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一 再

小さな集まり作りませんか

006大隅照子

SDCも8年目を迎え､ダイビングの仲良しグループ

もたくさんできているようですbこれは名誉会長さん

の願いでもあり、喜ばしいことですb更に欲を出して

いろいろな交流が持てるように、ダイビング以外の集

まりや活動が始まっても良い頃ではないでしょう力も

言い出しっぺということで私は2つのことをやってみ

たいと考えていますbこれに引き続き､いろいろな｢集

まり作りの声」をあげてください。

I「水中映像を見せ合う会」

スライド、紙焼き、デジカメ、ビデオ・・・水中撮

影を楽しんでおられる方もずいぶん増えました。

これからは自分だけで楽しむ事から一歩前進して、お

互いに見せ合う楽しさを味わいませんか？上手下手は

無視、第一の目的は勿論交流ですbそんな気持ちをお

持ちの方、集まりましょう！

Ⅱ職骨を考える会」

がむしゃらに働き続けた第1の人生を終わり、第2

の人生をダイビングでスタートされた方も多いと思い

ますb残りの人生、楽しくなくてはウソですよね！そ

の勢いで第3の人生も天国で大いに遊びたいものですb

しかしそのためには1度死ななくてはなりませんb魚

なら死んでも他の魚が食べてくれておしまいですbと

ころが人間様は、やれ葬式だ、やれお墓に、戒名に、

49日に、坊さんへの支払いに・・・面倒くさくて死

ぬのもやめたくなりますb｢人間も自然に還したい｣と、

考えている方はいませんか？そうです1散骨です!今

までに何人かが「私は散骨派よ」と、言っているのを

耳にしました。

同じ思いを抱いてる同士が集まってお話したら楽し

いのではないかと思いまして・・・とんでもない企画

かもしれませんが、いかがでしょうか？「自分はその

気はあるけど親戚がなぁ」の方も結構ですb何かを準

備しているわけではありません。「散骨の話題を肴に、

ただの飲み会になってしまっても良い加と、まずは

軽い気持ちですも情報交換の場、そしてゆくゆくは

「SDC散骨ツアー｣なんて跡l,たらなあ、と考えてい

ますもそれぞれ思い出のポイントに撒きたいようです

ので、本人を交えて「本番前の下見ツアー」なんかも

面白いかもしれませんb興味や関心のある方ならどな

たでもどうぞ1以上2つの提案ですb賛同してくれる

方は連絡ください（会に入るというようなものではな

くちょっと集まってみよう・・程度のスタートです）
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伊東花火とダイブ
364百野博久7．28～30

し大いに盛り上がりました。

29日も最高のダイブ日和で西伊豆安良里にて2

ポートダイビングも(此処のランチは最高1海鮮丼7

00円)気温30度､水温25度､透明度15m、オ

オモンイザリウオが元気でした。

スズメダイの群は圧巻、見応え充分ですbコロダイ

老成魚も健在。今日も温かくてよく見える。

（ナッソー1浬今日の海より）

初めて見るオオモンイザリウオが珍しく、つい手を

出したら泳いで逃げてしまい、皆から白い目でじろ

りとひんしゆくを買い、大いに反省しています。

その夜はSくあん貨車も全員揃い、夕食の後は伊東

花火祭りで、写真の如く、伊東のハワイアン美女連

に囲まれ、花火も港の埠頭先端で目の前で満喫しま

した。

翌30日は三宅島のダイビングショップが伊豆に

避難して頑張っているからと良縁寺さんの優しい計

らいで｢伊豆べたなぎ｣ショップにてボート＆ビーチ。

気温30度、水温21度、透明度10m｡7月17

日富戸では見れなかったアオリイカの産卵がバッチ

リ、マアジの群､モクズショイカニ､ネコザメの卵、

コウベダルマカレー、ヨウジウオ等魚種は多く、来

年には三宅島に行けるようになることを祈念しなが

ら3日間の伊豆ダイブも無事終了しました。

(リーダー：良縁寺悦子、宇留賀達雄、石岡弘至、

関根一男、鈴木ヒロ子、立花佐知子、西村麻美、佐

藤道子、百野博久）
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台風6号が伊豆半島直撃の予想の7月26日の夜

半に中止も止むを得ないのではとリーダーの良縁寺

さんにメールを入れたら｢電車が動いている限り行

くさ！！もしダイブが出来なくても色々遊べるとこ

ろがあるからいいさ！！楽しいさ！！気が進まな

かったらご自由にどうぞ｣との台風を吹き飛ばすよ

うな元気なおぱあの返事があり、個々で行かずんば

男じやない、おじいがすたる、との心境ながら台風

の逸れるのを祈る気持で一杯でした。

何とそれが前日27日朝にはおぱあの念力が通じ、

へ

台風の進路が大きく東に逸れ、東伊豆半島は未だダ

イブは無理だが、西伊豆はべたなぎ状態で水温も高

く、絶好のダイブ日和となりました。

28日はIOP､伊東五島根の予定を変更し大瀬崎に

て2ダイブを楽しみました。

気温30度､水温25度､透明度20m､黒潮来る。

水温高くトロピカルな海でした。とにかく暖かく良

く見える、アカオピハナダイも健在。

魚影濃く、キンギョハナダイやイトヒキベラを見て

いるだけで楽しい。

（ナッソーHP柳田記今日の海より）

その夜品川荘にてリッチな夕食の後には今日の天

候とおばあとおじいの幸せの一日を感謝し、未だ持
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て余す活力を発散すべく、市内のカラオケに繰り出 背

-3‐



■ll"'ロンスラﾐﾝｷ
353塚田啓子
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海よりも偉大な先輩方、同船の皆さんのおかげで夢が

一つ叶いました。

わ－，すごい！、シュノーケルくわえたまま思わず

叫んでいた。ここは遠い南半球、グレートバリアリー

フ、大気と海の狭間に私はいる。

限りなく深い青緑色の彼方から、銀色の背中がゆっ

くりと私のすぐ真下に現れてきた。滑らかな肌、美し

い姿、背中に乗っても良いよって云ってくれているの

かな。かなりのうねりに、命綱のロープをギュッと握

っていた両手から、段々力が抜けてきて、全身を思い

っきり波に預けて浮かんでみる。いい気持ち。自分の

存在が大自然に溶け込んでいきそう..。

あ、又すぐそばをミンキーが泳いでいく。神秘的な

半開きのような目は、何処力遠くへ誘うようだ6クジ

ラと言っても4型で優しく､イルカの敏捷さとも違う。

そう、太古の世界からやって来たような、不思議な生

き物だも逢えて、すごくうれしいよ！水中で眺めてい

るミンキー達もダイナミック。でもこうやって水面に

いると、太陽の光に近いせいか、模様や形、その動き

のリズムがより鮮明に感じられるような気がする。

自由に潜ったりは出来ないけれど、波があるのに海水

が口の中に飛び込んで来る事もなく、ゆっくり楽しむ

ことができた。これは私のシュノーケリングの記憶

ミンキーウオッチングはお勧めです6もともと集団行

動というと臆病になる私、初めてのツアーにちょっと

オズオズと参加したのですが、少し頑張ってハードル

を越えてみれば、素晴らしい経験ができるんですね｡

-4.
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湯沢でスキーと温泉！

（温泉だけの方大歓迎）

於：ペンション・タケコシ

へ

上越・越箇易沢でスキー＆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

前泊延泊も思いのまま楽しくやりましょう

日時:2m2年1月14日～15B

費用：壱白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○K．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(O47)
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2階のダイニングルームでお話を聞いた。

くもりがいっぱいの、ゆったりした空間。

串本の海岸から、木漏れ日の坂道を10分ほど登

ると、あふれる緑、太平洋を遠望する高台に、2階

の屋根まで届くフェニックスに囲まれて、白い漁酒

なペンション｢風舎(かぜのいえ)」がある。玄関に

はバーベナ、インパチェンスなど季節の鉢植えが。

ウァーッ、すてき！！みんな異口同音に。

さらにすてきなのは､ここはバリアフリー、「ユニバ

ーサル」なペンションなのだ6外から玄関までは木

のゆるやかなスローズそして、そのまま室内に。

車いすでも入れるトイレがあり、2階へはホームエ

レベーターもついている。あくまで、さりげなく・

「バリアフリー」「ユニバーサル」「共用品」とい

う言葉がここ数年、使われるようになってきた。

障害のある人もない人もお年寄りも、誰もが使いや

すいような配慮や工夫がされた「製品」「施設」「サ

ービス」という意味b有名なものに、シャンプーと

リンスの容器を区別するギザギザがある。目の見え

ない人には、この2つの容器を区別するのはむずか

しい。でも、目が見えても、シャンプーのときは目

をつぶっているのでギザギザは便利だ6駅のエレベ

ーターや車椅子対応のエスカレーターもふえてきた

し、細かな字や作業が苦手になった高齢者向けに、

文字やつまみを大きくした製品も登場している。

「風舎」のオーナーは、会員の鳥飼和代さん。夕

-6‐

食後、

木のぬくもりがいっぱいの、ゆったりした空間。ま

わりには、おいしいお料理でいつもよりアルコール

が入り、いい気分になった参加者たち。その声も交

えてお届けしますも

・太暘が1日中当たる土地が気に入って
へ

大阪で仕事をしていた鳥飼さんは再婚後、1988

年に赤い屋根のログハウスを建てて移り住んだペ

ンションから畑をはさんだ先に自宅の屋根が見える。

Qなぜ、この地に？

A私は、営業の仕事で近畿圏を走り回っていまし

た。2人で暖かいところに住みたいという話になっ

て、南紀のことを知っている私が、どこかいい場所

はないかと探していたら、この土地が見つかりまし

た。太陽が1日中あたるので、主人が気に入りまし

た。全然知らないところに住むということに抵抗は

なかったですね。

・ダイバーたちが泊まれる宿を

おふたりの新生活は、長くは続かなかった。6年

後、ご主人が病気で亡くなる。

Qなぜ、ダイビング＆ペンションを？

A主人が亡くなって1年ぐらい過ぎたとき、主治



のが大事」と言われ、私にできることは何かと考え

ました。

設計者には､フェニックスを生かしてほしいこと、

バリアフリーにしてほしいこと、暖炉を作ってほし

いことだけを注文しました。冬の間、暖炉に薪スト

ーブを焚いて、音楽を聞いているのは、私の至福の

時間ですね。

スタッフは夫婦の2人ですが、料理はもちろん、

庭の手入れも修繕もしてくれますbスタッフには恵

まれていますも

参加者の声／それはオーナーがいいから。トッ

プがよくないと、会社でも後が続かないもの。
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医だった女の先生がダイビングをしていて､｢串本は

ダイビングのメッカですよ。心が落ち着かれたら始

めませんか」と誘われたのがきっかけですbダイビ

ングを始めると、若い人たちがログハウスに遊びに

きて、「民宿はいっぱいあるけれど､バストイレがつ

いていて、ダイバーが楽しめる宿泊施設がない」と

言われ、「じや、おばさんが建てるわ」と言ってしま

ったのですも1997年にオープンしました。

私がダイバーですから、ダイビング器材を洗う場

所と力置き場などの設備は十分につくりました。ペ

ンションは、ツイン3部屋とシングル2部屋で、定

員8名。ログハウスのほうの定員も5名ですb補助

ベッドを置いたり、枕を並べて寝ることは止めて、

ダイバーがゆったりと楽しめるペンションにしたい

と思いました。

劃0者の声／ダイビングにくると、最低レベル

の宿舎が多いのが不満だったけれど、ここはすごく

ぜいたく。木をふんだんに生かした空間で、リッチ

な気分bこんなすてきなペンションに泊まれるとは

思っていなかった、最高ね。1泊2食で1万円。利

益が出ているのか心配よれ．…･･。

．「風舎」にこめた思い

宿泊客は、若い人たちが多い。

Qこれからはどんなことを？

A「風舎」の吟（いえ)」には､みんなが集まれ

るスペースにしたいという思いをこめました。障害

のある人もない人も誰もが楽しめる、安らげる空間

にしていきたいと思いますb海側に家が1軒建ちま

したので、客室からいかに目線を外すかを考えて、

庭をつくっていきたいですし、お料理のレパートリ

ーも、串本でとれるものを主体にふやしていきたい

ですね。これからはメンテナンスがたいへんですb

ダイビングを始めたおかげで、ペンションを建て

ることができました。いろいろな方とお友達になれ

ましたし、世間がとても広くなりました。お客さま

が喜ぶ雰囲気を見ていると、自分も満たされます。

みなさんに満足していただけるだけで幸せですね。

割0者の声／すべてが、ヒーリングの空間、癒

しの空間。満足、満足。

1日目のイタリアン、2日目の和食b旬のアカ

イカのソテー、めったに食べられないクジラの酢の

へ

へ

物などなど、どちら

のコースも地元の

新鮮な食材を生か

して、とても美味。

自宅の庭で採れた

ブルーベリーで作

ったというお手製

のアイスクリーム

もおいしかった。

ペンションの居心

〆
醗
、
車
・
息
酷
翻
織
迩
『
』

Ｉ
毒
一
乳
１
９
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次女由佳さんは養護学校の先生。その関係で、重

度の障害がある人たちもログハウスに泊まりにきて

いた。

Qなぜ、ユニバーサルなペンションに？

Aログハウスに目の不自由な方が泊まっていまし

たし、ログハウスには車いすでも入れるシャワーが

ありますも車いすのダイバーもふえてきましたので、

そういう方も受け入れられるようにと思いました。

娘が養護学校の先生をしている影響もあったと思い

ますももっと福祉にのめり込もうと思ったこともあ

りましたが、娘に「自然にどこかで触れ合っている

§溌蕊

.、唇

謬

§’
輔

地はもちろん、鳥飼さんの「ユニバーサル」な考え

方にも感動。心豊かなひとときでした。

（まとめ・清原れい子）
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356 栗 本 は る み

8月3日19：50有明港からサンフラワー丸

（那智勝浦行き）が出航した。

SDCに入会して1年と8ケ月、7回目のツアーであ

る。待ち合わせの場所で顔見知りの笑顔に出会ったと

きのささやかな喜びも知った。

サンフラワー丸は現時点では廃止予定で、私にとっ

ては、最初で最後の乗船となるかもしれない。

船内では、高木さん差し入れの小田原産竹輪をつま

みとして、ビールを飲む。

くつろぎタイムのビールの味は、格別である。

翌朝、勝浦港につくと、串本在住の南さんと鳥飼さん

が迎えてくださった。下船してから朝食を、と言うこ

とで、途中の小高い丘のレストランでモーニングを食

べ、古座ダイビングセンターへ向かった。

今回はブラックトンネルを潜る予定だったが、窒素

酔いの心配と、カレントが強すぎると言うことで

我々はトンネルの入り口に入っただけで浮上。

別のグループはトンネルの出口まで行って断念。納得

できなし頓をしていたのは私だけだったのかしら？

2ダイブ後細il'|半島を南下して・・ペンション風舎

（かぜのいえ）・・に向かう。

途中、波の浸食によって橋の杭だけが残ったように

見える橋杭岩という奇石があり、明日はここをカヤッ

クすると聞き、心がときめいた。朝日に照らされた景

色はさぞかしきれいだろうと、想像するだけで心が満

たされてくる。

-8‐

ペンション風舎は鳥飼さんがダイバーのための宿と

いうコンセプトで4年前に建てられた、フェニックス

が似合うペンションだ6

1脚§5部屋だけですべてバルコニーに面している。

らせん状の階段を上ると2階がダイニングルーム｡

良質の木材を素適に用いている空間である。ちなみ

に舎とは、人が集うという意味があるらしい。一目で

気に入ってしまった。第1日目の夕食はイタリアン

のコース。1品1品に工夫があり、おいしい。

すべてにオーナーのこだわりが感じられる。

南さんも含めてにぎやかな夕食が始まった。飲んで

飲んでおしやくりして､食べて食べておしゃべりして、

幸せ気分でベッドに入った。

翌朝目覚めると宇留賀さんは犬のお散旗皆セカ

ンドハウスにいるようだ62日目は串本に潜ったがや

はり流れが急ということでDVポイントの変更･･･・

納得できないダイビングだったが最高のアフターダ

イブが待っていた。昨日100本になりましたと、ア

ピールしたのが原因のよう。

夕方頃から私を除いた人たちがひそひそと話してい

る。聞こえないふりをしていたものの耳だけが研ぎ

澄まされてくる。夕食の知らせで2回へあがると、白

いケーキがテーブルの上に置かれていた。

．．・・100本おめでとうはるみさん．・・・・

メッセージと寄せ書きとそしてDVのグローブがラッ

ピングされていた。嬉しい驚きであった。ビールで乾

杯して､ワインで乾杯して､ろうそくの灯を消して．･･･

2日目のメニューは和食のコース。オードブルからデ

ザートまで、それぞれが昨日同様素晴らしい。

切子で飲む冷酒もいい。ワインと日本酒のちやんぽ

んは、私にとってタブーのはずだったがもうそんな

ことは、どうでもよかった。どのくらい飲んだかさだ

かではないが、最高に幸せな気分でいたことは間違

いなかった。

翌朝風の影響でシーカヤックは出来ず、川下りを

することになった。南さんは仕裏高木さんは京都へ

と立ち、8人のカヌーイストが古座川で遊んだ6

へ

へ



まず腹ごしらえ。古座川中流の一枚岩は、迫力ある

岩肌を見せている。河原でバーベキューをして2時間

ほどかけて、カヌーで下った。変化に富んだ川筋で適

度のうねりがあるが、水流が少ないので浅瀬に乗り上

げないように注意しなければいけない。こつが分かっ

てくると面白い。

途中、記念撮影時､宇留賀さんがひつくり返った。

船を並べてくれようとしてバランスを崩したのだがや

はり、おかしい。後半、私は今澤さんとペアーを組ん

だが、このチームワークなかなかのものである。

びしょぬれになったが自然と一体となった浮遊感を

味わった。

§蝋"-W

へ

鳥 飼 鈴
栗本；

佐藤高木
薗溌

eyKeiko

承
瀬

雛
蝦１

１

一

一栃

；

第4回ヴインテージな会への説｝
…
・
一座

§・灘
Z

鯵 回数を重ね次回が第4回目のヴィンテージな会

となります．

新宿副都心の高層ホテルからの夜景も素晴らし

く,食べ｡飲み･語り大いに盛り上がりませんか．

新会員の方,大歓迎いたしま式

会員同士が｢ヴィンテージな劃を機会に親しく

なられたら,きっとタシrビングツアーも,より一

層楽しくなれま蔵

会場予約の関係上定員を25名とさせていただ

きま式お早めにファックス又はEメールでお

申し込みください.、お待ちしています．

記

日時：11月12日（月）17時30分～21時

梛合で間に合わない方は19時位迄は大丈夫）

場所：新宿西口・センチュリーハイアット東京

27階くうプソデイー〉

交通：新宿西口徒歩10分

都営地下鉄大江戸線都庁前下車

会費：5，000円

ファックス:044-987-8900

密．

古座は義父の故郷であり、生前、紀州の海の荒々し

さは話には聞いていたが、瀬戸内に育った身では想像

できないものがある。トラックの荷台に乗って温泉に

行き、お湯につかりながら、いつ力湫、海の透明度が

増したころ、もう一度串本に来たいと思った。

夜､勝浦から深夜バスにのり、私たちの串本ダイブは

終わった。バス出発時、南さんと鳥飼さんと百瀬さん

が、見送ってくださった。

翌日、自宅のベランダで夜景を見ながら楽しかった

串本を思い出していた。南さんからお土産にいただい

た鈴の形のカステラを食べながら、100本記念の寄

せ書きを眺めている。

SDCに入会していろんな友が出来た｡今回のDVも修

学旅行のようでした。

串本ツアーを企画してくださった良縁寺さんb迎え

てくださった南さん、鳥飼さん、リーダー（代）の宇

留賀さん、高木さん、今澤さん、鈴木（誠也）さん、

佐藤（道子）さん、清原さん、百瀬さん、素敵な思い

出を有難うございました。

。・・・・グローブ大切にしますも．・・・．

へ

停留賀）hh8t-urmasahi-net.olljpEメール：
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SDCで得たもの
庭<さんの友と感動

1肥鳥飼和代

8月4日サンフラ

ワーで、南細こ降

り立った8名の皆

様、それぞれの思

い出を作られて、

強行軍の深夜バス
ーィ

組ゆったりの電

車派と、分かれて一一轡
隆需二一お帰りになられま

したが、旅のお疲れは、とれましたか？

それどころか、もう、次の旅へとご出発の方もい

らっしやるようで､､､蕊。

きっと、皆様共通の思いでは、南紀は遠い、と、

言うことでしょうね。グアム、サイパンより遠いの

ですから、（自慢してどうするの､）車でも、空路で

も、電車でも、とにかく遠いのですb

その南紀で､それも一番楽しみにしておられたダ

イビングが、残念な結果に終わってしまいました。

ショップと話し合いました。あえて、苦言も申しま

した。

お互い､これからも,楽しんでいただける南紀の海

にしたいと言うことになりました。

どうぞ、これに懲りることなく、遠い南紀の海へ、

再び、足をお運びくださいますよう魚たちと共に、

おまちいたしておりまれ

でも、リバーカヤック、楽しかったですね、ウフ

フ､、爺、。

ところで、今回のテーマは、「SDCで得たもの」

でした。

本筋が後になってしまいましたが、私、100本

目を、モルジブのバンドスで迎えました。

前会長の上村氏はじめ、ご一緒させていただいたシ

ニアの皆様から、思いもかけない祝福を頂戴いたし

ました。

早朝ダイビングの海の中､突然広げられた布に書

かれた皆様からの祝福のメッセージ､夜には、ケー

キとキャンドル、ワインで乾杯、そして、バンドス

ー10.

のスタッフのハッピーバースデーの歌声凧は10

0歳？）この大感激は、後日、私が幸運にも祝10

0本目の方と出会ったとき、（もちろん、200，

300本目も）心より祝福して差し上げたいと思う

行動に、掻き立てられるようになったのですb

もしかして、これは、順送りかな？

ちなみに、200本目もシニアの方々に、大感激の

祝福をいただきました。

私、SDCで得たものは、たくさんの友と感動で

すbこれからも、皆様のやさしさとご一緒させてい

ただきたいと思っています毛

沢山の京・パスポート･自由空間･…・

肥5鈴木清子

再度の原稿依頼に逃げ口上の術なく､一筆啓上､(以

前､会報N○3に｢アシスタントインストラクター取

得」＆私は高所恐怖症)、等のコメントを掲載）

さて、今回は「SDCで得たもの」との裏ん－－

－ん、まずは

く遠隔地の方々を含め、沢山のお反達が出来た＞

これがまず1番嬉しいことでしょう。

ましてや趣栄を同じくする者同志は初対面でも和

気あいあい－－－｡年が近いのもいい｡昼間のHⅣ

で髪はモジャモジャ、鼻水ダラーッ、真っ白に塗っ

た日焼け止めクリームがまばらに流れ､オペラ座の

怪人のように頬にクッキリ、マスクの跡・・・・も

う見られた顔ではない｡ヒヤーッ｡そこで､夕食時、

女性同志のおしゃれ談義。

『仲良きことはうれしきかな』「そのドレスにはこ

のアクセサリーの方が。．．｣等と貸し借りしたり、

実に気さくで楽しい。

そして－－いざ「どうだ！」とばかりに殿方の前

へ・・・「ワオーッ」感嘆の夷この殿方（やんち

ゃ坊主）を交えての語らい力洞と気楽でいい。ダジ

ャレのキャッチボールや○○ネタでバカ笑いした

り、裸(水着)の付き合いならではの気安さ・・・だ

と思う。

諸先輩方のよく学び（？)、よく働き（納得)、よく

遊んだ(大いに納榊体験談は感嘆しきりですも

へ

へ



へ

へ

＜パスポート取得＞

ダイビングに関係ないじやん・・・？イーェ、

私にとってはDⅣのお蔭なのです。企業戦士で高

､たら海外旅行なんて所恐怖症の我が夫を頼っていたら海外旅行な

いっの事やら．・・・と思っていた矢先、姑を

り、子供達も社会人となり、通い始めたフイッ

スでダイビングに出会い、30本目位の隊初

看取

トネ

めて

パスポートを持って憧れのハワイへ行けたのダー

ツ！青い空、白い雲(ダサイ表現ﾈ)、ストーンと

ぬけた透明度の良さ、海中である事を忘れる程だっ

た。（それ迄はワカメ漂う味噌汁の様な海しか知ら

なかった)。

「これがテレビで見る海の中だよ」・・・の感想。

Cカードを取得して本当に良かった・・・と思えた

瞬間でした。

そしてダイビングにハマッてしまったのダツ。

それからというものmlVINNG」と言えば気持良く

（あきらめて・・・かな？）理解して出してくれる

夫、家族に感謝し、甘えて1週間～12日間も家を

空ける事が出来るようになったのですも

しかもパスポートを持って・・・ルンルンルン。

家事､食事の仕度から開放されるのも何より有難い

（父ちやんカンベンネ）ペコン

＜サンライズ＆満天のプラネタリュウム＞

クルージング､又は長くつき出した桟橋の先端に寝

転んで見る上記の舞台は、雲の形､天気、場所､季

節により、何度見ても決して同じ事は無く、その素

晴らしさに感激感嘆､感涙・・・・南十字星、天

の川、流れ星を「初めて見た」と言ったら笑われて

しまいました。

街中で育った・・・という事サ・・・。

『時を忘れろ』という自由空間をSDCのお蔭で初

めて味わっていますbアフターダイブの極みでしょ

う・・・！

SDCWS教習所出身？

126山田隆

SDCで最初に参加した、デラワンのツアーが、

今でも懐かしく思い出されますb

友人のNと、キャリヤ15本位で怖いもの知らず

の参加でしたが､現地に行ってみると全ての面でレ

ベルが違い、焦りまくりました。

何しろ5mのウエットを着るだけで､大汗をかき

息が上がってしまう状態でくスーパーの袋の裏ワザ

など知る由も無く〉作業の流れに乗れず、ポイント

に着く頃はいつも極度の緊張状態の連続でした。

皆さんがエントリーして行った後､いつも二人が出

遅れ、慌ててエントリー。

"マスクは水浸しで視界ゼロ”“アシ！レギを噛ん

でない”“バルブは？”“耳が抜けねエ”等々・

毎回何かのドジの繰り返しで､潜行したときは残

圧すでに100を切り、ズーバー、ズーバーの荒い

呼吸で、20分も経てばハイ一丁上がりで船上の人

と言う具合でした。

そして3日目位でしたか、リーダーのT田さんや

先輩方も見かねて、「イントラを付けるからゆっく

り練習してみたら？」と提案して下さり、特設教習

所開設？となったのでした。

ロッジから続く桟橋の下の浅場で､夕日を浴びな

がらのDⅣは、すっかり気持ちのゆとりが持て、

我がコンビにとっては、大変有意義でした。深く、

静かな呼吸や、中性浮力もすぐにマイペースを取り

戻す事ができ、心身共にリフレッシュしたものでし

た。

さて翌日、目指すはマンタポイント。意気揚揚と

向かう｡するとドウだ！居た､居た､マンタの群れ、

デカイのばかり、数10匹がとび交う感じ。

お蔭様でその時は、ゆとりのダイビングで、たっ

ぷりマンタと遊ぶ事ができました。

ドリフトポイントでは､非日常的浮遊の世界も楽

しみ､その他数々の変化に富んだ南の海の魅力を満

喫したツアーとして終わる事ができました。

そして今まで､私がそれなりにダイビングを続け

て来られたのは、あのレッスンが大きなきっかけに

なったと、今でも皆さんに感謝している次第ですb

何故か、その後の私のダイビングライフは、すっか

り副)C依存症で、ツアーもSDC一色でお世話に

なっておりますb又、宜しくお願いしま－す。
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お言舌し、ろし、ろ

1 3 6 高 島良子390金井達雄396佐野眞文124高木元子

｢旅の余韻」高島良子

スキー、ダイビング

等で海外に出た折、

時間があれば必ず種

苗店や花屋さんに入

り、それぞれの地で

育つ植物や、種物を

見るのが楽しみであ

る。私の住んでいる

山形の地は、かなり

積雪があるにもかかわらず､育たない作物は､柑橘

類位・・・･同年令の女の人達が、広大な面積に作

物を作り、更に市場に出す野菜類を、色良し、スタ

イル良し、寸法ピッタリとまるでミスユニバース

並の厳しい選考で､次々と箱詰めにして行く風景を

間近に見て、27年前浦和から引っ越したばかりの

私は異次元の世界に迷いこんだ様な､カルチャーシ

ョックを受け、「何か作ってみたいので教えて下さ

い」と願い出て、始まった花と野菜の家庭菜園。

スキーの帰り立ち寄ったアムステルダム空港には、

大きな種苗店があり、珍しい花や野菜の種が、目も

くらむほどカラフルに並んでいて、どれに挑戦しよ

うか迷うほど・・・又4月の沖縄ダイビングの折に

は、苦菜、エンサイ、苦瓜の苗と沖縄色も加えて、

スイスの花々、アムステルダムの野菜と、各国入り

乱れてての菜園のスタートとなりました。育て、愛

で､調理して、その上それぞれの旅の余韻も味わっ

てと長いスパーンで楽しめるのです6

とは言え、苦瓜が花盛りになって来ると、スマー

トに潜水できず、じたばたしたシーンを見出したり

もするんですb

ダイビングの帰り、黒川紀章回顧展や、メソポタ

ミア文明展等、静と動を組み合わせ、1つの旅の終

わりとし、鶴岡着23時34分、シンデレラじやな

いですが、真夜中の御帰還が、恒例となってます。

夏休みも終って､後半はどんな旅の余韻が生まれる

か楽しみです。
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<デジカメを流失して得をした論金井達雄

昨年の3月5日から10日でセブ島のダイビングに

出かけました。

3月7日早朝マクタンを出てカピラオで1本目を潜

っていたとき、レンタルのウエイトベルトが整備不良

のため外れて落ちそうになり慌てて締め直し、さあこ

れでよしと思ったら、左手にストラップで止めていた

デジカメ（オリンパスCA…IAC900ZOOM)が防

水ケースごと有りません。

水中も海面も手分けして捜してもらいましたがとうと

う見つかりませんでした。

まだ買って半年も経っていなかったので何らかの保

証を受けられるのではないかと、マクタンに戻ってか

らデジカメ流失の現認書（日本語）を自分で作成し、

とりあえずダイブマスターのサインを取得しておきま

した。

日本に帰ってからメーカー（オリンパ，ｽ）に「当該

防水ケースのストラップが細すぎてストッパーが利か

ず、カメラごと流してしまったが保証できないか」と

質しましたが、答えはNOでした。

そこで今度は､旅行保険会社に保険処理を打診したと

ころ、こちらも「ダイビング用品は特定運動用品担保

特約がないとダメです」との回答でした。

それならばUC/VISAゴールドカードの海外旅

行保険で何とかしようと「予期せぬウエイトベルトの

離脱事故による携帯品の紛失」として保険を打診した

ところ保険処理が可能となりました。

しかし保証は､減価償却を見込み9割補填とのことで

した。

早速前回と同じ量販店に出かけ、デジカメとケース

を物色すると､何と以前と同じ機種は､新型モデル(オ

リンパスCAMEDIAC-960ZOOM)が、前回の値段

よりかなり安くなっており、何と9割填補の保険金で

おつりも来るし、量販店のポイント還元も受けること

ができ、その上防水ケースのストラップも改善されて

太くなっていました。

へ

二三詞



＜ヒーリングの世界＞ バディチェックも済ませ、さあエントリー！と、立佐野眞 文

ち上がろうとしたところで彼女の動きが止ま り、「ウシ

私がCカードを取得したのは平成10年8月、仙

台での単身生活3年目の夏でした。単身赴任中に是

非ともトライしたいと考えていたのが、このダイビ

ングとバイク。バイクは、自動二輪免許の取得から

始めなくてはならず､なかなか踏ん切りがつかない

で今まで来てしまいました。

東北でダイビングできるのは日本海側しかなく、

初めて潜ったのが男鹿半島（青森）でした。潜り始

めて感じたのは､海の中の景色や魚の珍しさよりも

「いや～、気持ちがいい！」というものでした。海

の中の浮遊感､水にくるまれている感覚､何ともい

えない心地よさがありました。この心地よさでダイ

ハピングにはまりました。
本数が増えるにつれ、この心地よさはまさに「ヒ

ーリング（癒し）の世界」ではないか、と思うよう

になりました｡潜降するときの緊張感と不安感がほ

んの今まで呼吸していた俗世界とはっきり決別さ

せ、まったく未知の世界に入り込ませてくれます。

俗世界と別離した異世界で浮遊し始めれば、BCに

エアを入れたり写真を撮ったりといろいろ忙しい

のですが、ヒーリングの世界にたっぷりと浸れますb

これこそ極楽かもしれません。

まあ､無理に庇理屈をつけなくても楽しいものは

楽しいのであって､今はムリヤリ引っ張り込んだカ

ミさんと一緒に伊豆･富戸をベースに遊んでいます6

なかな力林みが取れず本数はまだ41本、ヒマとカ

ヘネ（？）があるカミさんが私の本数を抜くのは時間
の問題、というのが今のところのシャクの種

この原稿を書いているのが8月上旬､お盆休みには

ご先祖様に失礼してセブ島でヒーリングの世界に

浸ってくる予定です。

ウッウッ」と言葉にならないうめき声bぎつく り腰

でした｡(シニア世代なら経験された方もいら

でしょう。経験者にしか分からないこの痛さ

も腰痛持病の患者です）

どうしたのか分からずオロオロするガイド

つしやる

。実は私
、

R,その上、

何とかB.Cを降ろして座らせようとするのだが､｢ダメ

ッ！さわらないで！」と彼女に怒られる始末もやっ

と降ろして、楽な体勢で座った彼女は「私はダメ。一

人で行って､お願い｡」もうエントリーするだけの私

は、彼女を残してガイドと二人だけでダイビング（ゴ

メンネ)。

結局最後まで快復できなかった彼女は、ベッドとソ

ファだけで過ごし観光も何もあったものじやない散々

なリゾート。私はガイドと二人だけで透明度20メー

トル以上の沖縄の海を6本満喫したのでありますも体

当にゴメンネ）それもこれもシニア（特に腰痛持ち）

には大きな負担となるタンク、ウエイト等あの重たい

器材のせい｡本当にどうにかならないものでしょうれ

ま、浮力に勝って潜降するにはどうしようもならない

ものならば､せめて腰痛持ちのシニアには職様ダイ

ピング｣が出来るようにするべきです､日本でも1重

症の人には(そんな人は海なんか来ないか)、海の中で

のタンク・BCの着脱も考えるべきですも

SDCとして訴えるべきではないでしょうか!(ダ

メ？）

その後の彼女..．もう怖いからと潜るのを止めてし

まい、たたんだウエットスーツはかたくスルメみたい

になっていますb私は、長時間の行程だったときは特

に用心し、BCを背負う時や立ち上がる時気をつけて

いますが、やはりヒヤッとすることもありますbだか

らピーチは苦手ですb

特にタンクを背負って

ゴロタや長い階段・坂

をエッチラオッチラ行

くなんて真っ平ですも

こんな私に賛同してく

れる「同志」はいらっ

しやいませんかぁ？

その後のその後…

潜り仲間に娘を引っ張

り、彼女を引きずり込

んでいたのに、娘が去

り、そして彼女も去り、

まったのです6

霊
ｄ
と

｢徒然そのⅢ」 高木元子 §諺

籍
《

笑うに笑えない事件が起きたのは、沖縄はオクマピ

ーチでのこと。

空港まで2時間、飛行機・バス5時間をかけて遥々

やってきた5日間のリゾート。なあんにもしないで、

のんびりお魚になろうねとやって来た女二人旅。それ

が大変な旅になってしまうとは...。

翌朝、早速ダイビングに。オフシーズンのためかお

客は我々二人だけ。なんて賛沢なんでしょうと喜び勇

んでボートに。お天気上々、気温水温快適、ガイドは

可愛いし、ワクワクしながらセッティングも

弓罵畠

鶏騒騒墨簿

私の孤独なダイバー生活が始

-13．



一
一 一

新人の皆さんの声 I

Sg○金井達雄427．42S木村満男･冬子434百瀬由美子

－

それにしてもこの会に参加されている皆様は､元気

そのもので､特に今年の新年会では、あの大雪の中

を近在者のみでなく地方の方までが飛行機や新幹

線を利用し、中には長靴を履いて渋谷まで出て来ら

れたとの話にはビックリいたしました。

私などは､その新年会を初参加という気後れに大

雪が追い討ちをかけ､風邪気味だからと自己弁護し

て欠席してしまいましたが､今回この会に参加して

自分の心の弱さと元気のなさを痛感し、よしこれか

らは頑張るぞという気にさせられました。

<SDC総会・懇親会に初参加の感想＞

390金丼達雄

本年6月16日

のSDC総会・懇

親会に初めて参加

させていただきま

した。

私は、SDC"~

の入会が家族とか

知人と一緒でない

ため予め知ってい

る人も無く、心細

（
一

1

＜懇親会に初参加して＞

4 2 7 木 村 満 男 4 2 8冬子く感じながら渋谷エクセル東急の会場に行きまし

た。少し早めに会場に着きましたが、受付には既に

かなりの人々が来られていて、あちこちで懐かしそ

うにあいさつを交わし､楽しそうに会話をしていま

した。

私も、もしかして何処かのダイビングでお会いし

た人が居ないかと辺りを見回しましたが、あいにく

見覚えのある人もなく、別世界に紛れ込んでしまっ

たような不安を感じながら、受付で知らされたﾃｰ

プﾂﾚの席につき、出席者名簿で自宅近くにお住まい

の人を探し話の糸口を掴もうと算段しながら会の

開始を待ちました。

総会では､会長初め役員の方々がSDCらしく結

構高齢なのに元気で活躍されているのに感心しま

した。

そして懇親会では､各テーブルのお世話係による勢

鋒露
（
一

ゆ一
…や

》
灘

識

今年の3月末大隅さんに紹介され夫婦で入会さ

せて頂きました。

まもなく2001年1月発行の会員No.411まで

記載の名簿を頂きましたが、我々はNo.427と

No.428で入会者が増えていました。

メンバーの方とのダイビング経験もありません。

そこへ総会と懇親会のご案内を頂き､正餐スタイル

そして懇親会では､各テーブルのお世話係による努年

一ドのもと、食事をしながらの会話が、始まりまし

た。

わがテーブルでもお世話係のスマートなリード

のもと自己紹介から徐々に話が盛り上がり、何時の

間にか私も打ち解けて皆様の会話の中に入ってい

ました。

-14‐
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へ

とのことですので､少し早めに入って雰囲気に慣れ

ておこうと思っていたのに､会場に付いたのが5分

前でした。

大隅さんと初めてお会いし、10名ひとグループ

の丸テーブルに､名前と会員番号の入った名札をつ

け着席｡特に初参力暗の名札には緑のマークを付け

て分かりやすくしてありました。

今回出席者は100名程で名簿には､名前の他テーブ

ル番号としてA～I､会員番号及び住所があり、初

参加者にも分かり易かった。またNo.442番の方ま

で会員が増えていましたが､追加の名簿欲しかった

ですね。

総会の後､テーブル毎に食事をしながらの自己紹

介があり、リーダーの大隅さんから紹介者のお話を

皆で聞きましょうと気を使って頂きましたが､約1

0テーブルー斉に自己紹介と懇談が始まり、離れた

席の方のお話があまり良く聞こえず､お話し難かっ

たのは少し残念でした。

しかし出席した新会員約8名ほどが､壇上で改めて

紹介されました。

アルコールも、程よく回ってきて、抽選会が始ま

り我々夫婦ともラッキー。

やはりハイライトはデジカメで、当たりたくないか

たが当たり、会場では再抽選か？とざわめき、ステ

ージのスタッフも一瞬その気のゼスチャー。しかし

そこはダイビングクラブ？会場の期待も見事波の

泡と消えました。

2次会にも出席させて頂きましたが、お仲間同士

が多いらしく、頼りにしていた名札を早めに回収さ

れお話しするきっかけが作り難かったのは､初参加

者には残念でした。しかしテーブノ端U限なく、何人

かの方と楽しいひと時を過ごさせて頂き、有難うご

ざいました。

やはり、本当の楽しみはダイビングした仲間が再

開してこそ、懇親会の意義があるもの。

今後とも宜しくお願いいたしますも

<SDCをず～～～と前から知っていた訳＞

434百瀬由美子

SDC会員の皆様はじめまして1会員番号434

番の百瀬と申しますb私が「SDC」というサー

クルを初めて耳にしたのは何年か前のタヒチでお

会いした会員番号122の長嶺緑さんからでした。

その時ご一緒だったのが仙台の144番菊地さん

168番の照沼さんでした｡東京に戻ったらずぐ入

教えていただいた会するぞ！と心に決め、；

にTELしたところ奥様

電話番号

が電話に出られ ｢今､海外

ですので､..｡」ということで「ま、いいか！又あと

で電話しよう！」が大隅ご夫婦にお会いする今年2

月まで電話がのびのびになった。と、いう訳ですb

私が結構新人のわりには「行動力がありますね。

と言われる所以ですb

でも、でもです6大隅さん、良縁寺さんの気配り心

遣いがあるから入会したい！と思うのですよね｡ね

～～1新人の皆さん。そう思うよね。（ごめん1宇

留賀さん.大隅楠夫さん）

本当に趣味が一緒ということはそれだけで楽し

いわけでそれにシニアという年代のもつやすらぎ

とやさしさがあり本当に入会させて頂きよかっ

た！と思っておりますb

『小説上杉鷹山』の著者童門冬二がエッセーでこん

な事をかいておられました。

「人生の起承転結と言いますが､私は起承転転でな

ければならないと思いますも

リタイアはカンマであってピリオドではない。

悠悠自適に暮らすのではなく、それまで生きてきた

自分とは何だったのかを考え､培ってきたエキスを

活用する事が大切ですも

それで生命を燃焼しつくして、ある日、ある時スト

ップがくるというのが理想的なのではないでしょ

う力Jと。

そうだ！それまでダイビングであそぼ～～と。皆

さま～～～。よ・ろ・し・く！！

-15‐



･即解識っ？
．．〃

での八認ニング
320清原 れい子286横田芙 美 子 1 9 7 宇 留 賀 達 雄 伽 大 隅 照 子

S配解散？11

清原れい子

伊雲灘讓誌
オーナーでした。そのダイブショツプの

名は、「ライトスタッフ｣。団体で行くのは絶対不向

きですbみなさまご注意ください。

台風がうまくそれて、お天気は回復b那覇空港か

らセスナ組と船組に分かれて、伊是名島へ－b

色とりどりのみごとなテーブルサン式ツバメウ

オの大集団(芳賀さんが数えたところ､100匹も)。

伊是名のリピーター、宇留賀さんによればそれで

も伊是名の「お子さまランチ」のポイントばかりだ

ったそうだが、魚影は濃くて、海はきれいだった。

で、楽しかった？というと、たいへん、たいへん、

たいへ～んなツアーでした。何がって？ダイブシ

ョップのオーナーがすごかった。

「うちは仕事ではなく、趣味でやっている。気の合

わない人たちは来なくていい」と豪語b私たち11

人は､彼とは「気の合わない」一団になってしまっ

たのです6

3日目に､彼の怒りが爆発。曰く、「うるさい｣｢自

分たちだけで楽しんでいる」・・…・・文字にすると、

その場の緊迫感が伝わらないのですが、みんな、人

生○十年生きてきて、いままで経験したことがない

ような剣幕で罵倒されました。いやあ、すごい。

あまりの迫力に、一同、シーン。

でも、ちょっと冷静に考えてみれば、前夜はオー

ナーを交えて、音楽をガンガンかけて大声で話しな

がら、テラスで飲み食いをしたのですb「みなさん、

奥のほうへどうぞ」と言われたから、私たちはまと

まって座ったのですb

オーナーは「夕食は作らなくていい」と奥さんに厳

命。

･16‐

私たちも食べたくないと、その日は港のレストラン
へ

0.、

4日目最終日の夕食bまたまた怒りが爆発｡原因
は､｢料理をどうぞ｣と声をかけたのに取りに来な
いというのがきっかけ｡私たちは､料理が全部並ぶ今
まで待っていたのに……｡サンゴをけ飛ばしたとか、

ｼﾆｱダｲパー ズクラブなんて解散すれ鋤､いとか、
言いたい放題坊主にくけりや、袈裟までにくい｡、

その諺どおり｡こうなるともう暴発だ！

静かにしてほしいなら、最初にそう言えばいい。

ショップにきたみんなが交わるようにするのは、オ

ーナーの役目だよ。そういえば、ほかのお客さんは

やけに静かだったなあ。あの場で私たちのグループ

が賑やかだったのは確かだったけれど、皆様､ご注

意ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

2001年のカンパク宣言

作横田芙美子

伊議菫三一
のこのオレ。

客は部下危部下は､､ボスを敬い、従い、気配り

目配りを怠るな。

メシはショップで用意するのだから､ありがたく

いただけ。オレがヨシと言ったら、すぐに食べ始め

ろ｡グズグズするな｡オレを抜きにして話をするな。

オレを中心にして盛り上がればにぎやかと言えるが、

オレ抜きでは騒がしく品のない行為ということだb
オレの気分を損なうことをすれば、ダイビングは

やらない｡メシはない｡このオレの､“こだわりの店”

が気に入らないと言って、ダイビングやメシをキャ

ンセルしても、キャンセル料は払わない。キャンセ

ルする、しないを決めるのはオレだけ危

承知して、伊是名に来るがいい。

徒を守る客は､もちろん歓迎する。



今回は記念写真を撮るどころではありませんでし

た｡オーナーとの調整､宇留賀さん本当にご苦労機

たいへんな思いをした参加者は、197宇留賀違難

（リーダー）62狩野幸繁188森重美智子

225芳賀幸子235今村廣子286横田芙美

子307牧野且320周東れい子368石井

幸子409小西ゆみ子419村上あい子でした。

リーダーの不徳の致すところ

宇留賀達雄

昨年の11月未、沖縄に未だ荒らされていない秘境

が有ると聞いて、一人伊是名を訪ねたのですも噂に

違わぬ素晴らしい海3食ショップでの賄いの家族

〆、付き合bら個性的では有るがそれなりの哲学を持っ

て居るようでそれはそれで納得も是非帥Cのツア

ーを出したいとオーナーの納戸さんにお願いして

「少人数なら｣との約束もツアー希望者が多く、無理

して11名ということに……。

ここからそもそもの間違いが始まってしまいました。

判断が甘かったのです6時間とお金を費やして、参

加の皆さんは素晴らしい伊是名を夢見て、リゾート

を満喫しようとされたのに・・・･リーダーたる僕

の判断の甘さからとんでもないご迷惑を皆さんにお

かけしてしまいました。申し訳ない気持で一杯1

それにもかかわらず、参加の皆様から温かいメール

や、お手紙などを頂戴いたしました。働侮、俄海の

気持で打ちひしがれておりますも

我々の後大隅さんが伊是名を訪ね同じショップでダ

律、イビングをされました。そのレポートの一文をダイ
ジェストで掲載させていただきますb

皆様はどうお感じになるでしょう力も

それは読者の皆様に委ねるとして、お読みいただき

たいと思います6

ダイビングサービスと民宿編

大隅照子

DSのオーナーの考え方は「お客さんと共に生活し

て喜びを分かち合う」でした。

その為に食事は自分の奥さんに作らせ、民宿はただ

寝るだけのスタイルでした。

その奥さんは洋風な美人ですb(イーデスハンソンに

似ている）それなのに女を感じさせない様な働きぶ

り！お客の三食を賄っていますb多い時には30人

とか、毛振り乱しての奮闘尊敬します6

その料理が美味しくて、4泊したのに朝食以外同じ

メニューは一度も出ませんでした。大皿盛りを皆で

つつきますb「返し箸｣をしたら途端に｢そんな必要

はないですb返し箸にこだわる者は来なくて良い！」

と。ここでも「皆で同じ釜の飯を食う」連帯感を要

求されました。「世界人類皆兄弟｣の考え方が徹底し

ている。

このオーナーを知らずして来てはいけませんb今ま

でに何人ものお客が「お前、気に入らなかったら帰

れ！」をやられていますb「客が店を選ぶと同じよう

に、自分も客を選ぶ」と自信たっぷりですbいった

ん怒ると、花火に火がついたも同然、爆発するまで

収まりません！しかし爆発の後には何も残りません。

残るのは火を付けた側にだけ？？？幸せな性格、羨

ましくさえ感じました。

4泊とも、毎晩10時迄お喋りに付き合ってくれま

す・・・と言うか、付き合わされている？そんな中

で沢山の貴重な話を聞きました。海を守り、人の命

を守る意気込みはすごいものがありました。その人

を理解できると、少々の怒りなんか当たり前と思う

ようになってきますb真剣で有ればこそ怒るのでは

ないでしょう力も人の見方はそれぞれ「合う、合わ

ない」もありますbこの店を紹介するには勇気が要

りますが、相手を見て慎重に薦めようと思いますも

ダイビングスタイルは1日2本のボートダイビング

が基覗1本終了後、弁当ではなくきちんと皆で奥

さんの料理を頂きますb出かけるときオーナーは必

ず「りえちゃん！行ってきます」を言いますb挨拶

にもうるさい方ですから気を付けましょう。私達が

行った日は一年間で一番厳しい大潮だったのですb

異常潮位で船が上がってしまったとニュースでもや

っていました。こんな時の潮の流れは半端ではない

そうです｡それを聞いてドキッ！しかしさすがプ

ロ！自分で10年間位続けて記録している「時間帯

による潮の流れや潮位表」を見ながら僅かな安全時

間帯を見つけてガイドしてくれました。なんの怖さ

を感じず全てのダイビングを楽しめました。感

謝・・・･民宿はペンション風で綺麗でした｡バス、

トイレ、エアコン、テレビ、石鹸、歯磨き、小タオ

ル、浴衣・・・仇窓からのロケーションも良かっ

たですb

大変静かな島で蝉の声だけが聞こえてきますb

夜の星空は素晴らしく、天の川もしっかり見えまし

た｡港で波の音を聞きながら・・・「こんな所で寝こ

ろべたら良いなあ」と思いながらでも、一人でそん

なことをしたら「死体が転がっている」と騒がれる

かと諦めました。
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SDCツアー計画一覧表(2001年11月～2002年）
（日程欄に2001年と標記されていないﾂｱー は全て2002年）
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Na ポイント名 日程． リーダー名 番号 旅行社他
卓0

"概算費用

1 フィリピン･スミロン島 1月中旬 良縁寺悦子 26 ･:80,000位 6日間､全食付､8ダイブ

2

｡■

ﾊ゚ ﾌ゚ｱﾆｭーｷ゙ﾆｱ･ｹーﾋ゙ｴﾝ海域 5月23日～6月1日 〃 。 〃 43～45万円
一色ら

5スター､動くホテル､海静かで世界注目の海。
ｸルージング

4

3

4

伊東花火と五島根

スキルアップ
ロウ

7月下旬

7月

〃
P

．〃．

〃

〃

伊 ナッソー
b

－r

争一申

一申△

〃 ‐ ・←

e● 30,000位

15j000

交通費別､OPダｲビﾝゲ有り､1泊2日

伊豆海洋公園(午前プール､午後海洋実習）

5 〃 8月 〃 〃’ 〃 ．〃 〃

6 〃‘‐ 9月 〃 .〃

＝令

〃 ． ． 〃 〃

＊1 ﾊ゚ﾌ゚ｱﾆｭーｷ゙ﾆｱ･ﾐﾙﾝﾍ゙ｲ海域 2月28日～3月8日 〃 〃

3■-

415,000
受付のみ良縁寺｡5スター､動くホテル､バストイレ付
部屋､海静か､珍しい魚の宝庫､名古屋発有

7
や

南紀串本 9月中旬 〃 〃 45,000位

ダイブとカヤック､2泊3日、オプション有ざ関西地区リ
一グー鳥飼和代 や ■

1｡

8 沖縄･宮古島 2001年11月2日～ 関川清一 12 P.I.T. 110,000位 4泊5日6ダイブ

9 グアム島 1月29日～2月2日 〃 ._〃 パイナップルツアーズ 905000位

ホテル､リーフ使用､ダイビングフイ－2ボート＄95､昼
食付､JAL利用､早期申し込みなら延泊可≦

0

10

11

パラオクルージング

サムイ島

3月中旬

4月

〃

〃

〃

〃

スポートツアーズ

パイナップルツアーズ

160,000位

●‐

■r■

全●

150;000位

5泊6日､食事付き1日3ダイブ､延泊可
ｩ●

バンコクでトランジット､当日到着｡帰途バンコク宿泊可
､ボートダイビング｡朝食､昼食付◎

12

13

ラヤンラヤン

モルジブ北マーレ､ﾍﾚﾝｹ゙ ﾘ島

5月9日～16日

6月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

●
中

未定

180,000位

コタギナバル直行便増加の予定で､予算日程に変動

マーレ迄直行便､翌日セスナで｡月､木曜日発､ヘレン
ケリ島食事付

14 西表島 7月 〃 〃 P.1.T. 100,000位 ショップ･ﾎｯﾄマングローブ､新造ポート使用
9

15 タイ･タオ島 2月15日～22日 右田邦明 56 アクアノーツ 140,000位 6泊7日。日本人ガイドサービス。

16 宮古島 4月14日～17日 〃 〃 ﾊ゚ﾗﾀ゙ｲｽﾀ゙ｲﾊ゙ ｽー゙ｸﾗﾌ
①

100,000以下 3泊4日。宮古島セントラルH&サービス｡6ダイブ

17 ポナペ 6月11日～17日 〃 〃 ﾐｸﾛﾈ”ﾌｧｲﾌ.T､C、 150000前後 6泊7日。H:サウスパークH､DS:フエリツクス､6ダイブ



SDCﾂｱー計占一覧表(2○○,年11月~2釦2年）
（日程欄に2001年と標記されていないツアーは全て2002年）
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Na ポイント名 日程 番号 旅行社他 概算費用

18 クリスマス島 3～4月 岡野博 132 未定 200,000位 食事･ダイビング込｡ジンペイ狙い｡10名限定

19 ラヤンラヤン 4～5月 〃 〃 パイナップルツアーズ 220,000位 食事･ダイビング込｡8日間｡8名限定。

20 西表島 7月上～中旬 〃 〃 個人手配 16～17万円
食事･ダイビング込｡7日間｡御神島､波照島｡食事抜
群｡P:ファナハウス､DS:ホットマングローブ

21 インド 11月上～中旬 〃 〃 下見の上決定 16～17万円 食事込｡DV別｡別費用で観光可。

22 G､B.R 9月 〃 〃 未定 未定

23 アニラオ
2001年12月28～1

月4頃 大隅照子 6 ビーバーズ 260,000位
マニラからくるまで3時間位の所にある田舎。地味な
リゾート｡海はバッチリ

24 サイパン 5月中旬 〃 〃 アクアリゾート 100,000位
ゆっくりワオツナンク。しっくり刀メフ"K1njさ。ノJ，

物が多い｡人数6人まで。

25 海洋公園 2月8日 狩野幸繁 62 ナッソー 11,000日帰り､交通費別。ドライスーツ着用。

26 伊豆大島 6月11日～14日 〃 〃 グローバルスポーツ 55,000交通費別

27 伊豆海洋公園Or富戸 7月｣12日 〃 〃 ナッソー 11,000交通費別､アオリイカの産卵

28 伊豆大島 10月8日～11日 〃 〃 グローバルスポーツ 55,000交通費別､ニタリ？

29 小笠原シート＆ロング 6月中旬 宇留賀達雄 197 P.1.T 15/24万円位

ショート6日間、ロング13日間。船室により料金は変
動｡梅雨明け一番で実施。

30 八丈島 9月初旬 〃 〃 〃 6万円前後 往船､復飛行機。

31 伊豆大島
巳

10月11日～13日 〃 〃 グローバルスポーツ 42,000位

土日をかけての我侭ツアー前泊･延泊自由｡乗船選択
自由｡往復乗船券･食事･宿泊･DV込(昼食別）ニタ
ﾘ狙い

32 宮古島 11月中旬 〃 〃 P.l.T 110,000位 4泊5日6ダイブ

33 石垣島･北部
①

12月初旬 〃 〃 G-FREE 110,000位 4泊5日6ダイブ

34 ﾌｨﾘビﾝ･ボホール 1月17日～24日 石岡弘至 287 アイランドコレクション 150,000成田･関空｡全食事6ボート付｡8日間。

35 フィジー 3月14日～21日 〃 〃 Weﾜー ﾙドｴｸｽﾌ゚ ﾛー ﾗ 150,000名古屋･成田｡全食付､ダイビングはOP｡

36 インドネシア･ロンボク島
ｲ4

.5月16日～23日 〃 〃 〃 150,000全食・8ダイブ付｡名古屋･成田｡ﾋﾙﾍ゙ ﾛﾝﾋ゙ ﾁーH

37 セブ島ﾘロアン 5月中旬

○

0

島 尾 愛 子 192 ﾜーﾙドﾂｱー ﾌ゚ﾗﾝﾆﾝｸ 150,000位 7日間､1日2ボート＆1ビーチ

38 シパダン－”，2001年11月22日～ 阪上･洋 333 オーシャンダイビング 190,000位 宿泊d全食･無制限ダイブ付｡6泊7日



一

一

もう一つのプエルト･ガレラ
17 2島 尾愛子

6月22日から7日間の日程で、SDC240番の山

本さんとプエルト・ガレラヘ行ってきました。

当地で初めての日本人オーナー佑田充彦)のダイ

ビングサービスであるScubaThitonにお世話にな

りました。マニラ空港まで、スタッフのフィリピン

人フランシスが出迎えてくれたのでなんとなく安心

して空港を出発することが出来ました。とはいって

も目的地までは車で3時間、ボートで1時間半、か

なりの行程でした｡DSが入居しているリゾートは、

海から見るとちょっとした大人の隠れ家と言う感じ

に見える丘の上にありました。名前もFramyn

HigmandBeaChResortと言い､部屋に辿り着くま

でに、何と70段の階段を登るのです6日頃の怠惰

な生活が崇ってしょっぱなから足がガクガクでした。

でも部屋のテラスから一望できるVaraderoBayの

素晴らしさと静けさにあの階段あってこその景色な

んだと納得しました｡体音は毎日の上り下りに参っ

ていました｡全く軟弱者ですb)部屋にはエアコンも

冷蔵庫も有りませんが、天井のファンだけで充分涼

しく、これも高台のメリットかと思いました。

蜘脹付のダブルベッドが二つあり、シャワーも掛

け値なしの温水がたっぷり出て快適でした。全食事

付で夕食はフルコース。オーナーがヨーロッパ人な

ので、食事スタイルはゆったり時間をかけて。量が

多いのには閉口しましたが、味は申し分ないもので

した｡(ホテル側も滞在後半は私たちの食事量を把握

してくれるようになりました。）メニューの内容は、

多国籍毎日食事の時に次のメニューをオーダーし

ておく形をとりました。（これは石田さんの知恵で、

食事タイムがあまり長くならない工夫のようですb)

そして､ダイビングに出かける時がまた大変でした。

70段の階段を降り、トライシクルで5分､そこから

200段あまりの階段を下りると、アウトリガーのバ

ンカーボートの待つ船着場でした。ということは、

帰りはその階段を登ると言うことでした。まさに心

臓破りとはこの事かと思いました。石田さんに次回

には、階段はやめて、車を利用できる港へボートを

廻してもらえるように段取りを組んでくださいとお

願いした次第ですも

ダイビングは1日3本ずつ､14本潜りました｡プ

エルト・ガレラはマクロが中心と聞いていたのです

がハードコーラル、ソフトコーラルともにとても元

気で、それに群れるキンギョハナダイ、カブラヤス

ズメダイをはじめとするスズメダイの群の多さは壮

観でした。沈潜ポイントではその中にケラマハナダ

イがこれでもかと言うほどグッシャリと群れていま

した。

マクロでも今話題のピグミーシーホースが水深1

51nのウミウチワにペアも入れて5四色も紫､赤、

黄色といろんなウミウチワについていました。ウミ

ウシ、カクレエビの仲間達、ジョーフイッシ1，ク

ダゴンベ、ニシキフウライウオ、カミソリウオ、ヒ

レナガネジリンボウ･･･｡etc.本当に盛り沢山

のマクロ三昧が出来ました。オーナーの石田さんの

マクロを探す目は確かでした。

石田さん一人でやっているDSなので、キャパシ

ティは小さいのですが、その分色々な希望を聞いて

もらえて、日本人的なきめの細かさで対応してくれ

るので山本さんとあの200段の階段さえクリアして

もらえれば面白いところかも、などと話していまし

た。ちなみに器材のセッティングも自分でやるスタ

イルをとっていて、久しぶりにしっかりとダイビン

グをやったな、という感じでした。ダイビングの他

に山登りも趣味という方には、あの階段はとてもい

いトレーニング？かも知れませんbリゾートのマネ

ージメントをする青年のもてなしもとても心地よく、

毎日色々な小鳥のさえずりを聞きながらお茶を飲ん

だり、マンゴシェークに感激したり、間違いなく一

級のリゾート気分を味わえました。

今は、フィリッピンが危ないと言われているせい

か、往復とも飛行機はガラガラで、一人でいくつも

の座席を占有できました。こんな時に限って、飛行

時間はたったの4時間でした。残念？
‐21‐



職のダイビﾝグ報告

チャーダー繩パラオヘ5月1日~6日

今年のGWはチャーター便でパラオヘ｡ちょうど

14年前に一度行ったことがありますbしかし、ダ

イビングで行くのは初めてですも

宿泊は前回と同じPPR､ダイビングショップはスプ

ラッシュを使用。明方1時頃の到着、ホテルに到着

して部屋に入ったのが3時頃、今朝からのダイビン

グの用意や片付けをしていたら寝る時間が2時間ぐ

らいしかなく、眠いのを堪えてショップへ集食お

天気も良く、「ニュードロップオフ」「ブルーコーナ

ー｣を潜り、サメ、ロウニンアジ､ナポレオンフィッ

シュ、アジ、ヒメカマス等の群に会う。ダイビング

を終え、夕食をとり、長い一日を終えました。

二日目、「ブルーコーナー｣昨日より魚が多く、ナ

ポレオンフィッシュもそばまで来てくれて楽しめ、

バラクーダ、ギンガメアジ等々大物が結構見られま

した｡勿論､マクロ系の魚たちも一杯。「ジャーマン

チャネルjでは、やはりマンタは現れなく、マクロ

系(ﾌﾀｲﾛｶｴﾉﾚｳｵ､ﾆｼｷｱﾅｺ゙､ﾈｼ゙ﾘﾝﾎ゙ｳetc.)をウオッチン

災そして、「PPRビーチ前」をバデイと一緒にゆ

っくりと潜りました。

3日目は朝から雨模様､幻想的な｢ブルーホール」

「ゲメリスウオール」ではダイナミックなドロップ

オフを楽しみ、また、カメ、カメ、カメの出現に大

喜岱そして「シャンデリアケープ｣、見事な鍾予胴

とエアドームの神秘さに感激b朝からの雨が2本目

を終了して港に向かう途中から方向が判らなくなる

ほどの雨に変わり、寒い思いをしました。
一一

どらどん亭
、

j

I

’

1蟹
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306宮本節子

全体的に透明度は30m位｡水温29.7度全てドリ

フトダイビングも流れていない時にエントリーして

流れを待ってウオッチング、そのまま流されて安全

停止、浮上、エキジット。また、流れのあるところ

ではラインを使っての潜降とか、エキジットの方法

も船によって違いが有りますbまた、アッパーカレ

ント、ダウンカレントに注意するようにとのこと。

潮の流れの複雑にあるパラオではやはりブリーフイ

ングをしっかりと聞くことが大切。今回、初心者の

方と一緒だったのですが、流れにのったまま安全停

止とかをガイドさんが2，3人抱えて面倒見ておら

れました。やはり、海況、潮の流れ等にもよります

が、ゆっくり楽しみ、ウオッチングするためにもス

キルアップを、と感じました。夕食はすべて街へ出

掛けました｡人気のある「どらどん亭」「SAKURN

等。昔に比べるとお食事処が多くなったように思い

ました。ダイブ後のお食事とお酒、そして語らいは

格別ですね｡充分にリフレッシュして帰国しました。

一

ｴｺｱｲﾗﾝド亜嬢島6月29日~7月2日

梅雨が明けて夏真盛りの西表島へ、空港からバスヘ
で離島桟橋へ、そして西表島の船浦港日差しが強

く拭ってもぬぐっても吹き出す妬気温31度水

温30度当初民宿の相部屋しか取れなかったのが、

待った甲斐があり「ヴィラうなりざき」が取れてラ

ッキーでした。

到着が午後6時頃となり、本日夕食はヴイラのレス

トランで頂くことにしました。これが又美味しかっ

た。ここは絶好のロケーションですね｡船の出航場

所まで歩いて2分)陽が沈むのが遅くて午後8時ご

ろやっと暗くなりますもシャワーを浴び、ビール片

手に庭に出て、爽やかな風にふ力珈、夜空を見上げ

ると、満天の星気持いい……。船は大きな高速艇

でダイビングは中2日間で計6本も

「バラス東」色彩豊なサンゴ礁が群生、ノコギリダ

イの群やかわいいテングカワハギのカップルに会い

あまりの可愛さにしばし見とれていました。カクテ

ルの名前から取ったという「グラッドアイ」サンゴ
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のスポット。テーブルサンゴ､エダサンゴにデバス
ズメダイが群れ、サンゴの間にサザナミフグ、テン

スの幼魚｡美しし砂地は癒し。朧ノ川中の澗マン

タ狙いで入ったのに遭遇出来ず仕舞い。海中であっ

ちこつちと泳ぎまわされる。

翌日は外洋スポットへ。

波が高い為船底に嫌と言

うほどお尻をたたきつけ

られながら走ること約5

0分「仲ノ神島・東の根」

へと。流れ強し。海底か

ら聲え立つ岩。この巨大

な根からストンと垂直に（ビッグマンダリンにて）

40m以上も落ちているダイナミックなドロップオ

フ。ナポレオン、イソマグロ等に出会う。外洋側に

少し出て泳ぎ、根の割れ目もぐるつと廻って泳ぐ。

この地形だけでも迫力満点。「仲ノ神島･西のスポッ

ト」砂紋がきれいな癒し系スポット。幅の広いサン

ドロードが日に照らされてきれいなこと。「ビッグマ

ンダリン｣ユピエダサンゴの奥にいるニシキテグリ、

マンジュウイシモチを探し、見つけ、観察すること

90銭その間、可愛いウミウシも見つけた。3本

ダイブすると、帰りは午後7時30分頃となる。ど

っぷりと1日自然と海と言う感じ。最後の夜はダ

イビングチームうなりざきのスタッフ、ガイドをし

てくれた人と一緒に潜った仲間と誘い合わせて5人

で「初枝」へ食事に出かけ、泡盛やビール、そして

島で採れる魚やイノシシの刺身等に舌鼓をうちなが

ら楽しみました。もっとゆっくりとおいでよと言わ

れ､惜しまれながら。（195本だったので、もう一寸

ゆっくり滞在して潜れば御祝いだったのにねと。）

2日間ともクラブハウスに通い、スタッフや仲間達

とダイビング談義癒しとダイナミックな海の両方

を、そして魚達も大物から小物まで、本当にまたゆ

っくりと訪れたいな……。

f

、

(バラス・東にて）

158橿山泰子

良縁持参の記事(SDC9罰に誘われて友人と二人

梅雨明けの石垣島へ行ってきました。お勧めの通り

大満足でした。

社領さんのアクアガーデンにお世話になったのです

が、お手入れの行き届いた敷地内では様々な花木が

咲き競い､お部屋もお風呂幅しいことに湯船があっ

たのですb)も快適6それに奥様のお料理の美味しか

ったこと｡ディナーはレストランおもてなしでした。

大きな石垣牛のステーキ、新鮮なお魚各種・・・

到着日、島には強い南風が吹いており、期待して

いた沖縄の海は姿を見せませんでしたが天候回復後

の海はまさに群青透明度よく、降りた途端にハナ

ミノカサゴとスカシテンジュクダイのお出迎えと、

ニジハタの成嚇を受けて、思わず見上げたところに

グルクンとロクセンスズメダイの群が海の青に美し

く輝いていました。嬉しかったでする

私達はもっぱら、サンゴの美しい可愛い魚の住む

ポイントに潜ったのですが、起伏のある海中で育っ

た巨大なサンゴにびっくりし、こんなに沢山のキン

ギョハナダイを見たのも初めて。ハナヒゲウツボの

幼魚が親に似ず真黒で砂地から顔を出すたびに大き

なベラにつつかれていたのも、コブシメのたまごが

指枝浜サンゴの奥で白っぽく動いているのを見たの

も初めてでした。オドリハゼの住むという岩に永い

ことへばりついて待ったのですが、ついにご対面か

なわずでした。マングローブの森も足を踏み入れる

と、ムツゴローやシタマネキが愉快な仕草で楽しま

せてくれたし、カヤックで森深く漕ぎ入れますと実

に静かですb木が糸脹い実を河に落とす音が大きく

聞こえました。観光であらためて島の大きさと自然

の豊かさを実感しました。

社領さんには大変お世話になりありがとうございま

した。やさしい心配りで私達を愉しませて下さった

ご家族bサンゴや貝、お魚の名前を沢山に教えてい

ただいた洋平さん｡アシスタントのサキちやん、あ

りがとうございました。ゆっくり、のんびり、リラ

ックスしに、又出かけて行きたいと思いますb社領

さんが構築中のバーベキューセットの完成も楽しみ

です6
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私のバリ島ムンジャンガン・ダイビングツアー
2001年5月15日～21日(7日間)225芳賀幸子

参加申し込みは昨年7月、待ちに待ったSDCバ

リ島ムンジャンガンツアー､やっと出発日となりま

した。

5月15日早朝我が家出発成田空港へ、集合時間

の8時半到着。9時までに成田搭乗の参加者15名

全員揃い、バリ島への出国手続き。最初の6名は機

内預け荷物20kgを少々オーバーしてもなんなく

通過するが、その後残りの9名は、窓口担当の女性

より20kgオーバーする荷物は2個に分けるよう

指示があり、カウンター前でてんやわんやの大騒ぎ、

トランクを開け、中身を引っ張り出し2個に分け計

量し直し、30分以上掛けて作業やっと終了(GA

は一般荷物20kgと別梱包でダイビング器材20

kgがサービス）通関後は休むまもなくバタバタと機

上の人となりました。

成田空港出発は定刻午前11時、ジャカルタ経由

の為バリ島デンパサール空港へは10時間半掛か

り現地時間午後8時半到着b名古屋空港搭乗組4名

の待つプラザバリ・ショッピングセンターへ送迎車

で移動、ここで参加者19名全員が揃いました。

ここより、ミンピ・ムンジヤンガン迄、陸路3時間

強途中休憩なしの強行軍に備え小休止。車はベンツ

製の30名程度乗れる中型くス、快適ではあるが遠

い。やっと夜中の12時半ミンピリゾート・ムンジ

ヤンガン到着。既に部屋割りしてあり段取り良し。

荷物が部屋に届き次第早々に就眠､翌日に備えまし

た。翌日、ホテルを見回し想像以上の素晴らしさに

びっくり、スタンダードルームですが部屋は清潔、

洗面シャワールームは半露天で一部に熱帯植物が

植えてあり、各々が広く、部屋の前には外を眺めな

がら休憩できるコーナーがあり、申し分ない設備で、

又私たちの部屋の前の木立の中には露天風呂が1

ヶ所、このすぐ下の数棟のビラの端に山を望むプー

ル1ケ所､部屋より300m程先の海辺にはレストラ

ン、その横にダイビングショップ、この近くに海を

見渡すプール1ヶ所この横に円形の露天風呂3ヶ

所が有り、今日より5日間のアフターダイブがとて

も楽しみとなりました。

朝の食事は7時よりおかゆとトースト・パンと地

元の料理、これに果物とコーヒー又はジュースが付

くセットの3種類より選択。おかゆが好評でした。
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朝食後休憩、いよいよダイビング69時半レスト

ラン横ダイビングショップに集合､総勢19名、3

班に分かれ船3艇で、30分程の所にあるムンジヤ

ンガン島へ出発。昼食（弁当）を挟み2ダイブ。

1日目のポイントは、ボス1とテンプルブリッジ、

海の中は、水温30度、透明度20～25m、ドロ

ップオフと熱帯特有の珊瑚礁に囲まれた地形で魚

の種類多く、初日のダイビングでしたので、ゆっく

り水深20m以内の潜降となりました。

以後、1日2ダイブ毎日潜り、3日間はとても順

調に楽しくダイビングが出来ましたが､最後の4日

目最終ダイブにハプニングが起こりました。

5月19日、2ダイブ目、ポイント、コーラルウ

オール、C艇メンバー6名、エントリー準備。現地へ
アシスタントが私に器材をしょわせてくれバルブ

を開けた時レギュレターのゲージホースが破裂し

てしまい、予備のレギュと交換している間に、メン

バーが次々とエントリー､停止中の船の上で長い間

待った為、船酔いし、水面で何度も吐いてしまいま

した。この間に船が沖の方へ流れたことに気付かず、

近くの水面にメンバー2名の姿が見えたので､一番

先にエントリーした2名が水底で待っていると思い、

急いで潜降しました。しかしそこは水深70mの

ドロップオフの上で､いけどもいけども先に入った

メンバー2名の姿は無く、気付いた時には水深29

mを過ぎていました｡私はこの様な周囲に何も見え

ない所でエントリーは初めてなのでビックリ本当

に勉強させられました。又、バデイの有り難さ。私

が29m過ぎて止まると、すぐにメンバー3名が追

いつき、持っていたボードで会話しながらゆっくり

浮上、20mをキープしながら、ドロップオフの裾
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へ移動し､暫くしてガイドの姿を見つけた時には本

当にホットしました。私の勘違いと早とちりで、メ

ンバーに迷惑をかけ、ガイドの方にご心配をかけた

こと申し訳なく反省しておりますbこの様な事は有

ってはならない事ですがメンバーを信じ、4名が一

緒に行動落ち着いていたことがとてもよかったと

思いますbこのことで、さすがの私も落ち込みまし

たがそれを上回る好天気とお魚の多さ、露天風呂の

良さでした。毎日、朝8時ごろよりゆっくり朝食、

9時半ダイビングショップ集合、10時出発。午前

中1ダイブ､昼食をムンジャンガン島で食べ、自然

の中でおしやくり、散現午後1ダイブ､午後3時

半にはホテルに戻り、プールで潮抜き、プールサイ

ドでビール､ジュースで乾柘露天風呂で糸膳の空、

緑の山々、エメラルド色の海を眺めながらの談笑、

その後のエステ通い(我がグループで毎日満員､予

約待ちの盛況)。夜は満天の星を見上げながら部屋

の近くの露天風呂で､皆様スッポンポンでの御入浴、

但し女性貸し切り。食事も美味しく、部屋もきれい

で、回りの木々も手入れが行き届いており、本当に

素晴らしいところでした。

これからも楽しいダイビングを続けたいと思いま

すもこの様なダイビングツアーを計画して下さいま

したリーダーの方々に、心から感謝しております。

(彦劫ﾛ者19名）

松田直彦、三宅尚、大西亀美代､4リ||順子､福田孝

子､原勝代、吉崎和子、佐竹綾子、平野昌子、西谷

サヨ、永松輝夫、永松ふさ、石井幸子、長野恭子、

石岡弘至､三輪勝廣､河原信子､前田浩二(リーダー）

芳賀幸子

バリ島ムンジャンガンで2○○本

287石岡弘至

1991年9月友人に勧められて何となく、Cカードを取

り翌年夏までに15本潜るがその後は4年半休止｡1996

年3月マレーシアのランカウイ島へ観光で行った時パ

ヤ島で初海外ダイブも海中の色とりどりの魚､珊瑚の

美しさに驚き海外ダイビングにはまりました｡以後暇

を見つけては年4～5回海外の海で潜り、1999年3月

に同じ浜松のショップの前田浩二氏とSDCに入会､前

田氏にリーダーをお願いし同年5月に第1回バリ島チ

ャンデイダサツアーを実施しましたが参加者は名古

屋の河原信子様1名で3名のみでした｡第2回目は有

名なモルディブなら参加希望者が多いと思い､同年10

月に南マーレ・ピャドウを実施愛知県居住の小野忠

雄氏と三輪勝廣氏の2名と知合い、ここで東海地区メ

ンバー5名が揃い(この間茨城の吉崎和子様が参加)こ

の5名で協力し東海地区クラブツアーを年3～4回実

施､今回のバリ島ムンジャンガンツアーで8回となり

ました｡思えばSDC入会後バリ島チャンデイダサ参加

者3名で始まり、丁度2年後の今回のバリ島ムンジヤ

ンガンで19名の参加となりこの間会員数も120名ほ

ど増え､私も今回のツアーで200本、またメンバーの

三輪勝廣氏も.200本、リーダーの前田浩二様他16名

の鋤暗より2人の200本記念祝いを大きなケーキで

盛大にして頂き、私の一番好きなバリ島のしかも素晴

らしいミンピリゾートで同僚の三輪氏と一緒に達成

できた事一生の記念となりますb

参加者の皆様ありがとうございました。

久
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憧れの柏島ツアー 2㈹1724～29

レポート:147近藤朋子リーダー:O88芥川忠雄

TV雑誌などで紹介されている柏島を見たダイバ

ーは、一度は訪れて見たい島ではないでしょう力も

SDC初の企画でメンバー8名が封pしました｡それ

ぞれ伊丹､羽田空港を出発し高知空港で全員集合b

久しぶりに再会したメンバーとは懐かしさと健康を

歓び、初参加のメンバーはどんなツアーが始まるの

力沙し不安もあったと思います6リーダーが事前に

参力賭のプロフィールを送って下さったので、自己

紹介で不安も解消、気分は↑↑・

新品の連レンタカーに乗車、いざ出発1リーダー兼

運転手兼ガイド兼etc.で､西へ西へと走りました。

途中､峠から眺めた日向灘は絶景でした｡波は無し、

海面は光っていました。点々と見える小島は地図に

も無く、静かに生きていますも炎天下の路上で売っ

ているアイスクリーム屋にも目もくれず、5時間後

にショップに到着ドコボコの田舎道？剛I髄えの

曲がりくねった一本道で､F1レースが如く運転す

るのは､舗装された道路のせいではありませんbハ

ンドル持ったらヤングドライバー、対向車には急停

止、急バック、地元優先の礼儀正しい立派なドライ

バーでした。

ショップと旅館が徒歩1分の蝿鹿器材を洗ったり、

シャワーを浴びたり、忘れ物を部屋に取りに行くの

もすぐそこ。樹齢300年のアコウの樹の下で、アリ

も蚊もなんのその、ビL一ﾉ職み、ログ書きやオシャ

ベリ、昼寝と憩いの場でもあり、メインストリート

でもありました。港まで徒歩2分、ポイントまでボ

ートで2～3分、全てが近場で滞在中は便利でゆっ

たりとした時間が流れていきました。
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ポイントは後浜1番～6番まで係留ブイがある中

で､後浜2.5,3,4.5と力細かく潜りましたがそれぞれ

違う顔がありました。砂地には、ネジリンボウのオ

ンパレード、中でもキツネネジリンボウ、ヒレナガ

ネジリンボウ、クビアカダテハゼ、ヤシャハゼ、コ

バンハゼ､岩を見ればタテジマヘピギンポ(ガイド

は､ユカちやん､ユリちやんと命名)、カモハラギン

ポ、綺麗に重なり合ったテーブルサン式ソフトコ

ーラルもカラフルでした。マクロ派には最高の被写

体ですも残念だったのは､水温と透明度がイマイチ

だったのと、イエロージョウフイッシュに会いに2

度目の柏島を訪れたのに､行方不明でがっかりした

メンバー・・原因は？後1日でダイビングも終わり

と言う前日から、台風の風が吹き出してきました。

自然に逆らうことは出来なしも今日潜れたのだから

明日を待とう。．・・・・台風は北東へそれていき、

楽しい4日間のダイビングが無事終わりました。

リーダーの芥川さんは、これからドライバー兼ガイ

ドに変身ですb足摺岬、桂浜、四万+j1lを眺め、四

国観光名所をまわってくださいました。周囲41皿の

小さな島にお邪魔させて頂いた旅館のご夫婦の温か

さ、島民の燕卜さが内憂ﾀ偲の知恵を教えてくれま

した。

皆さんお世話になりありがとうございました。

クラブツアーは楽しいね411．415

食べて呑んで良く笑いましたね172

のんびりした一時間が余って昼寝しよう

芥川さん、愛子さんリーダーになってね

440
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SDC賛助会
*P、1．T(ダイビングショップ＆ツアーデスク）

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＆ツアーデスク｡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。

＊1年を通して伊豆諸島や三浦＆房総方面などのダ

イビングツアーを開催！’

（海況やダイバーのレベルに応じてポイントを設定

しますので初心者の方でも安心してご参加くださ

い｡）

＊オープンウォーターダイバーコースから各種スペ

シャリテイ、アドバンスドコース、レスキューコ

ース、インストラクターコースまで開催していま

す。

（伊豆でのCカード取得コースから、沖縄3泊4日

でのCカード取得コースも開催）

1）伊豆Cカード取得コース…￥65800（全費用込

み）

2）沖縄Cカード取得コース…￥72000～（申請料

¥6000別途）．

＊ブランクが空いてしまったダイバーの方や、まだ

まだ不安をお持ちのダイバーの方にはスタッフが

しっかりサポートいたしますので、安心してご参

加いただけます。

＊三宅島での噴火以来なかなか催行が難しくなった

御蔵島でのドルフィンスイムツアーも開催中ですも

詳しくはお問い合わせください。

＊旅行会社（パラダイスアイランズツアー）提携の

ダイビングショップですので、伊豆方面から沖縄

まで、スケジュールや予算、ダイビングスタイル

にあわせてご手配いたします。

＜パラダイスアイランズツアーお勧めのサービス＞

西表島ダイビングベースホットマングローブ

1.・｢名前にもこだわりを」

海への熱い思いのスタッフ達(ホットマン)、そし

て西表のシンボル、マングローブを掛けて、ホッ

トマングローブ｡ホットマンの熱い手（グローブ）

で、ゲストをお迎えしたいと思っています｡

2．「まずは我ままを」

自分にとって居心地のよいダイビングサービスと

は？

それは自分が気ままに振舞えるところ。

そんなダイビングサービスでありたいと思ってい

ますも

員のご紹介
ですから我まま、リクェストは遠慮なく。

ただし、無理は聞けますが、無茶はだめよ･

3．「テーマは地球に夢中！！」

海はもちろんのこと、西表の山、河、そしてマン

グローブを通し、この島での楽しみを余すことな

くご紹介いたします。

4．「スタッフより」

梅…｢少女はマッチで夢を見ました｡僕は西表の海

で夢を見せてます」

松…「緑あふれる島に住み、海をのびのびとガイ

ドしています」

アズ…「のんびり屋でボーつとするのが大好き。

だから西表は私にぴったりで､大好きな島」

ホットマングローブ(HMG)

〒gO7-1541

沖縄県八重山郡竹富町西表島字上原S97-35

Tel&FaxO9808-4-8282

P、1．T

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-㈹6↑

渋谷灰西原3-7-4渡部ビル1F.

TeIO3-3466-M89/FaxO3-3466-3870

http://pitwisnet.nejP

travel@mail3.wisnet.ne.ip

*ナッソー

伊豆半島､富戸のスキューバサービスステーション

SDC会員ならCLUBNASOの特典がオールクリア例

えば富戸､I.0.Pが2ビーチガイド付で9,500円｡

1人でもマンツーマンで対応。スキルアップも常時

平日受付｡利用の際は会員番号の提示をお忘れなく。

伊東市富戸1194-2hO557-51-7400卿田満彦）

*YAP1anning(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b;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b
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SDC賛助会員のご紹介
でも実際には「保険」と聞いただけで「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頂いておりますb

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も

一度ゆっくり保険のことをお話しません恥お気

軽に声をかけてみてください。

＊

lttp://wWwjntms.com/YA/

住友海上火災保険株式会社代理店

YAPIanning新井良子

Eメール:arai@intosScom

*㈱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b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、東マレーシア全般バリのトランバ

ン、インドネシアのメナド等ですb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。

代表取締役:阪上洋

江戸川区南葛西5-4-15-409

TELO3-3877-7351FAXO3-3877-7352

E-man:的⑲wa2.so-net.nejp

＊セントラルマリンクラブ

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
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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ノレルームを多

数用意し全室にアメニティーグッズ、冷蔵庫を完備

で快適にお過ごしいただけます6

〒gOS-ml2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

TELO9807~3-2m2

*G-FR日三DIVINGSERVICE

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､例京間｡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。

「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

りますも

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。

〒"J7-O332沖縄県石垣市伊原間26-29

TELOg808-9-2191

FAXO980S-9-2191

代表林豊

＊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キング、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も愛称｢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へ。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）

~、

へ



西谷香奈：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ブに、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。

〒1m-O101大島町元町北野1-74

TELO4992-2-1g66

FAXO4992-2-3914

＊クラブ･ノア

私たちクラブ・ノアグループは、自然と人との共

生を考え、スキューバダイビング事業を手始めとし

て地域の活性化を行なっているグループですも地域

住民や漁業協同組合、地元の行政機関、観光関係者

一、などの皆様が､、地元興しの為の会社を設立し､その
地域に残された自然という地元の財産を、子供・孫

の代まで末永く保全し、観光資源として活用してい

こうというポリシーで積極的に活動されていますb

私たちはこのポリシーのもとに、地元にお越しくだ

さる皆様の接点として、様々な企画、手配、運営を

手がけておりますbダイビング事業につきましては、

グループを中心としてトータル的なネットワークを

展開しております｡

大井町駅ビルのダイビング専用プールを利用したス

クールやリフレッシュコース､グループ施設では1

ヶ所に1ボートの制限を設け、潜降・浮上も優しく

安全性を高めたシステムのご提供、ダイビングツア

ーの企画、手配、インストラクター派遣添乗、ダイ

ビング器材のメンテナンス、カメラ・ダイビング技

へ軍鱸琴妻謙欝建議ま鯉熟
き、常に新しく、ゆとりあるダイビングライフが創

造できればと考えております。

又ダイビング以外にも。トレッキング、バードウオ

ッチング、磯遊び、シーカヤック、ヨット等自然を

モチーフとした野外活動も企画・実施していますb

大人から子供までどなたでも安心して楽しめる様々

な自然体験プログラムを今後も展開してまいりますb

このたび、ご縁がございまして、SM様の賛助会員

に登録させていただきました。これから色々な情報

を発信し、皆様のダイビングライフのお手伝いが出

来れば幸いと存じますbどうぞ、宜しくお願い申し

上げます6

クラブ・ノアグループ事務局

(株式会社ネイチヤーネットワーク）

1mm31港灰丙麻布1－1－3ワダビル2階

Tel(代詞O3-54100255

FaxO3-5410C56

皆櫨のダｲピﾝグﾗｲﾌをグﾙー 認でお手侭1し窪す。

－㎡二ﾐ〆季一．‘‘
ClubNOah

GROuPoFCoMPANIES

ケラ罰･ノアグルー認

私たちクラブ・ノアは、国内、海外にポリシーを同じ

としたグループを中心に、ダイビングのトータル的な

ネットワークを展開しています。皆様のご要望のペー

スに合わせ、1つ1つ手作りで対応させて頂きます。
｢新しいツアーはないかしら？｣｢久しぶりだから技術

のリフレッシュをしたい？」｢水中写真を始めてみた

い？｣ご希望、ご質問等何でもお問い合わせ下さい。

グルー認 ノア可さ鄙(和歌山県可さ冴町）

ノアむき(鵬県牟岐町）

ﾉｱ隠岐(島根県騨岐邸西ノ島町）

ノア母島(東京都小笠原母島）
ウラ認･ノァィザベル(ブイIIピン･パラヮン棚）

IJ弘一トネ守卜ﾏｰ〃

ｼー ペﾝ千ヤー(ﾏﾚー ｼｱ･マ認一ﾙ島）

ｻﾝピー ﾑ(ブイIﾉビﾝ･7喧弓オ＆江ﾙﾄﾙﾗ）

パングラオネイ子や平ｲﾗﾝドIjゾート

（ブイりピン･ポホールqパン病オ島）

スlj-ｱｲﾗﾝド(西ｵー ｽﾄﾗIjア･エワスマウス）

スグール・尊纂ツアー･盟制相醸

ワラアノア大井町（ジェケサー大井町内:東京都品川区）

簾行手麗・ケラ認・ノアグルー認事務園
ネィ千ﾔー ﾈ可ﾄﾜー ｹ(東京都港区）

各施殿､ﾂｱｰ慌輻等お気軽に命問い合わせ下さい。

ZOOZ年3月小笠原･母島ザトウグジラと母島〆グロ

母鴎自然探妨､ジアーー

ZOOZ年ゴール宗ンウィーグ海の世界遺産：

スル海ダイアクルース(ブイ叩ピン）

ゲﾙー認人散.期間によ&l千や一ダーｹﾙー認も可龍歯．

命同い合わせ:ケラ寵･ﾉｱ剛(株式会社ﾈｲ千ﾔー ﾈ寄卜"－ヶ）
〒106-0031癖鍾遜唾竃舜.1古1-3ワダ画しZ蔭

Tel(代褒)03.5410-0255FaxO3-5410-0256

Zのご索同好．JR六軒町駈ヒルアトレコ

Eワサーフィ守トネスワヲ詞内の水深4，4

=ルを利用しての詞ログラムです
。E全■梱牌宅鱈易ん閏全目鯛翁にてご罰旧
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ボランティアとプロ

OSO杉本信也(NAUIインストラクター）

はじめに

近年ボランティア活動をする人達が増えて良し頓

向にある。スポーツ、趣味、福祉、地域活動、公共

のイベントなど社会を支える善意の奉仕活動は新し

い動きとして注目される。阪神大震災や海外の大災

害などは国家的なレベルでボランティア活動が広が

ってきたことは誠に喜ばしい限りである。しかし一

方では、危険を伴うボランティア活動があり、幾つ

かの課題を残している。例えばダイビングの私設ツ

アーや指導、災害現場の救助や後始末、或いは専門

性を要する指導、手伝いなど善意のボランティア

活動であっても、それにより思いもよらぬ事故災害

を起こしたらその責任と補償が問われることがある。

折角のボランティア活動も、仕事上の過失と同じよ

うに扱われたのではたまったものではない。そうな

ればこの様な活動は怖くてやる人がいなくなる。色

んなケースを見ていると、それを主催する側が、プ

ロを上手く配置せず、ボランティア任せになってい

る問題が散見される。プロの酉喧、アマ、プロの区

別、使い分け､協力関係のあり方など危機管理のあ

り方と同様､マニュアルや基準の必要性を痛感する。

安心してボランティア活動が出来る様に体制を整え

るべきであろう。今後益々高齢者が増えボランティ

アを志す人も増加してくると思われる。日本はこの

分野では、未だ人任せ的で成熟していないし、後追

いの対策が多い。現状では危険を伴うボランティア

活動には手を出すべきではない様に思われる。

ダイビング事故例

あるダイビングツアーでの話である。男女のバデ

イの内、女性がトラブルを起こし、助けようとした

男性が結果として亡くなった。女性は助かったがシ

ョックが大きく精神的にも後遺症を残した。この事

故では女性側家族から、男性が年上でありベテラン

と言うことで責められた。

男性側家族は不幸な事故として、ツアー責任者を責

めることなく葬儀を済ませた｡女性は葬儀には参列
しなかった。

この話を聞いたら常識的には、女性側の態度はおか

しいと思う。しかし現実にあった話である。このこ

とは、事故に直接係わっていない家族が、年上、ベ

テラン、ツアー責任者がいたという部分だけを結び

つけ、批判のシナリオを作っているのである。

似たようなダイビング事故で、訴えられたケースは
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多い。死亡した人から自己責任で潜るという承諾書

を取っているにもかかわらず、裁判ではダイビング

の状況を検証し､バデイやツアーリーダーに過失が

無かったかどうかが争われ、承諾書はあまり意味を

なさないと言われている。善意の行為と対時して争

われることになる。

このような例は、当事者から手を離れ､家族や弁

護士、或いは第三者の領域になり、本人の善意とは

かけ離れた世界で、過失責任だけが問われる。

つまり、ダイビングそのものは、単に仲間としてボ

ランティアでやったこと、では済まない問題を内蔵

している。このような善意の仲間たちが、海を潜る

ことで法的な責任を問われないようにする為には、

ツアー会社、ガイド、ショップなどプロに委託する

ことが重要である｡ダｲビﾝグ業界ではその様になへ
ってきた｡安全なダｲピﾝダをプロとして請け負う

のである。彼等には多額のダイビング指導者保険の

加入が義務付けられている。即ち、ダイビングでは

ツアー仲間が纏まることと、ダイビングを行なうこ

とが、素人、プロとキチンと区分されている例であ

る。このようになるまでには国淵こした業界の永い

経験から先人達の知恵でシステムが出来上がったと

言える。単に、サービスやビジネスの為だけではな

い。ガイド料が高いと言う批判もあるが、安全と安

心にはコストがかかるはっきりした例であろう。さ

てこの分野で、経験した立場から、他のボランティ

ア活動をみてみると、問題を含む事例が見られる。

石油流出事故

以前、北陸の海岸でタンカーの石油流出事故があへ
った。直接現場へ行ったわけではないが、報道する

ところでは、多くのボランティアが蓼効pして流出し

た原油を､手足や衣服をべとべとに汚染させながら､

手作業でドラムや容器に収納していた。その姿は涙

ぐましいほどボランティアの人達の献身的な奉仕が

印象的であった。その結果はその甲斐あって意外に

早く海岸が再生した。しかし、専門家から見れば、

劇毒物を含む原油との接触やガスの吸入は身体に良

い筈が無い工場で言えば、この種の作業は｢有機

溶剤中毒予防規則」に該当する、それ以上の有害作

業である。

TVで見ているとそんな注意が払われている様には

見えなかった。専門家、指揮者の配置や作業者の適

性評価､保護具の着用など見当たらなかった。
折角のボランティアの人達に対して、これでよいの

かハラハラしてみたものである。、

溶剤に詳しい専門のプロやｲ僕主儲は日本には五



万と居るし、保護具は有り余るほど在庫がある。

何故、配置しないのか、このような事態に対して、

危険を何故説明しないのか、危機管理面からは失態

であった。船の周囲のフェンスや流出の方向予測な

どはよく報道されていたが肝心の人を守る点では、

抜け落ちていた。折角のボランティアの人達が二次

災害に遭遇しかねない状況であったし、実際言卜報も

聞かれた。

このような状況を見ても専門家の配置こそ真っ先に

やるべきことで、その指揮に従ってボランティアの

人達が協力する体制が、本来の有るべき姿である。

専門家から見れば､危険予知は充分出来た例である

が、予想できる事態に対して、危機管理としては残

念ながら未成熟な実態であることを提起した。

P，折角のボランティアが危険性を知る由も無く飛び込
んでいった、見方を変えれば恐ろしﾚ例である。責

任と補償は船主と言う問題以前に、国家組織の危機

管理の責任がある。この石油流出事故に限らず、プ

ロ不在の事故対策事例は未だ多い。

その他の事例

身近な気になる話として、私設保育所の死亡事故

に関して、幾つかの悲しいニュースがあった。料金

をとっている以上、プロフェッショナルな事業とし

て、一般の人は理解している。しかし、実態を見る

と人で不足の原因説が潜行しているようだが、主た

る原因は幼児保育の基本が全くできていないことに

気付く。事故原因が人手不足とするのは、その状況

を言い訳しているのであって、子供達を人として、

'-,鯛ていないことが原因であることに言及して”
保育側の資格、レベル、資質など総合的な経営の

質の面でもプロとしての条件が整っていない。どう

かすると素人が手伝っている状況もある。恐ろしい

こと危こういうケースはプロ側に本質的な問題が

ある。こんなところにはボランティアが有ってはな

らない。立派な保育所がある一方であまりにも程度

が低い話である。

今､国際規格ISOの品質､環境の認証取得が国淵こ

の波に乗ってブームである。実はこの業界に入って

みると、審査側は別として、認証取得を支援するコ

ンサル、ボランティアが入り混じって存在し、取得

側顧客から問題を提起されているケースが多くなっ

てきた。特別に資格も要らないし、会社で認証取得

の経験があるというだけで、特に中小企業の手伝い

をしているところで問題が多い。ボランティアの場

合は指導者に文句が言えないまま、中途半端に終わ

っていること(審査不合格)や、プロと称するコンサ

ルでも、経営管理の経験がないとか、あっても経営

が分からない為、会社のオーナーからクレームを受

けるケースである。一方的な押し付けも多いblSO

の認証取得をする為には、約一年かかって、全従業

員が振り回される。会社にとってはやる気を失わさ

れたり､不釣合いなシステムに構築されたりしたら､‘

とんでもない無駄をさせられたとして､｢会社を潰す

のか｣というクレームになる。

コンサルテイションの技術が無いまま、ISOの知識

だけを頼りにしたコンサルタントはその資質が無い

のと同じで、プロとはいえない。コンサルテイショ

ンができると言うことは､ISOが解っている事のほ

か、多様な事業者に対応する指導技術と経営センス

の要件が満たされなければならない。これは審査員

とは同列には置けない一味違うものが求められる。

審査員経験者が、コンサルをやっても必ずしも上手

くいかない失敗例が実証している｡｢間違いだらけの

ISO・・・」という本には、コンサルの問題点も紹

介されているが、この分野のプロフェッショナルの

あり方が問われている。ましてやボランティアが軽

い気持で対応して良いものかどう力凝問である。､

むすび

ダイビングの世界では､プロの立場、ファンダイビ

ングのあり方、ダイバーになる為の免許制度等、危

険を伴う為国際的なシステムが構築されている。こ

の国際的なシステムの徹底のお陰で、ダイビング事

故率は、山岳事故などと比べ-桁小さいと言われて

いる。ダイビングは危険だから事故率も高いのでは

ないかと思われがちであるが、そうではない。しか

し、安全と安心の為にはコストが高くついているの

も事実である。この分野でボランティアでコストが

かからないようにと言う考え方は危険である。不幸

にも事故に遭い、その責任を問われることになった

ら、事件になりかねないし、その費用は膨大なもの

になる。危険を伴う、或いは高度な専門性を要する

活動に対しては、単に善意だけでボランティアに参

加してよいものかどうか､免許制度の無いプロのあ

り方にも疑問を投げかけ、事例を以って警告してき

た。プロとボランティアの有り方について述べてき

たが、いずれにしてもそれぞれの分野で、両者を生

かす方法や制度を工夫しなければならないbこれか

ら高鯏上社会になり、益々シニアが増えてくる。

自分の専門性を生かしたり、ボランティア活動をす

る人達に対し、希望が持てるシステムを早期に構築

し、安心して参加できるようにしたいものだも
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スクーバダイビング入門の巻

「スクーバダイバー」の講習はテキストを使っての

講習と、海で実際に潜りながら教えて貰う実習があ

り、講義の方は夕食後、部屋のテーブルの上を大急

へぎで片づけて行われました｡生徒は私一人だけでし
たので､インストラクターと生徒が一対一のマンツ

ーマンの、とても贄沢な講習ですb

まず講習の前に、申込書とか誓約書などの書類に

目を通して署名してから講習が行われますが､私の

場合､未成年なので親の署名､捺印が必要でしたが、

両親もダイバーで理解があるのでなんの問題もあ

りませんでした。でも鮫さんの昔の生徒さんで､親

とコミュニケーションをきっちりと取らないまま

講習を受けていたため、ショップにその生徒さんの

親御さんから、「止めさせてくれ」と言う電話が入

り、講習そっちのけで「ダイビングは危険なスポー

ツではありません」とまず親御さんの理解を得るた

め､長鰯f電話で長々と説明と説得をしたことがあ

匁、るそうですb
はあ、インストラクターというのは、ダイビング

を教えるだけが仕事だと思っていたけれど、なかな

か大変な商売ですね。

さあ、いよいよスクーバダイビングの講習ですb

まずダイビング器材の名前や目的、種類､機能や選

び方を習いますbマスクの機能、種類、選び方､使

用前の注意や､手入れの仕方bマスクの中に水が入

った時のクリアする方法b視野の広さや目からガラ

ス面までの距離とかは､水中写真を撮る人達には重

要なのだそうですb視力の悪い人のためには､視力

にあったレンズに変えることもできますb私のお母

さんは近視なので、眼科で視力を計って貰って、自

分の視力にあったレンズに変えて貰っていますも

折角時間とお金を掛けてダイビングをしに来たん

だったら、マスクだけはケチらずに自分に合ったマ

スクを用意しないと水中の小さな生物などを見る

ことが出来なかったりするので､損をすると思いま

すも長い間使える物だから、おしやれで気に入った

上に顔に良くフィットした物を選びましょう。

スノーケルの機能、種類、選び方。

スノーケルは､水面でうつ伏せに浮いたまま顔を

上げずに呼吸することの出来る管で、これを使うと

,副隆ぎのために顔を上げなくて済むので､水中の魚

などから目を離さなくても良いのですb

息継ぎのために顔を上げたら、さっきの魚ちやんは

何処に行った？なんて事がありません。勿論顔を

上げなくて済む分､体力も使わないので疲れも遇、

ますも排水弁付と排水弁無しがあり、形がJ型のや

ジヤバラになったの等がありますが、口にくわえた

とき違和感が無くて､排水しやすい太さのシュノー

ケルを選びましょう。

フィンとブーツ。

フィンは水中での推進力と安定性を得ることが出

来ますbブーツタイプと、ストラップタイプ､材質

はゴム、プラスチックなどがあり、自分の脚力にあ

ったフインを選ぶのは言うまでもありません。ブー

ツは海岸や岩場､刑剛礁で足を保護するためと保温

の目的があるそうですも

タンク。

タンクにはスチールとアルミの材質があるそうで、

材質や詰められた空気の圧力の量が違うと、浮力が

違うのでウエイトの量が変わるそうですも

あんなに重そうな鉄の塊のタンクにも浮力がある

なんて、ビックリですb

特に重い鉄のタンクの方がウエイトが少なくて済

みアルミタンクの方がウエイトが沢山要ると言う

説明の所では､数学がちょっと苦手の私は二度説明

して貰ってやっと理解することが出来ました。

タンクのバルブや、タンクを背負う為のハーネス等

の説明もありました。

タンクに詰められた高圧空気を吸うための、レギュ
ー35‐
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レーダの講習では自分が呼吸するためのレギュレ

ータだけでなく、バディの為のオクトパスや空気の

残量を知る残圧計や､方向を知るコンパスがあるこ

とを習いました。

このほかにもいろんなホースが並んで付いていて、

何本ものホースがタコの足みたい。

浮きも沈みもしない状態を、中性浮力と言うそう

ですが､水中深く潜っていくと水圧でウエットスー

ツの生地の中にある空気の泡が圧力で潰されたり

すると中性浮力がマイナスになるので､段々沈んで

いくようになり、これをマイナス浮力というのだそ

うですb

このマイナス浮力を浮力調整してやる機材がBC

と言うチョッキのような形のもので、タンクの空気

をホースでつないで、空気を入れてやると、又浮力

が得られるので､水中でもそのときどきの深さに合

った中性浮力にしてやることができるそうです。

浅いところに浮上するときや､空気を入れすぎた時

には､空気をBCから抜いてやるボタンもありますも

昔はタンクを背負うハーネスと浮力を得るベスト

が別々の時もあったそうですが､今では一体になっ

ているそうですb

ウエイトベルトやウエットスーツ、冷たい海で潜る

ときは保温性の高いドライスーツも有りますも

私もいつか大人になったら北海道で流氷ダイビン

グをして、水中の天使「クリオネ」を見たいなあ。

レギュレータの講習の時､名前だけ覚えたゲージ類

の詳しい説明がありました。
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(イラスト：今澤惠子）

残圧計、水深計、コンパス、それらを一体型にした

コンソールゲージボックス。ダイビング中の水深、

時間、水温､それからその水深で後何分潜っていら

れるか等を知らせる、ダイブコンピューター。

ダイブナイフの選び方と、着装の仕方も知りました。

ログブックは器材ではないけれど、ダイビングの記

録を記入したり観察した魚や水中の感想を書き込

んだり、ダイビングツアーに行く時は忘れずに持っ

ていきましょう。

「このノートはお母さんの宝だからね｣見た魚やツ

アーで知り合いになった人達のコメントが一杯書〆＝
いてあったりするお母さんのログブックは､私の憧

れの的ですも

私も一人前のダイバーになって､お母さんのログブ

ックにサインできる日が早く来ないかな。

その日が待ち遠しいですも器材の講習は、興味もあ

るし現物を見せながら教えてくれるので、良くわか

ったけれど、次の講習は「水中科学｣で水と空気に

ついて、構成､圧縮性､密度、流れ､熱の吸収と伝

導､音と光の水中での違いなどの講習がありました

が、眠いのを我慢して目と耳を一杯開いて聞きまし

た。

学校では眠いときは結構上手に教科書を見ている

振りをしながら眠るのが得意なんだけど､今回はマ

ンツーマンなので私の才能は眠らせておかなけれ

ばなりません、トホホ。（つづく）
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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1

生年月日 年齢
4■

取得．団体 ラ ンク 経験 年数 経験本数 会員番号 男・女

●

”
Ｐ

・
づ

Ｔ
Ｅ

緊急連絡先氏名 住 所 電 話

第 1 ●

◆今

①

91

ゆ

9

｡

第2。 B －

寺の

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） ・
も 凸●

●

●■
●



1

(1)目的

クラブ活動の主なものは、会員が自主的にバディやグループを作り、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 。 ： 、 i

(2)運営の原則一､一

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｡‘－－"
/へ

『

(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

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ケ月前とします。

/今

(5)ダイビング計画の条件i

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｡

iリーダーは全てにおいでボランティアでやって頂いておりますざ旅行社の人でも、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、又会報掲載用ﾚボーﾄ毒,ﾘーダー又はリ
－グーか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

，．.-_:竜

し て下さい 。i＆”…
レポートは直近の会報に掲載いたします。

←

11

剣
Ｉ



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、地域も北は北海道から南は九州

までと全国に拡がっております6SDC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、雑誌の季刊発行等を行なっていま

すb入会ご希望の方は事務局までご連絡くださしち

◎編集雑感

◇◇9月、「サイトウ･キネン･フェスティバル松本」

で、室内楽とオペラを楽しみ、穂高の小さなこだわ

りの宿で骨酒を楽しみ、ひとときリッチな気分にな

りました。

その間、豊科近代美術館に立ち寄り、高田博厚の

常設展を。彼は、高村光太郎や荻原守衛に続く、日

本の近代凋該ﾘの巨匠だそうですが、私は初めて知る

彫刻家でした。高田博厚は、誰でもその名を知って

いる人たちの肖像をたくさん作っていますb｢･･…･知

名な人びとの肖像が多いが、それは彼らが知名だか

ら作るのではない。対象が、黙っていて、内から語

りかけてくるものがないなら､嗣咳I』の素材とはな

らぬ」と。なるほど。作品に添えられた短い人物評

が興味深いものでした。

◇◇7，8月の2カ月間には、印象に残る出会いが

2つありました。1つは、［風舎」の鳥飼和代さん、

1つは伊是名のダイブショップのオーナーですb

私は30年ほど、人に会ってお話をうかがうこと

を仕事にしていますも有名無名を問わず、その人の

生き方や仕事などに教えられることは多々あります

が、心ときめく、刺激的な出会いはそう多くはあり

ません。そのおひとりが鳥飼さんでした。伊是名の

オーナーは、反面挑而ですbさまざまな出会いがあ

るから、いまの仕事を続けているのだと思っていま

す。

◇◇今回から、正式？に広報のお手伝いをすること

になりました。でも仕事量は、宇留賀さんの「万分

の－－｣。

心許ないかぎりですが､烏飼さんどめ出会いから｢ク
ローズアップ・ひと」シリーズがスタートしますb

「この人にこの話を」という「他薦」大歓迎ですも

（清原れい子）

一

Ｇ
ダ

『

『誇鎌，恩 －錨一一噸鬼”‘；

表紙に寄せて

伊豆海洋公園に咲いていた水中花「ウスアカイソ

ギンチャク｣、このイソギンチャクの仲間には､イ

ソギンチャク、ハナギンチャク、スナイソギンチ

ヤク、などがありますが、地上の花にも劣らぬ綺

麗なものが沢山おりますbまた、この仲間には、

クマノミ類、エビ類、カニ類が寄生していること

が多く、マクロ派の方には見逃せなし被写体でし
ょう。

冬場の、透明度は素晴らしく良くても魚影の薄い

場合等に、じっくり見るのも楽しいものです。お
魚ばかりを追いかけずに､たまにはお花畑を見て
歩く(泳ぐ？)のは如何ですか。

ゴンベ科の仲間には、オキゴンベ、ミナミゴン

ベ、サラサゴンベ、ホシゴンベ、等々いろいろお

りますが､私の一番好きなのがこの｢クダゴンベ」
で式ダイビングを始めたばかりの頃、伊豆海洋

公園でガイドさんに教えていただいてから、すっ

かり気に入っていますb

以前は、伊豆海洋公園、伊豆大島でもよく見かけ
たのですが､最近ではなかなか見つけられなくな

りました。南の海に行けば、割と簡単に見つけら
れますが、何故か、引き締まった、少し冷たい水

の中で会いたいお魚ですも

へ
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