッフの皆様お世話様ですb3月の伊豆海洋公園冷た～

い海でダイビングにあつ～い人達と出会えて帥cが身近

になったようですb伊豆で又皆様とお会いできる日を楽し

みにしていますb伊豆でもSDC晩餐会を企画していただけ

ると嬉しいです6286横田芙美子

スタッフ

い海でダ

になった

みにして

ると嬉し

4.25より15日間エジプト観光とダイビングをしてきました。ダ

イビングは3泊4日のクルーズに乗り、その後シヤルムエル・シ

ェイクに滞在し潜りました｡水温は少し低め(23℃～24℃)でし

たが透明度が良く素敵な海でした。出来ればもっと色々なところ

にも足を伸ばしたいので、又行きたいと思っていますb

l22長嶺緑

１
４４

イ
エ
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幹事の方々には本当にお世話になりいつも感謝

いたしておりますもホームページも楽しく“覗き

見”させていただいておりますb当方シャイなシ

ニアですので､書き込みをしようと思いつつ､や

はり、途中で止めてしまいますbでもクラブが身

近に感じられ､楽しく“覗き見”させて頂いてお

りますbこれからも宜しくお願いしますも

123河村啓子

出席して皆様にお会いしたいのは

山々ですが予定があり欠席ですも会報

楽しみにしておりますb

234小川紀恵子
込みをしようと思いつつ､や

しまいますbでもクラブが身

く“覗き見”させて頂いてお

宜しくお願いしますも

’河村啓子

二
ｰ、詞曹／一ノ0

234小川紬惠子

役員の皆様御苦労様ですbボランラ

言え会員も多くなるほど手の掛力

すも色々なご配慮に感謝いたしま

り欠席いたしますがまたの機会I〔

来るのを楽しみにしておりますb

は馬術大会出湯

003岩本充子

役員の皆様御苦労様ですbボランティアの活動とは

言え会員も多くなるほど手の掛かることと思いま

すも色々なご配慮に感謝いたします｡今回都合によ

り欠席いたしますがまたの機会に皆様にお会い出

来るのを楽しみにしておりますb(6月16～17日

は馬術大会出湯

003岩本充子

てまいりました｡当地血、
と幼い鴬が良くないてくれ

で触れていますも漸く私も

)れたこともあって楽しみ

すが、他用の為出席できな

/衆が美しくなってまいりました｡当地麺＼
はケキョ・ケキョと幼い鴬が良くないてくれ

初夏の実感を身体で触れていますも漸く私も

奄美へ行って来られたこともあって楽しみ

にしていた総会ですが、他用の為出席できなー

くなりました。皆様によろしくお伝えくださ

いませb

303田所恭子

によろしくお伝えくださ

田所恭子

3月頃より膝のトラブルを抱えて今悪戦苦闘して

います61日も早く全|央して､又皆様とお会いした

く思っていますb

O72福田幸子

3月頃より膝のトラブルを抱えてく

います61日も早く全|央して､又皆

く思っていますb

O72福田幸子

SDCの雑誌が届くのが楽しみ

ですb役員の方々のご苦労に感

謝しておりますb

今回7月の柏島に参加させて

いただくことになりました｡関

西方面の会員と逢えるのがワ

クワク11今後とも宜しくお

願い致しますも

147近藤朋子

SDCの報誌が届くのが楽しみ
－－－圭乙n1里勾へ斗一心グブヘ一等←…D一崖

)が楽しみ

潜労に感

"5E_
鴬加させて

ました｡関

らのがワ

)宜しくお

匙9 下手の横好きの川

柳で近況をご報告

しますb

【リストラの波で

酔います

サラリーマン】

009笠松忠海

下 手 の

柳で近

しますt

【リス○○○

へ

欠席申し訳ありま

せんbSDC入会早

や2年半､海外クラ

ブツアー9回参加、

良い仲間に出会い、

リゾートダイビン

グ堪能していますも

事務局役員の皆様、

感謝・感謝です。

287石岡弘至

欠席申

せんb

や2年

ブッア

白1,,ｲ由

ま
早
ラ

娘が出産しましたので､当分は家

事､育児に忙しい毎日ですb総会

に出席できませんので皆様によ

ろしくお伝えください。

392富樫康子

分は家

．｡総会
こんにちは！！いつも

お世話になり有難うご

ざいますb総会に出席で

きなくて申し訳ござい

ません｡ひどかった花粉

症も治まりそろそろ潜

ろうかなっと思ってい

ますb只今ビリヤードに

夢中で､ハスラーやって

いますb

l29鈴木ヒロ子

仕事の関係で金･土・日の3

日間しか休めず2泊3日程

度と少ないが伊豆半島で大

いにDiyingを楽しむ予定で

すも

055鶴若富夫

一度出席して見たいと

常々おもっていました

のに都合が付かず残念

ですb盛況をお祈りして

います6181平山英子
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・ダイビングとSDC私のきっかけ

司会はじめに、ダイビングを始めたきっかけとSDCに入ったき

っかけをお一人ずつお話下さい。

石田私は秋田の生まれですので、日本海で素潜りをしたことがあ

り、海の中はきれいだという原風景がありました。子どもが大きく

なって少し余裕ができたころ、50の手習いでCカードを取って10

年になりますも若い人たちと潜っていましたが、同じ年ごろの仲間

が欲しいと思っていたら、『マリンダイビング』にシニアダイバーズ

クラブのことが出ていたので入会しました。

岡野私は7～8年前にゴルフで膝を痛めて、リハビリのつもりで

プールでウオーキングをしていました。そこにダイビングプールが

ありまして、誘われたのがきっかけですb10数本のころに三宅島に

行ったのですが、そのお仲間は20歳前後の人たちでした。1日7本

も潜るハードなダイビングで、とても体力的についていけないので、

同じようなお仲間がほしいと、友達の紹介で入りました。

狩野私は子どものころ、疎開で鎌倉におりまして、海には慣れて

いました。転勤で大阪に行ったときに、仲間に漁師の息子がいまし

て、日本海で素潜りをしました。海の中がとてもきれいなので、も

う少し海の中にいたいというのがきっかけで、89年にライセンスを

とり、今年1000本になりました（みんな拍手！）。

ダイビングとかスキーに家内と一緒に行くと「お父さん、お母さ

ん」と言われて、若い人たちとも話が弾み特に潜っていても抵抗は

なかったのですが、会社の先輩で副会長の杉本さんに誘われて入り

ました。シニアの方たちと潜ったのはまだ3～4回ですが、これか

らいっしょに行く回数を増やそうと思っていますも

清原ライセンスは7年前にとりましたが、途中ブランクがあって、

まだ37本ですbずつと前から海の中の熱帯魚を見たいと思っていて、

通っていたスポーツクラブで講習を受けました。この会には、ダイ

ビングの機会がふえたらいいなと思って入りました。ベテランの方

が大勢いらっしやるのに、私が幹事とはとても場違いだと思ってい

ますが、西表島、パラオとご一緒だった関川会長の「お人柄」に寄

り切られました。

（

新
幹
事
を
迎
一

＝

（

て
・
・
・

座
会
談

･SDCに入って良かったこと、もっと楽しい会にするために

司会SDCに入ってよかったこと、もう少しこうしたほうがいい

と思うことなど、感じておられることはどんなことです曲

石田ダイビングは、気心が知れた人と一緒に行くのが楽しいと思

います。私はどちらかというと、いままではシニアダイバーズの中

のある程度固定した人たちと行っています61回行けば友達になり

ますが、参加するまでに尻込みがあるのではないかと思いますので、

懇親会などメンバーの人たちが会う機会をできるだけ沢山つくった

ほうがいいと思いますb

たとえば、私は埼玉県の鷲宮町に住んでいますが、関東地区の北

のほう、大宮とか浦和の人たちがけつこういると思いますb地域ご

とで集まって飲み会などを行って、気心が知れるようになり、いっ

しょにダイビングに行こうかとなればいいと思いますb
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関川前々からそういうことを申し上げていますが、

それは必要だと思いますね。もう1つは、ダイビン

グ以外の趣味の会の集まりがあってもいいと思いま

すb

岡野ダイビングツアーがもっともっとふえて、み

なさんが参加しやすい方法をもう少し考えていく必

要があると思いますも地区を細分化して「一杯会」

をやってもいいし､たとえば石垣に行くという場合、

関西地区と関東地区が連携してもいいと思いますb

要は、日程、行き先などメニューを豊富にして、大

勢の人たちが彦珈できるようにしたらいいと思って

いますb

石田最後の日は潜れませんよね。沖縄などはレン

タカーを借りて一回まわると、観光はおしまいなん

ですb最後の日がもったいないと思いますので、ゴ

ルフの好きな人は二iルフをしたりとか、何かいいプ

ランがないかと思います。

狩野私がよかった点はみなさんとお仲間になれた

ことですbとくに海外は余り行ったことがなく、行

く場合も大概1人力塚内と2人で行っていましたか

ら、お仲間で行けるのは楽しくていいと思いますも

清原ダイビングに行く機会がふえたことにプラス

して、スキーにご一緒したりとか、遊び仲間がふえ

つつあることがよかったことです可｡新年会とか懇親

会など、個人的なつながりができる機会がたくさん

あるといいですね。

司会ダイビング以外にも、共通の趣味の仲間がで

きるということは､この会の大きな目的の1つです

から、ダイビング以外の集まりが沢山出来たら良い

ですね。

型

｣-一=鳶 一
一

麺
声

（狩野幸繁さ〃

名の方が入会していますbこれまでは、上村前会長

をはじめ、幹事の方々を中心として、会の運営をす

べてボランティアで行ってきました。

今後、ボランティアだけで会の運営がうまく織売

していけるのか、私自身は懐疑的ですbボランティ

アという創立の精神は大切にしながらも、すべてボ

ランティアでは幹事のなり手がむずかしいし、費用

負担も大きいのではないでしょう曲会報も個人の

所有物を使って発行していますが、これからはNP

Ot,onprofforganization)の考え方を入れてい

くべきではないかと思っていますbつまり非餅|｣で、

利はとらないけれど、掛かった費用は会費の中から

賄うという考え方ですもその辺について、どのよう

にお考えです力も

岡野NPOの考え方は当然でしょう。

狩野私は今回幹事をお引き受けしたときに、その

ことを条件として申し上げました。ノンプロフイッ

トという精神で行かないと長続きはしないし、定年

退職した方たちは収入もなくなってくるわけですか

ら、ボランティアだけでやっていっては続かないと

思いますも

司会今までは何もかもボランティアですよ、とい

うことで来たわけです。

今回、会費を5000円に上げましたが、賛助会員の

会費と広告収入の30～40万円を含めて、年間予算

は今までよりそれなりに多くなりますbその中で、

応分の経費を考えてもいいのではないかと思いますも

今までは、ツアーリーダーには会からの経費の援助

は一切なかったのですが、今年4月以降はせめて通

信雑費の一助にしていただこうと一律3000円をお

支払いすることに決めていますb

石田ツアー計画者の責任との関係はどうなります

力も

司会ツアーの参力賭はあくまでも自己責任で、リ

ーダーは責任を追わないということは、今後とも貫
一7‐
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。時間と労力はボランティアで、

経寶は会の予算で

司会シニアダイバーズクラブは8年目を迎えて、

実質380名の会員を擁していますも毎年40～50



会のダイビングツアーを増やすにはきたいと思いますb

清原私は労力を提供することは惜しみませんが、

かかった経費については会で負担するのが当然だと

思いますも実際には、このくらいならまあいいかと

自分で出すことはあると思いますが原則として会で

負担するということを決めておくべきだと思いますも

司会会で負担するのは当然だと思いますが、今ま

では経費がかかっても、個人負担をするという慣習

になっていて、それが当然だという方のほうが多か

ったのですも

関川1つには3000円の会費では、そこまで賄え

ませんでした。今迄全ての経費は、幹事負担でやっ

てきました。

清原幹事は「好き」でやっているから、すべてボ

ランティアでやるのは当然となるわけですか？

私ちょっと違うのですが。

司会創業精神はボランティアなのだから、経費を

認めると過去もそうだったと思われるのは嫌だと言

われるようですも

清原それは、感謝の気持ちをこめて、いままでは

個人的に負担していただいていたけれど、今年から

会の運営にかかる経費は会で負担しますと、会報で

はっきりお知らせすればいいのではないです力も

岡野ボランティアというのは､労力の提供ですよ。

ボーイスカウトなどにしても､通信費や郵送費など、

もろもろの経費を会で払うのは当たり前でしょう。

石田ダイビングツアーの通信費もたいへんだと思

いますよ。必要だと思います。

関川みなさん賛成であれば、そうしたいと思いま

すも

司会何を会で負担していくかは予算との兼ね合い

がありますから、これから幹事会で討議したいと思

います6

司会以前と比べて、SDCとしてのツアーは増え

ていますが、それ以上に会員が増えていて、絶対的

に本数が不足気味ですbこちらから頼んでも、なか

なかリーダーのなり手がありませんb何故かという

と、石田さんがおつしやったように、仲間内で親し

い人と行ったほうが楽しいし、気兼ねしないという

のが、本音だと思いますもリーダーになると、知ら

ない人がいっぱい入ったり、レベルも違ったりして

気苦労があるし、大変なことは事実ですbツアーを

増やしてほしいという声はたくさんありますが、私

がリーダーになりますという人は少ないのが現状で

すも

そこで、さきほどの話にも関連しますが、リーダ

ーを少しでもふやすために、経済的なメリットを与

えられないかと考えて、複数のダイビングショップ

や旅行代理店に打診をしています､。

現地のダイビングショップは、送り出す側のダイ

ビングショップや旅行代理店にマージンを支払って

いるわけですから、その中からリーダーに何らかの

金銭的なメリットを還元できない恥そうすれば、

多少なりともリーダーにプラスになるのではと考え

ました。還元の額は多額である必要はありませんの

で、現在回答待ちの状態ですも

このことについては、懐疑的な方もおられますも

リーダーを何回もなさった人は、今まで同額を負担

していたのに、これまでも安く行っていたのではな

いか、と思われるのが嫌だというご意見ですも

また、ボランティアだからみんな均一のほうがいい

という考え方もありますも私は、参加者にツアー料

金の上乗せをして、リーダーが安くなるというので

は、問題があると思いますが、ショップ勅f行代理

店のマージンを減らして、リーダーにできる範囲内

で還元していただく事は積極的にやっても良いので

へ

口里

はないかと考えるのですが。

岡野リーダーを添乗員の

ように扱ったことが問題に

なりましたが、よけいそう

なってしまうのではないで

す力も

清原会員のみなさんに

趣旨を十分醐畢、納得し

ていただくことがむずか

しいのではないかと思い

ます6
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織一一i_
(会長：関川 清－さ〃情原れい子さ〃

-8‐



一

へ

関川たとえばパラオのツアーは168000円のとこ

ろを全員一律に16万円にしてもらいました。リー

ダーへの還元は、ちょっといい点もありますが、問

題もあるなあと思いますb

石田SDCの組織として、ショップと力姉行代理

店に交渉するということです力も

司会そうですね。そして会員には、ぜひリーダー

になっていただきたいという呼びかけをして、ここ

のショップ、ここの代理店を使ったら、リーダーの

人にこういう還元がありますよとオープンにすれば

いいと思いますも

ー f
l
i

… 噌国一一
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（石田邦明さん）

石田参加者はわかるわけですね。リーダーにはマ

ージンが入っているからサービスしてほしいとか、

添乗員に近いことを要求される可鮨性はあるかもし

れませんね。

大隅私はいろいろな方法があっていいと思います

ので､司会者の提案をどこかに使えたらと思いますb

新人は入会したのになかなかダイビングツアーに参

加できないという声を聞きますから、まったく初め

ての人だけを対象として、組織としてお願いするツ

アーを年間何回力組んで、そこに利用するとかでき

ないでしょう瓜

司会ショップや旅行代理店は、お客さんが来てな

んぽの商売ですb

この場合だけ適用してくださいという必要はなく、

常に適用してもらえばいいと思いますb現状ではリ

ーダーになる方は10人ぐらいです。

何十人もリーダーになっていただくためのプラスア

ルファになればと考えたのですが。

岡野年に5回以上の人はダイヤモンド賞とか、新

年会か総会で表彰してお礼の品などを贈る手もあり

ますね。そうしないとたくさんリーダーをなさって

いる方はたいへんですよ。

（ほぼ全員それはいいですね｡）

大隅表彰されるのが嫌だという人もいるのでは？

岡野それはいないでし

ょう。リーダーになる人

は表彰を目当てにされる

わけではないでしょうが、

たとえば私はいま3回だ、

あと2回がんばってダイ

ヤモンド賞をもらおうと

いう方がいてもいいわけ

ですも

狩野ショップとか代理（大隅照子さ 〃

店から還元をSDC窓口に入れて貰い会からリーダー

に渡すと言うのはどうでしょう脱岡野さんのいう

表彰と言う形で新年会・総会の席で渡しても良いし

その都度渡していくと言うのもよいと思いますb

関川司会者の話はわかりますが、賛助会員の会費

をもう少しふやして、その代わり、賛助会員になっ

ていただいたところに極力お客さまを送り込む努力

をするというやり方もあると思いますb

この議題は引き続き検討しましょう。

司会最後に、会長と大隅さんから思うことを。

大隅年数がたって仲良しグループができることは

いいのですが、あまり凝り固まらないで、グループ

同士交わるとか、幅広い交流をぜひお願いしたいで

すb表に出ないダイビングを仲良しグループで5つ

組んだら、せめて1回は会のツアー計画に載せてい

ただきたいですね。

この間のサイパンツアーの時で「自分も声をかけら

れたらリーダーをやってもいい」という方がいまし

たので、もっと積極的に幹事会で呼びかけることも

必要だと思います。

岡野それは必要でしょうね。ただ「リーダー」と

いうと抵抗がありますから、もっといい呼び名はな

いです力も

関川非常に仲の良いグループができていますが、

そのスパンをもう少し広げていただければというの

が、私の要望ですも

いつも決まった人たちだけではなく、同じ会員なの

ですからほかの人たちにも声をかけて、もう少し輪

を広げていただきたいと思いますも

新幹事の方々は、これからそれぞれの役割を実行

していただければと思いますも

新幹事一同これからよろしくお願いいたします6

腔談会には新幹事の皆さん4人の他関川会長、広幸距

当として、大隅照子に加わっていただきました。

司会：宇留賀）
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同行することになり四人で出発o1日目、14:5

O成田発。8時間半でシアトルbシアトルから5時

間で、フェアバンクス着

夕食を済ませて、近郊のスキーランドでオーロラ鑑

賞、少し出ました。

2日目、昼フェアバンクスからバスで1時間半チェ

ナ温泉に行き、犬ゾリ、スノーモービル、氷の彫刻

を見ながら散歩。温泉プール、ジャグジー、露天風

呂あり､源泉は69℃､リューマチに良いそうですb

水着必着。

夜は雪上車に乗って山頂の観測小屋で、満天の星

とオーロラのカーテンの絶え間が卿動きに眼が離

せないまま、－18℃の寒さも忘れ、トイレに行く

のも忘れて、3時間見上げていました。オーロラは

2～3秒で形が変わりますも

3日目昼12時まで寝て、午後はフェアバンクス

の市内観光、夜は又、近郊のスキーランドにて、今

夜はオーロラが出るのが遅くて、午前1時すぎに、

一筋黄緑色のが、帯のように出てきました。ホテル

に帰る時間になったのですが、添乗員が「もっと大

きくなるかもしれないので」と帰宅時間を1時間延

長してくれました。それからが、見事に左に大きな

s字状カーテン、右に淡い赤色の渦巻きがだんだん

☆清天の星とオーロ弓☆

DDS岩本亮子

海の中も、自然のままですが、人間の力ではどうに

もならない､超自然現象の中で美のナンバーワンは、

オーロラでしょう。

見たいと思ったのが、5年前ですb私はダイビング

の時も魚や地形などの目的を決めてそのポイント

悔）について出来うる限り情報を集め、いいとこ

ろも、悪いところも納得してから行くようにしてい

ますbでも自然が相手ですから､思わぬ失敗もあり、

想像以上のラッキーなこともあります1コ

まず､オーロラとはどういうものかを知るために、

天文学の太陽系を少々かじり、地上のどこで見られ

るか、その嶬胡はいつなの力もそこの地方の天候は

どう力も月の新月（暗夜)はいつか､などを調べて、

総合的に判断したのが、2001年2月末～3月。場

所はアラスカ、フェアバンクスに決定bそれから各

旅行社のツアーを調べまくり、近畿日本ツーリスト

のツアーに決めて､一人でも行こうと思っていたら、

島田美代子さん、平野昌子さん、森重美智子さんも

．10‐
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今

吹流し上になって1全天に広がり星が見えない程の

素晴らしさになりました。人間の五感で感じるもの

は、どんなに素晴らしくても説明できない、見た本

人しかわからないものですb

まだ、見たことの無い方、機会があったら是非一

度ご覧になって下さい。11年に一度の周期ですb

寒さは防寒着を貸してくれますので、そんなに寒さ

は感じませんbホッカイロも使いませんでした。オ

ーロラ観測小屋には、温かい飲み物が無誹斗で、種類

もたくさんありますもトイレの中も暖かくしてあり

ますも色々な旅行会社のツアーがありますが、近畿

日本ツーリストの我々が一三番、きめ細かな凹礪をし

てもらえて最高のものが、見られました。

★誘われてオーロ弓鑑賞★

1SS森重美智子

オーロラを観にいかないかと､岩本さんに誘われて、

ちょっと戸惑いもありました｡オーロラは､写真や、

テレビでしか見たことが無い。今年はオーロラが一

番出る年と瓜

フェアバンクスって聞いたことも無いような所ですb

凄く寒くて、雪が凄い、－27℃の世界は想像もつ

かない。しかし、行ってびっくりですb雪は少ない

し、思ったより暖かい。現地の人達は薄着ですb

オーロラは、寒くて、星がきれいに出ている時が出

やすいとから

一日目は、フェアバンクス、二日目はチェナホット

スプリングス、昼は初めての犬ゾリに乗ったり、ス

ノーモービルに乗ったり、皆さんに迷惑をかけなが

らも楽しみました。

気温－18℃の中で露天風呂に入りました。体は温

かくても髪の毛はバリバリ凍りそうです6夜は、キ

ャタピラ付きの車に乗り、山頂までオーロラを見に

行きました。夜中の11時で式出ました。素晴ら

しいのが。

岩本さん、平野さん、島田さん、4人でちょっとお

酒を飲みながら雪の上に寝転び、オーロラと幾つも

の流れ星を眺めて、こんな素晴らしい時を過ごせる

なんて夢のようですb

三日目フェアバンクスで、またまた素晴らしい雄大

なのを見られました。三日間でこれだけのオーロラ

を見ることが出来たのも、岩本さんが5年間も勉強

したお陰ですもこんな素晴らしい思い出が出来たの

も、シニアクラブに入会し、知合えたお陰ですb

本当にありがとうございました。

’
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岩本さんのお誘いで、アラスカに行くことになりま

した。

オーロラと言う幻想の世界と初対面の旅です。

詳しいことは岩本さんも寄稿していらっしやると思

いますし、内容も立派なものであるに違いないこと

ですが私なりに感じたことを書かせていただくこと

にしました｡文章も読みづらい事はお許しください。

成田一シアトルーアンカレッジを経由してフェア

バンクスに到着したのは夕方でした。

到着してまず驚いたことは思ったより暖かかった

と言うことでした。

日本で調べた資料によれば、現地はマイナス30~

40℃ということでしたが、私たちが着いた時の気

温はマイナス20℃程度だったようですb

東京からの服装で、寒さも余り感じられませんでし
‐11‐



た。ホテルで防寒着のチェックをした後、アラスカ

の雪上散歩と栖落こみました。

日本では決して味わうことの出来ない地球の北限で

の夜の散歩は、日本との距離感を感じさせてくれて

いい様の無いロマンチックな気持ちになったもので

した。

夕食後、私たちのこの旅の目的であるオーロラにつ

いての説明を聞き、弾む心をバスに乗せて一路フェ

アバンクスのスキーランド侭測卵に到着したのは

夜の11時頃でした。

覆っていた雲が取ｵ1始め、星の輝きが私たちの視界

から捕らえ始めた時でした。

流れるような白いものが中空に漂っているではあり

ません恥(晴れて満天の星の見えることがオーロラ

の出る条件であるとのことでした）

まさにこれがオーロラの始まりでした。生まれて始

めてみる幻想の世界のスタートだったのですも

白いものがムクムクと盛り上がるような光景から、

それが形を変えながら空一面を覆った時の、あの胸

を締め付けられるような感動は、生涯忘れることは

卿､でしょう。

次の日はチェナ温泉がスタートでした。原湯は7

0℃とのこと。又外国では温泉の入浴は水着着用す

るということを知ったのもちょっと驚きでした。

チェナ温泉ではオプションツアーとオーロラ鑑賞の

選択がありましたが、私たち四人はオプションツア

ーを選択して犬ゾリツアーとスノーモービルにチャ

レンジすることにしました。

犬ゾリはテレビなどでは見たこともありましたが、

シベリアハスキー16頭からなる力強い走りはなか

なかの迫力を感じさせてくれました。

あっという間の15分間でした。又エンジンという

ものには全く縁の無い私が初挑戦したのが、スノー

モービルでした。

素敵なイントラにヘルメットを合わせてもらい、い

ざ出発ですも最初は恐る恐るハンドルを握り、動か

してみたのですがぶつかりそうになったのですが、

私の後ろには岩本さんがシッカリとガードして下さ

り安心して出発しました。

途中からはヘルメットの眼鏡が曇ってしまい開けて

しまいました。終わってみればもう一度乗ってみた

い気分でした。

私達は夕食後オプションでキャタピラ車と言う雪上

車に乗り、オーロラの一番よく見える山鱈瀕ﾘ所）

へ、揺られること30～40分で到着しました。

今日は最初から満天の星で手に取れるほどの近さを

-12.

感じました。

そこには、まさしく生まれて初めて見る形の大きな

大きなグリーン色したオーロラの帯状の輪が空一面

に出来ました。

どんな風に謝上していくのかしらと胸をワクワクさ

せながら見ておりましたら、オーロラの帯より到上

をつけ始めました。

舞台のカーテンコールの様に、スーとカーテンが降

り、舞いながらカーテンが二段、三段となったり、

カーテンの先端がS字になったりと、変化を付けま

した。そして素早く色彩を変えていくショーには感

動いたしました。約2時間も続いたのです。

3日目は市内観光ですもアラスカ大学博物館等を

廻った後、昼食したレストランで日本ではめったに

お目にかかれそうもない長い長い（見た目には60

~70cm位だったお思います)"ツララ”を見つけ

ました。

アラスカとお別れの日が来ました。

今日は最後のオーロラ鑑賞ですも二度目のスキーラ

ンドヘと向かいました。ところが、今日は昨日とは

全く違う幻想の世界が始まったのですb(オーロラで

赤色が見られることは稀と聞いておりました｡)淡い

グリーンのオーロラの中に赤色のオーロラが舞い始

めました。

見ている人たちから“ウオーツとひときわ大きな歓

声が沸きあがりました。帰路に向かう時間が近づい

てもオーロラは消えることなく益々大きく舞い、私

達は雪上に大の字になって空の光のショーに見入っ

てしまいました。お話によると3日間そして2～3

時間も続けてオーロラに遭遇することは少ないと聞

き､今回の皆さんとの旅の成功を実感したものですも

本当に素敵なオーロラの旅でした。ご一緒いただい

た岩本さん・平野さん・森重さん本当にありがとう

ございました。

一
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折角SDCに入っていながら仕事柄なかな力浪期の

計画が立てられず、クラブダイビング計画に鋤ﾛで

きずにいますb

よって、会員のメンバーの皆さんとお会いするの

も年二回の総会と新年会くらいで何のために入って

いるのかとたまに思うことがありますb

ところが、たまたまホームページの掲示板を“覗

き見”させてもらったところ飲み会があるとの事、

早速参加させてもらいました。

幹事さんは世間が広いせいか高級ホテルの27階

でナイトラウンジ・・バンド付きで飲み放題・食い

放題、会費はたったの￥5,000ぽっきりと、まった

く良いところを見つけてきたもんだと感心しきり、

集まった同好の士も20数名、賑やかに、楽しくダ

イビング談義に花咲きました。

幹事さん有難う御座いました。また同様な企画よろ

しく御願いしまする

ところで、この場を借りまして私のダイビングス

タイルに御賛同の方が居られましたら是非御一報く

ださい。先ず、寒いのはキライ、水温25度以下は

入らない。また、本数稼げばいいってもんじやない

んでガツガツ潜らない。

南国の椰子の木の下で現地の地ビールなど飲みな

がらゆっくりリゾートする。・・・と悠長なこと言っ

ていますが現実仕事していますので、あまり先の計

画は立てられずせいぜい一ヶ月前くらいに計画・実

行してますbあともう一つ、海にばかり潜るんじや

なくたまにはニューヨークのライブハウスに潜りま

せんか？いいジャズやってますb

皆さん～～～よるしくう－．
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5月11日西新宿の「センチュリーハイアット東

京･27Fラプソディ」での飲み＆食べ放題500

0円ポッキリの単なる飲み会に遠くて近い？近くて

遠い？越後湯沢から参加しました。

この会を提案された方に感謝しております！有難う

ございました。

前回はスキーシーズン真っ只中のため、気持ちだけ

（？）の参加で、HPで大隅照子さんの感想を覗き

見して“次回は絶対出なくつちや！”と決めていま

した。夜中に戻らねばならない強行軍でしたが、ほ

のぼのとした気分でとても幸せでした・・単なる飲

み会は実の有る飲み会・・・

新年会も会報掲載のツアーにも休みの都合で殆ど参

加できない身にはいろんな人と出会える又とないチ

ャンス1ステキな出会いもありました～～》，

瞬く間に時間が過ぎて～お話出来なかった人もいて

～残念～時間が足りなかった！！

「海に潜ると人生観が変わるよ」とよく云われます

が､何を隠そう私も人生観が変わった一人なのですb

単に潜っただけではそう簡単に人生観は変わりませ

んbダイビングを趣味としているSDCの超（？）

個性的なメンバーに出会えたから．．入ってヨカッ

タ！とつくづく思うこの頃です6

首を突っ込めば突っ込むほどに、人間模様が楽しく

て、人生長く生きてこられた先輩方のお話は興味深

く、楽しく、ためになりお人柄も理解できて・・近

頃は海の中の魚を観察するよりも、そっちの方でエ

キサイトしています6

毎月「ヴィンテージな会」があったら良いな・・賛

沢な願いでしょうか？

へ
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へ

最近号の某ダイビング誌に｢わずか15年前には(パ

ラオは借金してでも行くべき）と云われ、高嶺の花

のスポットだった。料金も一週間で軽く30万円以

上、それが今や4～5日間のダイビング付きで10

万円を切るのが当たり前という落差bカードを取っ

てすぐやってくる初心者も珍しくなくなった。随分

な様変わり・・・・咳わっていないのは海の中（魚

影の濃さ）かもしれない」という記事があった。費

用、アクセスがリーズナブルになったパラオでダイ

ビング出来る幸せを感謝しつつ、竹腰リーダーによ

るツアーに参加した。

メンバーは鈴木清子・竹腰憲江。岡野博・中野章・

宇留賀達雄･熊倉政美･若狭英彦･若狭智京の8名

である。（会員番号順、略敬称）

今回の宿泊先はカープアイランドリゾート。ここ

はパラオの中心であるコロール島からスピードボー

トで、ロックアイランドの風景を楽しみながら約1

時間の所にある総面積約7万坪の星型の島。主要ス

ポットまでボートでわずか15分というダイバーに

とって絶好のロケーションb宿泊は海に面したシー

サイドコテー乳必要最低限の物以外時計も何も無

い島。あるのはヤシの木の間からのそよ風と静かな

時の流れだけ。きらめく朝日、黄金色の海に沈む夕

日の中でも

（カーブアイランドリゾートとは）

オーナーは日本人の岸川氏。ここ鋪I設するに当た

りそのネーミングを奥さんと協議大の巨人ファン

のオーナーはジャイアンツアイランドとつけるべく

主張したが、広島ファンだった奥さんはカーブを主
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損そこでその年にセントラルリーグで優勝したチ

ーム名をつけることで合意した。結果は当時古葉監

督率いる広島カーブの優勝で現在のリゾート名が誕

生したという訳だ。

（潜った主なスポットと魚）

ダイビングは原則として一日2本で、朝8時30分

頃出発、午前1本、そして潮の引いた近場の無人島

で昼食、休稚も1時半から2本目のスポットへ、2

時半頃には島に戻るというパターン。

○ジャーマンチャネル

「ブルーコーナー」などへ行く途中に通るドイツ人

により人工的に切り開いたというチャネルの両端に

あるマンタウオッチングの代表的なスポット。しか～
し見たものはカニハゼ、ガーデンイール等砂地に生

息する小物。実はブリーフィングの時ガイドがくこ

こは白い砂地が広がりパラオで唯一の美しい景観が

見もの､ハゼ類も多い＞と説明｡誰かの｢マンタは？」

の声に「マンタねえ～」とニヤッと笑っただけ。何

か気になる態度。エントリー後マンタウオッチング

の場所は素通り、盛んに4物類をウオッチングもや

はりマンタの姿を見ることなく浮上｡｢実は1月には

1日10枚の飛来が有り1カ月続いた。しかし2月

に入り、4mも有ろうかというタイガーシャークが

現れ、かなり殺られてしまった。生き残ったのはど

こかへ逃げ、それ以来ここに戻ってこない」とガイ

ドの説明｡皆悲痛な思いで納得もしばし言葉も無い。

運良く逃げおおせた彼等、いつかまたこのジャーマ

ンチャネルに戻ってくることを願う。

○ニュードロップオフ



ナポレオン､バラクーダ､グレートリーフシャーク、

ミクロネシア固有種のフレームエンジェルフィッシ

ュ等々、魚影の濃さ、種類の多さはこれこそパラオ

だというポイント。

○ブルーコーナー＜リクエストで2回潜る＞

パラオの代表的スポット。タ髄に突き出た岬といっ

た感じで垂直に切り立ったドロップオフはストーン

と不気味に落ち込んでいる。壁沿いに行って棚に上

がるが潮が速いので皆慎重に泳ぐ。水深20メート

ルの所にバラクーダの群、それと交差するようにギ

ンガメアジの蝋時折ウメイロモドキが乱舞する。

カスミチョウチョウウオも、グレーリーフシャーク

が完壁なまでの流線型の美体を誇示し、無気味に

我々の頭上を旋回している。棚の上は下からの潮が

ビュンピュン流れ、カレントフックで体を安定させ

ても立ち気味になるとそのまま身体を持っていかれ

そうだ6両手でしっかり岩を掴んでいる者、流石世

界屈指の魚影の濃さとダイナミックなスポットと言

われるだけのことはある。

その時宇留賀さんが魚たちの大バトルを目撃する。

報告によるとガイドが捕らえてBCのポケットに入

れておいたタコが逃げ出したところを先ずホワイト

チップシャークが襲い掛かり、そこへ厚い唇の大き

な口を開けたナポレオンが猛然と喰らいつく。更に

何処からかやってきたローニンアジも加わり、一斉

にタコを葵う。タコはパニックに。正に喰うか喰わ

れるかというより、喰い食いちぎるド迫力満点の三

つ巴の争いが展開された。．．そしてタコはバラバ

ラにやがて姿形も無くなった。この間わずか3分も

自然界の徒とは言え、余りにも惨い出来事だったと

いう。残念ながらこの大バトルを一部始終ウオッチ

ング出来たのは当のガイドと、宇留賀さんだけだっ

た。

やはり大物､光物大好き人間を自認するだけあって、

肝心なシーンは決して見逃さない。

○ブルーホール

水深17～18mのリーフ上に、その部分だけ真っ

青にぽっかり開いた穴bその穴の中に吸い込まれる

ように降りていくと、頭上に円型の光力糖く。美し

いブルーとのコントラストは幻想的で、感動的なシ

ーンだ6別の穴から入ってくるダイバーのシルエッ

トは青い海の色に溶け込みボーツと浮力ぶ光景を見

ている自分は癒し満点の世界に浸っている。

○ゲロン島アウトサイド

オーナーの娘さんが開発したというスポット。超大

型のシャコ貝、大型のマダラトビエイ2枚、このト

ビエイの口元が私にそっくりと竹腰さん、鈴木さん

がマスクを揺らしながら水中で喜んでいた。

○シャンデリアカーブ前の浅瀬

5～6mのサンゴのガレキの間にマンジューイシモ

チ、ニシキテグリをウオッチング6

4日間潜った何れのスポットもパラオを代表するも

ので、決して期待を裏切らない見せ場を提供してく

れた｡惜しむらくはガイドに恵まれなかったことだ。

もう少し我々の泳ぎの状態、要望を汲んだガイドを

してくれたらと思うことしばしばだった。

（アフターダイブ）

一日のダイビングを終え島に戻ると、一寸しょっ

ぱいシャワーでさっぱりし、アフターダイブの主役

のコテージテラスに三々五々に集まる。側寺しかそ

こはミニ宴会場に。お世辞にも良品印とは云えない

ネタで互いに突っ込み、ボケを演じ、笑いの場と化

すb夕食後､すっかり暗くなった桟橋の突端に行き、

寝転び天を仰ぐ。南の空には南十字星とにせ十字星

が、北の空には北斗七星。そしてあたり一面にダイ

ヤモンドを散りばめたかのようなキラキラ輝く星の

数々・時折流れ星が走る。しばし沈黙の時間。やが

て9啼固ぎともなると東の空からあたかも海面を盛

り上げて来るかのように月が昇り始める。海面は黄

金色に染まる。一日目は雲も無く満月だったので、

上空に達した頃には、周囲は真っ暗なのに空は埠々

とまるで昼間のように明るい。そして二日目の夜の

空には鰯雲が広がりそれがやがて羊の形になって空

を覆う。月の光が雲を通し、又は合間から頭上に降

り注ぐ光景は、まるで自分が流氷の下にいるかのよ

うな幻想的シーンbカーブアイランドの夜空の光景

は都会では決して眺められない。時間を忘れ、午前

2時過ぎまで2晩続けて桟橋で語り合った元気な仲

間もいた。
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（ハプニング～ドジッテしまった）

その1左の胸の筋肉を傷める。

Aさん、ブルーコーナーの棚の上がり側の岩に手を

かけた際、身体をひねり左胸の筋肉を強く傷める。

深い呼吸をしたり笑ったりすると痛むbシップ、痛

み止めの薬を塗るが効果は薄い。無意識に痛んだ所

をさすっているつもりが何故かやや下の乳首周辺に

手をやる仕草が何とも色っぽい｡滞在中は完治せずも

その2右腕の筋肉を傷める。

Bさん、エントリーの体勢に入った時、手を付いた

ところが濡れていたため、体のバランスを崩し右腕

を目一杯伸ばしてしまい筋肉をいやっと言うほど傷

め、暫く起きれない状態に。以後痛みをこらえダイ

ビングを続ける。滞在中には完治せず6

その3「ハイポーズ」で海中にダイビング

リゾートの入り口に厚く重い板に「ようこそカーブ

アイランド」と書力珈た看板が有り、それを前に全

員で記念写真を撮ろうと手を掛け、ハイポーズと発

汽と同時に支えていた柱が緩み看板もろとも前列

者は水中に倒れこんで、幸いにもそこは浅い砂地だ

ったため、Cさんがスネを強く打っただけで止まっ

た。まかり間違えば大怪我になるところだった。

一同肝を冷やすbCさんの傷を見たNさん､すかさ

ず厨房に走り、ビニール袋に氷を入れ足の手当てを

した。機敏な処置のためか滞在中に完治する。

その4ベッドのフレームをへし曲げる。

リゾートのベッドはよくきしむ。同室者の言による

と相棒が夜中に寝返りを打った礒体の重みでボキ

ッとベッドのフレームが曲がってしまったと瓶男

性の部屋のフレームは無事だったのに。
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その5フィンを履かずにドボン

エントリーの際､鈴木イントラから必ずウエイトは、

マスクは、バルブは、フインはとチェックの声がか

かり、ハイの応答それでもDさん、フインを履か

ずにドボンbまたTシャツ短パンの軽装で潜ってい

たガイドを見て自分もいつかやってみたいと思って

いたEさんは最終日の浅瀬のポイントでトライを決

意同様のスタイルでタンクを背負ったところまで

は格好良かつたがフィンを履かずにドボン｡｢格好悪

かつたなあ」とは本人の弁。

その6下着は奥さんのものばかり

同室者の言によると日頃から旅の支度は奥様任せに

しているFさん｡今回はどう間違ったかバッグから

出てきたのは奥さんの下着ばかり。本人大いに慌て

るがそれをどうしたかは同室者は後追いしていない。
へ

（コロールのホテルで終日フリータイム）

カーブアイランドでスケジュールを終えコロールの

パラオ・パシフイック・リゾートに移動。2日間を

フリータイムで過ごすbテニス、水泳（プール）に

興じ、バスタブにも入り更にリラックス。

夕食は久々に街のレストランへ（ドラゴン亭)｡新鮮

なシーフード、地元料理に舌謬るメニューの一つに

「ナポレオンの唇の煮付］があったが興味を示すが

オーダーした者はない。旅の締め括りにふさわしい

団簗の一時であった。

（終わりに）

それにしても皆良く食べ、良く飲み、良く笑い、良

く遊び、おまけに好天にも恵まれた楽しいパラオダ

イビングツアーであった。あ～疲れた1

でもあの青とパステルカラー・クリスタルの水色のへ

コントラストが美しい海、素晴らしく幻想的な夜空

を想いだす時、またパラオに行きたくなっている自

分がそこにいるだろう。

陶戸＝
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小村皀＝

弥勒祭りもその一つで、豊年祭の行事の撮影が目的

で訪れました。弥勒というお面をかぶり踊る素朴な

お祭りだったと記憶していますbその当時の与那国

島には飛行場など無く石垣島から連絡船で8時間ぐ

らいかかっていたと思いますb島には旅館は一軒し

かなく、訪れる観光客など全く無い時代でした。

波照間島には旅館は一軒も無く、石垣島の知人の

紹介で民家に泊めてもらいました。泊めてもらった

家に当時小学校4年生ぐらいの男の子がいて、この

子テーマに10日間程撮影させてもらいました。奥

様の手作りの豆腐、御主人が夜にライト持って出か

けるのでどこに行くのかな－と思っていたら大きな

篭に伊勢海老が一杯で帰って来ました。大きなざる

にゆでた山盛りの伊勢海老と泡盛で心暖まるもてな

しでした。いつまでも忘れる事のできない懐かしい

波照間島での思い出です6

帰りに石垣島の川平湾で初めて水中写真を撮りま

した。当時日本では水中で撮影できるカメラは少な

く、キャノンカメラ株式会社が水中ハウジングを製

作していました。大変大きく重いものでした。スキ

ュバーダイビングの事など知りませんでしたので､小

舟で沖に出て、よさそうな所でアンカリングし、舟

をベースにして素潜りで潜ったのですb漁業用のガ

ラスの浮きブイとキャノンカメラを入れたキヤノン

マリンをロープで結び、カメラは先に海の中に沈め

ておきますbそして、息の続く限りシャッターを切

るのですも水面との往復を何回も繰り返して撮影し

ていました。当時の川平は海に潜る人など皆無でホ

ントに美しい海でした。そうしたある時突然目の

前にサメが現れ命からがら舟に上がったのを思い出

します6いま振り返ってみると危険なサメではなか

ったと思いますも今ではすべて懐かしい思い出ですも

私が初めて海の中の美しさ

を知ったのは23才の頃、

今から41年前のことです6

当時の私は日本の島々の写

真を撮り始めていて、日本海側の島根県の沖にある

隠岐の島を割合めに、壱岐の島、対馬、平戸、五島

列島、甑島とだんだん南に下がりました。そして奄

美大島の島々も次々訪れて、沖永良部島で初めて海

に潜りました。

島の写真を撮っていたのですが、写真の中身は、

主に暮らしをテーマにした人や生活文化でしたので、

漁師の船に乗せてもらって海に出、その暮らしぶり

を撮影させてもらう事もしばしばありました。しか

し海の中まで思いもつかない事でした。

ところが、沖永良部島での出来ごとですb島の子

供達の写真を撮っていたら海に誘われ、つきんぽで

魚を突き、潜ってはサザエやウニ、伊勢海老まで捕

ってきました。

ウニやサザエは石で叩き割りそれを海水で洗ってか

ぶりつくのですも今振り返ってみますと何と贄沢な

体験をしたものだと懐かしく思い出しますもその時

初めて白砂とサンゴに出合い美しい海の中を知った

のですbこの時の驚きと感動は今でも忘れられませ

ん。これが海との付合あいの始まりで今日まで続い

ていますb

沖永良部島に行った翌年、沖縄の本島を通り越し

て、石垣島、与那国島や波照間島まで足をのばしま

した。当時はまだ米国の占領下にあり、日本政府の

発行の身分証明書、今のパスポートが必要な時代で

した。

当時の与那国島には昔のままのお祭りが残っていて

見る事ができました。

へ

へ

昔、若かった

頃に訪れた島々

が、ダイビング

に観光に大勢の

人が訪れる所に

なるとは当時想

像も出来なかつ

門
…

■』!

撫鐺*
,

念 麹

像も出来なかつ．（与那国島の港.1962年園

た事ですbそれ以来､数年前に一度訪れたきりですも

いつまでも美しい海である事を願うのみです
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…串

一
峰
。 ●第1部カイロ・ギザ…「エジプト考古博物館」

は流石に初代館長マスペロ博士が遺物の国外流出を

防ぐために建てただけあって、素晴らしい文化遺産

の数々に圧倒させられるがダントツは何と言っても

「ツタンカーメンの秘宝｣｡続けてギザヘ行き｢三大

ピラミッド」と「スフィンクス」を見学、そのスケ

ールに圧倒される。・・・「ピラミッド建設の新説」発

表（此処は真面目に書いてあるので興味のある方は

どうぞ)。20年というタイムリミットでは､本体よ

りも手間の掛かる不経済な傾斜路を造っている余裕

は無かった筈、スロープを使わないで巨石を積み上

げる職人ならではのアイディア｡…｢スフィンクス」

に対する諸説の一部に関する考察最近の研究で｢ス

フインクス」の建造は定説の倍以上の古さであると

鵲瀧鱒競高窓灘琴駕懸へ
のおよそ訪れないダイビングクルーズでアカバ湾の

奥に発見。

●第3部ルクソール･･･西岸の見所、「メムノン

の巨像」と「ハトシェプスト女王葬客澱」の山をく

り貫いた石造建築のスバラシサに感動し、「王家の

谷」では一番豪華な「ラムセス2世の墓」とやはり

「ツタンカーメンの畠が圧巻b…東岸では先ず｢ル

クソール神殿」の大きさとその彫物の見事なことに

感動したが、次の｢カルナック神殿」はその10倍

のスケール、地上最大の石造宗教建造物。ついでに

夜の倍と光のショー」とルクソールの不思議な夜

路の感慨｡朝5時に起きて前日見残した王妃の谷へ、

永遠の美女「ネフェリタリ」の岩窟壁画を見に再び

赴く、わざわざ再訪した甲斐があった。…カイロに今

飛び戻り空き時間を利用してカイロ随一の「モハメ

ッド・アリ・モスク」を見学する。

壮麗の極み。

○第2部レッドシー・ダイビングクルーズ

レッドシー(緬鋤、かのジャック・イブ・クストー

が断言した世界一の湛とうとうおじさんやってま

いりました。

シヤルム・エルシェイクからクルーズに乗船した

後遅い夕食パクツキながら早速話に花が咲く。ダイ

バーは皆その数日ぱ実に仲良くなれる。特にこのメ

ンバー打てば響き、突っ込んでも落としても見事に

反応するので非常に楽しい。日本人用のクルーズだ

そうで、6人が11人乗り(客ヨのこの船で楽しく

過ごせそうですb腹はいいし本日目一杯見回ったの

で些か眠たい感じの小生も、この楽しいメンバーに

釣られてビールを片手に話の中に…

今
回
の
エ
ジ
プ
ト
レ
ポ
ー
ト
は
何
分
に
も
大
作
の
為
会
報
に
載
せ
切
れ
ま
せ
ん
。
か
の
地
は
ダ
イ
ビ
ン
グ
だ
け
で
な
く
史
跡
や
観
光
も
素

晴
ら
し
い
所
だ
け
に
、
意
外
と
忘
れ
易
い
海
中
の
思
い
出
を
ビ
デ
オ
や
写
真
と
共
に
、
興
の
赴
く
ま
ま
に
書
き
連
ね
た
百
二
十
枚
の
大
作

を
数
枚
に
ダ
イ
ジ
エ
ス
ト
す
る
よ
う
に
と
の
お
話
で
す
の
で
、
目
次
に
多
少
の
説
明
を
加
え
た
程
度
に
し
て
お
き
ま
す
。
も
し
全
編
読
ん

で
み
た
い
と
い
う
奇
特
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
連
絡
戴
け
れ
ば
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
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旅行社は違えど今日1日の行程は同じだったよう

で､傑作だったのは同じ旅行社で一緒に着いたのに

O穰、他の人と離れ離れにさせられ、唯一人リムジ

ンに乗せられ連れ去られたとのこと｡｢コリャきっと

あたしや売られてしまうんだ、明日の今頃はアラブ

のハーレムだドウシヨウ」とこの鉄血才女も本気で

心配したそうだが、以外にも彼女のガイド、非常に

親切でこまごまと面倒見が良く、良心的であくどく

ないといった感じ…。片や土建屋さんコンビ、リム

ジンとは程遠いオンボロに乗せられ、おんなじ処を

回っているのに明らかに差のある待遇だったそうで、

齢Lりするおっさんコンビの呪いの言葉を子守唄に、
涼しい風の吹くデッキの上でバタンキューの小生で

した。

○8．14Nb.1「テインプル」＊カメラ

へ魚多し､固有種ゴールデンバタフライが洗面器大、
思わず拝みたくなる様な神々しさ。唯、この後毎度

出てこられると、かあちやんと同じ、（口が滑った御

免なさい｡）エイのリーフスティングレー、レッドシ

ークイーンバタフライ、ブラックキャットバスレッ

ト等固有種兼珍しい系、クマドリ、ミヤコテングハ

ギ(インド系の綺麗な方､当家の水槽のは最近死亡）

白いウツボ各種のチョウチョウウオ達、ニシキヤッ

コ(抜群の色彩、ビデオ映り最高の花形)、ユカタハ

タ、クギベラ、クロクチベラ等平凡な魚も水が綺麗

だと惚れ直す6シャコガイはじめ無脊椎類も見事な

色彩。マクロススは未だ出てこない。期待させる。

へ

○8．14Nb.3「ラズ・モハメッド」＊ビデオ

出ました、真打、本日最後はいきなり出し惜しみせ

ず本命のお出まし！…。かのジャック・イブ・クス

トーが世界一の海と豪語したポイント、陸路から入

るだけでも金を取られるエジプト唯一の国立公園、

チャンピオンの登場ですb

インして直ぐバラフエダイの大群の出現は向こう

が見えないほど。バラクーダの大群傲匹の群は見

たがこのスケールは今でも信じられない、ビデオに

良く映っています）ギンガメアジの大群、後名前わ

からず系の大群が行き来する中、唖然と見ている仲

間たちが映っています。

カメ、ナポレオン何回も、マクロスス（セダカヤ

ッコ）やっと遭えた。でかい美しい。ダントツの固

有種でおじさん最近死なしちやったけど4年飼って

いたんです。3つのリーフを一気に流れ降り、ラス

ト…。何？落ちが無い？落としましょう。何と最後

に眼下に出てくる出てくるのはトイレの大群1．昔

ここらで便器とバスタブの運搬船が沈んだんだそう

な、御笑いめさるな…。

初日はマアマア軽かつたせいか、皆さんビールも飲

めるし話も大いに弾み、世界の色んな潜ったポイン

トの自慢話等に華が咲く。ソコソコあちこち潜って

いるつもりの小生もこのメンバーの中ではレベルが

違うことを痛感させられつつも何とかついて行き

「ピラミッド建設方の新説」では土建屋さん方の大

いなる賛同を得る等、ヨッパライ達は何時までもし

やぺりほうけているのでした。

○空けて2日目サファリダイビングクルーズの特権、

シヤルムイク･シェイク泊まりのボートダイブでは、

遠征不可能な距離に来ていますも紅海随一の沈船ポ

イントですb

暗くて中はビデオは映らないと言われていたが意外

と良く映って、暗闇にキンメモドキが一斉に飛び立

つところ等かなり迫力。
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j鮒です|ｼー柿ｿ伽剛'ｿ対ソ7-|/制’
○8．16NO.2「ジヨイフィッシュ・アーリー」

＊ピデオ

ケープ（洞窟）ポイント。ロタホールの小型版な

んだが向こうが一つだけなのにここは色んな穴が幾

つもあり、それぞれ天井の光が射すので非常に美し

い。

特に最後の穴で光が回転して水中に差し込む様、

神々しい程のこの光景、見事にビデオに納まってい

ますb今回で透明度最高30m文句なし。

もっと宣伝しなくつちや、こんないいポイント、

本にも書いてないし。

ケープを出た後､小江から見た景観も素晴らしい。

ナポレオン、バラクーダ、マクロスス、ゴールデン

バタフライ、タテキン等見晴らし最高のポイント。

昼寝している間に近くの船と当船の物々交換が始

まったらしく、起きたらイタリアンのピキニギャル

が何人も傍に群れている。暫くして立ち去ったが目

のやり場に困った（正直)。

飼育の方はアラピアンエンゼル(学名アズファー）

とセダカヤッコ(学名マクロスス)はハーフムーン・

エンゼル種として、両方共紅海の固有種として、ち

やんと本にも出ているのに此処では一緒だという。

確かにハイブリッド的ではあるが、厳密には此処の

はマクロススだも本物のアラピアンは一度も見なか

ったし、ガイドですら見たことが無いという。と、

すると我が家の水槽で泳いでいるのは？あんた誰？

浅い処で少し時間があった。自由行動。ゴールデ

ンバタフライをゆっくり観察する。亜種でさえ他所

では見られない絶対の固有種、水槽の中より遥かに

綺麗水が透き通っているから尚更だが、他の魚よ

り抜きん出ている。何時も夫婦2匹で仲が良い。岩

陰にじっとしている。逃げない。気が小さいのかこ

ちらを恐れているの力洞かおじさん悪者みたい。海

の中ではもう二度と見れないだろう。さようなら。

この魚だけは飼ったことはない。高い…。後で解

ったことですが、ゴL－ルデンバタフライがペアーで

其処を動かなかったのは産卵した卵があったせいな

んだとか、納得、意地らしいね。

32○清原れい子

静
弾

声
塾

F、

匠

パラオダイブクルーズツアー最終日は、丸1日フ

リータイム。参加するなら、いちばん職張りツア

ー｣にと､私たち2人は95ドルでランチ付きの｢シ

ーカヤック＆ジェリーフイッシュレイクツアー｣に。

途中の無人島でみなさんと別れ、迎えにきたボートヘ
に乗り移った。ラッキーなことに2人だけの貸し切

りだbまずはシーカヤック。古代の珊瑚礁が火山噴

火によって押し上げられてできたという島々の問を

進む。波静汎私は西表島に続いて2度目。栗本は

るみさん（356）は初めて｡「ブレーキ｣｢右､右！」

「左！」。かけ声はにぎやかだが､カヤックは水面を

すべるように（ほんとうです！）進む。バディがよ

くて、すこぶる快調エメラルド、淡いグリーン。

海の色がこんなにもきれいとは、とため息が出るほ

ど。あふれる緑にクチナシモドキの白い花が咲き、

ときおりパラオの国鳥ハトのホーホーという鳴き声

が聞こえる。

あっという間に時間が過ぎ、次は世界でもめずら

しい、毒のないクラゲが生存する塩水湖・ジェリーヘ

フィッシュレイクゾ、透明度数メートルの緑色の海

中にただよう半透明の白いクラゲは、手でさわると

寒天かゼリーのよう。縁が赤茶の、花びらのような

タコクラゲもゆ～らゆらと。昼食は無人島で。とい

っても、ほかに数グループも和風弁当はお米が立っ

ていて、鶏肉の煮付けもとても美味b目の前の海が

またすばらしく、サメ、ダツ……と、魚がたくさん

いる。「もっとすばらしいところに」と言われ､セメ

タリーという地点へ｡F砲対に立たないで｣と注意さ

れてシュノーケリングを始めると、すぐ真下がお花

畑と森の珊瑚篤魚がいるいる、ロクセンスズメダ

イの大集団。超どでかいチョウチョウウオやヤッコ

などなど（2人とも魚の名前に弱いのです)。ナポレ

オンが4匹悠々と泳いでいる｡パラオの自然を満喫

天気もよく、2人は大満足。ホテルに戻るとムッム

ッム、なんと断水で一気に現実に戻りました。

憩鐸…際1

３
代
■
も
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餐ｲピﾝ舛に齢っ
O10上村敏郎

‘
アンカーロープを伝って潜ったのですが、十四～五

分くらいたったころでしょうか、急に流れが強くな

りました。ガイドが無理だと判断したのでしょう、

上がれということになりました。全員がアンカーへ

と這って集合したまではよかったのですが、順番で

数珠つなきでしか上がれません。ところが先にボー

トまでいっても、流れが速くてなかなかボートに上

がれません。下で順番待ちのダイバーはロープにし

がみついたのですが、足が完全に上向きになり、文

字通り鯉のぼり状態ですも必死になって両手でロー

プを掴んでいてもズルズルすべりますb手が離れる

と相当流されボートからはかなり離れることになり

ますもとにかく数分間我慢してやっと浮上し、ボー

トのロープをつかみましたが、結局フィンの一つを

流すことになりました。

＜キックカ不足＞

小笠原のマグロ穴近くでのことですも

男女7～8名借い人ばかり)で潜り、浮上しはじめ

たのですが、流れに向かって水中を移動する形にな

ってしまいました｡最初は最後尾で一生懸命につい
ていったのですが、次第に遅ｵ1始め、前が見えなく

なりました。そのうち、疲れてしまい、移動できな

くなり浮上してしまいました。船は見えましたが、

流れのため近づけません。船上ではガイドが泳いで

こいと言っているのですが、ダメです6回りを見ま

すと、すぐ近くに岩があり流れはその方向に向かっ

ていますも船は岩に近寄れず立ち往生していますb

岩にぶつかるとどうなるかなと思うのですが、なす

すべなしですb

やっと船から木の浮きのついたロープが投げこまれ、

それを掴んでかろうじて船に戻ったのですが、二時

間あまり父島に戻る間、横になってぐったりしてい

ました。精神的にショックを受けたようですbとに

かくキックカの不足を痛感しました。いまだに、あ

の時どうすれば良かったのかわかりません。

た、上挑とした体験
O98菊川清氏

生来の物忘れのひどさと

ものぐささで私のダイヴ

ィングは今にして思えば

失敗の連続でした。マス

クなし、フインなし、バ

ルブのあけ忘れなどなど

限がありません。しか

しこれらの失敗はボート

にすぐ戻るとかバデイーの力を借りるとかで何と

かしのげるものですも

しかしこれからお話しますことは今思い出してもゾ

ーーとしますも

2年程まえ、シニアーの仲間とバリにダイヴィン

グに行き、まずはかたならしにとヌサペニダにいっ

たのですが、一本目は岩陰の浅くてとてもきれいな

ポイントでしたが、すこし外れるとすごい流れでも

って行かれ、これでは面白くないということでバリ

よりの南側のドリフトできるポイントへ､移動しま

した。

エントリーしてすぐはそうでもなかったのですが

10mもはいると流れが急に早くなりこれはやぱい

ぞと思い、岸側に寄ろうとバディのH氏にサインす

るため振り向くと、彼はすこし沖側の私より10m

くらい深いところで、マスククリアーしながらこち

らを向いてくれません。しかも泡が上に上がって

いない！ダウンカレントだ、メーターを見ると2

Om、彼は30m前後だと思い、急いでかれに近づ

こうとしてみましたが、流れの強さに私の力は及び

ません。数秒のうちに岸側は見えなくなり周囲の対

象物もなくなり気はあせるし頭がまつしろに…

とその時しんがりにいた私たちのサブガイドがすご

いスピードで彼に近づき彼を抱いてB.C.にエ

アーをいれ浮上を始めました。

その時の安心感というか安堵感はいまだに忘れる

ことができません｡涙が出るようなほっとした気

持ち、実に久しぶりに味わいました。ガイドさん

有難う。これを教訓としますますの安全ダイヴィン

グを心がけようと思いますb

後日談H氏のマスクはストッパーが取れていま

した。これではクリアーもききませんね。彼は最近

やせたのでしょうかね？と私に言っていました。

・21‐



ダｲピﾝ舛に齢つ
417豊田映子

「こわかった...」「ヒヤリとした…」何度も考えて

みましたが、もの忘れ激しく？楽しかったことばか

り残り恐いことが思い出せません。

私にとっていつでも､浮上して｢生きててよかった」

の世界なのに…。この6年を振り返ると辛い思いし

たのはどれもこれもスキルの無さからくる失敗が原

因のことばかり。

*ウェイトをつけずに潜行してしまったこと

*迷子になってしまったこと

*BCの止め具を外したまま潜行してレギュが口か

ら外れそうになったこと

*流れの中､フインキックをどんなに頑張っても仲間

から遅れていくあせり

*ボートからエントリーして流れがきつく集合場所

にみんなが集まれず一人取り残された不安

常エアーを吸う度、海水が入ってくる恐怖等々…。

こういうことは本数を重ねるまでに誰もが通りすぎ

ることかもしれません。

私のダイビング歴は浅く、たいした体験ではないか

もしれないけれど､ひとつひとつの出来事のなかで、

ガイドの一言態度同行パーティの態度でパ

ニック度が左右されるということ。これだけは自信

を持って言える気がしますb

時々、娘と一緒にダイビングを楽しむのですがまだ

娘が自分の機材を持っていなかった頃、そこのショ

ップの機材をレンタルしてのダイビング中、インフ

レーターがうまく機能せずBCの調節ができないと

いうトラブルに見舞われました。その時ガイドはイ

ンフレーターを外し、自分で口からエアーを入れて

調節するようにと一言だけ書いてさっさと行ってし

まいました。流れのある中、それでも娘は懸命にレ

ー22‐

た、ヒヤIﾉとした体験
ギュを外してはBCにエアーを入れたのですが見か

ねて、私は自分のBCにエアーをパンパン入れて娘

を脇から支えて泳ぎました。

自分の身は自分で守るのが鉄則ですが、その時の一

言そして優しい態度があればパニック度は小さくて

すんだのにと残念でなりません。

逆にガイドやパーティの優しい視線でパニック状態

にならずに済んだこともあります…。

60歳を過ぎてライセンスを取った友人の話ボー

トへ梯子を使って上がる時、バランスを崩して海に

落ちてしまいました。もうレギュは外しているし、

突然のことに判断できなくて溺れて水を飲んでしまノヘ
いました。病院に運ばれ無事ではありましたが当然

のことながらショック癒えず潜れない状態が続きま

した。きっかけは勇気を奮いたたせ臨んだ体験ダイ

ビング、ガイドの優しさに癒されてこれから続けら

れそうだと。

最も海外ではガイドはあくまで道案内トラブルな

んて知ったこっちやないというガイドもいますけれ

どねだから海外では気のおけないバディと一緒

がいいですね。‐

で、最後に、誰かがトラブルを我慢し続けると、仲

間に迷惑をかけると同時に仲間の危険を呼ぶという

ことは覚えておこうと思っていますbこれはグアム

での体験から人の振り見てわが身を直せの教訓ですb

話 しは尽きず機会があればまた…。へ

スキルを上げ、楽しく安全に海を楽しみたい。寄る

年波にも海の波にもじょうずに乗って。

4○6香坂三道

あれは昨年の今頃フィリピンでの事でした。

マニラでの仕事の後一人でバタンガスから小型漁船

で30分のボニトー島にダイビングに出掛けました。

その島は歩いて一回り20分のかわいい小さい島で

島のオーナーがリゾートを所有していますb住民家

族20－30人はすべてリゾート勤務者ですも

私が滞在した3日間他のゲストはおらず、至れり尽

くせり､私は王様になりました｡食事の給仕は4人、

ダイビングの器材準備にも勿論､家来がつきました。

毎日何回潜るかは、その日の気分次第、ダイビング



の合間には、白い砂浜で生まれたままの姿で、だれ

に憧る事なく日光浴（遠くから見た人はトドか、

オットセイの日光浴に見えた事でしょう)。

ある夜の事､ナイトダイブに40位のフィリピーノ

（水中工事専門の職業潜水士との詞のガイドと潜

水中、わたしのエアーが50KGとなり彼に知らせ

ましたが、彼は魚の寝ている穴にかたっぱしから手

を入れて魚つかみに熱中。

エアーが20KGになっても止めようとしないので

私は水中ライトの下端で彼のタンクを叩きました。

その途端、ライトが壊れてしまい彼のライトの光

だけとなったところ彼のライトもまもなく電池切れ

の様子｡

うす暗い光の中、やっと彼も上がる気になっかのが

深度25メーター、最短の安全停止をして水面に上

へがった時､残圧はゼロ｡彼の残圧も少なかったので、
自力浮上しましたが、陸に戻って彼いわく“ノープ

ロブレム"。

このヒヤリ事故から学んだ事は、ガイドがなんと言

おうと残圧30KGになったら上がる意志を強く伝

え実行することです6

以上

追伸、その夜の王様はひとりでさびしく寝ました。

＝

O74藤井泰代

怖い目にあったのは、色々有りますが、潜行して下

で皆力輔った時に、自分だけ浮き上がってそれを止

める事が出来ませんb誰も気づいてくれず、大変不

安な思いをしました。50本潜っている割に、下手

で潜降できません。以前はファミリーでよく行った

のですが、皆ゴルフに熱中し私は一人になってしま

いました。

ボートに乗っていく時こなければよかったと思い、

水中ではきてよかったと思います6

ⅥC〃GFREEDIVINNGSER
石垣島・伊原間

5つのコンセプト

1．創造力・・オリジナルポイントを続々展開

全く新しいスタイルを提案。

2．感動・・林豊自ら感動したポイントだけ

をブリーフィングと共に提供

3．充実感．･AM2本･PM1本3DA/Eパタ

ーン｡豊富なポイントと充実のダイビングラ

イフを約束

4．快適・・新艇｢G-FREEI号」新エリアへ

の快適なアクセスを実現

5．満喫･･G-FREEスタッフ献海から陸ま

で全ての時間をトータルケア

~PRICELIST~

1ボートダイビング¥8,OOO

2ボートダイビング¥12,OOO

オプションダイビング¥6,OOO

＊代表林

~STAFF~

豊

昭和43年生まれ･A型・福岡県出身

西表島『ダイビングチームうなりざき』で9年

間ガイドとして活動し、現在プロ暦11年。

大物小物を問わず、水中生物の横顔まで紹介す

る､その繊細かつ大胆なガイドとブリーフィング

には定評がある。ゲストそれぞれの「割をかな

えるガイドがモットー。

＊渡辺奈緒子

昭和49年生まれ･A型・福岡県出身

ニックネームは「なおを」

＊村田法子

昭和44年生まれ･B型･奈良県出身

ニックネームは「のり」

TEL:O9808-9-2191-23-



葬朴な疑跨
私は次第に臆病になっています

O91山下和俊

会報の編集に当られる皆さんに心から敬意と感謝

を表したいと思いますも

と同時に4月号のとりわけ杉本先輩の[安全潜水

講座]を拝読するにつけ､日ごろから感じている素朴

な思いを記してみたいと思いますも

そこでまず、あらためて私のダイビング・ライフ

を紹介しますが、私が毎年3月初週から12月第2

週まで長崎潜水の仲間達と毎日曜ごとに潜り続けて

いるポイントは、ダイビング誌でも九州の西海地区

ではベストポイントとして紹介されているオオピキ

島（大きな蛙の意味）

で、長崎潜水の60

フィートの高速艇で

30分、海底炭鉱と

して知られる池島炭

鉱の直ぐ目の前に位

置する無人島ですも

今年の潜り始めは

3月11日で海底水

温は例年に無く低い

昨年8月には我々から50メートルくらいのところ

に小型ながらも30匹ほどのﾉ､ンマーヘッドが現れ

て独特のヒレを優雅に海面に水を切って我々を興奮

させてくれました。黒潮の分家?1である対馬暖流

の恵みを受けて、潜るたびに奥の深い楽しみと喜び

を与えてくれる東西に細長く横たわるこのオオピキ

島では風向に応じて天候に左右されずに南北のポイ’ヘ
ントを潜れますが、私はホーム・ペイスであるこの

島だけで300本は潜っているでしょう。このた

め購入当時はピカピカの最高級だったギアも寄る年

波?!で徐々に不都合を生じ、最近では、水深計・コ

ンパスそして残圧計までも次々に故障メンテだけ

は欠かさない重器材を除けば我がギアはまさに満身

こｵ劇疾といった状態で戎だが、このポイント

で潜る限り全ての海中の様子は私の身体全体にイン

プットされており､､干満の時刻と潮の大小を確認す

れば何のストレスも無く潜ることが出来ます6

とは言ってもこのポイントで過去に2回、2年前

の元日には宮古島の暗いケイプの中でも死ぬ思いを

したことがありますb水深24メートルの所で沖

引きに掴まってナイフを海底に突き刺して葡旬前進。へ

また宮古島ではセカンド・ステイジの根元が外れか

かっているのに気づか

ずエントリー、暗黒の

ケイプの中で急激な残

圧低下に気づき慌てて

海面に出て事なきを得

たこと。まさにガンガ

ンと流れる五島の外洋

の曽根で僅か30セン

チ程の目の前にある岩

に掴まるのに1分近く

13度、5ミリのウエットでは年寄りの冷や水で流もキックして太腿の痙箪を経験したりと言った具合

石に27分の1本で着替えてしまいましたが、このに元気一杯の若者達に交じって一通り派手な?1

日はナント100匹ではきかないしかも3メートルダイビングを続けて来ました。そんな体験の中から

はあると思われるイルカの大群が現れて幸先の良い元来臆病なせいもあって、次第に潜るたびに慎重に

潜り初めとなりました。なり、爾来私は原則として水深は20メートル程度
-24‐



まで、流れの無い地形に通暁したポイント、つまり

基本的には我が庭とも思えるこのオオピキ島で身体

が動く限り潜り続けたいと思っているのですbし

かしそんなわが庭のようなこのポイントでも、今日

の干満の時刻から潮流はこうある筈だ、と判断して

エントリーしても複雑な地形の海底では本流から生

じる反流があって思いもかけない流れを感じて、U

ターンすることがしばしばです6そんなわけで、

私は本数が増えるにつれて海という自然の前に粛然

とした懐きを覚えるのですbしかしそれは同時に

益々素晴らしい海に対する私の畏敬と撞着の想いで

もあると思っていますも

長崎の海に潜りに来ませんか

O91山下和俊

私は3月初旬から12月中旬まで長崎潜水と言

うショップで潜り続けていますb長崎潜水は当

方で一番の老舗で､機動力や占用的なダイビン

グポイントとして、西地区では代表的ナオオキ

ピ島/この島は海底炭鉱として活動している池

島のすぐ傍にある無人島で、同炭鉱の給排気施

設を山頂に有し同炭鉱から日常的なダイビング

のコンセンサスを得てその桟橋にボートを係留

して、ボートあるいは桟橋からエントリーして

いますも

毎週日曜日には、長崎潜水の福岡の同系ショッ

プであるバイキング･ダイバーズから大型バス

でやってくる仲間達と島で合流して多い時には

70人規模で一緒に潜っていますb600馬力

35人乗りのダイビング用高速艇を有してい

て、五島列島まで1時間余で足を伸ばすことも

ありますb

なお福岡を朝7時に出発して長崎にやってくる

自家用大型バスには、北九州や熊本からも合流

して、およそ0時頃に長崎に入り、オオキピ島

で2本のダイビングの後、福岡へ戻る日帰りツ

アーとなっていますも東西に横たわる無人島の

関係で、季節風に応じて北あるいは南でダイビ

ングが出来ます6
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そこで会報でツアーのリポートを読むたびに感じ

る素朴な疑問なのですが、我が想いわが心は常に海

にある62歳の人並みだと思う体力の私よりも先輩

とお見受けする皆さん方が時には40メートルの水

深、ガンガンの潮流の中での地形派とも思えるダイ

ビングをされている様子をどう受け止めたらいいの

だろう、ということなのですも

いろんなリゾート地でのバデイ単位でのオウン。リ

スクに基づいた実際のダイビングの様子をもう少し

細かに知りたいと思うのですが。直腸癌の6時間

余の手術で1年近くのブランクを経てから生還した

私の悠悠たるリタイアの日々。

55歳でADIの0Wに始まったダイビングを我が

余生の中心に据えて、デジカメ。パソコ’ン･Eメイ

ル・英会話･海外旅行といったサーキュレイション

の中で、出来得べくんば80歳までに1,000本達成

を生涯の目標として過ごしたい、と願っている現在

まだ330本のSEAからBSACへクロスオーバーしたイ

ントラの端くれなんですが。ウーン、やはり私は臆

病なのかなあ。

＝

(長崎の海を潜るツアーへの誘い）

日程：9月15日～17日（2泊3日）

9月15日夜、長崎のホテル現tM喋合、

16日高速艇で2ダイブ、夜懇規会、

17日観光後現j鋤革散。

費用：ダイビングフィ-12,000円

宿泊6,000円（1泊）

懇親会費約10,000円

その他長崎までの往復料金がかかりま

す6
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SDCｻｲバﾝﾂｱー報告
「ツアーに参加して」

会員高萩凱男

私は、ダイビングを始めて9ヶ月ですb今年の1月

SDCに入会しました。5月16日から20日まで

の「サイパンツアー」に初めて参加しました。

参加者は、ツアーリーダーの大隅さんとご主人の楠

夫さん、今村さん、私の4人でした。

ツアー期間中は、天候にも恵まれ又、サイパンの

海を知り尽くしていると言われるMOCのオーナー

でガイドの、ヒロさんの案内で17日から3日

間・デインプル・アイスクリーム・タナパグ・グ

ロット・オブジャン・ラウラウ・沈船・ティニアン

グロット･テイニアンフレミングのポイントを潜り、

時の過ぎるのを忘れるほど、いろいろな種類のサン

ゴや魚などの生き物を沢山見る事ができ、楽しく過

ごす事が出来ました。中でも、特に各グロットの中

で見た幻想的な光景や、テイニアンフレミングの平

坦な地形からL字形に90メートル以上落ち込んだ

ブルー一色の空間での遊泳は、自分力漁になったよ

うな気分でした。このようなポイントに、技術的に

も未熟な私が安心して潜れたのもヒロさんの細心な

気配りがあったからだと思っていますbそれから、

今回一緒にツアーに参加した今村さんは、300本

目のダイブになると言う事で、全員で記念のサイン

をしたTシャツをプレゼントしました。翌日、デイ

ンブンレの海底に全員集合し今村さんとTシャツを囲

みながら記念撮影をしたのですが、ユラユラ揺れる

ので全員がファインダーの中に収まるまで時間がか

かり、カメラマン？がシャッターを押した時にはホ

ッとしました。また、19日の夜は、千葉から一人

でダイビングに来ていた遠藤さん（最終日の1

9日は我々と一緒に潜った）も加わり、ヒロさんの

案内で地元の食通者斬り用したことのある人達の間

で評判の焼肉店で、ビールなどを飲みながら盛大に

会食したり、記念写真を撮ったりして全員大満足で

した。このツアーで、大隅さんには出発前から成田

空港に戻るまで、いろいろとお世話になり有難う御

座いました。私には、皆さんと同じ様にエアーを長

く持たせるにはどうしたら良いのかなど、まだまだ

課題がありますがSDCの会員として一人前の潜り

が出来るようレベルアップに努めながら、出来るだ

けツアーに参加し、会員の皆さんと一緒にダイビン

グを楽しみたいと思っています6
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5月16日～20日

毎■夕0

「シニア万歳1111」

次期会員候補？遠藤保匡（45歳）

5月15日から20日迄サイパンに行ってきました。

過去30回弱サイパンで潜り、300本近くになり

ますが今回ほど充実したダイビングライフはありま

せんでした。

それは、海況も天気も良くバンザイ、テニアンを潜

ることが出来たこと、毎日3本ずつ潜ることが出来

たことも理由ですが最大の理由は何と言っても素

敵なシニアダイバーズの方々とご一緒できたことだ

と思えてなりません。

今村さん、高萩さん、2年前にご一緒した大隅さん

ご夫婦4人の年齢を感じさせない元気なこと、好奇

心の旺盛なこと。シニアの意味はダイビング経験が

多いという意味でなく単純に年齢がシニアだからと

いうことで､45歳の私が次期シニアダイバー､M○

Cのヒロさんが次々期シニアダイバーと勧誘されま

した。経験が少ない高萩さんは少しでも本数を稼ご

うと毎日3本にチャレンジしているし、大隅さんは

編集したビデオを見せてくれるし、今村さんはオブ

ジヤンの小さな根から動かないで撮影に熱中してい

る。皆がそれぞれダイビングを心から楽しんでいる

のです6
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ますもこちらに来て、今年で13年になりますb

今年の5月、SDCサイパンツアーにご一緒させて

頂き、楽しいひとときを過ごさせて頂きました。

さて、参加頂いたSDCメンバーは..、いつもダン

ディー､水中三脚使わせたら世界一1大隅"林隆三

"楠夫お父さん。

潜ったが最後1ガイド全く無視の､"永遠のオテンバ

娘"大隅てるりん。

庇燃す会･影の総帥､天下御免の向こう傷！今村″

早乙女紋殿助"孝さん。

山から海へ下りて来た1水陸で腹周りを自在に操る

男､高萩"5Kg"凱男さんb.･.以上4名という少数

でしたが、精鋭？という言葉は今回のツアーの為に

あるようなものでした（笑）

サイパンでの爆笑真剣役立ち旅行記は、実際参加さ

れたメンバーの方にお任せして、私は感じた事を素

直に少々書かせて頂きます。

歳をとりたくない、若いままで居たい…そう思う

のは人間として普通のことだと思いますもしかし、

僕らも確実に歳を重ね、″シニア"と呼ばれる年齢に

なりま式ひしひしと感じているのに、胸の奥底に

押し込んで、若い頃は知らん顔している一つの不安

に、「この先、どうなるのかなあ...」というものが

ありますbこれは若い誰もが抱いている不安だと思

いますも

ただ、若い時はその不安を若さで押し切っているだ

けですbではなぜ？不安になるのか？それは先の

人生に自分の姿が投影できないからだと私は思いま

すb

今回シニアの皆様と数日間ではありますが､潜って、

食べて、語って…こんなことを言うと失礼に当た

るかも知れませんが..、なんだ力藏を取るのが楽し

みになりました（笑）

私がどうなるか？は分かりませんが、人生の先には

こんなにも既に楽しんでいる先輩達が居る..．そう

思うと、みみっちい不安は知らぬ間に消え去り、と

にかく今は吟」を一生懸命生きておこう、そう新

たに思う自分が在りました。

人生がある限り､辛いこともあり苦しいこともある。

でも…人生がある限り、人生は楽しめる…。当た

り前のようでなかなか実感できないことを、いとも

さり気なく感じさせてくれた、SDCサイパンツア

ーでした。

また来て下さい。:スタッフー同、楽しみにお待ちし

ております！！

大隅さんの奥さんは近づけないほどヒロさんと熱い

トークを交わしているしアフターダイブでぐいぐい

ビールを飲んでいる｡・・いやあ－シニアパワー全開

で圧倒されるばかりでした。

ダイビングの魅力は海の中を潜って魚を観たり、浮

遊感を味わったりという潜ることに起因する魅力も

ありますが、それ以上に多くの仲間が出来ることに

もあるとかねてから感じていました。正しく今回の

ように素敵な方々と色々お話が出来たこと、つくづ

くダイビングをやっていて良かったと感じておりま

すb皆さんの元気な姿を目の前にして私も同じよう

なシニアダイバーになりたいなぁ.．と思いサイパ

ンを後にしました。が、帰りの飛行機の中で今度は

8月に来るぞと胸に誓ったのでした。
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次々期会員候補？？

サイパンM○Cオーナー木村裕之(37歳）

<SDC会員予備の予備の、

そのまた予備群のヒロより＞

SDCの皆様、はじめまして。

私はサイパンにて、MOCというダイビングサービ

スを営んでおります、木村裕之と申す者ですbダイ

ビング業界内では「ヒロ」と呼ばれることが多く、

私の名が"木村"だと知っている人が少ないくらいな

ので、SDCの皆さんからも「ヒロ」で結構ですb

現在37歳、妻、息子2人とサイパンに住んでおり
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海外クラブダイプ初参加

穆塙欠筑
2㈹1年3月15日(木)～21日(水）21日（水）7日間

レポート:O73前田慶子ダ:304小野患 雛リ ー－

私の初めての海外ダイヴィング、そして2回目のク

ラブダイヴィングですbそれまでの本数は91本、

これは全部国内のダイヴィングで、この91本には

7年もかかりました。平均すると年間13本、1回

2～3本ずつ暇を見つけては､伊豆･八丈などで細々

と潜ってきました。学校に勤めている関係で普段は

休みを取るのが難しいのですが、その代わり長い夏

休みなどがありますbしかし学校の休みの期間中、

海外クラブツアーは全然計画が出ず、周りの人を誘

っても夏休みは料金は高いし台風が来るしと良い顔

をしませんbようよう昨年夏、国内は佐渡のクラブ

ダイヴに初参加しました。

今回やっとやっと春休みに海外クラブダイヴの計画

が会報に載り(場所はどこでもいい)張り切って参加

させていただきました｡(ちなみに学校と同じ休みの

方いらっしゃったら、是非連絡ください。一緒に潜

りましょう。またリーダーの方々今後も春休み、夏

休みの計画をお願いします)。

くどくどと、私個人の事情を書きましたが、そう言

う訳で、ドマゲティと言うより私の初海外ダイヴィ

ングでの体験を書きますもたびたび海外に行ってい

る方にとっては、当たり前のことにびっくりしてい

るとお思いになるかもしれません。

3月15日、12時25分、19名成田空港集合フィリピ

ン航空セブ島直行便、14時55分成田発(関空搭乗

3名）

まず、出発前にフィリピン航空のフライングスポー

ツマンカードを¥3,000で取攝これで所定20kgと

ダイヴィング器材20kgの合計40kg迄が無料となり

ますbしかしフィリピン航空の受付は、このカード

を見せても知らないらしく、無駄な超過料金の計算

にひどく時間がかかってしまい、早くもこの旅に、

ちょっといやな予感がしました。

セブ島､マクタン空港に着いたのは、19時15分(時

差－1時間)、ホテルランクDクラスの〔“ビーチ

リゾートの夕食は期待通りで？しかも部屋へ案内さ

れて目を疑ったのは、森重さんと2人なのにベッド

は1つ枕元のスタンドには電球が無い夜中なにや

-28。

らかゆい。寝る前には虫が居るようには見えなかっ

たのに、どうやら布団の中から出てきたらしいので

すb私も森重さんも飛び起きて、虫除けを塗ったり

シューシュー吹きかけたり、忙しい夜でした。

翌日、周りの人に昨日眠れたと聞くと、皆さんベッ

トは1人1つで虫も居なく、よく眠れたと返事もこ

こで私はつくづく森重さんと同室で良かったと思っ

たのですが、彼女の怒りが爆発、フロントへ文句を／~､
言ってくれたお陰で、帰りのもう1泊このホテルで

泊まる最後の夜は、最上の部屋に変えてもらうこと

が出来ました。

3月16日、まずはセブ･マクタン島で2ボートダイ

ヴィング6ボートの縁に座っただけでセッティング

されている｡配を着せてくれてこちらは飛び込むだ

けの成金的、お姫様ダイヴィングは聞いてはいたけ

ど、日頃貧乏人の私には快適だが、ちょっと申し訳

ない感じ。

いつもながら耳の調子は悪かったけれど、何とか時

間をかけながら抜く。やはり日本国内と違って魚も

サンゴも色とりどり、チョウチョウウオやキンチャ

クダイの種類が多いなあと感心しました。

昼食休憩後の午後3時からセブ島の南端リロアン迄、へ

日本の中古路線バス(降車ボタン･出口･非常口等標一

示日本語､クーラー効きすぎ)で陸路移動。3時間の

予定が、途中セブ市内の渋滞があり5時間かかる。

リロアンからドマゲティ迄アウトリガーボートで3

0分も乗船は桟橋でしたが、降りる時は干潮の為桟

橋に着けず、私達は手荷物を頭の上に乗せて暗い海

の中をジャボジャボと砂浜まで歩かなければなりま

せん。私はビーチサンダルを履いていたから良かっ

たものの、短パンのためしっかりお尻まで、濡れて

しまいました。以後これを難民スタイルと呼び、私

達はボートに乗るたびに、決して桟橋から乗ること

は無く、海の中を歩くこととなりました。やっとド

マゲティのサウスシーリゾートホテルに着き部屋割

り、何とここでも私たち二人だけがベット－つの部

屋に案内され、今度は直ぐフロントへ言って変えて

もらいましたが荷物の移し替えで一騒動でした。
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サウスシーリゾートホテルは快適でした。海がすぐ

前にあって、朝は海からの日の出を、夜は宝石を散

りぱめたような満天の星空を眺めたり、珍しい大き

な蛾を見つけたり、芝生の庭で昼寝をしたり、ダイ

ヴィングの後はプールに入ってビールを飲んだり、

ホテル生活をゆったり楽しめました。海の方は、ギ

ンガメアジの群、数百匹のクマノミ城は勿論私が感

激したのは､ニシキヤッコの鮮やかな黄青の縞模様、

迷路模様のケショウフグ、カスミチョウチョウウオ

の群、そして真っ赤なヒトデなど。耳抜きも、12

人の船だったので、最初のほうで潜降開始すると、

最後の人が潜降するまでには何とか海底に集合でき

るようになりました。アポ島に2日、スミロン島に

1日、ボートで通いました。ボートの乗り降りは常

に難民スタイルb参加者が多いためボートは2隻で、

10人と12人に分かれましたが、この2隻のボー

トは片方が観光用で乗り心地良く遅い。もう一方は

ダイビング用で早いが乗り心地悪い。どちらも一長

一短あり、私は速い方の船で、遅いほうの船を追い

抜かすとき歓声を上げて遅い船の人達を悔しがらせ

ました。ドマゲティ最後の日は、参加者の中でフィ

リピンに以前住んでいた百野さんの案内で町をブラ

ブラ、ここでも速い船、遅い船組みでマイクロバス

に分乗bもう最後かと思うと何だかかんだ言っても

離れがたい気持ちでした。毎日海を眺め、海に潜っ

ていた生活が終わると言う事だけでなく、このたわ

いない冗談を言いながら皆でわいわい移動したりし

最後の日、午後4時今度はちやんとドマゲティ港桟

橋から高速船スーパーキャットに乗船、往路にこの

船が欠航しなければセブからドマゲティ迄2時間で

快適に移動できたと思いつつ、ボホール島経由、な

つかしの？セブ・マクタン島の、クラスホテルに戻

って来ました。3月21日、いよいよ今日でフィリ

ピンとお別れ、7日間がいつもと違いあっという間

に終わったようで春休みも未だあるし、もう少し居

たい思いでした｡朝5時半､セブ･マクタン空港へ、

しかし御難は未だ終わっていませんでした。最後の

フィリピン出国時またもや森重さん一人がスーツケ

ースを開けられ中身をひっくり返されたりして怪し

まれました。マクタン空港で関空搭乗者3名とお別

れ、再会を約しここで解散成田搭乗者19名、7

時55分発成田へ，日本に帰って暫くは雄大な空と

海の光景、あの自然の中で暮らしているだけでも羨

ましく思ったくらい。またセブ港の船着場でポータ

ーが運ぶ荷物を待っている間、ギブミーマネーと寄

ってきた子供たちの目がしきりに、思い出されまし

た。クラブの人達と趣味がダイヴィングというだけ

で､こんなに気持ち良く何日も一緒に暮らせるんだ、

ということが実感できた旅でした。

参加者：松田直彦・森重美智子・宮澤尚子・芳賀幸

子・原勝代・今村廣子・長野恭子・河原信子・吉崎

和子・永松輝夫・石岡弘至・今井征二・三輪勝廣・

牧野且・江田隆・三宅尚・百野博久・立花佐知子．

ている生活自体が楽しかったのかもしれません。石井幸子・杉本康之

･29.
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225芳賀幸子

2001年は、トマゲッテイのダイビングから始ま

りました。

3月15日成田を14時55分出発19時セブ島

着、ホテルへ直行、宿泊。翌日ダイビングにマクタ

ン島、オラゴン島と1本ずつ潜りましたが、パープ

ルビューティの群やウメイロモドキ等小さな魚が多

く、サンゴの美しさは素晴らしいものでした。その

日のうちにセブ島の先端ドマゲッテイに3時間半車

で移動と船で40分やっとホテルかなと思ったら又、

車で30分と大変な移動の末、ホテルに到着しまし

た。

次の日、17日からダイビングを3日間で7本潜

り、その中でもアポ島で見たクマノミ城のクマノミ

の多さはそれはそれは圧巻でした。アポ島とスミロ

ン島は保護区になっているためアポ島ではグローブ

をはめることが出来ませんので、サンゴに気をつけ

ながら潜り、いろいろなクマノミを見て廻り本当に

楽しいダイビングでした。

この旅で1つだけ残念なことがありますもそれは

アポ島からの帰りの船での出来事ですb私たちが食

べたお昼のサンドイッチの残りをダンボールに入れ

て持ち帰る途中、現地人のスタッフが船の上からダ

ンボールごと、海に捨てたのですb一瞬のことで、

言葉も出ませんでした。ここは保護区のはずも現地

の人たちは、そのことを知らないのしようか？私達

も気を付けているつもりですが、現地の日本人スタ

ッフに声を掛けておけば良かったと、帰ってきてか

ら後悔していますも

いろいろありましたが、とても楽しく素晴らしい

ダイビングでした。

リーダーの石岡さん、小野さん、総勢22名の参

加者に楽しい時間を過ごさせて頂き、本当にありが

とうございました。又、御苦労様でした。

今後私の予定は、5月15日からバリ島(石岡さ

ん)7月の沖縄・9月の大島(何れも宇留賀さん)の

ツアーに参加させていただきたいと思っていますb

(昨年､大島に行った時、2日間ともニタリに遭えま

した。今年も期待しています。）

1.容姿

あまり格好良くないけれど並の

容姿は備えている

2.性格

穏やかでうるさいことは言わない

3能力

並の上を目指していますが･･･

評価は皆さんで

4.長所

情報収集は怠らない

みんなお魚好き

アットホームな雰囲気で一人から

でも大丈夫

く料金の一例＞

＊ビーチダイビング

1DIVE¥6,"

2 DI VE ¥9 ,"

早朝DIVE¥6,500

ナイトDIVE¥6,m

＊ボートダイビング

1DIVE¥9,"

2DIVE¥13,"

へ

里三耳

柳湯潔く愛称GIBA>

出身、青森県血液型、B型

性格、お調子者特技、物忘れ

ダイビンク始めた当初思ったこと。

①一生の趣味として遊びはこれ1本

②絶対にダイビングは仕事にしない

⑧物獲りダイバーにはならない

④海の素晴らしさを広めるぞ～

⑤海では絶対に死なんぞ～

〒1m-0101大島町元町北野1~74

T日-04992=2-1966

①
②
③
④
⑤
荊
正
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ﾂｱー
2的1.5.17～24日(8日間）

夏も近づく5月17日、総勢11名マレーシア、ラ

ヤンラヤンに向けて出発･コタキナバルで一泊して、

翌朝小さな小さな飛行機に乗って鰍たち11名と荷

物で一棚ラヤンラヤン空港､いやホテルの庭の滑走

路？へ到着b朝食後2ダイブb日常生活のストレス

を吹き飛ばすリラクゼーション効果満点の青の世界

へ今飛び立たん。いや、飛び込まん。・・・そこに

はどんな見知らぬ海中世界が拡がっているのか？

1ダイブ目、緊張が走る。ジャイアントエントリー

するがなかな力枕まない。困った､焦る。“止めよう

か”と思った時徐々に沈み皆と合流トロピカルな

魚を見た時はもう私を感動の興奮の世界へと導いて

くれていた。ダイビングならではの体験である海が

作り出す自然のデザインと色彩の素晴らしさが如何

に私の心を穏やかにしてくれること力も

今日18日ディナーの後大きなバースデーケーキで

祝っていただいた私の誕生日｡｢今まで生きてきた中

で一番嬉しい誕生日」でした｡

2日目、船でポイントに行く途中、クジラ（オキゴ

ンドウ）のファミリー観子3勘の歓迎を受ける。

でも遠すぎますね。もっと近寄って歓迎して欲しか

ったなあ～。その後水深33mでイザリウオと御対

面大きく(30cm位）真っ白で大理石の彫刻のよ

うにじいつとしていました。

3日目は本多さんの300本記念ダイブbおめでと

う！すごい！私にとっては遥力披方の存在ですb

4日目､ますます海に溶け込み魅惑的な世界を感応

その時青の彼方から現れたマンタ2匹翼のような

ヒレをゆっくり動かし、悠々と大海伏空)を飛行b

その優雅な姿に今自分が海の中に居るというものを

忘れてしまいそう。

5日目、やっと待っていたハンマーヘッドのシルエ

ットを遠くに見ながら今回最後の1ダイブを終わっ

たその時｢後1本で100本になる立花さんの為に

もう1ダイブ致します」「え、えっ－－｣驚きと喜び

で感謝感激b皆様のお陰で私は100本記念となり

ました。なんて嬉しいこの気持〃j

思えば初めて海洋実習を受けた2年前b波酔いに苦

しみ"もう二度とダイビングすることはないだろう”

と思ったものでした。今、紺碧の海と向かい合い、

潜り楽しむ自分に何の不思議を感じるでしょうか？

楽しかったラヤンラヤンのダイビングもあっと言う

間に終わってしまいました。食べては潜り、潜って

は食べるダイビングにダイエットは期待できずじま

い。朝日の昇る頃、鳥のコロニーにウオッチングに

出かけ親鳥が必死に子育てしている姿に感動し、そ

して千切れ雲茜色に染めて大海に沈む夕日を唖然と

眺め、夜は南十字星や北斗七星の輝く満天の星空を

見上げて時間の経つのも忘れていました。

帰りはクアラルンプールの夜景の素晴らしいホテル

で一泊して想い出を胸に機上の人となりました。

今回誕生日と100本記念を同時に祝っていただい

た幸せを皆様に感謝いたしますと共に､未熟ながら

リーダーを始め皆様方のお陰でダイビングを楽しむ

ことが出来ましたこと厚く御礼申し上げますb

参加者:関川清一(リーダー）､覚張睦子､加藤満子、

本多哲郎、鈴木清子、相馬かほる、卿11清氏、山田

隆、吉田七江、島尾愛子、立花佐知子

/へ

ス
キ
ー
＆
雪
見
酒
・
温
泉
三
昧
ツ
ア
ー

（温泉だけの方大歓迎）

於：ペンションタケコシ
戸、

上越・越撹易沢でスキー＆雪見酒・温泉三

昧なんてツアー如何ですか！！

たまには、ダイビングを離れて別の楽しみ

を。スキーを楽しむも良し、雪見酒でスキ

ーならぬウイスキーと温泉三昧もまた良し。

前泊遥白も思いのまま楽しくやりましょう。

日時：2㈹2年1月14日～15日

費用：冒白1万円(2食・温泉・宴会込）

交通：湯沢駅より送迎、一緒に電車・車等

で行くのも、直接行くのもOK・詳細は幹

事まで問い合わせください。

スキー担当幹事：宇留賀達雄(197)

雪見酒･温泉幹事:岡野博（132）

現地お世話係：竹腰憲江①47)
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バﾗｵ°ｸﾙー ヅﾝグIｿｱーオ
2001．4･17～22

リーダー:O12関川清一レポート:244鈴木誠也

いない私にとって､色彩豊かな小型魚から中型魚の

大群、鮫などと、底の深いドロップオフがあり、龍

宮城へでも迷いこんだような気分でした。あまりの

素晴らしさに感動し、他のポイントで見た亀も、ナ

ポレオンも､エイもこのパラオではごく一般的なも

のかと思いました。

ダイブショツプのスタッフの方達は関ﾉll会長の

長いお付き合いからか､エントリー時もエキジット

時も大変良く面倒をみていただき、大いに助かりま

した。無事に三日間のダイブも終わり、明日の下船

に備えて器材の整理をしてからビールでひと休み

をし、心地よし疲れを感じていると、四本目を潜っ

た方達が五時過ぎに戻ってこられました｡揃って夕

食、ログブックの記録の整理をした後、スライドと

お土産の説明がありました｡最終日は朝九時過ぎに

ボートに乗り、ショップの近くのホテルに向かいま

した。お二人はオプションでシーカヤックに乗られ

るとのことで、途中の島で下船されました。

飛行機のパラオ出発時間は深夜一時過ぎですので、

みなさんそれぞれに自由に過ごし、夕方六時にPP

R(パラオ･パシフィック・リゾート)に集まる事に

なりました。

夕食は、リゾートのレストランでのバイキングで

した。その時、このツアー中に800本という考え

られないような記録を達成された島尾愛子さんに

ささやかな記念としてレイとTシャツを贈り、皆で

お祝いをしました。それにしても大変な本数で､私

にはとても到達不可能な数字だと感動を覚えまし

た。プールサイドでのエンターテイメントと共に楽

しい時間の過ぎるのは早く、集合写真を撮り、タク

シーに分乗してホテルに帰り、仮眠して午後十一時

にバスに乗り空港へ向かい､パラオを後にしました。

リーダーの関川会長はじめ皆様にお世話になり、

楽しく無事にツアーが出来ました｡心より御礼申し

あげます6

63才を過ぎて何となくダイビングを始め、

S.D.C.に入会してお知り合いになった方々に何度

かツアーにご一緒していただいているうちに､だん

だんと興味が拡大していきました｡今回のパラオツ

アーは、友人から、「パラオは素晴らしい所、一度

は是非行った方が良いですよ」と言われていたので、

リーダーに電話をしたところ､飛行機もクルーザー

も一杯なのでキャンセル待ちとの事でした｡残念な

思いで諦めきれずに旅行会社に電話をしてみまし

たが、どうにもならないようでした。ところが数日

後リーダーからお電話で申込書を送るようにとの

こと、うれしい気持ちと、ご無理を言って申し訳な

い気持ちの両方でしたが､参加させていただく手続

きをしました。

出発日が近づき、送っていただいた参加者名簿を

拝見したら、女性が9名、男性はリーダーと私の2

人との事で、女性パワーの勢いを感じました。

成田空港に朝8時半集合でしたが､お一人が体調

悪くキャンセルされたのと、お一人は現地からの参

加とのことで、9名で出発する事となり、合計10

名のツアーとなりました｡ベテランの方々はご存知

の方が多いと思いますが、グアムで乗り継ぎ、夕方

パラオに着き、ホテルで一泊し、二日目の朝、40

分ほどボートに乗り、本船に乗り移ってから朝食と

なりました。ひと休みして形式的な書類に記入､及

びサインをして早速チェックダイブを一本行い､昼

食後に二本で合計三本潜りました。

パラオに着いた時からお天気はあいにく不安定

で、三日間とも、曇り、晴れ、雨、それに多少の風

とうねりがあり、船酔いする人もいました。ダイブ

の予定は二日目、三日目共に一日4本ずつでしたが、

一本パスする人､ナイトを加えて五本される人もい

ました。本当にダフだな－と思いましたが、私は三

本ずつ、計九本で終わりました。船中はや判語れは

ありましたが、シャワー、トイレ、完備で、食事も

私たちの口に合ったバイキング料理で、デッキ、食

堂ともに快適に過ごせました。

ダイビングポイントは風波の状況を見て数ヶ所で

した。魚類は色とりどりに多種類いたのですが、透

明度がもうひとつの感じがしました。しかし、三日

目に行ったブルーコーナーは、あまり方々に行って

-32‐
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参加者:012関川清一172島尾愛子20O西田

和子201西田幸代320滴東れい子356栗

本はるみ365立花佐知子409小西ゆみ子

413野崎光子244鈴木誠也



ポイント名

ケラマ(座間味)ツアー

〃

伊東花火と五島根

スキルアップ

〃

〃

石垣島北部アクアガーデン

石垣島北部G-FREE

沖縄･伊是名

伊豆大島

シパダン

〃

バリ･トランペン＆ヌサペニタ

長崎

モルディブ･北マーレ

伊豆･海洋公園

伊豆大島

石垣島G-FREE&ｱｸｱｶ゙ ﾃー゙ ﾝ

アニラオ

新島の温泉とダイビング

神子元･雲見ツアー

セブ島リロアン

SDCダイヱング計画一覧表(2○○1年明中旬以降分）

日程 リーダー名 番号

7月17日～20日 良縁寺悦子 26

10月中旬 〃 〃

7月29日～30日 〃 〃

7月27日 〃 〃

8月27日 〃 〃

9月14日 〃 〃

7～11各月 〃 〃

11～3各月 宇留賀達雄 197

7月5日～9日 〃 〃

9月7日～9日 〃 〃

10月11日～17日 渡 辺 宏 二 314

11月22日～28日 阪上洋 333

9月4日～11日 今村孝 245

9月15日～17日 山 下 和 俊 91

10月16日～19日 石 岡 弘 至 287

7月17日 狩野幸繁 62

10月16日～19日 〃 〃

10月1～9日 関 川 清 一 12

年末年始 大隅照子 6

11月中旬 清原れい子 320

8月下旬 良縁寺悦子 26

2002年5月中旬 島 尾 愛 子 192

旅行社他 概算費用

ぶる一まりん 78,000位

〃 ，〃

ナッソー 22,000

〃 15,000

〃 〃

〃 〃

アクアガーデン 97,000位

G-FREE 90,000位

P.l.T. 110,000

グローバルスポーツ 40,000位

オーシャンダイビング 190,000位

〃 〃

インドネシアセンター 160,000位

長崎潜水倶楽部 35,000

ワールドツアー 140,000

ナッソー 12,000位

グローバルスポーツ 60,000位

116,000

P汀
181,900

ビーバーズ 各自

未定 45,000

ナッソー 50,000

ワールドツアーP 150,000位

その他条件

8名定員

3泊4日6ボート､(キャンセル待ち）

交通費別､OPダイビング有り

伊豆海洋公園(午前プール､午後海洋実習）

〃

〃

良縁寺さんが東京でサポート､料金は変動｡後はアク
アガーデン(社領さん)直接

宇宙質さん刀､栗晁怒uを廼当、科垂Iま李即lこより糞到

G-FREE(林さん)現地受け入れ

4泊5日6ダイブ全食付､沖縄の秘境(ｷｬﾝｾﾙ待ち）
ライトスタッフ

前泊･延泊･OP可､我侭ダイビング

パスポート6ケ月プラス旅行日数が必要

シパダンでの宿泊･全食･無制限ダイビング付

成田･名古屋･関空全食｡ダイブはOP

タ イ ヒ ン ク ･ 信 泪 怨 観 云 買 用 。 錘 崎 ま で の 脈 翼 l 汪 万 ﾘ 唾

｡現地集合現地解散。

成田･名古屋･伊丹全食付｡ダイブはOP(キャンセル待
ち）

アオリイカの産卵観察､初心者歓迎。

ニタリに遭えるか？火夜発金戻り

新会員･初心者対象･1～5G-FREE，5～9ｱｸｱｶﾞ
ｰﾃﾞﾝ各々可､通しも可､5～9については石垣で合流。
費用は概算。

同行OK､現地集合できる方は日程を多少変え費用が
安い日を探してください。

潟泉三昧･2ダイブ･浜焼きで宴会！！

100本以上の方対象｡

7日間、1日2ボート＆1ビーチ
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SDc賛助会員のごご紹介
*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b

Cカード取衛ステップアップコース/リフレッシュコ

ースノ器材販売/器材メンテナンスノ伊豆日帰りツアーノ伊

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b『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………

1．どの様な海をご希望2．何名様で3．何日間

4．施設のご希望5．経験本数6．器材の有無等

をお聞きしますb

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b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

イビングと旅行が好きで集まったメンバーですb

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

TELO3･3466-6489FAXO3-3466-3870

htm:"it.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

*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b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b

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

ッチャー、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6

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b20年

の実績と信頼を誇る老舗なのですb

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b

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b

SDCへの特典・DIVEAGECARD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。

・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沖縄県平良市稲川取220-5

血09807.2-3107

*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S

DC会員ならCLUBNASOの特典がオールクリア例

えば富戸、1.O.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

日受仇利用の際は会員番号の提示をお忘れなく。

伊東市富戸1194-2他0557霞51.7400（柳田満彦）

**YAPianning(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

す力も手にとって、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

選んだりしません力も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。保険を買う時も手に

とって自分のライフスタイルに合った商品を選んで欲

しいと思っています。でも実際には「保険」と聞いた

・35‐



SDC賛助会員のご紹介
だけで「保険はいいや」と尻込みしていたり、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分

からない、とそのままになっていたりしません力も

「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頂いております。

保険は大事なご家族を守るためのものでもあり、また

球自身の生活を守るものでもあります。

一度ゆっくり保険のことをお話しませんか。お気軽

に声をかけてみてください。

にお過ごしいただけますb

〒906-0012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

TELO9807･3･2002

*G-FREEDIVINGSERMCE

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bこれかが旬というNEWSPOT，伊原間。マン

タは勿論、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b

「もっとハイクオリティな1ダイブを」「至れり尽せり

をあたりまえに・・・」をモットーに手付かずの海の

ポイント開発やスタッフ教育にも力を入れております。

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。

〒907-0332沖縄県石垣市伊原間26-29

TELO9808･9･2191FAXO9808-9･2191

代表林豊

http:"wwintoss.com/YA/

住友海上火災保険株式会社代理店

mPlanning新井良子

Eメール:araiCintoss.com

（
↓

*㈱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行くう

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職して旅行業を営

むようになりました。その後色々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､不幸なことに昨年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。

主な取扱いは､東マレーシア全般b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

況が続いていますが、どこか良いところがないかと情

報を集めていますbよろしくお願いしますb

代表取締役：阪上洋

江戸川区南葛西5-4.15-409

TELO3-3877-7351FAX03･3877-7352

E･mail:od"wa2.so･net.nejp

*グローバルスポーツ

伊豆大島のダイビングサービス。

手作りのログハウスに手作りのデッキ。アフターダイ

ブはコーヒー片手にロギング、充実のひとときをおす

ごしください。

スタッフ紹介：

星野修:'66年生まれの29歳？？？デザイン学校を出

ていても今は、ダイビング屋さん。グローバルに入社

して、もう6年。ガイドのポリシーはナチュラルでワ

イドなダイビング。愛称「ホッシー」新潟県出身、A

型

荻島浩二：伊豆大島を南の島と思って疑わない私、皆

さんにリゾート気分を満喫して貰うのがモットー。愛

称「オギりん」埼玉県出身、A型

有馬啓人：大学卒業後、大島の海の魅力に取り付かれ

親の制止を振り切り大島’、時間があれば魚の図鑑を

開いて勉強中（魚オタクじゃないですよ）

西谷害奈：以前はガイドもしていましたが、最近はも

っぱら陸仕事に専念大島に来てくださった方々のア

フターダイプに、烏や植物・きれいな風景を楽しんで

いただきたくて,今はネタ探しと勉強をしているとこ

ろですb

〒100.0101大島町元町北野1．74

TELO4992･2･1966FAXO4992･2･3914

へ

＊セントラルマリンクラプ

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

特性ランチは作りたての美味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－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

･36.



瀧難の鐸′、
397櫻井憲暴

まだまだ元気な頃、流氷ダイビングをしてみた。

北海道のウトロ港の内外は一面の流氷！ところどこ

ろに海面が見える程度でした｡気温は－6．5度､そ

の中で機材の準備をする。

タンクにレギュをつけているとこれを使って下さい

と別のレギュを持ってきた。聞くと普通のレギュだ

と凍ってエアーがこなくなってしまうとのこと。

ええ－？そんなに冷たいの？潜る前から脅かされた。

機材の取り付けと確認を終わり、ドライスーツに着

替えるが横なぐりの小雪が降る中での着替えである。

その寒いこと！手袋も5ミリのロクハンで首の長い

三本指のものを借れてそれにお湯を入れて一気には

め込んだ6ウェイトは15キロ、機材とウェイトを

持って船着場に行くと、港の中30mほどの先にシ

ョップの人達がいる。

氷の上を滑り落ちないように機材を運ぶ。そこは大

きな氷の上で真中に11nほどの穴が開いていた。覗

くと氷の厚さが1nlぐらいある。穴をあけるのに大

変だろうに流氷の間に海面が見えるところからエン

トリーすればいいのにと聞くと、流氷は風によって

流れるから潜っているうちに海面がなくなってしま

い出られなくなってしまうそうだ6穴なら風で流さ

れてもふさがらないとのこと。なるほど！納攝ウ

エイトをつけて機材を背負うとするが着すぎて膝も

腕も思うように曲がらない｡やっとの思いで背負い、

立ち上がるとその重みがズシつと腰にくる。それに

カメラが5キロある。BCにエアーを入れ、穴に半

身を入れレギュをくわえて息を吸うがエアーがこな

い！？何回吸ってもこない。なぜ？タンクは確

かに開けたのに！するとショップの人が、あアー

凍ってると言いながらマホービンから熱湯をレギュ

にかけ、早く潜って！！慌ててレギュをくわえて

潜降する。穴からロープが下がっていたのでそれに

捕まりながら潜降する。ウェイトが重いので潜降す

るのに苦労しなかった。しかし、しかしである。

フードを被りマスクをしていると、海水に直接触れ

るのは口の周りだけ。その口の周りが冷たくて、シ

ピしてきたと思ったら、たちまち全く感覚がなくな

ってきて、レギュが外れそうになり、慌ててマウス

ピースを歯でかみ締めた。頬をつねってみたが痛み

は全く感じない。気が付くと呼吸が非常に早くなっ

ている。落ち着け！落ち着け！と自分に言い聞かせ

ながらゆっくりとまわりを見回すと流氷の間から光

が差し込み、氷山のような鋭い氷が青白く光ってい

る。海中には動いているものは殆どなく、音も氷の

こすれ合うギシツ、ギシギシツという音と自分の吐

く息の音だけである。こちらで潜る海とは全く別の

世界である。少し落ち着いたところでカメラを操作

しようと思ったが手袋が厚くてシャッターの半押し

が出来ない｡半押ししたつもりが切れてしまったり、

何回も失敗してようやく感覚がわかった。さてと流

氷の妖精といわれているクリオネは？と思っても、

わずか1センチほどで半透明のクリオネがそうそう

簡単に見つかるはずがない。ところがすぐ目の前に

いた。それも蜘蛛みたいなやつと……。それもその

はずショップの人が事前に捕まえていてピンに詰め

て持ってきたのを目の前で放したからだ6蜘蛛みた

いなやつは黒っぽくてトゲトサカの中にいるムギワ

ラエピの2～3センチぐらいの大きさ。クリオネも

1センチほどの大きさで初老の小生の目には余りに

も小さすぎる。しかし50ミリのレンズで覗けば見

えるだろうと覗いたが見えない！見ると50セン

チ先に見える。

息を殺しながら見当をつけてカメラを覗くと見えた

ので急いで半シャッターで追うがピントが合わない。

一

一

っているうちに苦しくなって息を吐くとそ

に浮いていってしまった。また見つけて追

が同じである。置きピンでも小さい上に半

何回もやってI

の泡と共に浮レ

いかける

透明なのでカメラが無視してしまう。息を吐くと飛

てしまう。そんな事を数回繰り返したが、んでいつ

仕方がないのでエイ、鉄砲も数打ちや当たると見当

をつけてシャッターを切りまくった。結局フィルム

ンド。しかしフィルムが終わったら何力急

きが戻ってきた。海底をゆっくり見回した

がジィエ

に落ち着

が昆布の切れ端ばかりが目に付く。実際はいたかも

が……。港の中なのでこんなものかな！な

納得！I上がるwの合図で氷の穴から首を出

つとした。でも氷の穴から出るのにつかま

く一苦労、結局引きずり出してもらった。

みるとエントリーする除開いていた海面

－37．
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はなく氷がびっしりと詰まっていた。なるほど氷に

苦労して穴をあける意味を実感した。タンクを下ろ

してスタッフが用意してくれた豚汁とお弁当を食べ

る時、唇の麻痙が戻らず豚汁が口の横からこぼてし

まう。しばらくしてから豚汁の温かさが感じられ美

味しかったのを今でも覚えている。それから氷の上

を飛び回り、滑って海に落ちてもドライを着ている

ので浮いてくるし、年を忘れてはしゃぎ回った。ま

た流氷は塩辛いか？辛くないか？かじってみた。表

面は塩分のある氷、中は少し塩分を感じる程度。や

はりアムールjllの氷なのかな？2本目はカメラを持

たずにエントリーも青白い流氷の下をゆっくりと見

て廻った。幻想の世界でした。なお当日のログを記

載すると

日時：2月13日

潜水地：ウトロ港

天気：吹雪

気温：－6．5度

水温：表面；－3度、水中；－1．7度

最大水深:7m

潜水時間：25分

終わってから機材は表面の塩分を洗い流しただけで

しまい込んだも干しても凍ってしまうので意味がな

いからだb

その晩はウトロ港のお祭りで、夜空に七色のレザー

光線が交差する中でのオカリナの独奏会があり、そ

の音色は静かに流氷の海に響き、幻想的でダイビン

グの疲れも忘れさせてくれる程でした。

翌日、女満別空港から流氷の海を眼下に見ながら北

海道を後にした。

ホームページでの情報交換活発11

新たなホームページを立ち上げて以来半年。

最初は、噸き見訪問者｣が圧倒的でした畝掲

示板への新たな書き込みも増え、会員同士の

日々の情報交換が活発化してきておりま或

写真ギャラリーへ、自分の自慢の作品の掲出も

増えてきております。

I理の内容の更新もこまめに行い、

新たなツアー計画等の際Rもタイムリーに掲載

しておりますb

是非SDCのホームページをご活用ください。

URLhtm:"Sdq.cgide5・com/

-38.
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それにしてもダイビング器材ってどれも高いです

ね｡自分に合った物を､と考えて選んだつもりでも、

使って見たらどうも合わない、こんなはずじゃない

ってことありません力＄だからと言って簡単に買い

換えられる値段ではないし…（私には)。不具合だ

と感じながらも渋々使わざるを得ないのは私だけか

しら？今はだいぶ手ごろな値段に下がってきたと言

うけれど、まだまだ結構なお値段のドライスーツで

すb

私は前回書いたように、新品同様のスーツを手に／へ
入れることができました。デザインも私好みで、大

きさ、身丈、靴のサイズもぴったり、しかし問題は

太さにありました。それでももらった当初は、今よ

り8kgは脂肪がついていなかったので何と力着れま

した。ところがシーズン迎える度にきつくなり、イ

ンナーを1枚ずつ減らさなければならず、4シーズ

ンを迎えた時には水着に普通のストッキングにソッ

クスと半袖のTシャツ。これじゃ確かに濡れやしな

いけど、シャワーを浴びてもみっともなくてスーツ

を脱げない｡第一暖かくない｡そんな時、「サイズ直

しできるよ」の声に飛びつこうとして、よく聞いた

ら詰めるのではなく広げるのだから、太くした分は

黒く1本目立つと言う。いくら私でも恥ずかしい。

でもきついのを無理して着るのはいけません。命に戸､

かかわりますも

首がしっかり絞まっているので何時の間にかクラ

クラ.…。スクイーズしたわけでもないのに手首や

関節のあたりには徳が。そんなわけで、痩せるまで

はと着るのをやめることに…そして、痩せるのは

もう無理と諦め、スーツは廃棄処分したのです6次

は、もっと太っても大丈夫なようにシェルタイプを

譲ってくれる人を待っていますも

シェルとネオプレーンも一長一短ありと言うのも

困りものだし、重くてかさ張るも大変でも一番の

困りものは、あの重たいタンクにウェイト。潜るた

めにはどうしようもない問題だけど腰痛もちにはこ

たえますbこの件に関して笑うに笑えない事件があ

りました。

それは次回ね。



墓望＝愉し‘ﾐ宮ｱ伽喧こ〃圓認
一一一天国に一番近い島？はたまた地球の裏側にあるもう一つのパリ？－

291市川敏

1．はじめに

少しずつマイナーなところを攻めていこうと、今

回はニューカレドニアを選ん危休暇と費用の面か

ら、パプアニューギニアも候補にあげたのだが、見

送ることにした。

ニューカレドニアは、島の名前ではなく、3つの

諸島（ベレップ諸島、ロイヤリティ諸島、チェスタ

ーフイールド諸島）から成立している総称なの危

そして、そこは赤道を越え、南回帰線の少し北、オ

ーストラリア・シドニーから斗陳に位置している。

この地域は、フランスの植民地だったので、フラン

スの色彩が濃い。フランス領でのダイビングは、昨

年のタヒチに続いて2度目ということになる。調べ

ていくと、｢天国にいちばん近い島｣の舞台になって

いる島は、ロイヤリティ諸島のウベア島とのことで

ある。

2．出発日（3／19：月曜日）

飛行機は、ほぼ定刻どおり飛び立った。案の定、

乗客はアベックがほとんどで1人旅の客は見当らな

い。3月末ということもあって、飛行機はガラガラ

（ちなみに18から後の席は全て空席)｡毛布は薄く、

冷房はよくきいており、足元は寒い。飛行機が安定

してから、4人掛けのところに移動し、横になって

仮眠をとる。

途中、テレビの画面では、洋画と邦画を各1本ず

つ放映していた。洋画は見なかったが、邦画は森光

子主演の味わいのある映画だった。末期ガンを患っ

ており、死ぬ前に60年ぶりに故郷に帰るとの設定

だったが、「天国に一番近い島」に行く途中で、あの

世に召される映画、何だか変な感じ。

ヌメアには、予定どおり午後10時すぎに到着。

ターンテーブルから荷物がなかなか出てこないうえ

に、現地旅行社の手際がいまいちという感じで、だ

いぶ時間のロスがあった。アンスバタにあるホテル

まで、車で40分bチェックインして、明日からの

ダイビング準備をし、シャワーを浴びて床につくと

午前1時近くになった。ホテルの部屋は、ダブルベ

ッドが1つとシングルが1つあり、ダイビングのた

．42.

めの部屋にしては少しぜいたくと思った。（ホテル

ル・パシフィック）

3．ダイビング初日（3／20：火曜日）

ダイブセンターのピックアップが7：30。それ

までに朝食をすますb日本から持ってきた菓子パン

と100円おにぎりが大いに役立つ｡結局、この日1

日全てこれで賄えた。

ダイバーは、もう’人日本人女性（家族といつし／‐､
ょに来たとのこと）の2人とイントラ（日本人女性）

の計3名。ランギロアみたいにソデイヤックだった

らいやなので、船を持っているショップを選ん脳

1本目のダイビングポイントTepava(N

oumea)

IN8:080UT8:58潜水時間50分

最大水深13.8m

ボートで15分程度。その間、波をけたてて進む

ものだから、おしりを何度も打ち痛かった。それだ

けの振動があるので、水中カメラの具合は大丈夫か

と心配していたが、やはりストロボとカメラの接点

部分がずれており、水中でストロボが発光しなかっ

た。不幸中の幸いだが、Oリングにずれがなく、カ

メラは水没することはなかった。フォト派の方は、／‐､

エントリー前に必ずその点を確認してください。

昨年10月、ランギロア（タヒチ）の海を潜って

いるので、このポイントの透明度の悪さは信じられ

なかった。ただ、こちらのダイビングショップが推

薦するだけのことはあって、魚影は濃い。バラクー

ダ、ギンガメ、ニセクロホシフエダイ、シマアジ、

ネブリブカ、ウミガメ、ロウニンアジ等々。それか

ら、水中でイルカも見た。ロウニンアジは、11nく

らいのヤツが目の前を通過したのに、シャッターが

切れなかったのが悔しかった。

とくに今まで海外で潜ったところと違っていたこ

とは、タンクが重すぎるということだ613kgのスチ

ールで、ノーウェイトでもBCにエアーを入れない

と沈んでいく。こんな重たいタンクは初めて危ド

リフトダイブではなく、アンカリングをした船の周

辺や根のまわりをまわるだけで、とくに水中でのガ



イディングもなしらひたすらフィンキックの連続と

いったところ。

海上の浮き島のようなところでしばし休憩をとり、

その間にストロボを調整した。次は沈船ポイントへ

行くとのことで、少し期待が持てるかと思う。

2本目のダイビングポイントToho(Nou

mea)

IN9:530UT10:28潜水時間35

分最大水深21.1m

沈船（マグロ漁燗のまわりには、フエダイ、キ

ンメモドキ、スジモヨウフグ、ザナミフグ、ウミウ

シが見られた。ウミウシは、体長5cmぐらいあり、

普通よく見られるものより大きかった。このポイン

トも透明度が悪い。（透明度10m)

昼食は、日本から持ってきた物ですませた。睡眠

/垂、不足の疲れと満腹感で眠ってしまった。目覚めても
とくに何もすることがないので、ホテルの前のプー

ルで日光浴b外国人も水着は着ているが、泳ぐでも

なし、読書をしたり、昼寝をしたりとのんびり休暇

を楽しんでいるように見える。海のすぐそばのわり

には、全体的に空気は乾燥しており、時おり吹く風

は肌に心地よく感じる。日差しも肌をさすほど強く

なく、太陽も時々顔を出す程度でのどかである。

夕方、ホテルの裏にある小さなスーパーマーケッ

ト（名前は同じだが、日本のイメージとは全く違っ

た）に、牛乳とミネラルウォーターを買いに出た。

牛乳1慨は100FC(100円)、これは安い。シャ

ワーを浴びてからの、夜の時間は長い。テレビは全

てフランス語、テレビをつけっ放しにして、日本か

/垂､ら持ってきた週刊誌に目を通す6

4．ダイビング2日目（3／21：水曜日）

昨晩、ゆっくり眠れたので、身体も元気を取り戻

した。今日は、どんな人とどんなポイントに潜れる

力楽しみだも女性2名と男性イントラと自分の計4

名だったが、風の向きが悪く、うねりが高いため、

初心者ダイバーを含めてはアウターリーフに出るに

は少し無理がある、とのことだったので、イントラ

の判断に任せた。

3本目のダイビングポイントTepava(N

oumea)

IN8:100UT8:57潜水時間47分、

最大水深14.3m

結局、昨日同様、テパバということになった。ロ

ウニンアジが見られたからまあいいかと思ったが、

今回は見られなかった。

この時期、注意しなければならないことは、本格

的なダイバーが少なく、ブランクダイバー（ほとん

ど初心者と変わらない）が多いということである。

そのため、そちらが優先となり、中級者向け以上の

ポイントには行けないということがある。イントラ

がずっと手をつないでのダイビングとなった。

潜水中､ずっとフィンキックを続けていただけで、

何も収穫がなかった。そこそこ大きいツバメウオを

1匹見つけただけ。次第にニューカレドニアに失望

感が出てきた。ダイブエリアを離島にしたほうがよ

かったのか？1

昨日、ダイビングから戻ったときに、部屋のべツ

ドメーキングがなされていなかったので、今朝ダイ

ビングに行く際に、フロントに11時までに部屋を

片付けるように言っていたのだが､そのままだった。

確認したいこともあったので、現地の旅行代理店に

電話を入れた。1つは､帰国する日、チェックアウ

トが昼になっているが、出発までどうすればよいの

恥2つ目は、アイランズコレクション（日本の旅

行代理店）のパンフレットにプチトレイン乗り放題

のパスがついているとのこと。3つ目は、部屋の掃

除についてよく言っておくようにお願いしたこと。

ちなみにホテルの部屋から電話する場合は､“0，'を

最初に押し、現地旅行代理店を呼び出した。電話に

出た方は､フオンテイーヌ･カズミさんという方で、

ていねいに受け答えをしてくださり、とても助かっ

た。

①につていは、レイトチェックアウトの費用を負担

していただけるとのこと（ヌメア出発は真夜中）②

についても、フリーパス発行書をホテルまで届けて

くれました。③についても、フロントにきつく言っ

たとのことであった。

彼女と小一時間程度話をしたのだが、彼女も以前

イントラをしていたとのことで、この周辺の海に詳

しかった。結論としては、ニューカレドニアではヌ

メアからボートで行くより、最初からイル・デ・パ

ンとかリフー島のように離島に行くほうがダイビン

グには向いているとのことであり、そちらのほうが

ダイビング目的で訪れる人が多いとのことだった。

彼女のお薦めは、リフー島だった。明日のダイビン

グに期待するしかない。

5．ダイビング最終日（3／22：木曜日）

ニューカレドニアのダイビングも最終日を迎える

ことになった。昨日、一昨日と初心者のダイバーが

いっしょだったので、本来行きたいと思っていたボ
ー43‐



イントには行けなかった。今日もメンバー次第でど

うなるかわからないが、フランス人でCMASのア

ドヴァンス（ディープダイブ）を取得する人といっ

しょだったので、やっと中級者向きのポイントに行

くことになった。

5本目のダイビングポイントBoulari

PasseOut(Noumea)IN8:07

OUT8:49潜水時間42分最大水深18.5m

うまくいけば、ブラックマンタが見られるかもし

れない、とのブリーフィングがあった。事実、少し

流れていたので、透明度も25mとよくなってきた。

エントリー時には、メジロザメがいたが、ドリフト

し始めるととくに何もなく、海底に砂地が見えるだ

けだった。このままパスの中を流すだけで終わるの

かと思っていたときに、マンタ2枚（黒と白）がこ

ちらに近づいてきた。大きさもかなりでかかった。

あいにく、この時は透明度が落ちたのと離れていた

ので、何枚かシャッターは切ったものの、写真は多

分うまくとれていないだろう。

パスは、ランギロアのパスと似通った地形だった

が､流れはゆるかった｡水温もいくぶん低かったが、

3rnmでも冷たく感じなかった。

6本目のダイビングポイントTohoNO.5(N

oumea)

IN9:370UT10:14潜水時間37

分最大水深25.0m

イントラから、ここでは沈船のポイントを一般的

に<<Toho"と言い、それにNdを順次つけていく

という説明を受けた。そして、このポイントは、ま

だ知られていないとも言っていた。

海底までは30mそこそこだと思う｡沈船も大きく

感じた。甲板から操舵室、倉庫、廊下、階段と1人

が入っていける幅しかなく、ゲージ類がそこらに引

っかからないように気をつけながら、沈船探険が始

まる。これだけ大きな沈船の中を探索するのは初体

験だったので、少し緊張した。誰も水中ライトを持

っていないので、深入りはできない。バラけてしま

えば、泡だけが頼りになる。キンメモドキが倉庫に

根づいており、時おりハマフエフキや横すじの入っ

たアジが通り過ぎた。

6．3日間のダイビングを終えて

この3日間、天候が安定せず、日がさすことが非

常に少なく、霧雨がしょっちゅう降っていた。午後

からとくに何もすることがないので、プチトレイン

に乗り、ヌメアの市内観光に行った。機関車トーマ

･44‐

スのような形をしたバス(自動車を連結した乗り物）

で1時間30分かかって元の場所に戻ってくる。途

中、日本語での案内（テープ）もあり、ゆっくり走

るので景色も楽しめる。ヌメアの免税店にでも行く

なら、これを利用し、時間をあわせて、これに乗る

のが賢い手だと思う｡タクシーなら1000FCでヌメ

アまで行ける。時間が十分あるので、パームピーチ

ショッピングセンターでウインドウショッピングを

するも、土産物屋の数が少ないので、すぐに終わっ

てしまう。それに、円のレートとフランのレートが

同価値なので､物価は高く感じる｡品物によっては、

日本のほうがずっと安い。それでも、日本人のハネ

ムーナーが、両手に荷物をいっぱい下げて歩いてい

るのが街のあちこちで見られる｡まあ､一生に一度？

のことだから、気も大きくなるのであろう。

土産物でぜひ買って帰ろうかと思うのが‘‘ニアウ

リ・エッセンス"。これは生薬で喉にいいらしい｡箱

入りではなくてピン売りが安くてよさそう。

夕食は、ホテルの前の中華レストランでとる。雑

誌に紹介されていたので､それを信用し、1350FC

のエビ焼きそばを食べた。味は、まずまずである。

外がにぎやかなので、ビーチ通りに出ると、黒山の

人だかりと音楽がガンガン鳴っており、夜店も出て

おり、小さなお祭りという様子b踊りはタヒチアン

ダンスあり、ラテンあり、と訳がわからない。部屋

に戻っても、ホテルの外から歌声が聞こえてくる。

（次頁へ）

海を眺めながら、のんびりと温泉

三昧11

焼酎＆新島特産のくさやと新鮮な

地魚を｢浜焼き｣で．．．。

そしてちょっぴり、ダイビングも

ガンガン潜るのも良いけれど、た

まには陸でゆっくりしませんか。

未だ、夏の水温が残る11月、5

ミリウエットで充分。

7月にはツアーの日程も確定しま

す。地元の漁協の‘オエライサン，

と同級生。面倒見てくれると期待

して・・・・一緒しませんか。

東海汽船・2等船中泊、新島・旅

館2泊。2ボートダイビン外

費用概算:45000円。OP可。

リーダー:320清原れい子

へ

へ



7.最終日（3／23：金曜日）

いつものように6時起氏今日の天気次第でヌメ

アに行くかどう力狭めようかと思った。昨日より少

し晴れ間が見られたので、結局、ホテルにとどまり

午前中いっぱいプレ･ルでひなたぼっこをすることに

した。雲が切れて、太陽が顔を出す時間が多くなっ

てきた。旅すればこのようなケースが多く、帰る頃

に天候が回復することはままあること。これは神に

任せなければならない。

昼食は、日本料理にしようと決めていたので、ホ

テルメルデイアンにある“将軍''と“みかど''（老舗

の和食店）のうち、“みかど”に行くことにした｡滞

在しているホテル（ル・パシフイック）から歩いて

25分かかった。こじんまりとした和食の店､昼メニ

ューのトンカツ定食(1400FC)を注文した。ご飯

一、がおひつで出てきたことがうれししも小さな茶わん
に3杯弱あったが、全て平らげてしまった。女将さ

んと少し話したが、出身は神戸の灘ということで話

がはずん焔1年ぶりに成田まで帰った時に､阪神・

淡路大震災（1／17）のニュースを聞いた、との

ことだった。一番ひどい時期に実家に戻られたこと

になる。そして、年1回程度、日本に帰国している

ともおっしゃっていた。ニューカレドニアの生活に

ついて尋ねると､｢住めばどこの国でも同じじゃない

ですか？」との答えが返ってきた。永年、海外で居

住されている日本人の方は、たいてい同様のことを

言われるように思う。日本向けのお士産には何がい

いかと尋ねると、ニアウリとニューカレドニア産コ

ーヒーを薦められた。

/~、

8．終わりにあたって

ダイビングについての感想は、もう1つ満足でき

るものではなかった。まあ、ニューカレドニアでも

ダイビングをした、という事実をつくった。それゆ

え、特段、親しくなったダイバーもできなかった。

ただ、短い時間だったが、年度末の繁忙時にぽー

つとできた幸せを噛みしめることができた｡それに、

ダイビングに関係した方々との出会いがあり、異国

の地においても人との交流を通じてのぬくもりを土

産に日本に帰国した。

I

鯉）
4月6日～9日

SOS宮本節子

昨年7月に行った時のグロットのブルーが印象

深く、忘れられずにまた出掛けました｡今回は大

隅様俶OOO6)が良くご利用になり、スタッフ全

員が親切で色々と面倒を見てくださるという､ダ

イビングサービス「MOC」を利用しました。

ホテルはガラパン地区の「ホリデイインサイパ

ン｣どちらもハファダイショッピングセンターま

で歩いて10分程の所にあり､買い物や食事にも

とても便利でした。

到着するや否やⅧOC」へ、ダイブの打ち合わ

せbしかし､明日はテニアンヘ行く予定とのこと。

前にも行ったので今回はサイパン近辺の海をボ

ートで潜りたいと希望しました｡前もって連絡し

て於けぱよかったのですが､そんな私のわがまま

に一生懸命手を尽くして下さったスタッフ｡本当

にありがとうございました。

お陰で「ナフタン」「ディンプル」を潜り、3本

目は｢グロット」にスタッフとマンツーマンダイ

ブとなり、かわいいヘルフリッチ（ｼｺﾝﾊﾀﾀﾃﾉ､ｾ゙ ）

のウオッチングに出かけ､また､沢山の種類の生

物を見て､ひとつづっ名前を教えていただきなが

ら、ゆっくりとダイブし､違ったグロットを楽し

みました。

2日目はビーチで､楽しかったのは｢オブジャン

ビーチ｣で2本目に潜った時のことですbモンツ

キ村のカエルウオ､こっちの穴､あっちの穴と数

多くのモンツキカエルウホ愛くるしし噸、形、

穴から飛び出し違う穴へ､飽きることなく観察し

ていました。

天候と海峡に恵まれ､透明度も良く大満足のダイ

ビングでした。

種宇と受
-45.



のC カート目＝里

前号までのあらすじ

森山一家四人で沖縄･北谷にある鮫さんのダイビ

ングショップに来て､主人公千夏は両親におねだ

りし、Cカードを取ることになり、先ずスキン

ダイビングから始めることになった。

マスクを付けて、海の中に顔をつけてスノーケルで

呼吸してみてください。身体の力を抜いて海の水と

一体になったつもりで、海面に浮かんでみてくださ

い。もしかして流れ藻か何かと間違えて小さな魚の

幼魚が､あなたの身体の影を安全地帯と勘違いして、

まるでお母さん鳥の羽の下にヒナが隠れるようにつ

いて泳いで来るかもしれませんb

海面で力を抜いて落ち着いたら､今度は大きく息

を吸って、息を止め、手で水を大きくかいて身体を

おへそのところで九十度に折り曲げて頭を水中に沈

めます6頭が一番深いところまで来たら、頭の位置

はそのままで足を身体が一直線になるように持ち上

げると、足の重さで身体が水中にスムーズに潜行で

きるのですも足が水中に沈んだらフィンをキックし

てやればOKですbあなたはもうスキンダイバーの

仲間入りができました。

水圧を感じて耳が痛くなると鼻をつまんで､鼻を

かむようにいきんでやり、耳の奥でシュッという音

がすれば耳抜きができ、少し深くまで潜ることがで

きるようになりますb海面に戻る時は、海面に向か

って片手を伸ばし、水面に何もないのを確認しなが

ら、浮上しますb水面に戻ると一番にしなければな

らないことは、スノーケルの水抜きですも

ほら、スキンダイバーが鯨の塩吹きみたいにシュッ

と水を吹き出す、あれですb

潜る前に肺に貯めておいた空気をスノーケルの

中に勢いよく吹き出してやると、スノーケルクリア

ーのできあがりですも少しスノーケルの中に水が残

った場合、呼吸するときゴロゴロと音がしますが、

あわてなくても大丈夫ですも息を出しきったつもり

でいても、まだ結構肺の中には、空気力職っている

らしく、もう一度シュッと吹き出すことができます

し、クロールで泳いでいるときの息継ぎのように、

･46.

口の中に少々水が入って来ても、ちゃんと空気だけ

を肺に吸い込むことができるでしょう。

落ち着いてやれば難しいことはありませんb慌てる

とそんなに難しいことじゃないことでも、パニック

の材料になってしまうので、一体さんではないけれ

ど「あわてないあわてない」

水深三～四メートルの海底が砂地になったとこ

ろで、海人が何かやって遊んでいますb海底の砂に

自分の影を映して、モジモジ君遊びをやっいるので

すbこれは大人の人にはばかげた遊びだと思われる／~､
かもしれませんが、だまされたと思ってトライして

遊んでみてください。陸上の影遊びより､水中では

三次元の影を作れるのですから面白いですよ。

エツ？やってみたけど､だまされたって？こりや

また失礼しました。でも他にもいっぱい遊びはでき

るんですよ。マスクを一度も水面に上げないで陸の

ほうに帰る遊びとか……これは海底の砂に波によっ

て出来たI秒紋』を見て陸の方角を当てる遊びですb

水面に浮かんでボーッとしていると､角度が違うと、

波の揺れ方も違いますb

それから､海底にポツンポツンとある目標物を見

付けて、目をつむって目標物に向かって進んでみま

しょう。アレアレ？自分では真っすぐに進んでいる

つもりでも、フインでキックすると左右の力のバラ／ー､

ンスが違うのがよくわかりますb自分の癖を知って

いるのも良いかもしれないですbでも何の得にもな

らないかもしれないけれどb

暇つぶしには良いかもしれない。

えっ！？聡は忙しいんだ！」って？そう言って

いる人にこそしっかり海で遊んで欲しいですb忙し

くて心にゆとりがない人こそ、ダイビングで心の洗

濯をしてください。

山に行って鳥の声を聞いたりするバードウォッチ

ングもすごくすてきな自然との付き合いですが、海

の魚は鳥より頭の中身が少ないのかもしれないけど、

初めて会った人間の手からも餌をもらって食べるん

ですよ。なかには、人なつっこいというより、ズウ

ズウシイ魚もいて、？の？の中に隠してある餌をも

らおうと、口を指の間に押しつけるようにして食べ

る強者もいますb



インストラクターの鮫さんは、魚達とも顔馴染み

なのでしょう、鮫さんが潜ると餌を持っていなくて

も、彼の周りを魚が何匹もウロチョロとついてまわ

っていました。「カゴカキダイ」が特に鮫さんのファ

ンのようで、フィンをつついたり、髪の毛をひっぱ

ったりとやんちゃをしているのを見て、私は水中で

大笑いをしてしまいました。

その度にマスクの中にドッと海水が入ってきて、

何度もマスクの中の水を抜くマスククリアをするは

めになり、最後には笑っても水が入らないよう両手

でマスクを顔に押しつけるように持って笑っていま

した。

魚達に食べさせる餌は､以前はウインナーとかを

やっていたそうですが、ウインナーにはいろいろな

添加物が入っていて、奇形のある魚が生まれたりす

/‐、るので、あまりやらないほうが良いそうですb私や
海人は、もらったおにぎりの残りのご飯粒をやりま

した。小さくて身体が透き通った魚は、食べたご飯

粒がそのまんま見えていて、欲張ってたくさん食べ

た魚はお腹がデコボコになっていたりして、おかし

かったですb魚によっては好奇心の強いのや、気の

強いの弱いのといろいろいるので、いつまでも飽き

ません。

スキンダイビングの最も良いところは､タンクに

詰められた空気のように限りがなく、いつまでも遊

ぶことができることですb潜水病の危険がないし、

疲れたら水面でボーッと浮かんでいたら魚達の方が

勝手に私の目の下をあちらこちらと、忙しそうに行

ったり来たりして､見飽きることがありませんb「高

ノー､見の見物」と言うのは、このことを言うのでしょう

か？

魚達にも相性があって､仲の良b漁がいるかと思

えば、嫌いな奴もいるらしく、あっちへ行けとばか

りに追い散らしていたり、人間社会だけでなく海の

中にも社会生活があるのかな？魚にも、人間みた

いにイジメとかもあるのかなあ？

このスキンダイビングというのは､とても安上が

りだし､心の洗濯はできるし､なかなか良いもので、

私は大好きですbCカードをとってスクーバダイビ

ングを始めても、スキンダイビングはずっと続けて

いきたいと思いますし、重いタンクを背負って水面

移動するときなどは、スノーケル呼吸に慣れている

ほうが良いと教えてもらいました。

私や海人は船酔いをしないので平気なのですが、

水面で揺られていると波酔いをしてしまう、気の毒

な人もたまにはいらっしゃるようですもアァ、なん

て損な人でしょう。でも宇宙酔いも慣れると楽にな

るそうなので、船酔いするあなたも水面の波酔いに

チャレンジしてみてください。遊園地の遊具に乗っ

ているよりよほどラクチンだと思えば何てことはな

いです、と言うのはちょっと無責任かしら？

水面にボーッと浮かんでいたり､息の続く間潜っ

て行って、大きなイソギンチャク･と仲の良いクマノ

ミという魚をからかったりしていたら、何時の間に

か時間が経ってしまいました。

「もう、今日はこれくらいで終わりにしましょう。

また明日も明後日もあるんだから、無理は禁物よ」

と、お母さんに促され､私と海人は､今見てきた魚

の種類の多さを、お互いに自慢しながら、渋々と海

から上がってシャワールームへと向かいます。

ダイバーの民宿もしている、DIVEHOU

SESEALUCKYの夕食は、鮫さんの奥さ

んと一緒に近所のおばちゃん達が作ってくれている

そうで、沖縄色の濃いおかずがズラーッと並べられ

て、お父さんが一番うれしそうですもお母さんは料

理の腕は悪くないし、結構色々な新しいメニューに

もチャレンジしていますが、魚料理についてはちょ

っと「犬の卒倒」というか、つまりワンパターンな

ところがありますも

その理由は､お母さんのせいではなく、海人と私

が魚料理が苦手なのですb魚を食べるのは嫌いでは

ないのですが、骨の多い魚は二人ともブーイングし

てしまいますb骨のある魚で好きなのは「ぶりの照

り煮」と「鯛の頭煮」と「シシャモ」ぐらいで、お

刺身は好きですが、お父さんに言わせると「魚は高

級魚でなくもいいが、新鮮でなくてはならん。こん

な生臭くなったのは刺身ではない」と箸も付けよう

としません。お父さんが生まれ育ったのは、岡山県

の倉敷の西の端にある、昔から回船で栄えた玉島と

いう町で、海と港はお父さんの小さい頃の遊び場だ

ったそうですから、お母さんがスーパーで買ってき

たパックに入れられた刺身などは､｢猫もまたいで通

る」と見向きもしないので､結局は､我が家では｢鯖

の塩焼き」か朧のムニエル」ぐらいしか食卓にの

らなくなってしまったのですb｢グルクンという魚の

空揚げ」「刺身がいろいろ、お皿にいっぱい」「真っ

黒な色をしたも魚とイカのスミ汁」「ニガウリのチャ

ンプル（いためもの)」「固い豆腐と野菜のいためも

の」｢小魚を油で揚げて､黒砂糖と卿曽でからめたや

つ」などなど、毎日日替わりでいろんな沖縄料理を

お腹いっぱい食べさせてもらったものだから、お父

さんはこの旅行で確実に三キロは太ってしまったで
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しよう。お母さんは元々小食だし、｢太って服が着ら

れなくなると、不経済だから」と、気を付けていま

した｡でも本当瑚艮のせいだけでなく、「中年になっ

て太ると、欲しいところにお肉がつかないで、欲し

くないところにお肉がついちゃって、いやだわ」と

眩いているのを私は聞いてしまったの危

私と海人は､思いっきりお腹いっぱい食べたけど、

海でさんざん遊び回ったから、体重は大して変わら

なかったと思うけど、日に焼けて真っ黒になってし

まったものだから、友達に「学校の体育館に続く薄

暗い渡り廊下ですれちがったら、照れ笑いした時の

白い歯と、白目しか見えんかつた。よその国の人だ

と思ったから、へたに話し掛けられて言葉が通じん

かつたら耳けかしいから、避けて通ってた」と言わ

れてしまうありさまでした。（つづく）

私達はこんな会社です。

昔、昔世界の空を飛び回っている人がいました。

昔､昔世界のあちこちに潜りにぱかり行っている

人がいました｡そのうち､その人は友達にこんな

ことを聞かれる様になりました。「ちょっといい

とこ教えてよ｡どこかいい所な－い？いいホテル

ない？食事どう？ついでに、安いチケットな－

い？紹介してよ｡」そんな人が増えてきて…だん

だん"ついで"に出来なくなってきてしまいまし

た。それがこの会社の設立のきっかけですも

十何年かたった今でもその時のそんな友達の声

は忘れられません。

何か私たちにお役に立てることありませんか？

・・・お待ちしていますbそんな会員のご相説

工藤幸子（＜どうさちこ）代表取締役

PADIダイブマスターも元日本航空パーサー｡細

い体に秘めたるパワー｡無い座席をどこから力剥

ぎ取り､いいとなったら世界のどこへでも出かけ

る｡居たと思ったら居ない｡身のこなし鋭い(？）

旅行業界の軽業師b

大井手結花里(おおいでゆかり）ツアーコー

ディネーターNA[Iインストラクター。ダイ

ビングショップ「アクアク」勤務10年を経て。

7つの海の僻地を潜り歩き現在の会社ゾ、心情は

陽気･のん気･天気｡器材から海のことまでお任

せください。

株式会社ビージェープランニング

O3-3462-5074
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1．スキルアップをしたい方へ

中世浮力が未だ充分取れない｡エントリーがスム

ースに行かない｡ダイブコンピューターがもう一

つ理解できない等々のお悩みのお持ちの会員が

おられるようですb是非その様な方は賛助会員の

RI.Tやナッソーでスキルアップをすることをお

勧めしますb関西地区の方は､会報8号34頁に

紹介しましたように､大阪市の｢マリン｣でスキル

アップが出来るよう手配してありますb

2．クラブダイビングの申し込みについて

クラブダイビング参加の時は､トラブルを避ける

ため必ず｢参加確認書｣にご記入の上郵送又はフ

ァックスで申し込みください。

会長関川清一

11号特集原稿募蕊！！

11号の特集テーマは｢SDCに入って得たもの」

ですb会員の皆様の投稿をお待ちいたしておりま

すb投稿して下さる方は7月10日までにとりあ

えず連絡だけ下さい。

（広報担当MOO6大隅照子）

11月シパダンツアーの詳細（11.22～28）

11.22(木)成田発10:30、コタキナバル着15：15

11.23(金)コタキナバル発06:10、タワウ着06:

55、専用車ボートでタワウ/センボル

ナ/シパダン。昼食後無制限ダイブ6

11.24～26シパダン4泊5日、ボルネオダイバー

ズロッジ泊｡毎日3ボートプラス無制限

ビーチダイビング。

11.27（火）シパダン昼頃発、タワウ発17：40、

クアラルンブ《一ﾉﾚ着21：40、パンパシ

フイック空港ホテル泊

11.28(水)成田着19：00

費用：約190,000円

333坂上洋

/~
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ヴィンテージな会を終えて

第1回が9名で､今回何と24名のヴインテージ

ッコが集い､語り､飲み､ハッピーになりました。

ヴィンテージな会ってどんな会？と言われる方

に｡心豊で､ほんわりと、そんな出逢いと一時を

求めて集う会b何時もオープンで誰でも迎え入れ

てくれる・・シニアでは無い､ヤングハートで豊

穣な・・それが｢ヴィンテージな会｣ですbあなた

も扉をたたいてみては！？

次回は9月13日の開催を予定していますb

ウルポン

第3回ヴィンテージな会への誘い第3回ヴィンテージな会への誘い

楽しく飲んで・語って・騒ぐ会・・第3回｢ヴ

ィンテージな会｣を下記日程で開催いたしま

すb

皆様のご参加をお待ちいたしておりますb

出席をご希望の方は､ファックス・メール等で、

9月10日までに連絡ください。

FAX:044-987-8900

楽しく飲んで・語って・騒ぐ会・・第3回｢ヴ

ィンテージな会｣を下記日程で開催いたしま

すb

皆様のご参加をお待ちいたしておりますb

出席をご希望の方は､ファックス・メール等で、
QB1n口孝-7季'一斗宙筵で鍔太I,、

:044-987-8900

hh8t-urgCasaln-net.onit-urgCasaln-net.oniE-maill

日時：9月13

場所：諦司画

27階

会費:5,000I

E-mail:

日時：9月13日(洞17：30～21：00

場所：諦司西口・センチュリーハイアット東京

27階くうプソデイー＞

会費：5,000円

'17：30～21：00

ンチュリーハイアット東京

ソディー＞

/~､

コリドラスさんの写真

キンギョハナダイのオスですね。メスがオレ

ンジだと思いますbオスの色の方がきれい。

海の色からして、いかにも透明度が良さそ

う！

056mami

幸せ11

今、ヴィンテージな会から帰りました｡すぐに寝

ようと思いましたが､何だかハッピーで書きたく

なりました｡今日は24人の参加､それなのに話

が出来たのはほんの一部で式もっともっとお話

をしたかった1でも時間がない・・う－－ん、も

ったいない｡又やりましょうね｡ありがとうござ

いました｡おやすみなさい｡続きはURGさんが

書いてくれるでしょう。

006てるてる

そうですか．・・・

mamiさんこんにちは．。しばらくですb

キンギョハナダイとハナゴイの見分けが

未だにつきません。キンギヨハナダイって

確か性転換するんじゃなかったつけ？オ

スになりきらないニューハーフとは言わ

ないんだつけ？？？ところで今日のヴイ

ンテージな会にくるのかな・・・

056コリドラス

/へ

楽しかったjj

～続きはImGさんでなくてもよろしいでし

ょうか？？「ヴインテージな会｣本当に楽し

かったですね。てるてるさんとは一年振

り・・メールのお陰でいつも会っているよう

な．．何とも不思議な感じがしました。あっ

という間に時間が過ぎて、お話が出来なかっ

た人もいて（残念！）又次回参加しま～すb

東京へ出たついでに（？）二次回で｢カーブ

のハチアライ｣をして、関越高速バス深夜便

で夜中の2：30分に湯沢に戻りました。車

中でも家に帰っても眠れず・・本日の仕事は

眠くてキツカッタ！又やりましょう・・やっ

てください～jjO47たけちゃん

剣ユ。穐厚四匙ﾛｰｰl

ルのお陰でいつも会

も不思議な感じがし

時間が過ぎて、お話

（礎会！）又次向参

ました。あっ

ｳﾐ出来なかつ

叩しま～すb

回で｢カーブ

壷バス深夜仮

りました。隼

本日の仕事側
一道一

初めてのメール

ホームページ初めて拝見しました。これから

お仲間に入れてください。宜しくお願いしま

すb

O74藤井泰代

果尿ツー配

のノ､チア

■■

臓
西
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SDCダイビングツアー参加確認書 (コピーしてご使用下さい）

今回のダイビングツアーは、各人が任意に自分の意志で参加されるものです。従ってダイビング中は勿論、往復旅行中も全て自己責任で

処理するこが前提となっております。裏面の「クラブダイビングの方法」を良くお読みになり、この事項を確認、同意のサインをした上

で、下記記入欄に必要事項を記入の上ファックス又は郵送にてリーダー宛お送りください。

同意署名

月日より月日迄のツアーに 参 加 致 し ま す 。 年月日

参加者氏名 自宅住所 電話・ファックス

日本名

ローマ字

生年月日 年齢 取得団体 ラ ンク 経験 年 数 経験本数 会員番号 男・女

緊急連絡先氏名 住 所 電話

第 1 ●

第2●

パスポート番号・取得年月日・有効残存期間・出発空港名（海外ツアーのみ）

希望条件（1人部屋・洋和室等）

） ）



/へ

SDC・ダイビングの方法

(1)目的

クラブ活動の主なものは、会員が自主的にバデイやグループを作り、ダイビングをする

ことを支援するものです。その活動を円滑にするため、クラブでのダイビングが設定さ

れています。

(2)運営の原則

クラブ・ダイビングは安全優先と「自己責任」が原則です。リーダーは参加グループ

を確認する窓口の役割を持っていますが、旅程及びダイビング等ツアーに関する全ての

事項に関して一切責任を負いません。ダイビングは全て自己責任であり、現地のガイド

の指示によって行って下さい。

(3)参加確認方法

参加確認は、クラブ規定の様式で行って下さい。それ以外の様式で参加を確認するには

時は、次の項目を必ず記入して下さい。

①ツアー名

②会員番号・参加者名

③経験本数・経験年数

④緊急連絡先の氏名と住所・電話番号

⑤同意署名

参加確認は手紙、ファックスなどで行い、電話だけでの確認は避けて下さい。参加確認

の証拠が残らないと、トラブルの原因になります。

（4）定員と締切日

/一、定員は原則として8名としますが、増減出来ます。
締切日は定員に達したとき、又は2ヶ月前とします。

(5)ダイビング計画の条件

計画上の日程や概算費用は、あくまで暫定的なもので変更されることがありますのでご

了承下さい。

ダイビングに関する費用の支払いは、原則として旅行会社と参加者の間で行って下さ

い。リーダーに金銭上の負担をかけないようにして下さい。

リーダーは全てにおいてボランティアでやって頂いております。旅行社の人でも、添乗

員でもありません。失礼の無いよう感謝の気持ちをお忘れのないようお願いします。

(6)レポート

リーダーは所定用紙による報告書を事務局に、又会報掲載用レポートをリーダー又はリ

一グーがら指名された参加者はダイビング終了後、SDC広報担当に（写真添付）提出

して下さい。

レポートは直近の会報に掲載いたします。



◎編集雑感

10号が完成しました。回を重ねるごとに皆様が

パワーアップしているように感じます。

同時に毎日の生活もお元気であることが伝わって

きますも会報やHPを通しての交流が益々盛んに

なってきました。じ－－つと待っているだけでは

幸せはやってきません。クラブツアー、総会、新

年会、ヴィンテージな会にもどんどん参加しま

しょう。これからも積極的に投稿してください。

そして自分をしっかり知ってもらいましょう。

私たち係りも燃えておりまして、この後すぐに1

1号準備に入りますb

（広報担当：大隅）

ニュ■ゴ

紙竃

暖，

一
転

幾鐸

稗

ここに10号をお届けします。何とか文字を大き

くならないかとの､会員の方々の要望にお応えし、

1ポイント文字を大きくしました。頁数に制約が

あるためその分、文字間を詰めました。少しは読

み易くなったでしょうか？老眼をかけずに読めま

すか？

6月の総会の承認を得て、今後2年間の幹事が決

定いたしました。新たに幹事となられた方の内、

関東地区在住の岡野博・狩野幸繁・石田邦明・清

原れい子の皆さん方による座談会を開催、その内

容を特集いたしました。

新幹事の皆さん方による忌憧の無い意見が語られ

ていると思いますb会員の皆さんは如何お感じに

なられたでしょうか。

ボランティア活動にも限界がありますbその精神

を尊重しつつ、NPO的考え、やり方も組み入れ

ていかないと今後の運営が難しくなってくるよう

に思います。

400人からの皆様の個々の要望に、満足な形で

お応えできていない部分も多々有り、心苦しい限

りですも会員各位に於かれましても、有名なJoR

ケネディの言葉を真似る訳では有りませんが、

「会が何をしてくれるかを求めるだけでなく、自

ら会に何をなし得るか」の気持ちを持っていただ

き、共に会を支えていただきたいと切望いたして

おります。

（事務局・広報担当；宇留賀）

へ
ﾜ

表紙に寄せて

は～い！待ってたよ、と手をあげて歓迎してくれ

ました。20世紀最後のダイビングモルジブで出

会った彼？又会いに行くからね1

裏表紙のスカイダイビング？の写真は5月バリ

島ムンジヤンガンでグループの皆さんに協力して

頂いて撮ってものですが、もう少し近くで撮れば

良かったのに・・残念！

146佐竹綾子

日本シニアダイバーズクラブ

紹介と入会のご案内

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、又地域も北は青森、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月の懇親会等の集い

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、

ホームページの開設等を行なっております。

SDCは創立7年を経過し現在約400名近くの

会員を擁していますb

「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、必要書類を

提出して頂く事で入会できますも（入会金千円､年

会費5千円）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も

入会希望者は事務局まで､郵送またはEメールで

お申し込みください。

へ
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