
I

ご~､陳”’
と一

V eFreakMagazine
種一今歴娯一承一程”″…－－，1

2002年1月 伽12
ｴスディーシー

http://sdCi@cside5・com/

、

且



棚蝋
シ パダンとモンスター（今村割 2

くる－ずあつぷひと（インタビュー）3～5

(gjll清-)

マレーシア・マブL一ルマクロ享真の魅力

（菊h禮)6～8

YEA. プラ ンニ ング 広告8

アメリカのテロ事件、その時私は11

（岩本充子）9

石垣島ダイビングツアーに参加して

‘慨旦）1 0

石垣島倒京間にて(山口知子） 10

石垣訓梛の2つのショップを利用して

グリーンゾフラッシュに乗って

("jII清-)11

SDCツアー計画一覧表12～13

新島の温泉と式根島ダイビング

リーダー初体蛎記（清原れい子）14～15

100本やったね！！(ﾉj西ゆみ子）15

劇/しられなし怖い思い出肘山あい子）16

シパダン旅行詞小西ゆみ子）17

スポートツアーズ広告18

SDCに入会して19

私のダイビング(大箔和明）20

ダイビング出来る元気が私の財産

（西田 和 子 ） 21

「ダイビング事始｣（西利麻勇．21

ヴィンテージな会に参功pして

呪島慎之介&松山順子）2 2

ヤップで見た犬の話(一ﾉ洞専司）23

Eメー ル交換24

パイナップルツアーズ広告25

SDC協賛会員通信26～29

会員紹介30～31

吉村成子先生のこと(関川清-）31

檮巌の館

フインキック大会・画rさんおまかせツアー

（良縁寺悦子）3 2

千夏のCカード取得の巻(白木清美）33～34

SDC焼灼35～3 7

SDCダイビングツアー劉〕ﾛ職書38

S D C ダイビングの方法39

表紙に寄せて(大石和明）編蕩諜槻惑40

2

シパダンとモンスター

245今村孝

世界のシパダンの通り、早朝は‘《バッファローフィ

ッシュ"の大名行列、日中は‘‘ギンガメアツと‘‘バ

ラクーダ”の渦､それからノンピリーノンピリ～の

亀､亀､亀、これが余りに目立ちすぎて4物には目

が行かない毎日でした。

一寸勇気がいりましたが尾の洞窟］にも入りまし

た｡入り口から剛寺間にして往復40分ほど穴の中

にいました｡亀やイルカの骨が沢山ライトの中に浮

かび上がりました。

そして、そして巨大な巨大な‘‘ハタ”がライトの中

に悠然と現れたのですも大きさは100cmはある

ように見えました。勿論超接写でビデオ撮影に成

功1後でイントラに｢あんな近くに寄って写したダ

イバーは初めて危実は非常に危険なんだ6」と言

われた時には本当にビビリました。

危険と言えば同じロッジに滞在していた香港人の

ダイバーが‘〈バラクーダ'を見ていたら“ゴマモン

ガラ”の縄張りに入ってしまい人差し指をブラブラ

になる轡歯まれてしまいました｡今迄何の危険を感

じないで“ゴマモンガラ”を接写していた自分を重

ね合わせて冷や汗が出ました。

60歳の年齢ながら毎日4本潜り続けた事と恐れ

知らずの“ハタ”の接写、などなどの行動から仇名

を二つもつけられました。

一つ目は牌風ダイバー｣、二つ目は陸ンスター」

でした。大変、大変結構なシパダンでした。

帰りの便のコタキナバル空港で関川会長に偶然お

会いしました。

初めて紹介されてご挨拶させていただきましたが、

しかしシパダンでの｢モンスター今村］も脚||会長

を見た途端｢あれで自分よりも20年も先に生まれ

た方・・・・」と思ったら途端に「モンスター」返

上、本当のモンスターは閲II会長だと思いました。
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☆海外ダイビングにも日本酒持参。日本酒がお好き

ですよね？
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★そんなに好きではない（笑)。飲めることは飲め

るけれど6いちばん好きで、おいしいと思うのは紹

興酒。でも、日本酒よりあとを引いて、翌日また飲

みたくなる。紹興酒も甘口辛口と種類はたくさんあ

りますが、どちらも辛口がおいしいね。

☆好みが一致ですね｡慶応ボーイだといううわさで

すけれど。
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☆でも、そう見えますよ。

★目が悪いから兵隊にとられるわけはないと思っ

ていたら、右目が見えるので、大学卒業まであと3

ヵ月のときに召集されて､その後大学に通っていな

いから、大学の名前は言わないことにしている。昭

和16年､第1回目の繰り上げ卒業で､満22歳のと

きでした。

年
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☆青春は、戦争のころなんですね。

65歳以上の人たちが人口の14％を超えると「高

齢社会」と言われますが、日本はすでに1995年に

突入。今日では17％を超え、2010年には22％にな

るそうですbSDCの会員はみなさんお元気ですが、

関川会長は82歳高齢社会の「元気印」のお手本

のような方ですb若々しくて、前向きで、そして温

厚で6SDCの臓ける星」(U編集長の言葉)。

あの元気の秘密、あの面倒見のよさ、あの向上心

一は、いったいどこから生まれているのでしょ

う？

熱燗の恋しい季節。東京・恵比寿の小料理屋で、ほ

ろ酔い突撃インタビュー開始です6

★初年兵教育でさんざん絞られました。ビンタはく

らうし。的に照準を合わせて射ったり、大砲の実弾

射撃はうまかった。成績優秀で､連隊長から表彰さ

れましたよ。それから幹部候補生になり、将校予備

軍に入れられて、将校教育を徹底的にやらされた。

自分でいうとおかしいんですが､昔の軍隊は成績の
悪い者から状況の悪い外地に送られたんですも成績

のいい者は残しておくわけ｡私は終戦まで航空部隊

で、東京三宅坂の軍司令部にいました。

☆優秀だったんですね。生きるか死ぬかとか､飢え

との戦いは経験なし？
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★ええ。出張でシンガポールまで行きましたけれど

ね｡航空部隊は､飛行機だけでは成り立たないので、

初めのうちは飛行場の建設、情報、気象､整備など

の人たちを南のほうへ送り出す仕事をしていまし

た｡負けてくると、トラック､ガソリンなどの資材、

優秀な操縦士は外地へは出さなかった。

☆日本が負けることは早くからわかっていたんで

すか？

★わかっていましたよ。大本営発表とは違う、ほん

とうの情報を全部つかんでいました｡でも最後にア

メリカが日本に上陸したときは､徹底的に戦おうで

はないかと。

･商売は、「相手の立場」にたって

☆戦後は、どうされたんです力も

★いまの一部上場会社に籍があったのですが、自分

で商売を始めたんですbあらゆる食料品を扱いまし

た。たいへん儲かったけれど、1人でやりきれなく

なって､別の会社と合併してずっとやってきました。

☆商才があったんですね。

★全然ない（笑)。商売は大嫌いだけれど、名セー

ルスマンでしたよ。売ろうという気持ちではなくて、

相手の立場に立って相手のためになることを進め

るわけ。自分の利益が少なくても、相手が儲かる、

相手が発展することを常に考えて､商売をやってき

ましたね。家庭でも、親父、おふくろ、兄弟のこと

を考えていた。生まれつき、そういう性格に育てら

れたのかな。

☆心くばり、面倒見のよさ。名セールスマンという

のはとてもよくわかりますb若いころから温厚でソ

フトでいらしたのです力も

★そうなったのは､仕事をリタイアしたあとでしょ

うね。昔の軍司令部の人たちと会うと、いちばん怖

かったと言われますb軍隊教育の影響を受けていた

し、非常にまじめで、純真でしよ。曲がったことが

嫌いで、お世辞を言うのが嫌い、お世辞を言われる

のも嫌い。仕事時代の人たちには、わりあい慕って

もらっていますね｡77歳まで会社の仕事をしていて、
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社長､監査役を務め､最後は相談役になりましたが、

もっと早く辞めれば、もっと楽しかったと思うな。

☆ご出身はどちらです？

★静岡で生まれて、大阪､京都に住んで､名古屋で

兵隊に行き、横浜､東京にきました。静岡の中学校

では、スキーをしたんですよ。スキーをかついで出

かけていくのが恥ずかしくてね。そのころのスキー

は遊びではなく、銘練でした。菅平と力寝士山の近

くで、朝から暗くなるまで、テクテク登って、サー

ッと滑り、また登る。だから、寒くはないですよ。

戦後はやっていないから、もう自信はないね。

･70歳からダイビング66的本を超える
P,

☆ダイビング本数はいま何本です力も

★604本ですb昨年1年は､パラオ､ラヤンラヤン、

石垣、宮古などで、あまり行っていない。テレビで

きれいな海を見て、この年以上になったらできない

と思って、70歳でスポーツクラブに申し込んだら、

50歳代以上の人は教えた経験がないと言われて､責

任者の人と相談の結果、許しが出ました。

☆まさにSDCの星！

★チャレンジをしようとか､前向きにやろうとかい

う気持ちはなくて、やりたいからやっているだけ。

☆やりたいという気持ちがあるかぎり、若々しい。

戸籍年齢と実年齢は違いますよね。

★違う。最近は小中学校の同窓会には絶対行かなし＄

10も20も年上の親戚のおじさんみたいな人ばかり

で､話題は自分の病気の話､孫の自慢話､50年も前

の昔話bいつも同じだから。

☆最近、Eメールデビューもされました。いろいろ

なことに挑戦していく向上心がすごいなと。

★自分では、ごくふつうだと思っていますよ。会社

でコンピューターは使っていたしワープロは20年

ぐらい前から使っていたから、あの程度は簡単。い

まの機種はあまりにもいろいろな機能がつきすぎ

て、昔のワープロのほうが使いやすいですよ。ビデ

へ
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オの編集をやりたくてコンピューターを買ったの

ですが、編集はややこしくて、めんどうくさくて。

☆社交ダンスがご趣味ですよね。

★昔からやっていましたからね｡戦後はやっていて、

あこがれだった。私が踊りたいのは、ワルツ、タン

ゴ、スローとクイックですb3日間あれば、ブルー

ス、タンゴ、ワルツ、ジルバぐらいは、ダンスホー

ルへ行っても心配ないだけのものをみなさんに教

える自信はありますよ。ダンスの原則は､右足を出

したら次は左足､左足を出したら次は右足｡右足を

出して､右足を出すからおかしくなっちゃう。初め

ての人ができないのは､足ばかり気にしているから

です6

☆なるほど。ダンスの魅力を。

★音楽に合わせて、自分の好きなように格好よく踊

れること。ダンスを知らない人は、ダンスをすると

いうとエッチなことを想像するでしよ。絶対､そう

ではない。男性と女性の息がピタッと合わないと、

すばらしいダンスは踊れない｡若いころ、なろうと

思えばプロになれたんですが、アマチュアの上のほ

うにいたほうがいいと思って、プロの試験は受けな

かった。それから仕事が忙しくなってね。

･80歳になっても、変わらない！

へ☆80歳を超えてなお若々しく､色気を感じさせるの

若かりし時の閏llさんのダンス姿

はすごい。あこがれます（酔ってきた？勢いで)。

★それがなくなったら、死んだほうがいい（笑)。

50歳のとき、10歳上の人たちが女性の話をして、

彼女をつくったりしていた｡60歳になってそんなこ

とができるのかとあきれていたんですが、自分がそ

の年になってみると、50も60もおんなじれ。60か

ら70も､70と80もそんなに変わらない｡弱ったと

思うのは握力。もともと目が悪いのに細かい字を見

すぎたので、目は悪くなりました。

年をとってくると、自分の思っていること、言いた

いことし力言わなくなるでしよ。家庭の中では勝手

なことばかり言っていると言われていますが､相手

の立場は考えていますよ。夫婦けんかは年中してい

るけれど。

☆お顔もつやつ砲60代の会員にももっとお年寄り

のような方（失礼！）がいますも

★毎晩､酒を飲んでいるからね。いちばん怖いのは

ガンbそれから糖尿病そういう病気にならなけれ

ば、70でも80でも体力的に盛りがすぎたというこ

とはありますが､そんなに変わらないと思いますね。

SDCに入ったとき、いちばん初めに人間関係が

おもしろいと思いました｡会社では上下関係がある

付き合いと、取引先との付き合いし力椥らなかった

でしよ。会社とは全然違う、いままで経験したこと

のない全員が個人･平等の世界ですから。私が嫌い

なのは､昔の会社の尻尾が残っていて、その尻尾を

いつまでもとらない人。ごくわずかですが、本人は

意識していないで、持ち込んでいる人がいますね。

☆同感。最後に、これからなさりたいことを。

★（一言、即答があったのですが、オフレコ。私は

この答えで、若々しさの秘密を納得しました)。

楽しいお酒でした｡インタビュアーのほうがほろ

酔いで、突撃ならず｡軟派？の話題になっても、紳

士。品位があって、ますますファンになりました。

会長の説得に陥落して？幹事をお引き受けしまし

たので、「名セールスマン」には納得･紙上でご紹

介できなかった「オフレコの詞をお聞きになりた

い方は、会長がリーダーのツアーにご参加下さい。

(まとめ・清原れい子）
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写真の魅力＞

リーダーOO6大隅照子

レポーター144菊地豊

淫も

1菰

I

仙台の菊地ですb

アーあの・・菊地

さん？なんて言っ

てくれる方は、か

なりの通です・・・

なんチャッテ6知

る人ぞ知る。知ら

ない人は、さっぱ

りワカラン・・・

当たり前力も仙台

に住むマクロの菊

地です6，01年8，地です6，01年8月23日から30日の8日間、マ

レーシアのマブも-ル島へ行って来ました。ツアー参

力賭は､NOoO5大隅楠夫さん､NOOO6大隅照子さ

ん(リーダー)、NOO27渡辺良子さん､Nul44菊地

豊徒Q、NO213今澤恵子さん､NO276熊倉政美さ

ん､NO365立花佐知子さん､Nb434百瀬由美子さ

ん、の男性3名十女性5名＝8名でした。

成田空港の集合は午前8時半b大隅楠夫さんにま

とめてチェックインして頂き､お世話になりました。

マレーシア航空の場含エコノミークラス御j満物

制限は一人20kgb事前にボルネオ倶楽部に入会す

れば30kg迄ところが34k9超のKさんの預け

荷物には皆ビックリ。盛んに不思議がるKさんbい

ったし洞をそんなに入れて行ったのですか？？

初日のコタキナバルの夕食は、大隅ご夫妻推せん

のカンポン・アイルという中華屋台街へ出掛けまし

た。ここでも、注文や調理方法は大隅楠夫さんにお

任せしてしまいました6食事中コピー商品の売り子

が何度も声を掛けたり、子供が4銭をせびりに来た

りの雰囲気ながら、とても美味しく、大隅さんの注

文の旨さに皆満足顔でした。

翌日のマブール島到着は、午前9時半b部屋は全

て水上コテージでした。ハウスリーフの浅瀬に何か

ら何まで水上化され､桟橋で結ばれていますb不思
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埴1月胃

議に島に上陸し

たという感覚は

潮､ものの、リ

ゾートでは何不

自由なくエンジ

ョイすることが

出来ました。今

回のツアー中、

百瀬さんが30

0本記念ダイブ

を達成されまし

た。おめでとう

ございました。

私のログ・データとその時のマクロ・ターゲット

との遭遇を書きまとめてみました。

【その①ナイトダイビング】8月26日／ポイ

ント名：パラダイス1→2→1／天候：月見えず／

気温29℃／エントリー18：48／エキジット1

9：47／最大12．6m/水温28.5℃体長

7ミリのミミイカが、すごくチャーミングな動きを

していた。砂の上にちょこんと体を置いたミミイカ

は、隠れる習性から、体をぐりぐり左右ﾝ､動かし砂

の中へ体を埋めていく､最後は頭と両目だけが残る。

次に透明な触手を左右から出して、周りの砂をすく

って自分の頭へふりかけるの危このユーモラスな

仕草は例え様がなしも熟､斑点とライトに光る青緑

色の輝きは、まるでお栖落なコートを身にまとった

様にも見えた。

【その②】8月28日／ポイント名：パラダイ

ス2→1／天候:晴れ／気温32℃／エントリー1

1：15／エキジット12：30／最大12.1m

／水温29．0℃

大隅ご夫妻、熊

倉さん、百瀬さん、

今澤さんの6人で

エントリーb大隅照

子さんが、何かを見

つけた様子b盛んに

ソフトコーラルを覗

き込んでいる。すぐ

隣で見ていた私は何

だろう？と興味津々。

一
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100ミリマク

ロ・ズL－ムを最

大にアップして

糊幾

大隅さんがその

場を鳥伽ﾉたので、

マスク越しに探

して見る。何か

居るようだ、小

さい。この辺か

とファインダー

を何度も覗くの

だが判らなし＄

たら、体が無色中性を取りつつ腰を据えて(?）探したら、体が無色

透明で輪郭だけに茶色の点々が付いたエビらしきも

のを見つけた。体長は1cmくらいか、ファインダ

ー越しでもピント合わせは大変だった。ピントは、

この位かなあという所でシャッターを落とす610

カツト撮った。出来具合がとても楽しみだ6

【その③】8月28日／ポイント名：パラダイ

ス2／天候:曇り／気温30℃／エントリー16：

46／エキジット17：56／最大9.3m/水温

28．9℃大隅ご夫妻、百瀬さん、今澤さんの5

人でエントリーbニシキテグリ狙ﾚも私は今までニ

シキテグリというものに出会ったことがない。大隅

ご夫妻の話では、夕方にしか出没しないらしい。ご

夫妻が案内する岩場へ移軌一瞬オタマジャクシの

デカイやつか？と思ったら、すぐ居なくなってしま

った。大隅楠夫さんがじっと別の岩の隙間を見てい

る。砂ボコリが舞うガレキの様な所なので、ホコリ

が立たなし様にそっと近づく。じっくり見たら迷彩

色を身にまとった感じの魚だったb時々泳ぎ止まっ

て、こっちの様子を

見ている様な、ダン

スを踊っている様な

可愛らしさがある。

「これがあの噂のニ

シキテグリか、なる

ほど」と頷きながら、

シャッターを押しま

くる。動きがちょこ

まかと速くて、シャツ

ター・チャンスが

ない。気が付くと

私は、このニシキ

テグリにすっかり

「はまって」いた

◎

・・・マクロ写

真は、何度撮っても

うまく写りませんb

寄れば寄るほど、被

写界深度が狭くなっ

てしまい、ピント合わせが難しいのですb隠れエビ

の目にしっかりとピントが合っているか、触手がボ

ケる、シッポが隠れた、構図が悪い、もっと大きく

鮮明に撮れないか、など奥が深くて困りますb私は

ピント合わせをマニュアルでやっていますも本当に

ピントが合っているかは現像するまで判りませんの

で、10枚くらい撮れば1枚くらいピントが合うか

と期待を込めてシャッターを落としていますも息を

殺してシャッター・チャンスを待つ。これがたまら

ない時間ですb

このログにあるマクロ・ターゲットは、幸運にも

良い出来栄えの写真となりました。記念にツアー参

加者へ2Lサイズ焼増しをお送りしました。マクロ

写真に興味ある方々にも、何かの機会に是非お見せ

したいものですも

リーダーをして頂いた大隅ご夫妻のお世話のお陰

で、マブール・ダイビングの魅力を十分に知ること

が出来ました｡毎日が楽しく夢の様でした｡皆さん、

またどこかの海でお会いしましょう。

Np434百瀬由美子

－－－隼P

今回、マブL－ルで

の300本記念す

ごく嬉しかった！

ご一緒したYマクロ

の大御所大隅ご夫

妻・栃木の熊サン

こと熊倉さんb

仙台の菊地さん.

楽しいTシャツの

イラスト製作者今

－7‐



澤さん・三島から参加の渡辺さん・毎月海外だ～！

と元気な立花さん有難うございました。

100本目はパラオのレゾート・200本目はモル

ディブのもくろみ見事に外れ(10本潜るはずが飛行

機トラブルの為シンガポールで1泊の羽目に｡）伊

豆の富戸で寂し～～くお祝..。

300本目は必ず必ずリゾートだぞ！と深く深く決

意私の執念が実りマブールのTシャツの背中に祝

300本と皆様の暖かいサインがうれしかった！熊

倉さんが選んで下さったワインもこれ又、うまかっ

たヨ｡/j物三昧･フリーダイブ･個性豊かな仲間達

こうしてマブールの夜は深けたのでありますも

さてと、当たり前だけど次は400本、どこにしよ

うかな？
へ

種海薩おれ謹器猿蕊蕊備閥奇至毒該憾鴬
謹惹蕊塞謹識鐘祷毒潅灘職職蕊職鞠
痴迩議I犀備霧蕊鰯蕊備践憲獅議瞳渥翻鰯
壽哉懲起鍾避潅議渥職蕊議諜纒蕊燕詣蕊
万菰灘潅謙譲勤翻載藻謹難蔵塞ぎ蕊
tj蔵登惹瞳謹蕊霞蕊蕊蕊蕊職蕊蕊職蕊
室舞僅歳潅墾鰄毎雛旅蕎蔑害操嘆職:灘
薗匪撞需議蝋職蕊識職瀧蕊蕊蕊蕊溌

職蕊議猿裁職謹蕊議識識篭蕊蕊蕊

篭蕊蕊鑑噴嚢陸蕊鍵舞晶罎雷篭溌

篝戸引

毒裁懲慧料姦溢醗戯寄揮燕毒鰯蕊識；
賀職識漏舅講慧遜鰯瀧曹雛難無撫蛎は
恭認哉謹篭綴蕊蕊職職溌雛蕊職！

ヨ

Ｙ
Ｅ
Ａ

ｒ
ｋ
Ｔ
撹
Ｆ

【Y.A.PIanning新井良子】
TELM4)861-0512

撹帯⑩9⑳8948ざ7751
FAX(044)861-0503

〒216-0022
神奈川県川崎市宮前区平1-8-13-101

米国財団法人野口医学研究所との提携によりご提供する

膣ｸﾀーﾎﾂﾄﾗｲﾝ｜
麺話で日本人医師がさまざまな医療相険に直接応じます。

●医察上のアドバイス●外国人医師との通訳

●現地の医師9摘院の紹介●留守宅への緊急医療ﾒッセージ

三井住友海上代理店
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同行者に国際免許を持っている人が何人かいたので

レンタカーを活用しました。

しかし､4日間飛行機は全て禁止､15日帰りの便が出

るかどうか当日朝まで分からずハラハラしましたが、

私たちが予定している便が帰国第一便として飛ぶこ

とになり、予約者優先で､仲間13名乗ることが出来

ました｡この便のファーストクラスの予約が無かった

様で､ビジネスクラスでマイレージカードを持ってい

る人とそのファミリーが24名ランクアップでファー

スト席になりました。とても素晴らしし料理とサービ

スでした。

アメリカのテロ事件､その時私は！

003岩本充子

■
■
■
Ｕ
●

2001年9月11日､台風15号が千葉県に上陸した時、

私が乗った飛行磯は1時間30分遅れて台風の目に飛

び込むように離陸しました｡雲の上は快適そのもので

すも今回の旅行は、乗馬クラブの一行13名。ロサン

ジェルス､往復ピジネスクラス利用6日間の予定です6

現地時間、朝6時30分頃､廻りの人たちは未だ寝て

いますも機内のスクリーンでは映画らしき物を上映し

ていますが私13英語が分かりませんので､何とリアル

な映画を朝から放映しているのだろうと思ってみて

いました。

へ機内のアナウンスで"ハイジャック・テロ”という単

語だけ聞き取れました｡飛行機はというと、ロサンジ

ェルス空港が近いのに､急旋回して北に向かっている

のが分かりました。もしかして、この荊予機がハイジ

ャックされたの？？？英語のわかる人に聞いても､専

門用語が多くて分からないと言う｡何が何だかわから

ないままにサンフランシスコに着陸しました。

そこで事件のことがいくらか分かってきたのですが、

未だ実感がありませんb私たちの便だけが運良くここ

に降りられたのでした。

聞いた話では､カナダやメキシコに行かされた人達は

宿も無く、帰りの予定もつカザにそれはそれは大変だ

った様ですb

このような時は電話も使えず､大手旅行会社と言え

へど､どの飛行機がどこへ行ったのかも情報が入らない

ことを知りました｡旅行会社が私達の便がサンフラン

シスコに着陸したことを知ったのは､乗馬の先生が国

際対応の携帯電話を持っていたので､JTBロス支社

に電話して初めて知ったと感謝されました。しかし、

予定外の所に降りたので､添乗員のいなし個人ツアー

は、自分達で移動手段を探すと言うことですもサンフ

ランシスコからロサンジェルスまで、どうして行くか

が大変でした。

すったもんだして､やっと3台目のロス行き臨時バス

に乗れました。料金は実費で35ドル67時間バスに

ゆられてロサンジェルスのホテルに着きました。

ロスでは、若者たちが「報復だ、元気出せアメリカ

ン！！」とクラクションを鳴らして騒いでいましたが、

年配者は冷静でした｡街の中は平和ですもユニバーサ

ルスタジオのアトラクションも空いていて全て見ら

れました｡乗馬もゆっくり満喫することが出来ました。

11日～14日帰国予定だった人達は､新たにチケット

を取る為、キャンセル待ちで早朝から子供も老人も、

大きなトランクに腰をおろし､不安と疲れた顔で長い

列に並んでいました｡テロ事件のときは､航空会社も

旅行会社も責任はないそうで､取り直したチケット代、

宿代は全て実費だそうですもホテルも空があれば良い

ほうですb高額な部屋し力空いていないと思ったほう

がよいですbある人の話では、3万5千円の音腫に3

泊し､食事代､交通費も計算すると大変な出費ですと

言っていました。このような時は5～6人のｸﾂﾚー ブ

ならチケットも取りやすいけど‘10人以上のグルー

プは二つか三つに分けられて､ホテルはどこになるか、

何時の飛行機に乗れるが臨時便一機では乗り切れな
いために､人数の多いグループは､バラバラになった

そうです6大都市であり、ボーイング747の大型機で

もこの様な状態ですも小さな町だったらどうなったこ

とでしょう。各社のツアーも、添乗員の機転で行動に

大きな差が出ること、当クラブのように個人ツアーで

は、リーダーがどんなに大変力想像以上ですもこれか

らの海外旅行は､時間とお金の余裕は勿論､体力も知

力も必要と実感しました。

このような事件に遭遇するのは､運が良いの力、熟、

のか､とにかく予定通りの日程で無事帰国できたこと

を神仏に感謝しまれ

心配してくださったSDCの仲間の皆様に心より側L

申し上げますも

そして、一週間後の9月23日、東京･埼玉親睦馬術

大会に於いて初優勝したことを付肋pえますも
‐9‐



石垣島ダイビングツアーに参加して

S07牧野旦

関川会長が企画､催行された石垣島ダイビング・ツ

アーに参加した報告を書くように指名を受けたの

ですが､私にはそのような能力はありませんbそこ

で石垣島ダイビング･ツアーの概略と私の個人的事

情を書いて報告に代えますb出発日は10月1日で、

それまで沖縄に居座っていた台風も台湾に抜けて、

幸先のよい出発日となりました｡封暗は関||会長、

山口知子さん､私そして途中から参加の今澤恵子さ

んの4人ですb

私は最近ダイビングに悩みを抱えていますb今年

の3月のフィリピン．ドマゲツテイ・ツアーでのダ

イビングの隊一度置いてけぽりをくい、自分のフ

インキックに全く自信を失ったことが一つですも

もう一つは､それまで耳抜きは簡単にできていたの

に突然、7月の沖縄･伊是名島ツアーの時は耳抜き

がなかなかできなくなっていたことですも二つの不

安を抱いて石垣島ツアーに参加したのですbこのツ

アーは初心者対象ということで､フインキックは心

配していなかったのですが､耳抜きについては心配

でした。

石垣空港に着いて飛行機から外に出ると身体中を

包む熱気で南の島に来たことを実感し､それだけで

気持ちがウキウキとしてきました｡私はウィンター

スポーツはしないので何時の問にか南方系の人間

になってしまったようです6

今回のダイビングでは川平石崎マンタスクランブ

ル以外はリーフの内側のポイントを潜りました｡ダ

イビングの形は潜降前のブリーフイングで見る魚

の名前を知らされ､それを見ていくというものでし

た。

私が一番感動したのはやはりマンタとフォレスト

2001というポイントでした｡マンタスクランブ

ルは二度潜りました｡第一回目の時はマンタが一尾、

私の真っ正面から手を伸ばせは届く頭上を通って

行ったのですから感激もひとしおでした。フォレス

ト20011到剛の巨大な群落でした｡大変珍しい

形をした珊瑚の巨大な群落の中を遊泳して行くと、

おとぎ話の森の中に迷い込んだようで大変楽しむ

ことができました。

私は今回のダイビングでもやはり耳抜きができず、

回りの人達に大変迷惑をかけてしまいました。

-10‐

しかし､Gフリーのガイドのﾉ｣原さん幌'閥と渡

辺さん(女幽は私が潜降する時､根気よく面倒を

みてくれ､全く心配せずにすみました。お二人には

大変感謝していますb

大変楽しいダイビング･ツアーも終わりとなり、1

0月6日帰途につきました｡関||会長は社領さんの

アクアガーデンに残りました。我々三人を乗せた

車は社領さんのアクアガーデンに立ち寄った後,往

路とは違う経路で空港に行きました｡石垣島の道路

は完備しており,快適なドライブでした。

私は往路では道路が舎雛されていると便利である、

道路建設は必要だと考えました。しかし､帰路で石

垣島の道路ですら完備していることを知り,道路建

設はもう慎重であるべきだと考えを変えました｡そ

んなことを考えながら帰りの機中の人となりまし

た。

石垣島伊原間にて

342山口知子

F

h
2年前に入会し､初めて石垣島のツアーに参加させ

ていただきました。

ニューヨークの心痛む暗い事件の後で不安もあり

ましたが､伊原間はゆったりと時間がf制もていて平

和でした。

初心者の私は､透き通った海に色とりどりの魚たち

と一緒にいるだけで､何よりも心地よい気持になり

ますbフォレストでは､珊醐の幻想的な世界に魅了

さ札川平では､初めて大きなマンタ2枚も間近で

見られ､ポイントに向かう途中の船の上からもたく

さんのマンタの群に出会え、ラッキーでした。

タンクの栓を開け忘れたり、器材の取り付けも侭な

らない私と一緒にお付き合いくださり、色々教えて

くださった関||さん､牧野さん､今澤さん､Gブリ

一

一



へ

－の皆橇有難うございました｡夢のような6日間

でした｡家事雑事を忘れ､一人だけの自由な時間を

くれた主人と､健康な身体を授けてくれた父母に感

謝ですb暖かくなりましたら、また元気にツアーに

封ﾛできますことを祈りながら､暫くの間お休みし

ます6

石垣北部の2つのショップを利用して

ツアーリーダー:012gjll清一

今寒閨l1l牧野山0

1．G-FREE(10.1'､･6)

台風20号の影響で外海は波が高かったが、台

風が遠ざかるに従い穏やかな晴天が続きまし

た。内海は波静かでした。マンタスクランブツレ

にも2回トライ、はずれはありませんでした。

水温は28～29度気温は30度前後。石垣北

部はニューポイントが多く、珊瑚も荒らされて

いなく美しかった。

2アクアガーデン(10.e､g)

アクアガーデンについては既にHPに大隅さ

ん、会報11号に橿山泰子さんがレポートされ

ておりますもまさにその通りですので割愛しま

す6

何れのショップも親切で､フレンドリーでお勧めし

て間違いがありませんb胸れもSDCの賛助会員

ですも）

グﾘーﾝ/ﾌﾗｯｼｭに乗って
O12関川清一

「グリーン・フラッシュ」とは「日没時の一瞬の緑

光」のことだそうで、洲同ヨットの名前です6

2001年11月初旬SDCのクラブダイビング

に宮古島の「24。ノース」へ出かけました。連休

前でボートは混雑しておりました。

2日目我々 グループと、80歳の女I生三人は「グリ

ーン。フラッシュ」に乗り換えるとのこと、突然で

訳が分からなかったが、そのボートに近づくと、天

空遥かに突き抜けたメーンマストの真っ白でスマ

ートな測同ヨットではないれ

我々はそのカタマランヨットに乗り移って､いよい

よダイビングをすることになった。

大人八人がゆったりとくつろげるゲストルーム､オ

ープンデッキが広くセッティングもエキジット後

の片付けも広く、両端に豊富な温水シャワーが設置

されている。

トローリングの設備も整っているし､ギャレーはメ

ーンデッキの一角に大型冷蔵庫やウォータークー

ラーが並んでいて調理の臭いがこもらないように

なっている｡兎に角一度落雛しないとその良さはわ

からないと思いますb

小笠原やパラオ､グレートバリア等で船上生活の経

験をお持ちの方も多いと脚､ますが､既に川上さん

や秋山さんは経験済みと聞いておりますが､経験の

浅い私にはまるで夢のようなダイビングでした。

設備が完備していて､気軽に大自然の中に身を投じ、

夜は満天の星空を眺めながら、ビールや島酒片手に

天空の下､帆走する快適さを考えるだけでゾクゾク

します6そこで、2002年10月中旬ごろ､再度

本格的に挑戦してみたいと考えているところですb

O84堀口敬子、138ﾌ鏑トミ、236i職敬子と012"ll清一
浬



SDCツアー計画一覧表(2○○2年1月～2○○2年12月）

概算費用リーダー名 旅行社他ポイント名 日程
－－

1月中旬

番号No｡

1 80,000位 **中止フィリピン･スミロン島 良縁寺悦子 26

5スター､動くホテル､海静がで琶界注目の海｡クルー
ジング,全食付､10日間､インストラクター同行､女性残
1名有り｡定員8名。

交通費別､OPダイビング有､漁師の宿はるひら丸泊

伊豆海洋公園(午前プール､午後海洋実習）

〃

〃

スーパースポート 45万円位ﾊ゚ ﾌ゚ ｱﾆｭー ｷ゙ ﾆｱ･ｹー ビｴﾝ海域 5月23日～6月1日2 〃 〃

26,000位伊東花火と五島根 8月9日～10日 ナッソー３
４

〃〃

スキルアップ 7月 15,000〃 〃〃

8月8月５
６

〃〃 ″
一
″

〃〃 ″
一
″

″
一
″ 9月 〃〃

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､名古屋発有スーパースポーツﾊ゚ ﾌ゚ｱﾆｭーキﾆｱ･ﾐﾙﾝﾍ゙ｲ海域 2月28日～3月8日 415,000＊1 〃 〃

グフrヲを万ヤック､2泊3日､~牙ﾗﾗﾖシ宥言関西地区リ
ーダー鳥飼和代､宿風舎､交通費別､深夜バスでいか
れる方は良縁寺さんが手配

I

45,000位個人手配南紀串本 9月中旬7 〃〃

日数は個人の希望により自由選択可能。

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．

菊 川 清 氏バリ･サファリ 4月上旬 15～20万円988

パイナップルツアーズ 90,000位グアム島 関 川 清 一2月18日～2月22日 129

1 1

5泊6日、食事付､1日3ダイブ､延泊可

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

スポートツアーズ 160,000位101パラオクルージング 3月中旬 〃 〃

パイナップルツアーズ 150,000位サムイ島 4月11 〃 〃

コタキ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
ゲリ島食事付

未定5月9日～16日121ラヤンラヤン 〃 〃〃

1 1

180,000位モルジブ北マーレ､ﾍﾚﾝグﾘ島 5月27日～6月3日13 〃 〃〃

ショップ･ﾎｯﾄマングローブ､新造ボート使用

6泊7日。日本人ガイドサービス。

13～15万円西表島

日
日
日

２
１
１

２
６
７

泪
酢
匪
匪

１
１
１

５
３
１

月
月
月

２
４
６

P.l.T.

アクアノーツ

14 〃 〃

56 140,000位石田邦明タイ･タオ島15タイ･タ

16宮古島

17ポナペ

3泊4日。宮古島セントラルH&サービス｡6ダイブ

6泊7日。H:サウスパークH､DS:フエリツクス､6ダイブ

ﾊ゚ﾗﾀ諺ｲｽﾀ゙ｲﾊ゙ ｽー゙ｸﾗﾌ゙宮古島 100,000以下〃 〃

〃｜ﾐｸﾛﾈｼｱﾌｧｲプT､C.l150000前後〃
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） 刀

SDCツアー計画一覧表(2○○2年1月～2○○2年12月）

リーダー名

岡野博

番号旅行社他

132日本ツアーセンター

〃パイナップルツアーズ

概算費用

161790

ポイント名

クリスマス島

ラヤンラヤン

日程

3月8日～17日

5月16日～23日

伽
一
把
一
相

食事･ダイビング別。ジンベイ狙い｡10名限定。

220,000位|食事グｲビﾝグ込｡8日間｡8名限定。

↑6"001臺亨ダ名髻祭;甥6重蘇聯琴抜

〃

個人手配西表島 7月25日～30日20 〃 〃

160,000位|食事込｡DV別｡別費用で観光可。
3,0,0001ダｲビﾝグ別､ﾘザーﾄ島

下見の上決定

ブイ･アイ･ピー

11月

9月15日～23日

〃 〃

〃 〃

定員6名
アクアガーデン 未定石垣島北部 10月又は11月 大 隅 照 子大 隅 照 子 623

100,000位|張錐鴛葱ﾝグ｡じっくりｶﾒﾗ派向き｡小物が多いアクアリゾートサイパン 5月16日～20日24 〃〃 〃

11,000日帰り、交通費別。ドライスーツ着用。

55,0001交通費別。
11,000交通費別､アオリイカの産卵

55,000交通費別､ニタリ？

狩野幸繁62

〃〃

〃〃

〃〃

海洋公園

伊豆大島

伊豆海洋公園Or富戸

伊豆大島

2月1日

6月11日～14日

7月12日

10月8日～11日

ナッソー

グローバルスポーツ

ナッソー

グローバルスポーツ

溺
一
配
一
幻
一
配

交通費別。

交通費別､アオリイカの産卵

ショート6日間(6.19～24又は6.25～30､何れかを選択）
､ロング12日間。基本は1等船室(利用船室により料
金は変動）

15/24万円位小笠原シート＆ロング 宇留賀達雄6月19日～30日 197 P.1.T29

6万円前後 往船､復飛行機。

土日をかけての我侭ワアー前泪石莚泪百函5~乗語選択
自由｡往復乗船券.食事･宿泊･DV込(昼食別）ニタ
リ狙い

八丈島 9月6日～8日30 〃 〃 〃

一

グローバルスポーツ 42,000位伊豆大島 10月4日～6日31 〃 〃

4泊5日6ダイブ6名まで

1泊3万円十消費税

成田･関空｡全食事6ボート付｡8日間。

名古屋･成田。全食付､ダイビングはOP。

110,000位

未定

150,000

150,000

石垣島

宮古島．24ノースヨツト

フィリピン･ボホール

フィジー

金……島

セブ島リロアン

宮古島．24ノースﾖット

11月上旬

7月17日～21日

1月17日～24日

3月14日～21日

期』且…軍

5月中旬

10月中旬

G-FREE

ニイヨンノース

亜
一
兜
一
釧
一
妬
一
妬
一
師
一
卵

〃 〃

秋山真美子’25

石岡弘至’287 アイランドコレクション

Weﾜー ﾙドｴｸｽﾌ゚ ﾛー ﾗ〃 〃

_｣且p,0m全食･8ダｲブ付｡名声屋.成田妾』ﾚﾍ迫ﾝ上菫型
150,000位7日間、1日2ボート＆1ビーチ

〃

ﾜーﾙドﾂｱーﾌ゚ﾗﾝﾆﾝｸ゙

ﾆｲﾖﾝﾉｰｽ

〃

島尾愛子

清原れい子

″
｜
煙
一
卸 未定'1泊3万円十消費税リーダーが変更になることも。
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新島の温泉と式根島ダイビング2㈹1.11.1'､-4

リーダー初体閻輻B

320清原れい子

のですが、かなりアバウト。ダイビングは本人まかせ

で、めんどうはみなし＄ショップの名誉のためにいえ

ば、東京都のえらい方ご用達だそうですも式恨島のシ

ョップも選択の余地がなかったのですが、コミュニケ

ーションの行き違い（ちゃんとしたつもりだったので

すが）もあったせいか、う－ん？でした。SDCの報

告に新島･式根島が登場していないのがわかったよう

な気がしますb個人的に行くのはともかく、ツアーで

行くには不向きかな。

今回の「売り」が浜焼き。同級生からは､定置網

は終わっているが、3日の産業祭に合わせて漁をす

るので､何とかなるだろうと言われていたのですが、

「糊I｣料金を払ってでも豪華に」という希望が出た

のに､何とその日の朝の定置網の収穫はゼロ。アジ

が獄§らず､絶品だという「なめるう」も幻に。サ

ザエ､イカ、魚少々 、伊勢エビのみそ汁…･･･・肉に

野菜6新島の焼酎｢島自慢」とクサヤは原価でふ

んだんに（同級生の実家が酒屋なのだ!)。みんな

が飲んで食べている傍らで､クサヤが大嫌いなのに

黙々と焼き続けてくれたUさん、お疲れさま。

後ほど、同級生からのファックス。「定置網の水

揚げもアテが外れ､食材不足で申し訳なかった。こ

れに懲りず､またぜひ」と。漁協の副組合長として

はすごく不本意だったでしょう。釣りや観光､おい

しいお魚を食べるなら、緑もきれいな初夏がいしも

ぜひお出かけ下さい

「リーダー初体験記、書いてよ刺と

東京へ戻るさるぴあ丸の船中で、陰のリ

ーダ、一をして下さった編集長のUさんが

厳命b「え－つ、気が重い」と私でも

書かねば､後の協力が得られないかも…

と1ヵ月後になって、パソコンに向かっ

ていますb

私の高校の同級生が新島漁協の副組合

長最初は「浜焼きをして、新島の温泉

にゆったり入って、ちょっと式根島で

ダイビングも」というつもりだったので

すが、さすがSDCの方々。ゆったりど

こる瓶ハードなスケジュールのダイビ

ングツアーとなってしまいました。

初日1ｺ式根島へ直行62ダイブ6

大潮､低気圧接近､水温21度透明度

悪し｡しかもショップは不案内。大事に

はいたりませんでしたが、乗り移りのと

きにハプニングもあって……。新島に戻

雨
降
っ
て
魚
も
宿
る
式
の
海

（
一

震
一

男

り、浜焼きをして新島泊。2日目は15

名のうち、悪天候にもかかわらず､ダイビングをパ

スしたのは私を含めて4人。やはり、みなさんすご

い最終日は抜けるような青空が広がりました。

へ

帰りの船中、サブのガイドと

バッタリ。土日はアルバイトで

通っているそうで、「10月半ば

から11月はいちばんいい時期。

式根の海は3～4日でスコーン

と変わって、透明度20mにな

る」と言われても、長期滞在す

ればともかく、「いい海」にう

まくあたるとは限りませんよ

ね。

新島、式根島のダイビングシ

ョップは1～2つずつb新島の

ショップは事前にわかっていた

-14‐
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一

へ

式根島も新島も、温泉はいいですよ。新島の浜辺

の露天風呂は好評でした｡魚の目玉が大好きだとい

う嘘」の方､新島の焼酎とビールをここぞとばか

り飲んだ方もいました｡葺揃に資料を送って下さっ

た杉本さんに鯛16東輔Iの伊豆諸島への宿泊助戎

金1万円を受けたのと同級生の協力とで｢格安パッ

ク｣だったので､お許しをというところでしょう力も

肝腎のダイビングがペケだったのに、「これも経

験……」と言って下さった方ありがとう！ご参

加いただいたのは、006大隅照子03O杉本信

也049関根一男062狩野幸蕊132岡

瑚専188雑美智子197宇留賀灘准2

76熊倉政美298牧野公356栗本はるみ

357佐藤道子409小西ゆみ子413聯篇

光子448園藤フミ子のみなさんでした。

1○○本やったね！！

409小西ゆみ子

1999年11月3日、ケラマ阿嘉ビーチ○W海洋実

習1本目。南西の風やや強め、うねり有り、風波あ

り、大潮､透明度3.3m･こんな状態の海でダイビ

ングを始めて、とうとう100本潜りました。よく

綿､たと思います6

最初の頃は、

海から帰ると、

持ちをかきたてました。

100本が見えてきた頃からはゆったりとした気持

ちで海を楽しめるようになり、海の美しさ、すばら

しさを全身で受けとめられる瞬間を感じられるよ

うになりました｡逆に条件の悪い海で潜ったときは

妙な達成感があったりして､まだまだダイビングは

止められそうにありませんb

今回のツアーでは、自分から100本だとは言っ

ておいたのですが、Tシャツに寄せ書きはいらない

だのと何だかんだ言っても､心あたたまるお祝いの

セレモニーをしてもらうのは、とてもうれしいもの

でした｡URU×2さんがピンクの色使いで可愛い

魚のイラストを描いて下さり、そのまわりにみなさ

んが楽しく無責任な寄せ書きをして下さったのを

着て、鯛の尾頭付きのご馳走の前での記念撮影は、

ちょっと最近にはない喜びでした。

2001年11月3日。式根島ウノ根100本目。天

候雨海の中は寒くて魚も？でしたが､陸の上はと

てもあたたかな空気が流れていました。リーダーの

清原さん､陰のリーダーのURU×2さんの細かな

お心遣いに深く感謝いたしますbそして、ご一緒さ

せていただきました個性豊かな､楽しい皆様方､す

てきな新島特産の記念のお品とともに､すてきな思

い出をありがとうございました。Tシャツの寄せ書

きの中で一番フレンドリーなものを1つご紹介し

まれ

もう止めようと

そればかりでし

た。ADの講習

でいろいろなこ

とを学び、とて

もおもしろかっ

たので、それか

ら先のﾀｼrビン

グが楽しくなり

出しました。余

裕が出てきたら、

ガイドさんやベ

テランダイバー

の人達から見た

…騨鞄）
L

息,｡錘･鼠‘
BL蕊．鈎

恥

！型

一 宇一一
専

一

睦 瀞浮画
饗
y蒜零

〃ﾉ凡建刀到り兄』に 小西さんの100本記念笛篭…つ

り聞いたり、い

ろいろ学ばせていただきました｡本で読んだスキル

をイメージトレーニングして海に出かけても､実際

はなかなかうまくゆカザ､それがまた次の海への気

本数8劃やしてしわ減らせ岡野博

ありがとうごさいました。

-15‐
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忘狗ら狗葱修)綱)嚴修)鎧
41g村上あい子

今年の八月九日は､私のダイビング人生の中で一

生忘れられない日になりました。

サイパンのラウラウビーチでダイビングをしてい

た時に事故に見舞われたのでした。ご存知の方は、

何故こんな所で事故に？？と思われるかもしれま

せんが、万が一というのは､矢張りあるものなので

すね｡その時のログブックに記録しておいたものを

そのまま記載しますも

『今日は､ダイビングを始めてから初めてのハプ

ニングに見舞われる。ラウラウビーチは何度も潜っ

ているので周りの景色で､もうそろそろ出口に近づ

いているなと思い､何気なく残圧を見たらまだ100

近くあったので、出てしまうのはもったいないな、

などと思っていたら、突然顔の周りが真白な泡

だらけで視界がゼロになってしまった｡何が起こっ

たか一瞬分からなかったが、レギュレーターからフ

リーフローを起こしていると即､、口から外してそ

れなりの処置をしたが､激しいエアーの漏れは一向

におさまらなしもエアーはたくさん残っているので

オクトパスにくわえ直して行こうと思いオクトパ

スをくわえたがエアーがこない。非常にあせった。

この瞬間私はここで死ぬかもしれないと思いすご

い恐怖だった｡私は､最後尾にいたので誰も気付い

てくれない。上を見上げたら10メートルもないな

と思った瞬間浮上を開始この間数十秒だと思うが、

どうやって浮上したかは記憶になし＄ただ無我夢中

だった。水面に出てBa〕にエアーを入れたとたん

本当に命拾いをしたと思った｡相変わらずレギュレ

ーターからはエアーカ轍しく出っ放しcその後イン

ストラクターが水面に上がって来てどうしたのか

と聞かれたので事情を説明｡いろいろ直そうとして

くれたがどうにもならずバルブを閉めてもらい岸

まで泳いで戻った。あまりのショックで今日は、こ

の後のダイビングを中止した｡』とログに書き留め

てありますb岸に上がるまでは必死だったけど､後

になるほど恐ろしさが増し、もしあの時残圧が少な

かったらきっとパニックになったかも知れないし、

もし水深がもっと深い所だったら水面に出る前に

息絶えていただろうし､もし泳いで戻れないような

流れの速い場所だったら等々考えただけでゾッと

するばかりで足がガクガク。生きていられただけで

不幸中の幸いだったと思いますも

‐16‐

ただのフリーフローではない！！これは器材の

故障か､もしかしたらオーバーホールのミス？でも

それはあり得ない。というのも器材自体新しいし、

今年の六月にオーバーホールをしてもらい七月五

日から4日間伊是名で潜り､器材は何の異常もなっ

たし、サイパンでも前日2本潜っているので、ま

さか突然こんな事故に遭うなんて思いもしなかっ

たのですももしかしたら欠陥品？万が一にも起こっ

てはいけないことが起きたのだから原因を突き止

めるべく、帰ってからすぐに器材を買った店とメー

カーに電話をかけたら、メーカーの方で是非原因を

調べさせて欲しいということで器材を送った結果、

レギュレーターのある部分のオーバーホールのミ

スであったこと、エアー漏れがあまり激しかったた

めオクトパスにエアーが行かなかった事等をメー

カーからの説明と写真を持って､オーバーホールを

した会社の方達が陳謝に訪れました。

臆には念を入れて一人でなく複数の人でチェッ

クをしているのに万が一にも起こしてはいけない

ミスを犯してしまいお詫びのしょうがありませ

んb』と言っていましたが、オーバーホールのミス

なんて､私たちには防ぎ様がないですよね。ダイビ

ングに行く前にプL一ルで試してみるとか.．・・・

でも私のケースのように､オーバーホール後10本

ぐらいなんでもなく潜って突然の事故なんていう

のは一番怖いですね｡海の中で万が一の時には､や

はり頼れるのはバデイですも今回の事故でバデイ同

志はお互い視界に入る範囲で行動することがベス

トだということを痛感しました。

ご関心があって､器材等の識､をお聞きになりたい

方は電話ファクス等を下されば幸いです6

一

今



戸、

へ

ジバダン旅行記
4岨小西ゆみ子

バラクーダのトルネードを見に行こう1

テロ事件直後のシパダン行きでしたが成田空港が

多少空いている程度で､他はいつもと何も変わらぬ

ツアー風景でした。

私にとって大きく変わったのはツアーの中身で

した。コタキナバルーうタワウ→センポルナ、だんだ

ん近づいて行く内に､ダイビング旅行では今迄経験

したことの無い風景が目に入りセンポルナに着い

たときには、完全に身体が固まってしまいました。

ツアー参力暗8名の内6名がリピーター､もう一人

の方はインド方面へ再三出かけているそうで､私だ

けが気持の切り替えが出来ぬまま､一路シパダンヘ

と心弾んでいる皆様から完全に置いてきぽりでし

た｡そんな私をリーダーの渡辺さんや阪上さんはど

うなることかと心配されたそうなb

ところが､そんな不安はシパダン島に着いてハダ

シで白b秒の上に一歩印した途端全てがダイビン

グモードに切り替わってしまいました｡カメの圏N

とダイビングの為だけに存在する一周40分余り

の孤島白し秒の上にはトムソーヤーの住むような

丸太小屋風のロッジが並んでいますb一番立派な建

物がダイビング淵鰯だったりして｡食事もリッ

チではないけれど結構美味しく食べられて､好きな

ダイビングを思う存分しながら､シニアの仲間と吹

き出すほどに楽しい会話をしていると全くダイビ

ング再Uに尽きる思いでした。

それにしても島を囲む海の色の美しかったこと。

夜は夜で星降る夜言葉そのままにオーロラのよう

な天の川が頭上に流れ､夜光虫の妖しい光に誘われ

て島で唯一の桟橋の先端にいると詩情豊な夢の世

界に浸れました。

海の中？一言で言えば"すごかった"持参したヤ

マケイのガイド､海水魚の8割が見られました。リ

ーフの桟橋の下では幻想的なツバメウオの群が見

られ､突然ギンガメアジの大群が湧きあがってきて、

びっくりしてスキンダイビングだということも忘

れてひつくり返ってガブッと水を飲んでしまった

りして。しかしなんと言ってもすごかったのが、朝

1本目の海に飛び込んだ途端遭遇したバッファロ

ーの蝋です6真打登場！というのはこういう場面

でしょう畑皆同じ方向を向いて大きな魚体を触れ

んばかりに重なり合わせてじっと静かにしている。

こちらも負けずにジッと見ていると、ここだけが時

間が止まってしまったような､海の流れさえも止ま

ってしまったような不思議な錯覚を覚えました。

ナイトダイブはこれまたバッファローと偉大な

カメ達のオンパレードbこの二種は夜はドロップオ

フのちょっとした隙間に身体を休めて寝ているの

ですが､絶壁のいたるところカメの大きな甲羅とバ

ッファローの青い大きな体がパッチワークの様に

へばりついていて暗いながらも壮観でした。

シパダンならではの光景だと思いました｡バラクー

ダのトルネードは､そう言えば二回ほど遇圏したの

ですが、トルネードと言うには一寸見劣りする4集

団だったのが唯一の心残りでした。

以上､世界の喧騒から一寸離れて、毎日5本づつ

潜った楽しいダイビングツアーでした。

ツアーリーダーー：渡辺宏二、

参力暗:松田直彦､西谷サヨ､布沢信子､石井幸子、

長野恭子、小西ゆみ子、阪上洋(オーシャンダイビ

ング）

／く
、
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ダイPング楽々，ズ で、ル ークゞﾆｱダｲバーにぴったり！
らく

-．快適・安心、楽に潜れる洋上ホテルはいかがですか？-‐

ちょっと不安な

初心者ダイバーから

たくさん潜りたい

欲張りダイバー、

余裕たっぷりの

ベテランダイバーまで、

全ての皆様のニーズに

お答えするスタイル、

それが

ダイブクルーズです。

【

（
一

へ

お問い合わせはス峰ポート､ツ・アーズ倉
TelO3-3865-O130Eﾒーﾙsport@tomisho｡cojp

〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町3-21-24営業時間月～金AM9:00～PM7:00土日祝:定休日

現地最新情報はﾎーﾑページで!http:"tomisho｡co.jp/sportノ
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ク ル ーズの…？良さって ●

◎移動や日焼けなどの余計な疲労が

少なく､とっても楽に潜れます

◎レベルに合わせたチーム分けで

初心者からストレスなくダイビング

◎人のいない空いた時間に潜れます

◎時間にロスがないのでたくさん潜れます

◎毎食潟かくておいしいお食事

◎トイレやシャワーももちろん完全完備

◎ダイビングの合間にコーヒーやおやつ、

昼寝も読書も､ゆっくり楽しめます

◎アフターダイブのお楽しみもいろいろ

◎全費用込みで実はとっても割安！

どこの海がお好きですか…？

◎ナポレオンやマンタ､サメやマグロなど

の大物や､ギンガメアジやバラクーダ

などの大きな群れ､珍種｡小物も豊富、

魚影濃厚なダイナミックな海…

→ダイバー人気NOo1パラオ

◎世界最大のサンゴ礁､巨大なナポレ

オンやコッド(ハタ)の群れとの出会い、

ミンククジラとの遭遇(季節)…

→グレートバリアﾘーフ

◎世界に残された数少ない秘境の冒険を

豪華クルーズ船で…

→パプアニューギニア



へ

へ

☆★☆★☆SDCに入会して★☆★☆★
413野崎光子

S蕊篭二愚
年も書いたことが無く文章がまとまる力、お読みに

なる皆様が適当に御理解していただけたら､幸いで

すも

今年の新年会に恐る恐る友人と2人で参加､まさ

か､壇上で新人の自己紹介があるとは知らず恥ずか

しさでいっぱい,やっとの勵､でほっとしたのもつ

かの間新年会の帰りに､身の程知らずとは､よく言

ったもの,自分のレベルがどの位か､わきまえず､お

会いしたこともない関11会長さんに凧、4月のパ

ラオクルージングに行きたいんですb大丈夫でしょ

うか､お願いします｣と､もう行動している自分に、

あきれてしまう程会長さんは､初対面でしたけれ

ど、とても親切に、胴本くらいだね?」と訪ねら

れ「20本です」と、「ライセンスはどこ？」と間

力珈「ダックスです」と返答したら「少しそれまで

に伊豆にでも行って水なれしとくといいよ｣と話さ

れOKは頂きましたが渋谷からの帰り道もっとス

キルアップしなくちや－､フインキックを頑張って、

中性浮力の練習しなくてはと頭の中をあ－もこ－

も,駆け巡ってました｡お陰で､パラオクルージング

がきっかけで､あの素晴らし↓梅にダイビング出来

たんだと、勇気が湧き、ダイビングに夢中になって

いるこの頃ですbでも今だから思うのですが､会長

さんの胸中はぞ－つとしたと思います6ライセンス

を取得する時の審査員の堀江さんというテキパキ

した方が、「パラオは私が行った場所で1番印象が

淵､よ・是非スキルアップして行ってください」と

あの一言が、いつも心に残っていたのです6ツアー

情報で､パラオを見つけるや､一直線でした。会長

さんに感謝していますb私も夢中でした。人に迷

惑をかけてはいけないと､パラオクルージングに行

きたくて､一生懸命スポーツクラブに行って頑張り

ました。1週間に4日位出向き、火･金はシュノー

ケリングを、金はフィンキックを1000m以上、

月に1回から2回51nプールでタンクを背にライ

センスを取得した時のことを復習しながら､スキル

アップし､会長さんに御迷惑をおかけしつつも無事

にパラオクルージングが終わりました。パラオの

海は､本当に素敵でした。これからもスキルアップ

を目指して素敵な海の世界をダイビングしたり、私

を仲間としてくれたダイバーが､私の宝であって欲

しい､来年ももうそこに来ていますも楽しみにして

ますb是非､SDCの皆さん、私とダイビングを御

一緒にお願いします6

新年会に奮って参加ください11

既に､新年会のご案内がお手元に届いていると思い

ます畝今年も盛大に新年会を開催いたしま或

全国のS配会員と交流を図れるまだとない機会

ですので､霊にご参加ください。

特に､新入会員や初勃0伽う々 の参加もお待ちして

おりま或

記

日時；1月26日(土)12時より

会場:渋谷エクセルホテル東急､プラネットルーム

会費:1Q伽円

＜新年会抽選会の景品募集＞

余りかさばらない物､当日包装して会場に持参され

るが＃綴筈担当役員岡野博迄事前に送付ください

く写真展参加作品臺集＞

新年会に会員の皆様の作品を集めた写実展を企画

していま或下記要領で作品をお害せくださ肌

①サイズ:キャビネ版(2L胴以上

②お－人5点以内

⑧題名をおつけください

④送り先:横浜市戸塚区平戸町制gg-16

狩野幸繁

⑤期限：1月19日まで
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私のダイビング44 9大石和明

らしし梅があるのではないかと思い、パラホモルジ

ブ（バンドス）と行きました。バンドスでシパダンを

勧められて行きましたが、そのバラクーダとギンガメ

アジの群れには圧倒され､すっかり虜になりました。

それからはシパダンにしか行かなくなり、毎年2回、

つごう8回も行きました。私の影響か息子二人もダイ

バーになったため､私の還暦はシパダンで祝いました。

泳げなし塚内もしぶしぶついて来ました。

私は定年を延長して働いていましたが､もっと自由に、

しかも長期に滞在してダイビングをしたく、任期途中

で退職しました。さっそくシパダンに一ヶ月滞在する

計画をたてましたが、例の拉致事件が起こり中止を余

儀なくされがつかりしました。

しかたなく昔行ったことのあるパラオに行きましたが、

バラクーダの群れI刻､さくがっかりしました。その後

座間味､石垣島､宮古島､モルジブ(ヴィラメンドウ)、

小笠原と行きましたが、何度も通いたいと思う所はあ

りませんでした。その中でも、座間味のキンメモドキ

の群れ､石垣島のマンタ、ソフトコーラル、小笠原の

船中泊による秘境ポイント（四つ岩､エビ団墹のツ

アーは魅力的でした｡今は大型連休を避けて行くため、

息子たちもついてこなくなり一人で行っています6最

近なんとなく寂しくなり同世代の仲間力嗽しくなって

いました。そんな折水中映像サークルで、幹事の大隅

ご夫妻とお会いし勧誘され､即入会しました。

今はまた水中写真に夢中です6最初、写真の事はよく

分からず､人に勧められ24ミリレンズで撮っていま

したが､フオトコンにはさっぱり入選しませんでした。

ワイドを撮りたく超広角の16ミリフイッシュアイレ

ンズに変えてからは、次々と入選するようになりまし

た｡このレンズが私の感性に合ったためだと思いますも

太陽をバックに魚の群れを撮るのが好きで坑海の雄

大さを表現したいと思っていますb今は水中写真を撮

るためにダイビングをしているようなものですも私が

理想とするダイビングは､透明度がよく、被写体隙

群、サンゴ墹形）が豊富Gゆったりと滞在し、納

得いくまで写真を撮り、アフターダイブは気の合った

仲間と酒を酌み交わしながらワイワイ騒ぐことですも

ダイビングが出来なくなった時は好きな写真を大きく

引き伸ばして壁いつぱいに貼りそれを眺めながら過ご

したいと思っていますb皆さんよろしくお願いします6

（
一

SDCの皆さんこんにち賎新しく入会しました

大石です､

茨城県日立市に在住、S13年生の63歳元電機メー

カーのエンジニアーで､今は年金生活ですも

ダイビング歴は11年､440本水中写真が好きで東京

の水中映像サークルに所属していますも

入会してまず9月に開洲"した、ビンテージな会に参

加しました｡新宿のラプソデイは､都会的な雰囲気の、

オシャレなカフェテリアでした。夜景を眺めながら、

グラス片手に、昔懐かしいプレスリーのロックを聞き

ながら、ダイビング談義に花が咲き、最高に楽しい夜

を過ごしました。参加された皆さんもほぼ同世代の人

が多く親しみ力特てました。初参加の私は歓迎の花束

をいただきいたく感激しました。ただライブ測台ま

ると、音が大きくなり、お互いの会話が聞きづらくな

るのが気がかりでした。しかも帰りの常磐線の時間が

気になり、2～3の人とし力話が出来すSjb残りでした。

次回は泊まる覚悟で参加したいと思っていますも今は

どのツアーに勤pしようかと迷っていますbところで

私のダイビングを紹介しますも

私は二|仇州市戸畑の生まれで、小学生の虞よく近

くの海に潜って、魚を捕って遊んでいました。その楽

しかったことを即､出し､52歳でダイビングのライセ

ンスを取りました。さっそく沖縄に行き、久米島のト

ンバラでハンマーヘッドに会い、ケラマ諸島では海底

砂漠、勤崎のさんご礁の魚達、宮古島の通り池、西表

島の仲ﾉ神島、石垣島のマンタ、朝M国のハンマーヘ

ッド等に会い感動しました。さらに遠くにいけばすば

-20‐
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ダイビング出来る元気が私の財産

2伽西田和子

今年のお盆に山形の東根で同窓

会があり恩師共々、何年ぶりか

の自己紹介やカラオケ、かくし

芸と宴も酌になり、いよいよ私

の番にまわってきました。そこ

で私は「自分には何のとりえも

無く、金も無く、元気だけがい

っぱいで－す－11」と言うこ

とで還暦を迎えてからダイビングを始めた事や､誰も

見たこともない（ダイビングをやっているのは私一人

でした）バラクーダとギンガメアジの綱1へ岩の上で

昼寝をしている亀をバックで私の笑顔、ナポレオン、

バッファローフイシュの沼對L､等々の写真を廻して見

てもらったところ、口々「すごいなあ．・・・、元気

だなぁ．・・・」とお褒めの言葉（？）をいただき、

自己満足で帰ってきた次第ですbこのような席でダイ

ビング効果を発揮できて本当に幸せな気分でした。

＜小さなショップで心温まるダイビング＞

夏に娘伽.201）と二人だけで石垣島に行く予定な

のに一週間前から急に腰痛になり、鍼マッサージと

最善（？）を尽くしても良くならず､仕方なく石垣島

のショップ(美海）に電話して事|冑を説明し､行きま

すが、私だけ潜れそうもないと言うことで出発しまし

た｡体当は迷惑をかけないようにキャンセルも考えた

のですが、申し込みは私達なんとなくキャンセルは

しかねたのでした）そして石垣島に着き、その日の夕

友オーナーにお願いしてマッサージに連れて行って

もらいました。さて次の日、待望の1本目はショップ

の方と相談し､器林BCの脱着は海の中でと決まり、

さっそく船で出発したのですbその海の静かな面と言

う力、鏡のようなと言うが私もこんな海を見たこと

がありませんでした。ショップのマスターであるマコ

ト君さえ､めったになし梅だと言ってましたけど・・・

そこで又々私の勝手な解釈により、海までが私の元気

と勇気ある行動？？？を喜んで歓迎してくれているの

だと思い込む訳ですもそして石垣マンタスクランブル

のポイントで無事マンタを手の届く程の近くでゆっく

り見られ感激しました。マコト君の話だと晒田さん

は海の中では、とても機敏に泳いでいましたよ」と言

うことで、まあそんなに大迷惑もかけずに4泊5日で

7本も潜ることが出来て本当に美海さんに感謝の手紙

と写真を送り、又いつの日か会える事を楽しみにして

いるこの頃ですb

私にとって会報は唯一の情報なので、いつも楽しみに

読ませてもらっていますbそこで、これ以上の期待す

ることは特にありませんb役員の皆儀方には、あまり

気張らず今まで通り続けて欲しい気侍、と心より感謝

致しておりますも

『ダイビング事始』

378西村麻美

海の中に潜るなどという事､そしてお魚と一緒に

泳ぐなどという言う事が､この世にあるなんて初め

て知ったのが42才の時でした。

スノーケルをくわえて入ったタヒチの海に，グッチ

ャリお魚がいるのを見た時、目の前の光景がとても

現実の物とは思えず脂じられない！」「うそ！」

と連発し興奮状態でした。

都内や伊豆にダイビングショップなどというもの

がある事も知らなかったので､半年後､旅行会社で

見つけたパンフレットで申しこみ,一人で淋縄へ行

ってcカードを取りました｡でも、悲しいかな､バ

ディのいないシャイで内気なおばさんビギナーダ

イバーは、なかなか一人で潜りに行く勇気もチャ

ンスもありませんでした｡一年後に再度沖縄に行っ

て4本潜ったところで見事にブランクダイバーに

なってしまいました。（･-》

そして六年後。纈昏25年の記念旅行に、またタヒ

チに行き､今度は夫と友に体験ダイビングをして帰

国後､夫に頼み込んで､cカードを取ってもらい晴

れてバディができて､ブランクダイバーを脱する機

会がやってきました｡ブランクダイバーと初心者ダ

イバーの組合せだけど､2人ならなんにも怖くあり

ませんb早速熱海に行って4太さらに与論島、

モルジブとダイビングの楽しさを満喫し､ダイビン

グという世界を知った事へのありがたさを実感す

ると共に、どうしてもっと若いうちにこの世界を教

えてくれる人が回りにいなかったんだろうと、自分

の育った環境を嘆いたり。でも,海の世界を知らな

いまま人生を終える人も多し事を思えば､終える前

の○○年間でも潜れる幸せをかみしめていますも

最近､夫の仕事が忙しくなってきたので,是非,釦c

の方々にお付き合いいただいて,一本でも多く一箇

所でも多く、いろんな海に潜りたいと思う今日この

頃ですも
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457児島慎之介 ヴインテージな会に参加して453松山順子

児島！直之介

11月12日(月)午後5時半より

10月の会報(喋内がありまし

た第4回「ヴィンテージな会」

に鋤pさせて頂きました。今

年5月に定年退職しました

が、今までは趨職中の若い？

仲間ともっぱら伊豆と沖縄を

専門に潜っていました。退職I専門に潜っていました。退職してからは、以前の仲間

と日程的にも調整がうまく合わず、8月の富戸とケラ

マに、10月13日から20日まではモルジブに-三人

で行きました。かねて今後のことを考え、ネットで探

していた時に出会ったのが、SDCですも早速宇留賀

さんに申し込みして、457の登録番号を頂いたのが

9月の下旬だったと思います6

新入りの会員で今後どのように皆さんとと潜れるのか

と思案していた矢先の今回の企画､鋤pして大変参考

となり感謝していますも場所は|亘例？の新宿｢センチ

ユリーハイアット」27階のレストラン、23名の参

加でしたが、私が一番入会したての新米でした。先輩

の方々の説明で、ツァーには遠慮しないで､積極的に

と色々励まさ札この会に参加してどうやら正式の会

員になったような、気分になりました。時間はたっぷ

りあり、食べたり飲んだり、話したりましてや､皆さ

んダイビングに関しては、はまっている方ばかりで話

はもっぱら海の話で、私がまだ経験していない豊富な

情報を得ることが出来ました。今まで若い方たちとの

ダイビングだけでしたが、さすがに年の功？シニアダ

イバーならではの、含蓄ある体験談を聞かせて頂き大

変参考になりました。新会員になったものの、顔合わ

せもしてないと、ただのペーパー会員になってしまい

ま式今回は全員とお話は出来ませんでしたが、宇留

賀さん始め9人の方たちと、お話することが出来まし

た。449の大石さん経験豊富で貴重なお話ありがと

うございました。私は55才でCカードを取得、八王

子のショップで東伊豆専門のツァーでしたが、当時は

まだ少し若さ？があり、水温15度雨が降ろうが何

の疑問も感じなくて、ただひたすらイントラについて

行くダイビングも65才ともなると、少しは体を労わ

るようになり今後はSDCの皆さんと、海外ツァーに

参加して行きたいと思いますも来年の話になりますが、

4月予定の石田さんの宮古島、5月予定の大隅さんの
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サイパンに早速参力陵明させて頂きました。その節は

よろしくお願い致しますb私もこの年で引っ込み思案

ですが、新規力叺の会員の方たちに一言！

オリンピックではありませんが、封pしてこそ意義が

ありますも懇親会であれ､新年会であれ、ましてやツ

ァーは積極的に参加しなければと、痛感致しました。

今、テロ事件でツアーが沈滞ムードですが、私は空爆

の始まった後10月13日にモルジブに一人で行き、

何の不安も感じませんでした｡(人それぞれだとは思い

ますが)残された貴重な人生を好きなことで夢中にな

れるのは、人生至上の幸せだなと感じた次第ですも近

場から始めて、バリ・セブ・タヒチ・ロタ・GBR･

パラオ・レッドシー．そしてクルージングと夢は沢山

ありますも谷村新司の言葉に隙は夢にあら制ただ

の夢で終わったら悲しいですよね。モルジブでは一人

で淋しい即､をしましたが、会員の皆さん今後共よろ

しくお願いします6

Let'senjoydivingl

松山順子

8月に入会して、初めて出席

させて頂きました、5年前に

Cカード取得した頃、ダイビン琴

グの本で・Sm・を知ってまし

てコネクションもなくこのた

び入会し、少々不安な気持ちで会場の新宿センチュリ

ーハイアット・ラプソデイーに伺いました。入口で大

隅さん・良縁寺さんがウエルカムと迎えて下さり、一

安心宇留賀氏よりバイキング式なので食べ物を取

りに行ったら他の席へ多くの方とお話し下さいと案内

がありましたが、時間内で全員の皆様と残念ながら、

お話し出来ませんでした。皆様ダイビング歴も“はん

ぽ'でなく元気なパワーに驚き感心致しました。

時間を忘れ楽しくダイビング情報等、お話しを聞かせ

て頂きました。遠方の方は泊まりがけで出席され、山

形の高島さんより自家製の「こ茄子｣漬けの差し入れ

大変美味しくテーブルの皆さんと頂きました。暖かム

ードで又次回も楽しみですb

私のダイビング歴は“かけだし”です11！

のんびりリゾートダイビングで魚と漂い、海の中を見

れることに感動してます、大物に出会うこと楽しみに

してます6又どうぞ宜しくお願いしますも

へ

へ
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へ

ﾔｯブで見た犬
昨年6月、亡くなった溝口さんが計画の、ヤップ

ツアーに封pした時の事です6着いてま-す驚いたの

は、空港で、トップレスの少女がニッコリと笑顔で

出迎えてくれた事です6

長野さんはキレイな花輪を首にかけてもらいました

が、私は一歩の差品切れで駄目。

ヤップは意図的に古い習慣を残しているとの事でし

たが、ビルが少なくトップレス、ふんどし、石貨、

がまかり通って居るのは、大変嬉しい事です..．。

それともう一つ、目に付いたのは、のんびり歩き

回っている野犬が大変多b事でした。不思議に思っ

ていたら、ヤップは南太平洋の島で唯一、犬を食べ

ない島だそうです6

2日目の朝、ガイドさんが、食品店で昼の弁当？を

買うのを、送迎バスの中で侍っている賎丸々と太

った子犬が､道路の真中をヨチヨチ歩いて来ました。

ヤップも自動劇ま綺青多く、みんな除行して子犬を

避けて居たのですが、暫くすると母親らしい犬が血

相を変えて走って来ると、すぐ子犬を道端に追いや

りました。30メートルぐらい離れていたので､細

かくI群Uらないのですが，鼻の辺りに雛を寄せてパ

クパクと口をあけ，あんな所でぶらぶらしちや駄目

よ！と、明らかに叱っている様子でした。1～2分

すると兄さん､姉さん犬？も走って来て、皆で子犬

を囲んで叱っているのです6子犬は何で怒られて

居るのかさっぱり判らず､ただただ困っ顔をして途

方にくれていました。暫くすると何事も無かった

様に皆連れだって、道路横の並木の方へ梢えて行き

ましたが、犬があんな形で子供を教育するなんて、

本当に驚きでした。傍の人と、あれが人間だった

ら､逆に自動車の方に向かって､危ないじやないが

話⑳≦一ﾉ瀬博ヨの

とワンンワン岬Lえるんだろうな、

と話し合いましたが、微笑まし

いと言うか、爽やかなヤップの

犬達でした。さて、犬の話の次 』
なので猿の話ですもあと、錐を書けI湖吠郎の家来

が出揃うわけですbこれはテレビで見た事ですが、

やはり動物の知恵に感心した、猿の子育ての様子で

すb霊長類の猿の子育ては2年ぐらいと長く、おま

けにグループ生活なので、近所付き合い、子供付き

合いも大変な様ですもたしかマダガスカルのヒヒの

親子でした、1日遊んで夕方､4猿を背中にねぐら

に帰る母猿の背中で、まだ遊び足りない小猿が盛ん

にぐずっていました。どうするかな？と見ていたら

母猿は子供を下ろして、そこで暫く遊んでやり、群

から遅れたのですが、頃合を見て又背中に乗せ、急

いで巣の方に帰りました、怒ったり噛んだりしない

で､糸嶋させる見事な柳､でした。それから昼間、

母猿の傍で子猿が遊んでいると、近所の1～2歳上

の小猿が遊びに来る場面が在りました。d猿は親が

傍にいる強みで、遊びながら、ちょくちょく、年上

の｡猿に噛み付いたり引っ掻いたり、熟､ことをす

るわけですも母猿は何力沐の枝を裂いて食べてい

ましたが、片手で4猿を手元に引き寄せました。小

猿は又、又、悪さをしようと、年上猿の方に行こう

とするのですが、今度は行けませんb良く見ると母

猿は､食べ続けながらそ知らぬ顔で､子猿の尻尾を

足できっちり、押さえているではありません瓜こ

の辺のつぼ所を押さえた所作は、鮮やかと言うか、

見事なものでした。

近頃はスーパー、百貨店とか電車の中など、人の多

b所ではどこかでぎゃあぎゃあ泣き叫んでる子供を

見かけますも声の大きさと、迫力で押さえ込もうと

する親とが打つ手なしで、うろうろしている親を

見掛けますが、あらためて、この辺今一度動物に学

ぶ必要がありそうですも以上
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Eﾒーﾙ交換
乾したら、つくづく自由の身の幸せを感じました。

これからは､好きなことを好きな時に好きな人と好

きなように､せいぜい､我侭三昧に過ごしたいもの

と思っています6

IT時代､私たちも頑張って時代の波に乗ろうと努

力していますb

最近では会員同士のメール交換も盛んになってき

たようですb

皆さんどんな話をしているの圦気になりますね。

ちょっとだけある人達のメールを覗かしてもらい

ました。全て本人の了解を得ていますからaugB

なく1

恥245今村孝さんからのメール

＜その1＞

今日は真面目なお話しですb

飛行機の夜行便の長旅でもし隣の席に赤ちゃん連

れ力秘ったらアナタはどう思いますか？きっと「え

らい事になったと思うでしょう」

100％隣でキイキイ泣力れる事を予想しての事と思

いますbでも、一寸思い起こして見て下さし＄アナ

タの知っている泣いていた赤ちゃんは日本人の赤

ちゃんだったでしょう｡アメリカやヨーロッパの赤

ちやんは飛行機の中で泣いていたのを見たことが

ありますか？私はありませんbなぜでしょうか？

元スチュワーデイスの書いた本にその正解はあり

ました。医者の処方で､何と赤ちやん用の魍跳が

普通に使われているのだそうですb良し悪しは別と

して、日本人として一寸複雑な気持ち‐輔心したお

話しですb

＜その2＞

こんにちは今村ですb

先日、テレビでアルツハイマー病の本人への告知に

ついての放送がありました。この病気､決定的に効

く薬は無いそうで､薬で症状の進みを遅らせるまでも

現在は機器の発達で､相当の確率で早期に診断力轆

定出来るとの裏したがって､望めば本人がまだボ

ケない内に将来のボケの診断を下される事となる。

ボケ症状は､始めはゆっくり、次第に加速度的に早

くなるとの事医者の中でもこの事を患者本人に早

期に知らせるべきか､知らせないで肉親にのみ知ら

せるか､真っ二つに意見が分力れているそうである。

ボケ症状を全然自覚しないのに近い将来貴方はボ

ケると言われる時のショックを考えると､何にも知

らないでボケる方が気楽でいいな－－－，と思う反

面ボケない内にやりたいことをしっかりやって心

置きなく安心してボケたい、と思ったり－－－－も

もしも自分の身にこの事実が振りかかったらと思

うと気持ちは複雑。

ハテ貴方ならどつち？

（
一

MO56石田ま剛さんからのメール

○○さんへ、今日はハイキングの話ですb

朝、目が醒めて会社へ行くこともない､急いでやら

なくてはならないこともな恥こんな「サンデー毎

日」的生活になって8ヶ月あまり、そろそろ｢旗本

退屈男」になっているのでは・・・と、心配してく

れる人もいるけど､生来の怠け者にとってはまさに

至福の時、到来ですb

パソコンいじりと読書三昧､それに思い出したよ･う

なダイビングでは､やはり時間が余る、そこで始め

たのが山登りもどきのハイキング6

9月18日、思い立ったら誰がなんと言っても停ま

らない紅葉にもならない､かと云ってニッコウキ

スゲの花の季節でもない、季節外れの、平日の日

光霧降高原に単独で繰り出したのでした｡予想通り、

人と殆ど出会わない寂しいところ､体力の衰えをい

やと言うほど感じながら､半分来たことを後悔しな

がら、山道をやっと登りつめたら、頂上付近は視界

ゼロの霧の中bさすがは霧降高原､変なところに感

心して山を下りたら下界は晴れではないものの､曇

り空それでも、温泉に入って、ビ:一ルをグーッと
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PINEAPPLETOURS

雛認処臺
樹I

‐渉蓬二塗露

ｼﾆｱダｰｽ
毒節のダｲビﾝゲﾂｱー ｢流氷ダｲビﾝヶ」

と間いただけで「寒い!!」とお思いでしょうが、さにあらず。文明は
ここまで来たか!と感動するぐらいドライスーツは暖かに進化しています。
勿論装備はすべてレンタル可能で手ぶらでひとつ飛び。ねらい目は2月末。
氷の下は巨大つらら（？）がシャンデ'｣アのように光を通して輝き、氷の
妖精クリオネが優雅に舞う神秘的の世界。羅臼、知床の温泉も魅力。

要堅

、

Ｉ
Ｉ
ノ～

化学三壱鮎ﾗ琴竺藝辨年3月デﾋｺー!！
パラオの「サンダンサー」、ガラパゴスの「スカイダンサー」等で
知られるダンサークルーズがこの度インドネシアの東ヌサテンガラ諸島
に世界最大のオオトカゲ、コモドドラゴンの生息地コモド島から命名し
た「コモドダンサー」が就航します。客室はスイートを含め全S室。
全長1○○フィート、幅S○フィートの|臺雅な□－カルスタイルの
大型帆船はもちろん全室エアコン、シャワー、トイレを完備。
モヨ、サトンダ、コモド、フローレスなど未知の海と陸を巡る船の旅

人気になる料金は7泊s日のｸﾙーズがお'人様1795ドﾙから。
石のご弓の楠にMII"－卜 、

「カオラ､ソグ｣のんびLI生活
いつか時間が出来たら暖かい南の島で
のんびり暮らしたい…なんてこと考えた
ことは有りませんか？今、大井手のお気
に入りの「カオラック」が正にソレ11
ガイドブックに載っていない静かな浜。
こじんまりした宿に小さなプール、安い
物価。笑顔のタイランドにふさわしい
人と空気。潜りたければ潜る、休みた

⑫れば休む｢住む｣ﾘゾーﾄです。 ノ

『

◆
”
一申←

で福蚕-潭弓~罰鐘ﾛ歩ア垂、ごご。さ・ ｩ'■ぜ~~･･一一一・…右～･沙

▲｢コモドダンサー｣と同タイプの帆船

お申込みお問い合わせは…｡担当の陽気･のん気｡元気｢大井手結花里(おおいでゆかり)｣まで

パイナッロZルッアースTEL:03－墨4畠8－墨845
Fax:03-3462-5076メールアドレス:infO@bic｡cojp
〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-10-6恵比寿ツインズ602国土交通大臣登録旅行業第1284号
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SDc賛助会員通信
*P.l.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

シャリティ、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

加いただけますも

＊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。

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ツアー＞

1.ケラマ諸島（慶留間島一ケルマ）のご案内

那覇からクイーン座間味に乗船し、阿嘉島で下船

してください。お迎え（陸路）があります。

宿泊：ペンションゲルマ（各室シャワートイレ

付）

船：45フィート（23名乗り－温水シヤワートイ

レ付）

ポイント：近いので船に弱い方もご心配ありませ

ん。（5分～10分）

キャンペーン：2002年の3月末日まで、ダイビン

グし放題＆器材レンタル料無料

『慶留間島はケラマ諸島にあります6ケラマという
-26‐

と、大半の方が座間味・阿嘉島を連想されますb

ゆえに慶留間島は比較的すいていて、のんびりで

きると思います｡』

2.沖縄本島ジンベイ鮫とダイブするツアーのご紹介

那覇市内ステイ、ビジネスホテル宿泊で読谷村の

漁協と提携しているDS(トップマリン残波）で

ダイビングをします。市内のホテルから読谷村ま

での往復は那覇市内のDS(那覇シーマリン)が、

すべて行いますb

ジンベイのポイント：近いので船に弱い方もご心

配ありません。（10分程度）

水深約6rn位の場所に､直径30m高さ10mの円

柱形の網があります｡その中にオス(7m)メス(5

m)のジンベイ鮫が1匹ずついます6到着後、V

TRをご覧いただき、ご注意事項の説明、質疑応

答の後ジンベイに会いに乗船網の外側で少し落

ち着いた後に網の中に入りますも餌付けも実施し

ておりますし、ジンベイに触ることもできま式

『できれば、自然の海域でジンベイを見たいと思

いました。しかし、国内では非常に難しく可能性

が低い為､読谷村に行くことに決めました｡実際、

行ってみるとジンベイを上下左右前後からじっく

り見て、触ることさえできました。満足度が非常

に高かったダイビングでした｡(施設はキレイでは

ありませんが)」

P.l.T

旅行部門責任者：小林健一

（直通）03-3466-6489

ダイビング部門責任者：雨尾徹

（直通）03-3466-6482

〒151-0061

渋谷区西原3－7－4渡部ビル1F

http:"pit.wisnet.ne・｣p

travel伽ail3wisnet.ne.jp

へ
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SDC賛助会員通信
*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1194-2hO557-51-7400(柳田満彦）

*YAP1anning(保険代理店）

「保険」というとお付き合いで入るもの．．とい

うイメージがあるかもしれません。もともと保険と

いうのは相互扶助の考え方から生まれたものですb

ですが、今の時代は「保険」は「商品」ではないか

と考えておりまして「入る」のではなくて「買う」

ものだと思っていますも買うからにはその商品が自

分のほしいものなのか自分のライフスタイルに合

ったものなのかよく検討していただきたい、と思う

のですも

SDCの皆様にはいつも「勇気」と「元気」を頂い

て、私もいつも元気に頑張っていられますbそんな

皆様が当たり前の毎日を毎日続けていけるようにと

願い保険屋の私が出来ること･･を考えておりますb

保険のことはどんなことでもお気軽にご相談下さい。

よろしくお願いいたしますb

もっかの夢は早くライセンスを取って皆様とダイ

ブのツアーに参加したいこと・・で～す。

神奈川県川崎市宮前区平1－8－13－101

TEL:044-861-0512

弱ｷ住友海上火災保険代理店（五反田支社所属）

＊

http://www.intoss.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@inms.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。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

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:飼卿a2."-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

も評判です。

ホテル～繁華街の中心にあり、買い物や夕食にはと

っても便利。お一人でも安心のシングルルームを多

数用意し全室にアメニテイーグッズ、冷蔵庫を完備

で快適にお過ごしいただけます。

〒"6-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プ竹内修治

TELO9807-3-2m2

*G-FREEDIVINGSERVICE

2000年4月に石垣島1榔の伊原間を拠点にサービス

を開始bこれかが旬という肥WSPOT、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。

「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も

〒卯7~O332沖縄県石垣市伊原間26-29

TELO98昭－9-2191

FAXO9808-9-2191代表林豊
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SDC賛助会員通信
*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）

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-0101大島町元町北野1=74

TELO4992-2-1966

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

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b

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28‐

－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

術向上等の教室開催まで、1つ1つ手作りで企画し

ております。参加してくださる皆様からご意見を頂

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、SDC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へ
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。

クラブ・ノアグループ事務局
(株式会社ネイチャーネットワーク）

1“-m31港灰西麻布1－1－3ワダピル2階

Tel(代詞O3-5410C255

Fax O3-54100256

＊スポートツアーズ

（パラオ、グレートバリアリーフ、パプアニューギ

ニアダイブクルーズ）

らく

スポートツアーズは、安全且つ「楽」に潜るため

の究極のスタイル、ダイブクルーズを専門にご提供

している旅行社です｡

次のご旅行では、究極の楽ちんダイビングを体験し

てみませんか？

ボートダイビングで、つらいこと。厳しいことはな

んですか？

強い風を受けながらの小さなボートでの移動…

一日中ウェットスーツで過ごす不快感…

日差しや雨を避けながら食べる冷たいお弁当…

ボートの上でお手洗いに行きたくなったらどうしま

しょう？1

ダイブクルーズならそんな心配は全くありません。

ダイブクルーズでは、ポイントのすぐ近くまで母船

で移動｡つらい長時間のボートの移動はありません。

ダイビングの合間にはすぐに温かいシャワーをたっ

ぷりあびて、乾いた服に着替えてください。疲れぐ

あいが全然違います｡

おいしい三度のお食事も、温かいスープやコーヒー

も、普段と同じ生活がダイビングポイント間近にあ

へ
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ります。

もちろんお手洗いの心配なんてありません。

クルーズダイビングの快適さ、お分かりいただけま

すか？

「クルーズ」というと、まだこんな風にお思いでは

ありませんか？

船が揺れるんじゃないかしら…船酔いが心配…

1日に何本も潜るなんて、体力持つかしら…

ベテラン上級ダイバーばっかりだったらどうしよ

う…

クルーズって高いんでしよ！

スポートツアーズのダイブクルーズでは、そんな不

安はご無用です1

大きな船が揺れるほどの荒れた海では、クルージン

グはともかくダイビングが出来ません。ダイビング

が出来るくらいの海況であれば、船は心配するほど

揺れませんし、船酔いでダウンする方もいらっしゃ

いません。仮にうねりのある海にいるとして、小さ

なボートと大きな母船と、どちらのほうが快適でし

ょう？1

移動や日焼けで体力を消耗させないので、1日4本

潜っても､驚くほど疲れません。

余計な体力消耗がないことは、ビギナーダイバーに

も大きなメリット。「楽」にたくさん潜ることで､若

葉マークのビギナーでも、ダイビングの楽しさをた

っぷり楽しむことができるのですb熟練した日本人

ガイドによるしっかりしたブリーフイングも、ビギ

ナーダイバーに最適1料金もリーズナブルb

陸のサービスを使ったツアーでは、朝・夕食の他に

何かと出費がかさみますb

全てが料金に組み込まれたクルーズは、かえって安

上がりかも知れません！？

こんな楽ちんダイビング、ぜひ一度、体験してみて

ください1

スポートツアーズ

TELOS(3865)O130(代）

FAXO3(3865)O138

http://Wwwmmisho.cojp/sport/

↑ホームページで現地情報をチェック！

＊アクアガーデン

石垣島北部の自然豊かな地区、伊土名に在り地中海

のリゾート地を思わせる赤瓦の屋根､ピンクの建物。

ハイビスカスやブーゲンビレアの咲くガーデン。中

央にオープンテラスのある施設が私共のアクアガー

デンですも

ダイビング＆ペンション、ゆっくりのんびり、リゾ

ートダイビングをお楽しみいただけますも

ダイビングショップと宿泊（全室ベッドルーム）が

併設されているので時間のロスが無い為、一日三本

潜っても、時間にゆとりが有り、近くの川にカヌー

でマングローブ林の中を川上りしたりシオマネキな

どを見ることが出来又、徒歩五分で砂浜にいけるの

で､シュノーケルしたり夕日を見ながら浜辺の散歩、

芝庭でのバーベキュー。夜はホタル（五月）や星空

がとてもきれいですb

ポイントはマンタをはじめサンゴの美しい平久保崎、

4物から大物まで米原Wリーフ他多数のポイント

を用意しております｡是非遊びにきてください。

〒907-0451石垣市字榴毎337-23

アクアガーデン代表社領孝

hO980-89-2152FAXO980-89-2158

E-maila-R337＠s】nus､ocn､ne

SM賛助会員を利用しましょう1

賛助会員各社様は、当クラブの趣旨に賛同され、

賛助会費を頂き協力して頂いて居ります。

共存共栄。是非賛助会員を極力ご利用ください。

SDC向け特典も各社用意して頂いております。

今回はその賛助会員の一つネイチャーネットワー
クのジェクサーフイットネスクラブ大井町内にあ

るくクラブノア＞でのスキルアップメニューを紹

介します。

＜館内リフレッシュダイビング＞

暫く期間が開いてしまった方、海への不安がある

方に向け、ダイビングプールでの復習ダイビング

です。

第1・第3水曜日：19：00～21：00

第1・第3日曜日：13：00～15：00

料金:SDC会員特典7,000円

＜館内エンジョイダイビング＞

海へ行かれる前の練習や器材のチェックにダイビ

ングプールで2時間の自由練習ですも水深4mの

専用プールを利用。

お問合せ・お申込はジェクサーフィットネスクラ

ブ大井町内くクラブノア>SDC会員3,000円

受付：平日12：00～21:00土日12:00～19:00

瞳03-3772-5014田独XO3-3772-5393
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PITさんおまかせツアー

O26良縁寺悦子

会報9号で石垣北部のショップ2軒を紹介しまし

たが、今回は全てをHTさんにお任せで行ってみ

ました｡画Tさんのお勧めはショップも宿泊も市内

でした。

宿はビジネスホテルなのですbエッ？という感じで

あまり気が進みませんでしたが､兎に角11月26

日出発しました。

空港からタクシーで7分、中心街まで歩いて5分、

そして海に面した気持の良いビジネスホテルでし

た。夕方になってビックリ。ホテルの窓から夕日が

バッチリ見えるのですも

朝になって又ビックリ｡真っ赤な太陽が静々と現れ

てくるのですもこれには毎日大感撒でした。

夕食は､地元の方々から情報を仕入れては夜の街を

探して歩き､郷土料理を楽しみました｡外食も良い

ものですね｡ショップも市内からでは、どんなポイ

ントなのだろうと心配しておりましたが､25人乗

り大型クルーザーですも速い事速い事(時速30ノ

ット以上）

八重山全域をカバーできるそうで､マンタポイント

まで25分､黒島のポイントまで30分と思う存分

潜って楽しんだ5日間でした｡今迄必ず宿やショッ

プは指定していましたが､お任せして思いがけず素

晴らしい発見が一杯のツアーでした。賛助会員の

HTさんは紳縄・小笠原専門ですも「何日に潜りた

い！」の1本の電話で親切に対応してくれますも

おまかせツアー、お勧めですも

フィンキック大会

O26良縁寺悦子

12月2日､第8回フインキック全国大会が辰巳の

オリンピックプールでありました｡Cカードを持っ

ている人なら誰でも鋤ﾛできます650m．100

，．400mとレスキュー､バデイブリージングの

種目があり年齢別になっていますbジュニアからシ

ニアまで、勝負に関係なく楽しんでいました。

伊豆海洋公園のナシソーさんは常にダイビングは

フィンキックが命と言っておられましたが､大変熱

心に指導してくれますb冬場は月3回位のペースで

辰巳のプールで指導していますbSDCの会員の方

も多く参加されていますのでぜひお勧めしますb

そして来年の大会に出場できたらと思いますb練習

日は毎月違いますので､ナシソーさんに連絡をとっ

てみてくださいね｡会費はプール使用料と指導で2

千円ですb今年の各年齢のタイムを見て感じたので

すが、SDCのチームなら楽勝？と思いますb

80代で会長も出場しますbガンバリましようね！

へ

第5回ヴィンテージな会への誘い

~、
新宿の高層ピルの夜景を見ながら､楽しくくつろき

会員同士が交流を深める集い。

バイキングスタイルで食べ放題＆飲み放題11

初めての忘新会員の方もぜひご参加ください。

きっと素晴らしい出会いが待っています。

詳細は下記のとおりです

記

日時：3月6日(水)17時30分～21時

会費:a伽円

場所：ホテルセンチュリーハイアット27階

くうプソディー＞

定員：25名（先着申し込みIIn

申込：ファックス、メールでお願い致します6

関西地区スキルアップのご案内

日程平成14年9月7～8日(土、日）

場所㈱マリン

大阪市中央区森ノ宮中央1-2-19

平成14年夏近くにダイビングプール完

成予定q｣12.5mD7mlⅣ専用

プール）

募集人員12名(対象50本以下優殉

指導者NAUIインストラクター杉本信也

内容アドバンス程度（学科・実技）

①
②

Emaal:hhSt-ur"sahi-netor.ip

③
④
⑤

FAX:O44-987-SM

宇留賀達雄
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前号までのあらすじ

森山一家で沖縄北谷のダイビングショップに来

て､､千夏は念願のCカード取得の許可を得て、

いよいよ講習が始まった。

さあ、いよいよお待ちかねの海洋実習です6

－番に器材のセッティングから始めるところですが、

これは、マキちゃんとみっちり練習したので、パス。

倖、ウエットスーツを着てブーツを履くのですが、このウ

エットスーツってのはなかな力着るのにコツがいるみ

たいで、四苦八苦しながらやっとこさ着ることが出来

ました。後で聞いたのですが、汗びっしょりで着たも

のだからスーツの裏側のジャージが滑らなくて大変だ

ったみたいですbその後、何度力着ているうちに少し

は慣れたのかちょっとマシになりましたけどね。「さ、

海に入る前に、最後のチェックをしておこうか」

「えっ、またチェックをするの？さっきマキちゃんが

してくれたよ」

吟度はセッティングのチェックではないよ。自分の

身につける総てのものを確認するのさ･ダイビングは

遊びでするスポーツだけど、遊びだからこそ事故らな

いようにしないとね。忘れ物があるとそれがストレス

戸、につながるから、ストレスの元は極力取り除いてやら
ないと」

「はい。私はおっちょこちょいだから、特に気をつけ

なきゃ」

「自分なりにチェックの順番を決めておくと良いよ。

先ず足元から順に上へと、フィン、ブーツ、ウエット

スーツ、ダイブナイフ、ウエイトベルト、グローブ、

マスク、スノーケルbそれと、セッティングしてある

タンクー式それと、ダイブコンピュータ、これは今

は持って無くても、必ず自分用のを持つこと」

「ええと、これとこれと。はい全部有ります」

「これとこれでなくて、ちゃんと名前があるからその

名前で言おうよ」

「は－い。今度から努力します」

「お前は大きくなったら、日本のお役所に勤めるか、

政治家になったら良いよ」

「ううん、私は大きくなったらインテリアデザイナー

になるの」

「善処しますb前向きに努力しますbって言うのはお

役人の言葉」

「あっ、そうか」

「ま、それはよいから。早く用意をしようよ。マキち

ゃん、千夏ちゃんとバディ組んで」

「はい。了解ですもそれではチナツちゃん、タンクを

背負うのサポートします」

「今はバデイがタンクを持ち上げてサポートするけど、

狭くて揺れるボートの上などの場合、身体の小さい女

性などは、タンクの前にペタンッと座り込んで座った

ままタンクを背負った方が楽で良いよ。あ、そうそう

タンクを背負う前に忘れてはいけないことな－んだ」

「え？クイズ？なぞなぞ？とんちで答えるの？」

「いやいや、真面目な質問」

「今さっきのセッティングの練習の時は、バルブを開

けるのを忘れないように、って習ったけど」

「ようし合格。マキ、お前いb壮事するようになった

な」

「勿論砲でも、センセのセンセが良いからって言い

たいんでつしやろ」

「あったりまえだろう」

「さっさとしていただけませんかねえ。タンクが重い

んですけど」

「悪い悪い。先に海岸通の防波堤まで行ってて。すぐ

後を追いかけるから」

「はいはい。では、お先に出発しま－す」

フインとマスクを4脇に抱え重いタンクを背負って、

ショップを後にして、一人で二十数メートルを歩いて

いくのですが、スキューバのフルセットを身につけて

道を歩くのは、何とも照れくさいというかコッパズカ

シイ気持ちですbところが十メートルも歩くと恥ずか

しい気持ちは、どこかへ吹っ飛んでしまいました。な

ぜならば、海岸通は沢山のダイバーがいっぱいで、こ

れからエントリーするグループや、ダイビングを終え

てエキジットしたばかりのダイバー達で、色とりどり

のウエットスーツやカラフルな器材て賑わっていたか

らですb

「嬉しそうにみとれんかて、チナツちゃんももう立派
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なダイバーに見えまつせb外見は」

「おニューのウエットの子に比べたら、着古したウエ

ットの千夏のほうがよっぽどベテランに見えるぞもホ

ントはレンタルだけど」

何時の間に追いついたのか、マキちゃんも鮫さんも私

と並んで歩きながら話しかけてきますbでも、それに

しても口が悪いこと。防波堤の切れ目にある階段を降

りると、ここはもう沖縄の湿フインを履くと歩きに

くいのでヨチヨチとペンギン歩きになってしまいます

が、横向きにカニさん歩きをしながら、待望のエント

リー。海の波は穏やかですが、それでもたまにちょっ

とした波が来た時には、マキちやんがバデイとして側

にいてくれるので、お互いに支え合うと安定して安心

ですb海中はだらだらと少しずつ深くなりますが、昨

日海人とスキンダイビングで遊んだ場所なので海底の

様子や、深さなどは余り大して深くないことを知って

いたので、気分が楽ですb

「・・・・？」鮫さんが目で合図を送りながら耳を指

さしOK?と耳抜きが上手くできるかどうかきいてき

ますbハハーン、これは昨日言っていたアイコンタク

トなのね。OK!OK!耳抜きはばっちりよ・

スキンダイビングで遊ぶときも深く潜ったときは耳抜

きをしますが、タンクからの空気を吸いながら行う耳

抜きはとても易しいですbフィンをキックしながら海

中を少し移動して、海底が砂地のところに、軟着陸の

ように膝でソーッと着地して座りました。

上を見上げると海面が上から見えて、キラキラと波が

ちりめん雛（右側が皮）の様に見えま現海面から入

って来る日の光が雲間から伸びるゴッドシヤワーの様

で、何本ものスポットライトが照らされているみたい

でステキ。ダイバーの人が「ダイビングと掛けて、麻

薬と解く。その心は、一度やったら止められない』と

言ったのを聞いた事が有るけど、本当に海面の上と下

では、別世界ですも麻薬は身体に悪いけど、ダイビン

グは心から楽しめて七十歳を過ぎた老夫妻が一緒に楽

しむこともできる位だから、体力も余りいらないし、

ダイビングをしてみたいけど・・・と、跨曙している

人はダイビング雑誌でも買ってこれと思うショップの

ドアを叩いてみて下さい。そして私達と一緒に海底散

歩しましょう。陸上では味わうことのない無重力やす

ぐ間近で見ることが出来る魚達や珊瑚、キラキラと群

をなして泳ぎ回る/｣漁の群、運が良ければ大物の回遊

魚に出会う事もあるし。海の中は最高にいいぞー・

海中では言葉を口に出して喋ることが出来ないのでハ

ンドシグナルを使って、意志を伝え合いますb

マスクの前で指を二本、目に向かって指さすと『見
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て！』と言う意味になり、手のひらを下に向けて少し

押さえる様な動作をすると『待て』手のひらを上に向

けて差し出すようにすると『どうぞ』｡あまり複雑な意

志の疎通は無理ですが、結構相手の言いたいことが分

かるので、嬉しくなってしまいますb言葉で話せない

分、一生懸命意志を伝えようとするし、受ける側も本へ

気で理解しようとするからかな。インストラクターの

鮫さんがタンクから伸びる残圧計を指さしていますも

これは残圧をチェックして空気の残りを調べているの

ですb私は自分の残圧計を見て、人差し指を一本と次

に両手で八を示して残圧が百八十有ることを知らせま

すbインストラクターからはOKのハンドシグナルが

帰ってきました｡海底で落ち着いたのを見計らった頃、

マスクに水が入った場合のマスククリアやレギュレー

タが口から外れた場合のレギュレータリカバリー、そ

のレギュレータを口にくわえた時のレギュレータクリ

アなどなど、実習はマキちやんセンセが先ず『見て』

の合図をして、デモンストレーションして見せてくれ

てから、その度に私を指さして手のひらを上に向けて

差し出すように『サア、あなたの番ですよ。どうぞ』

と、今度は私がマスククリアやレギュレータクリアを

練習しますも（つづく）



戸、

へ､

日本シニア・ダイバーズ・クラブ規約

（名前）

第1条会の名前は日本シニア・ダイバーズ・クラブ（以下クラブという）とします。

（英文名ばIYleSemorDiversClubofJapan)

（目的）

第2条スキューバダイビングを愛するシニアダイバーが、良いバディとグループを作

り、シニアらしいゆとりのある、安全最優先の快適なダイビングを行うことを目

．標とします。

（行動原則）

第3条行動原則は次の通りです。

1．個人責任

2．個性の尊重と寛容

3．助け合い

4．環境の保護

5．安全潜水

（行動責任）。
第4条クラブはアマチュアとして個人的なダイビング愛好の集団であり、ダイビングに

関する事故を含む一切の責任は個人に帰属します。

これは基本的かつ現実的な原則であり、会員はこれを承認したものと解します。

（活動）

第5条クラブは、前項の目的のために、次の活動をします6

1．会員のバディ、グループによるダイビング

2．会員相互の情報交換

3．年2回の集会（1月の新年会及び総会、6月の総会及び懇親会）の開催
4．クラブダイビングの計画の実施

5．スキルアップ講習会・実習の実施

6．会員名簿、会報の発行

（会員資格）

第6条一般的にシニアといわれる人をメインとしますが、年齢・性別・国籍等の制約は

ありません。会の目的、行動原則に賛同され、行動責任を承認される方なら役員

会の承認を得て、入会できます。

会の運営・発展の為、助言・指導・後援頂くため顧問を置く事が出来ます。

又クラブに協力頂ける法人を、賛助会員とすることが出来ます。

（会員資格の喪失）

第7条以下の各項の何れかに該当した場合は、会員資格を喪失又は退会扱いとします。

1．会費の納入を怠った場合

2．前2～4条を著しく逸脱し、会員として相応しくないと認められた場合。

3．営利や宗教活動等、会の目的にそぐわない行動が認められた場合。
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（役員）

第8条各役員と定員は次の通りです。

1．会長1名

2．副会長2名

3．幹事10名

4．地区幹事若干名

会長は会を代表し統括します。副会長は会長を補佐し、会長不在時は代行をしま

す。

幹事は会長を補佐し会の運営を事務局・会計・総務・広報・安全潜水･ツアー計

画・会計監査の各業務を分担し担当します。

役員の任期は6月を年度始めとし2年とします。但し再任できます。

必要に応じ名誉職をおくことが出来ます。

（役員の選出と承認）／へ
第9条各役員は次の方法で選出し決定します。

1．会長及び副会長

役員の推薦を受け、役員会として会長を委嘱し、副会長は役員会に諮り、会長が

委嘱します。

2．幹事

会員の推薦を受け、役員会の合意を経て会長が委嘱します。

役員の決定は、総会の承認を必要とします。

（総会の役割と機能）

第10条総会は次の役割と機能を有します。

1．役員の承認

2．クラブの基本方針・計画の承認と結果の報告

3．会計監査結果の承認

総会での決議は、総会出席者の多数決によります。

（幹事会の役割と機能）

第11条本規定の改廃は役員会の合意を得て、総会の承認を受けるものとします。

役員
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名誉会長

会長

副会長

幹事

地区幹事

上村敏郎

関川清一

杉本信也

岡野博狩野幸繁石田邦明大隅照子良縁寺悦子

清原れい子宇留賀達雄南要次

今村孝（東北地区）前田浩二（中部地区）芥川忠雄（関西地区）

山下和俊（九州・四国・中国）
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経理規定

日本シニアダイバーズクラブ（以下クラブという）の運営のための経理は、全て

本規定によります。

会員はクラブの運営のため、入会金1,000円、年5,000円の会費を、決められた

方法により会に納入するものとします。

但し、同一住所に居住する親子、兄弟姉妹、夫婦が会員の場合は2人目から1人

年2,500円とします。

総会、新年会等の集会費は別会計とします。但し過不足が生じた時は年会費で処

理するものとします。

1年の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とし、記の途中入会の会員で

あっても、その期の会費は全額とします。

役員会において、役員の中から経理業務を担当する会計担当を、また会計業務を

監査する監査役を選任します。監査役は総会において監査報告を行い、総会の承

認を得るものとします。

会費は下記のために使用するものとします。

会員への通信費、印刷代等。

会報発行のための諸経費

役員会、総会等の集会開催のための諸費用。

慶弔規定による支出。

その他会の運営のため必要な経費。

会費の支出にあたっては、役員会で策定し承認された予算計画に基づいて行い、
特段の支出においては、その都度役員会に諮り承認を得るものとします。

本規定の改廃は、役員会において決定するものとします。

条
条

１
２

第
第

/一，第3条

第4条

第5条

1．

2．

3．

4．

5．

第6条

第7条へ

慶弔規定

第1条日本シニアダイバーズクラブ（以下クラブという）会員に対する慶弔金は全て本
規定に基づくものとします。

第2条本規定による会員とは、会員として登録後、会費を納入した人をいいます。
第3条慶弔支給の事由が生じた時は、会員又はその家族から総務担当役員に通知し、通

知がない場合はこの規定は適用しないものとします。

第4条会員の慶弔金としては以下の金額（又は相当の物品）を支給します。
婚姻10,000円

死亡10,000円

但し状況により、会長は役員会に諮り増額又は減額できるものとします。

第5条本規定の改廃は、役員会において決定するものとします。
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路
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。「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④

月日より月日迄の （）ツアーに参加致します。
●

参加者氏名

日本名

ローマ字

生年月日 年齢

緊急連絡先氏 名 続柄

海外ツアー：パスポート番号（

有効残存期間（年ケ月）

その他希望条件（1人部屋・洋和室等）

取得団体

0ｬ

争

住

）

出発空港名（

）

ラ

自宅住所

ンク 経験年数

Pザ

所
■

取得年月日（

）

）

経 験 本 数

）

電話・ファックス

会員番号 男・女

電 話
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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。

(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。

一､(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。

/一、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

ーダ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
して下さい。

レポートは直近の会報に掲載いたします。
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▲

◎編集雑感

☆12号の本誌を新年早々に読んで頂けるよう段取

りをしましたが、お手元に届きましたでしょうかb

前号からスター1､しました、インタビュー特集企画

「くろ－ずあっぷ・ひと」に今回は関川会長に登場

いただきました。

関川会長の人となりが読む人の気持を捉え、大変興

味深い内容となっております。

ぜひお読み頂きたいと思っております。

☆会員名簿も同時に作成いたしました。会員468番

までと12月15日現在のお知らせ頂いている変更追

加分を掲載いたしました。

もし未訂正等が御座いましたらお知らせください。

☆巻末35～37頁に当会の規約に一部変更がありま
C

したので全文を改めて掲載いたしました。役員の業

務分担については会員名簿に記載してあります。．
☆前11号の裏表紙の写真を私のミスで取り違えてへ

しまい『表紙に寄せて』の記載文と全く関係ない写

真となってしまいました。

写真を提供頂いた狩野幸繁さんには多大なご迷惑を

お掛けしてしまいました｡深くお詫び申し上げます6

今回は大石和明さんから写真の提供を頂きました。

裏表紙のギンガメアジのトルネード写真。写真の前

後左右が判別せず悩みました。もし間違えていた

ら・・・。

☆新たなホームページを立ち上げて丁度一年。お陰

さまで、日に日に会員の皆様の関心も高まり、アク

セス数も8,000回を超える重でになりました。
一年経過を機に、HPをリニューアルし、トップ頁

並びにフォトギャラリーを一新し、スライドショー

を新設致しました。なかな力池のHPでは見られな

い仕上がりになっていると自負しております。

ぜひHPを活用し、会員相互の情報交換を活発化さへ

せてください。

☆32頁の『情報の蝿のフインキックの指導につい

て、辰巳のプールでの指導の日程は、ナッソーに直

接お問合せください。

nL0557-51･7400(柳田満彦）

☆事務局の住居標示が変更になっておりますb

郵送等をされます際は、新しい住居標示でお願いい

たします。
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表紙に寄せて

表紙の写真はシパダンで撮った、ギンガメアジの

群です。

シパダンでは、ギンガメアジはこの様に大群でや

ってきますbこれを見てすっかり感動し、あの事

件が起るまで毎年2回通いました。（合計9回）

ちなみにこの群の先頭集団以外のものは皆眠って

いるそうです。

日が暮れると一斉に深場に行き餌をとるそうですb

これはシパダンに滞在していたドイツの魚類学者

から聞きました。

裏表紙の写真もシパダンで撮ったギンガメアジの

写真です。

シパダンのギンガメアジはいろんなデモンストレ

ーションをしてくれます｡

この他にもサークルトルネードになったり、oo¥

を描いたり、円柱のようになったりしますbしか

しいつも不思議に思うのは誰がリーダーなのだろ

う。

（大石和明）

SDCの紹介と入会のご案内

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

、鱒茎騒礫撫蠕瀧制
新年会、6月の懇親会等の集いやクラブでの年4

0回を超えるダイビングツアー、雑誌の季刊発行

等を行ない会員相互の親睦に努めていますb入会

ご希望の方は事務局までご連絡ください。
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