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賛助会員ナッソーダ

イブの柳田ですも今

日は、水中で|央適に

過ごすために、年間

約400本潜り続け

ている我々ナシソー

のプロダイバーが日

ごろ守っている大切

なコトをチョットだ

、

の

メ、
へ

けですがコッソリお教えしちやいましょう｡《耳への負

担は最小限にしてます!》強すぎるバルサルバ法傳

をつまむ方法）は行わないようにしていますbご存知

のように鼓I莫中耳､内耳への強すぎる負担の蓄積は

難聴のもとになるからですも耳の抜けが良くないとき

には、まずズルッパナ（失礼）を水面やエントリー直

前に出し切るようにします6次に潜降時には必ず耳の

圧迫感を感じる前に停めほど良い)耳抜きをしまする

私は、余裕のあるときにはよく手でマスクを軽く顔に

押しつけて鼻から排気する要領で行っていますbこの

方法ですと一定以上に鼻腔内の圧力が高くなったとき

には自然とマスクから排気されてしまうので圧力が限

度を超すことはありませんb耳への負担の少ないマイ

ルドな耳抜きができるのですも心配なときには（コレ

はちょっとコツがいりますが．．）1回目の耳抜きで

抜ければその間にマスクを適当に顔に押しつけて少し

だけ空気が漏れる程度のマスクブロー(鼻から息を出

す）を行いますbこうすれば耳管が開通したままにな

りますから1回の耳抜きだけで潜降が続けられて便利

ですもモチロン吐く息には限りがありますから苦しく

なるまえにフインキックやBCで潜降を一時停止し呼

吸を整えてくださいね！また、途中で耳が抜けなくな

ってしまったときには耳に神経を集中させながら大胆

に水深を浅くしてゆきます61回以上は耳抜きが出来

たわけですから浮上に従って必ずどこかで中耳内圧が

ﾀ胚よりも高くなる逆転が起こります6次の瞬間、耳

管は開通して中耳内の空気が出てくるわけですから開

通したそのときに直前にお話した方法や軽いバルサソレ

バ法でもう一度耳抜きをすれば最も抜けが良いのですも

ひとつ肝心なことを、耳抜きに集中しすぎてくれぐれ

もパーティとはぐれませんよ－に！（つづく）
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10月にシパダンに行く予定にしていましたが､テロ

が起きて中止し、残念でした。3月はパラオクルー

ジングに鋤Ⅱしますb今後ともよろしくお願いしま

す6楽しし新年会を。

442高岩辰司

下手で横好きのサラリーマン川柳で

近況を報告しますも

＊エア切れで浮上できない我が会

社

＊リストラの波間に見えるエキジ

ット(早期退職優遇制関

009笠松忠海＊ダイビング､再起を託して手

術をば党|吾を決めて､医師を

信ずる。

＊諦めず､未だ潜るのと、妻は

言う。

049関根一男

新年会

仕事の為今回も参加できず

残念ですb事務局の皆懐のご

苦労に感謝感謝！良い新年

をお迎えくださしら

053橘信男

元気でおりますも今年は9月に

捻挫、10月に落馬で余りダイ

ビングは出来ませんでした。来

年のSDCのツアーは、3月ク

リスマス島、5月リロアン、6

月ポナペに申し込んでいます6月ポナペに申し込んでいます6

245今村孝245今村孝

○

ご案内有難う御座いますb今年も残り少なくな

かなか忙しい毎日ですも残念では御座いますが

出席できませんb先月(11月)ケラマ諸島へ2001

年ラストのダイビングに出かけました。沖縄本

島も素敵ですがケラマは特に素晴らしいですも

来年は沖縄･ケラマの企画ツアーがあれば一度

会員の皆さんとダイビングを一緒に楽しみた

いです6

443本田久雄

／

莞二二、/≦垂紀初めての誕生日をグﾚーﾄバﾘ
で迎え、海中で賑や力1に祝っていただきました。

フィリピン・ドマゲッティ、バリ島・ムンジャガ

ン､シパダンと潜り、モルジブで200本記念とな

りました｡根気良くバディを組んでくださった皆

様に心より有難うと申し上げますb本年もどうぞ

よろしくお願いいたしますも

247長野恭子

、 ‐ ノノ

串

今年はやっと2回ダイビングに行くことが出

来ました｡7月に西表島に何年かぶりに行き楽

しいダイビングをしてきました｡9月に憧れの

レッドシーダイブクルーズに行きました。テ

ロのすぐ後だったので、荊了機はガラガラ、

楽なフライトでした｡船はダイバー5人､ガイ

ド1人、船長、コック乗組員1人のアットホ

ームで楽しいクルーズでした。来年はどこに

行くことができるやら？

106野中治107野中サチ子

あけましておめでとう御座いますう。3～4

日しか休みが取れません。水温が上がって

きたらダイビング50%、食べ歩き50%

で、韓国済洲島へブラブラ行きたいなと思

っています6

055鶴若富夫
L ノ

/壬白の仕事の為欠席しまれ皆康ダｲ言二、
グ楽しんでいてくださしち何年か後にスケ

ジュール調整をし、皆様の何百本ダイブに

近づきたいと体力面で努力していますもそ

の時はよろしくお願いいたしますb

ll34|｜愛子
、 ノノ
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プーケットの日程と重なってしまいましたので残念

ですが欠席させていただきますbクラブツアーに参

加したいのですが、スキルが今だ未熟でリーダの方

にご迷惑をお掛けすることになると思い11月西表で

アドバンスを受けてきました。未だ自信がありませ

んがそろそろ参加させていただこうかと思っていま

すb372米倉綾子

お知らせ有難う卸堅いました。今年は嵐とテ

ロにぶつかり思ったように、ダイビングが出

来ませんでした。来年は平和な年で､行事に

参加できるよう願っていますb新年会当日は

東京におりませんので､残念ながら欠席ですb

皆々様によろしくお伝えください

343内山数子

再就職した為多忙で

1年間ダイビングか

ら遠ざかっていまし

たが、今年からボチボ

チ再開しようと思っ

ています6

246窪田穣

I畷し営為多』

毎度お世話様です612月31日出

発して、1月8日までハワイでダイ

ビングする予定です6

074露井泰代

1月半ばに年子で2

人目の内孫が生まれ

るので､残念ながら出

席できませんb海のほ

うもご無沙汰ですb恐

怖を感じる前にダイ

ビングを再開しなけ

密驚辮ア

/一､

今年は1月のケアンズに始まって、3月ドマゲッティ

7月西表島、8月グアム、11月モルジブに行きまし

た。西表島、グアムを除いて石岡さん主催のツアーで

すbダイビングと同時にピヂｵ雛に凝っており、昨

年以来完成作品も10本になり漸く編集するのにも

慣れてきたかなと思っていますbモルジブのビデオは

トータル2時間になりました。

なけ

ﾐすb』 リタイアーの時期が

延びて､ダイビングに

行く暇が取れず困っ

ています6

229吉本好夫

304小野忠雄

皆様ご活躍のことHPより拝

見させて頂いております6今

年は11月に会長と宮古島

へ参加しただけb緋は2，

3回参加できればと思って

います6236近藤敬子

⑲
○

帥Cの皆様

会報や1浬から、楽しﾔ梅

の情報を何時も見させて頂

いていますb2002年も

いろいろな海と出会いたい

と思っています6

362宮村佳代子

/一、

一部上場企業､銀行なども

倒産する時世に平成13年

は何と力乗り切りました。

14年中に何とかなれば

15年には皆様ともう一度

潜りたいと思います6しか

し体力がどうか心配です6

050川口力

数年ダイビングから遠ざかっ

ており、全く潜っていません。

今年は是非ツアーに参加させ

て頂きたいと思っておりますb

皆様のご活躍をお祈り申し上

げます6153本田稔

九州支部等が出来ません

でしょう力も東京までは遠

いですね。（時間的に今年

はマンタを追って石垣に

行き思い通りの写真を得

ました。来年も又元気で潜

りたいですb皆様とご一緒

できればよいのです力､

222大江勝彌

ノ
、

一

言睾蕊頚藏折角ク

しまい

グに行きたいと思っておりますbお休み

の日はガーデニングに明け暮れていま

す6466 古 藤 か づ 子
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一

仕事の関係の新年会とかち合ってしまい出席できず

残念で-ｳ3次の機会にはよろしくお願いしますb私

は現役生活が後1年ほどになりました。今は仕事が

忙しく7月に芥川さんに柏島に連れていっていただ

きましたが、その後はどこにもい洲1ﾉずストレスが

一杯ですも今年は何とか2～3回は遠出をしたいと

考えていますも440石川勝

/王言玉亮二王ﾘﾛｱﾝ行きⅢ_”8)悪
めた後の新年会のお知ら也残念でした・・・身替

り（？）に写真を出させてもらいました。見てやっ

てくださいま也本人はそのうちお目見えできるか

と思いますb何卒よろしくお願いしますも

、468通山多恵子 一

＝
一

屋雲墓、/天≦して6年目が経ち月日の流れの速さに篝壼
すb初めて前会長の上村様に電話をして入会した

時のドキドキ初々しかった頃が鮮やかに想いださ

れますb上村様の人柄に魅せられて入会を決心し

たものの一度もご一緒に潜ったことの無い私是

非実現させたいものです3207大石詔子

役員の方々には大変お世話になって

おりますbダイビングから遠のいて

おりますが今年から鋤ﾛできるよう

に始めようと思っておりますbこれ

からも皆様の楽しい会報で勇気を貰

い、スキルアップ講習会に参加しよ

うと願っている所です6

203宇津木都生子
お世話になっておりますb一度

出席したいと思いながら東京ま

では遠いですも2001年は柏

島と奄美に行きました。

152温品律子

欠廉者の
昨年12月リタイアして､こ

れから自由な時間が持てる。

新年会には今年こそと思っ

ておりました｡残念なことに

日本マスターズ水泳大会が

1/27千葉唐志勤国際水

冴職場で行なわれ､2種目

エントリーしてあり、レース

の前日と言うことで参加で

きませ血出席の皆様によろ

しくお伝えくださし％

277堀田康正

10月関西の南さんたちと石垣島に

行きましたが､台風に直撃され大変な

脚､をしました｡天気の良いときにも

う一度行きたいものです6アクアガL一

デンの社領さんの所にも一寸寄り､お

茶をご馳走になりました。

321久保田健靖

息子や娘の様な若者たち13人と一緒に

座間味島で年末年始を過ごしました。

だが、タンクの積み下ろしを手伝った時

にボートの揺れから腰を痛めて、大きな

息をするとハツとするような痛みが走り

ますb現在396本3月の潜り始めの後

の月末には400末70歳までに1,000

本を達成する目標を立てていますb今回

は都合により欠席させていただきますも

091山下和俊

熱中しておりますソ

シアルダンスのクリ

スマスパーティーで

のデモ出演を昨日終

えホットしておりま

す。来年こそはダイ

ビングの方でお世話

になりたいと願って

おります毛

255遠藤芙美255園蕊

/昨年は5月にﾓﾙデｨブ(バン1
ドス)とグアム、8月SDC･マ

ブ､-ル鋤ﾛ､10月モルディブ

（パームピーチリゾート)へ出

掛け年間50本以上の自己目

標をクリアすることが出来ま

した｡新年会当日は生憎洲縄へ

講習の受講に出かけており欠

席いたしま式皆様方とお会い

できず､お詫び申し上げますb

、“饗菊地ゞノ

毎日元気で仕事をして

いますも仕事炳事前に日

を決めてダイビングは

出来ませんので､仕事の

合間を縫って東南アジ

アのほうに行っていま

すb一人器材を背負って

の旅行は大変です万今後

ともよろしくお願いし

…，古賀晃フ 5
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初めての新年会是非出席したかったのですが、どう

しても都合がつかず申し訳ございませんbダイビング

は一向に上達せず､といっても潜る機会が無く残念で

すb今年は何とか3回は潜りたいと思っています6

447入澤多恵子

返事が翻してすみませんb残念ながら

欠席させていただきますも今年も楽し

いツアーを計画してくださしも又九州

地区での集まりも計画したいと思い

ます6177友部尚子

欠席申し訳ございませんb昨年11月モルディブへ

行ってきました。同時テロ事件の恩恵あり、行き

帰りの飛行機ガラガラ、快適に往復。リゾートの

サービス良好でした。

287石岡弘至

沖縄専門でダイビングを楽しんでおりますが昨年は

台風にやられました。258後藤清孝

あけましておめでとうございますb良縁寺さんに

お声をかけて頂き1月2日伊東で潜りました｡最

高の天気で､海の中も魚やソフトコーラルで賑や

かでした。

（ロクハンのスムーズな脱着方法）

ご一緒した中山千夏さんからのアドバイスdリン

スを袖口裾口につけるとスルーと上手くいきま

す6四苦八苦していた私にとって耳寄りな話でし

た。お・た。め．し°を・・o

129鈴木ヒロ子

11月小笠原に行きイルカ・クジラ。11月小笠原に行きイルカ・クジラ・

サメに会ってきました。嬉しかった

ですも最高でした。12月バリ島で楽

しんできました｡389力畷千諺

例
"

残念ですが､所要の為

欠席しますb何時も会

報砲I悪を楽しませ

て頂いてますb

l26山田隆

欠席しI

報砲’

て頂い‐

126

今年も、ワイド、マ

クロと写真を撮ろう

と思っていますbカ

メラ派ダイバーの入

ご一緒させてくださ

し＄095力畷初広

あけましてあけましておめでとうございます6

役員の皆様方にはお世話になり感謝

しております62002年も又お世話に

なりますb今回も申し訳ございませ

んb欠席させていただきますも会員

の皆様によろしくお伝えくださし＄

151吉田七江

T手なゴルフにスキー､旅

しんできました｡鑓92壁1諺フ
昨年8月4年間のアメリカ生活を終

え帰国いたしました。又ダイビング

を皆様とごいっしょさせて頂きたい

と思って居りま炎どうぞ宜しくお

願いいたしますb幹事の皆様方には

お世話を頂き有難うございますb私

事で今回は不参加とさせていただき

ます604 8佐藤光佐子

平成13年ダイビング36本フィリッ

ピン・ドマゲッティ､インドネシア・

バリ、西表島､モルディブ､）癖は

もっともっとダイビングしたい…。

健康に気を付けて。

294三輪勝廣

下手なゴルフにスキー､旅

行と出来るだけ身体を動

がす.ようj[掛けていますb

残念ですが､新年会の日は

出かける予定が入ってい

ますので欠席させていた

だきます6

244鈴木誠也

おめでとうございますb昨年はマンタに出会うことが出

来ました。海の素晴らしさに感謝･感謝でした。2m2年

は釦Cツアーにぜひ参加したいと思っています6

436志村秀子

昨年5月からカルフォルニアのサンディエゴ

に住んでいますのでダイビングとはご無沙汰

ですbでも今年の5月のラヤンラヤンは参力吋

る予定ですb久しぶりなので上手に潜れないか

も。岡野さんに馬鹿にされるのでガンバリま

すbgjllさんもお元気なようで嬉しく思ってい

ます6会長役も大変でしょうがお体を大切にお

過ごしくださし＄101杉本和恵

/~、

戸、
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ｼﾆｱダｲバーのための､グｲビﾝグ常識事典
Sm顧問大橋禄郎

大橋禄郎◎おおはしるくろう

1936類東京生まれ書籍･雑誌職長を経て、「余N勵薊ら

予暇'別をテーマに大橋予暇5附設エエッセイスト｡プロ級

の水中写真の腕前と30年にわたるマリンスポーツ暦を持ちと

もにｸﾂﾚー プ活動のリーダーを務めてきた。

こうした｢予暇｣活動の雲で、つれ{動きのある思考と行動

を保つ、“自分，を楽しむ名人である。

［ダイビンク］

戦後、日本にダイビングが入ってきたころは｢タイ

ミング」と同じアクセントで「ダイビング」と平板に

発音した｡それが25年くらい前からは｢ダイエット」

と同じアクセントで「ダイビング」と、頭高に発音す

る人が多くなった｡頭高アクセントは最初の発音にエ

ネルギーを使うので､使用頻度が高くなると平板アク

セントに変わる傾向がある。一種の省エネである。

ゆえに、ボート部の学生は｢ボード」と同じアクセン

トで｢ボート」というのが普通である。映画をよく観

る人は「英語jと同じアクセントで「映画」という。

年配の人や､蜘画をほとんど観ない人は｢栄増と同

じアクセントで「映画］という傾向にある。

平板アクセント1.感情を抑えた表現でもある｡いま

の若い人は冷めた表現を好むので、腋氏」も「ビー

ル」も「」も平板に発音する。

そんな中で、「ダイビング」だけは例外である。ダ

イビングがファッションになり、あこがれの対象とな

ったことと多少は関係があるかもしれなし＄しかし、

キャリア20～30年以上の人が「ダイビング」と、

平板に発音する理由はわからない。

私自身、37年前にダイビングを始めたころも「タイ

ミング」と同じ発音で「ダイビング」と言っていた。

進駐軍が持ち込んだものに対する冷めた感情や冒険

的な気分の反映なのか､などと、いろいろ考えられる

が、目下のところは不詳である。

[マリンスポーツ］

かつて､ダイビングもマリンスポーツの1種目だっ

’

た。しかし､水中写真やフィッシュウオッチング､パ

ラオヘの旅がスポーツだとすると篠山脂も舘石昭

もスポーツマンということになるし､バードウオッチ

ングもアニマルウオッチングもスポーツということ

になってしまう。現実には、日本野鳥の会や自然保護

協会は体協やIOCに属していないし､オリンピック

に参加することもなしも

「スポーツ」の定義はむずかしい。『カタカナ語の

辞刈ヤ｣､学館)によれば｢陸上･水泳の競技､野球・

テニス・サッカーなどの球技やボート・登山・狩猟・

武術､釣りなど総称」ということになる。

これに常識的な＃鞭勧pえると、「からだを鍛える

要素､競技性､人とともに、またはグループで楽しむ

活動」ということになる。

ダイビングは人と競う要素は皆無に近いし､体力増

強の要素も少なし＄だれかと一緒のほうが楽しいが、

これは旅の道づれというのに近い。

ダイビングの回数を本数で示し､それを誇示する傾

向、ウエットスーツのデザインを自慢する傾向､機材

のブランドや､その質と量を見せびらかす傾向がない

わけではないが､これはスポーツだけにある特性では

なしも

というわけで､ダイビングはマリンスポーツという

ジャンルから除くのがダイバーとしての見識である。

では、ダイビングとはなに力も平凡だが「水中活動」

というにとどまる。

そこで写真を撮れば水中撮影であり、生物を研究すれ

ば海洋生物学であり、旅をすれば水中旅行である。
・7



一

（4）海洋生物に対する勉強に不熱心な傾向｡魚のこ

とは若い人に任せておけばよいという割り切りがあ

るせいか､ダイビング中に観察した生物の話などには、

いまひとつノリが悪い人がある。

（5）機材の洗浄､乾燥管理など､一連の事後作業

に関して、若い人のサポートに甘える傾向。

このようなことは、1つ1つ注意すればよいのだが、

基本的な考え方として、次のに気をつけるとよい

その多様性こそがダイビングの魅力である。
ザ

腰つきマスク］

近視または遠視の人が着用するダイビング用マス

ク。「マスク」の意味は鼻を覆うことにある。水中メ

ガネというときは鼻をカバーしない､沖縄の漁民が利

用するようなものを指すb

30年以上前、まだ度つきマスクが流通する前は、

メガネの耳かけ部分をはずしてマスクの中に押し込

んでいた。

この状態ではもちろんマスクブローはできず､水中で

メガネが．謝して困ることも多かった。

ようやく度つきマスクが出現し､ソラスズメダイのよ

うな小さな魚のうろこまでが見えたときの感動は忘

れられなし％

ところで､近視に舌蜆が混ざっているような場合、

舌蜆を除いて､近視だけのレンズを入れても問題はな

し＄近視の人や遠視の人で、水中カメラを扱う場合、

遠くは見えてもカメラのダイヤル目盛りが見えない

ということがある。

この場合は､近視の人では上部を近視とし､下部を素

通しとする方法､遠視の人では上部を素通しにして下

部を凸レンズにするという方法がある。

ただし､そういう加工がどこでもできるという確証は

なし＄

1．年齢のことを忘れる。同じ趣味を持つ者同士､年

齢は関係ない

自分が高齢であることを強調したり（おじさん､おば

さん)、相手の年を聞きたがったり、年長者であるこ

とを誇ったりする、古き日本的習慣から脱却したい

/一､

2．司会者､聞き役､カウンセラーとしての年長者の

存在意義は大きい自己主張の欲求が強い若年者と歓

談するときは､ていねいに相槌を打ち､適切な質問を

重ね､相手に関心を示してやることこそ､年長者のリ

ーダーシップの形と心得たし＄

こうすることによって､人々の尊敬を集め、自分の

存在理由を確認することができる｡その意味では最良

の若さ維持の秘訣であり、健康法でもある。

聞き役ばかりで欲求不満になる心配のある人は､日

記を書く、手紙を書く、eメールを書く、絵画､短歌、

#肉などの創作活動をする・・・ことなどでバラン

スが保たれるは-ｳ：[アフターダイビング］

「ダイビング後」のことだが、日本では、ダイビン

グのあと､歓談したり飲食をしたり、散歩をしたりゲ

ームやスポーツに興じたりすること。

「ダイビングも楽しいが､アフターダイビングはもっ

と楽しい」という人も多い。

中高年にとってもアフターダイビングは楽しいが、

歓談や飲食などが中心になり､バリエーションにやや

欠ける傾向ある。

このほか､中高年に特徴的な行動として次のような

点が観察される。

第6回ヴィンテージな会への誘い へ

SDC卿年会&懇親会よりずっとU蜆模で会員同

志楽し＜、くつろぎ交流を深める集しL

新宿の高層ビルから夜景をりいバンドを聞きなが

ら、食べて．飲んで・語る会。初めての方・新会員

の方・賛助会員の方もぜひご参加＜ださ仙

記

1．日時：7月9日（火）17時30分～21時

2．会場：ホテルセンチユリーハイアツト27階

くうプソディー＞（大江戸線都庁前）

3．会費：5,伽0円

4．定員25名・・先曽I頂

5．申込：メーノ収はファックスで

hh8t-ur"asahi-net."jpO44-987-8M

宇留賀達雄

（1）豊富な話題を持つことから、飲食の席では人の

話を聞くことに熱心ではなく、自分ばかりがしゃべる

傾向。

（2）海を見に行く、星を見に行くなど移動を伴う行

動には参加せず、部屋に残って歓談で過ごす傾向。

（3）同性や近い年齢の人との話し合いを好み､それ

以外の人との歓談に不熱心､または苦手意識が強し傾

向。

8
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これからしたい生活

298牧野公177友部尚子151吉田七江269社領孝40g小西ゆみ子

｢これからしたい生活」牧野公
、

砥

#10

、

"1.=園1.号
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1
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これからしたい生活ですか?今､迷っているところで

魂学生の頃は､音楽愛聴者で､就職先としてレコー

ド会社とラジオ局に興味がありました｡結局、ラジオ

番組の制作プロに入社したのですが､正直言って辛か

った｡適性が足りなかった､いや無かったんでしょう。

自分のしたいこと、希望職種と、職業適性が一致して

いなかったんですね。でも、20代の若さです6必死

で仕事をしたつもりですも

転機がやってきました｡放漫経営による倒産商学部

に在籍した経験から､一人でも出来る、定年のなし職

業はと考え、税理士がいいかな？

30代の始めですb会計事務所と受験勉強とアルバイ

トと頑張った｡現在は墨東･錦糸町駅の近くでミクロ

極/1ウの事務所を開いて悪戦苦闘していますbもう、

20年以上も現在の仕事を続けているので適性はあ

るのだと思っていますb税務調査の立合いもけつこう

好きなのです6でも、本当に､今の仕事に満足してい

るかというと全然逆です6自分のしたい生活では無い

のですも

前置きが長くなりました。

私は現在57才ですb年金を頂きリタイアーするまで、

まだ6年以上ありますb私は50才でダイビングを始

めました。旅好きでするそうだ！車の免許をとろう。

日本中を旅行出来る車を買おう。カーステレオもいい

ものを。新鮮な魚介類も食べられる。

そうすれば趣味三昧の生活が出来るではありません

か！

わくわくしてきましたよ。

でも、もしそんな素敵な生活を続けたら、い-うぅれ神様

の罰にあたるのは必定b

そうだ！理容士の資格を取ろう。ボランティアで全国

の施設や病院を巡回し､お年寄りや、身体の不自由な

方の髪を綺麗にさせて頂いたら､神様も私の勝手な生

活を許してくださるに違いなしも大学の先輩に､福祉

施設の園長さんがおりますbその施設では月に1回、

地元の理容士が数人来られるそうです6散髪代として、

散髪者1人につき2千円の費用を､施設がお支払いす

るとのことですもおそらく、市町村の補助があるので

しょう。理容士さんも、道具持参で出張するのですか

ら大変なのではないでしょう力も

でも､迷っていますbこんな自分勝手な生活が出来る

だろうか？自分にとって都合のよいことが､相手にと

って都合のわるいことが多い､世の中ですb大丈夫か

な？しかし､夢を持つことが大切です6そしてその夢

を実現できたら素晴らしいことだと、思っています6

だって､ついこの間まで､ダイビングを楽しむなんて

「まるで夢のよう」だったんですからね。

｢こんな生活をしていきたい」友部尚子

”ー

わたしの思し描く理想的な生活それは､仕事をやる

時には､思いきりがんばってする、そして、遊ぶとき

には徹底的に遊ぶというような生活ですも

一昨年、22年余り勤めた会社を退社しました｡その

中で、勤務地が6回、担当係が10回変わりました。

半年ごとにある異動の時期には､いつもどこへ行かさ
9



れるかと不安でした。

変わりたいと思う時には､変われず､もう少しここで

がんばりたいと思う時には､異動になるのですも自分

の希望した係にはとうとうつくことはありませんで

した。

小売業なので､営對寺間はどんどん延び､いつも退社

時間は、夜の9時半b夕食を食べるのは10時すぎ、

簡単なものですませてしまいますb

あまり健康的な生活とはいえませんでした｡つい寝る

のが遅くなりがちでしたが､朝は､あまりだらだら寝

てるのは余計に身体に悪そうなので､なるべく早く起

きるようにして､出勤までになにかかたづけようとし

てましたが、すぐに時間がたってしまいますb

年2回ある7連休は､ダイビングに行けたし、もっと

もっときびしいところはある､わたしがいる会社はま

だいい方だとは思いましたが、この先､ず－つとこん

な生活していくのは精神面でよくない、と一昨年､会

社が九州地区を分社するのをきっかけに､思い切って

退社しました｡そのころ出会った新しいビジネスが決

心させてくれたのですb

会社勤めの中では、自分の意志とは関係なく、会社の

言われるまま転勤や配置転換をさせられ､それはそれ

で楽しいこともありましたが､これからは自分の進路

は、自分で決めるという生き方ですb

それはそれでとてもきびしいですも

自分の時間は自由である代わりに､自分で管理しなく

てはなりませんb自分で目標をたててがんばる、もっ

と高い目標にしなさい、などと言う人はいませんb

ちょうど今､人生の折り返し点。あと10年ぐらいが

んばったら､諸先輩方のように､年に何度も好きな時

にダイビングに行けるような生活をしようと思いま

す6

海辺に住むというのもいいかな、と思います6

いつも目標を設定し､それに向かってがんばり、達成

感のある充実した生活を送りたいと即､ますbそして

健康で楽しく･

凧の第2の人生」吉田七江

別Xがきた。何処から？釦Cからの原稿依頼、う

そ1いつも皆様の文才にたけてる原稿を読み､感心

してばかり、それなのに自分に白羽の矢がささると

は・・・今回のテーマ「これからこんな生活がしたい」

「こんな生き方をしたい」との事ですが､私ども、あ

まり難しく考えることなく、健康で､子供達に迷惑か

けず､無理しないで自然に美しく優雅に､人様に愛さ

10
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れる生き方をしたいと、願っていますb

H2年に長年やっていました店を閉め鰍も10年以

上手伝ってた）主人65才、私58才のときでした。

それからが2人の第2の人生の幕が上がりました。〆へ
それぞれの趣味を探し実行し､夫はゴルフ、将模、フ

ィットネス、と行く回数も増えてきました。

私は､お茶､お花､書道と、3年続けましたが､教養

の方はとんと上達することなく終止符をうち､動の方

が自分に相応しいと気づき、ウォーキング､一人前に

最高の登山道具を妹と揃え､低い山､高い山と、今か

ら考えるとまあ－よくやったものだと思いますb

H8年､友達3人でサイパンヘ体験ツアーに､岸から

ロープが水深3Mの所まで引いてあり、装備は一人

前にしロープを手探りポイントで座りエサをあげて

同じようにもどってきました。これでは面白くないと、

1ケ月ほどして又同じ友達と、サイパンヘ、ライセン

ス修得にチャレンジし、見事にスベリおわり。

それにも懲りずに､家の近くのショップで､親切丁寧

に教えていただき､H9年に念願のライセンスを手に桿阜
入れ､即cにも入会し、それから現在までダイビン

グにはまっていますも

それまではよく2人で旅行もしましたが､今は主人を

1人おいて出かけますb

ブルーの世界で感動したおり、有り難うと、いつも

感謝しております6でも2人の共通点は､年齢を重ね

る毎に体力力戦下していく事を、痛感しています6

年を取ると最近のことは忘れますが、過去のこと、

悲しい、嬉しい事鮮明に覚えている。

あまり書きたくないが、それが年寄りの特徴だと

か？

あまり良い思いではないが、昔の事を思い出す6

が、その様な寂しい事は忘れて､別々の趣味を楽しん

で､毎日を悔いのない大事な第2の人生を､美味しい

物を食べ､健康に気をつけて､子供､孫達に守られな

がら、生活していきたいと思っています6
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皇

｢人生の最後をハッピにしよう」社領孝

私は今年61才、3人の子供を育て妻と次男夫婦と

孫1才と石垣島でダイビングショプ＆ペンション

アクアガーデンを経営していますも私の今に至る迄の

経緯を簡単にお話させて頂きますも淡路島で生まれ

15才で東京の町工場に就職､25才で結婚そして独立

し工場経営が始まり大手電機メーカーの部品加工業

を58才迄続けました。

その間長女長男そして次男が生れた頃､メーカの海外

進出と共に韓国に部品工場を作り、5年で撤退､借金

だけ力渡りました｡その後会社を立て直し一息ついた

頃60才になったら仕事をやめ暖かい所で魚つりしな

がら生活したいと刷､、日本で一調髪かい石垣島に遊

びに行きここなら老後の生活に適していると考え土

地を買いました｡数年後メーカーの東南アジアエ場へ

の移転が進み私共の仕事が減少し､50名いた社員が3

年で20名に。他の仕事は無いものかと毎日悩み、や

っと見つけたのがデパートの食品売り場で季節外れ

のぶどうがびっくりする高値で売っていた（バブル

期)ので､ぶどうを作ろうと考え日本と季節が反対で

あるニュージーランド（2月に収潤で農園を買い、

苦労しながら4年､ようやく収穫という晦闘に近くの

農園で害虫ミバエが発生し日本に輸入禁止すべて水

の泡老後にと貯めておいたお金も使ってしまい人生

嫌になっていた頃､＜ダイビング始めませんか＞の広

告に誘われ54才で始めて6隼今ではﾀｼrビングが

仕事になっています6

2年前に石垣島に引越し昨年3月アクアガーデンをオ

ープン､今は店の手伝いと魚つりや妻の好きなガーデ

ニングを共に楽しみ､可愛い孫や息子夫婦､犬2匹と

元気に暮らしていますb私のこれまでの人生は喜びや

悩み苦しみの繰り返しでしたが､過去に悔いを残さず

現在の生活に満足し長生きをして､人生これで良かっ

たのだと自分に言えるような生活を心がけ最後をハ

ッピーエンドにしたいと思っています6

「こんな生き方をしてみたい」小西ゆみ子

上記の原稿募集の記事を見ていたら､朝日新聞に､ダ

イバーなら特にシニアのダイバーなら誰でも憧れそ

うな生き方をしている人の記事がありました。

－ベルリン五輪映像で記録リーフェンシュター

ルさん100歳記念し新作映画監隆という見出

しでヒトラーの愛人とも言われたあの女性映画監督

のことです6記事によると74年から2000年にか

けて､自ら2000回以上潜水して撮影したインド洋

の水中映像を45分にまとめたものを､今年の8月2

2日の100歳の誕生日に劇場用映画として公開す

るというものでするざっと計算すると72歳～98歳

で潜っていたという事です6もともと映像の世界で生

きていたけれど､この歳から水中映像撮影に取り組む

というのは、すごい111

私は50歳でダイビングのライセンス取得に挑戦し

よう力迷っている時に(その時はまだシニアでこんな

にダイビングをやっている人がいるとは知らなかっ

たので）68歳ですでにダイバーの人に｢健康な体と

（心もね）やる気があれば出来ますよ」と言われGO

発信したのですb今ではこれが生きがいですも人間て

結構その気になればいけますね。

ダイビングI卦目手が生命の源と言われる海だから､か

かわる度に感動が大きく、それがさらなる興味と活力

のもとになるのでしょう力も80代、90代の方がダ

イビングをしていると聞くとうれしくなりますbダイ

ビングを少しでも長く楽しむためには､体力､気力を

充実させることを常に心がけ､水中映像を撮るために

は､いつまでもみずみずしし感性を持ち続けていたい

ものです6

ダイビングを通してこれからの生き方のお手本にし

たくこの映画の公開が待遠しいですb皆さん､その時

は是非ご覧になって下さし＄
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森は海の恋人
森が薑なら、海も豊か－

276熊言政美さん

いた町で、建具木材業に従事する人が多いんですb

その原料となる良質の木材を弱は肪から集荷しよ

うと昭和38年に木材市場を始めました｡ところが、

10年もたたないうちに、原料は国内原木から輸入

材に転換してしまい、当初の目的からは外れてしま

いました。

熊倉家の初代は1870年末から木材を主に、建

築、土木､建具卸､貸家業を営んでいましたが､私

が婿にきてから製材業のほかに木材市場も始めまし

た。熊倉家は4代にわたり、子なしの夫婦養子だっ

たのですが、私の限りない努力（笑）で6代目の跡

取りはいますから、ホッとしているところです6

「なぜくこの私が…･･･」と逃げ回る？のを、編集長

と2人で強引に説得してご登場いただいたのが、全

日本木材市場連盟副会長で鹿沼原木市場社長の熊倉

政美さんb事前に送られてきた膨大な？原稿を要約。

ご本人に職義則のインタビューをしました。

｢豊かな森は､豊かな水をはぐくみ､豊かな海をつ

くる｣。題して、鰈は海の恋人。森が豊かなら、海

も豐加。今回は､森林の勉強もご一緒に。

へ

－木材を取り扱うのは、たいへんなのですか？

K専門失職だけではなく、山登りもしますから体

力も必要です6常に森林浴をしていますから、健康

にはいいですね。今日まで40年、山の売買で調査

に行き、近くの温泉に泊まって地酒を飲むときは幸

せだなあと思うのですが、そのほかはたいへんなこ

とのほうが多かったですね。

亘堅

80%は輸入材ダイコンよりも安い木材

一日本は国士に占める森林の割合は多いのに、木

材はほとんどが輸入ですよね。
可

一
屋
《
、
一一

Ｊ
。

】
』

一ー■国

ー

K昭和38年ごろはほとんどが国内材でしたが、

現在は80％強が世界中から輸入された外材で、日

本国土の約75％を占める山7伽ﾐらの木材は20％

弱し力使われていませんb主な輸入先はアメリカ、

カナ父ロシア、ニュージーランド、めずらしいと

ころではアフリカ、フランス、ドイツ、リトアニア

などで、最近では北蜘才も増えてきました。

木材は、日本で唯一再生可能な鮒ですb成長量

より消費量がはるかに少なく、備蓄されていくこと

熊言家に婿に木材市場を始める

－どんなお仕事をなさっているのです力も

K一般建築材用の原木を年間4万立方メートル取

り扱っていますb鹿沼は、日光東照宮造営のために

全国から集められた木工建具の職人が数多く住み着
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へ

~、

は国家戦略上悪いことではないと脚､ますが、山林

の半分は民間の所有者で、売れない山林を抱えて収

入は少なく、困窮していますb山林所有者は「大金

持ち」のステータスだったのは昔の話で、いまは勤

めに出る人も多くなっていますも

賃金､輸送費などすべてが木材輸入国より高く、

しかも昭和30～40年と同じという異常に安い市

場価格では、山林を40年以上育てた所有者の収入

はゼロに等しく、市場に出すこともできませAゎト

ラック1台の木材は、トラック1台のダイコンより

も安いんです6

一え－つ、そんなに厳しいのですか。

Kグローバリゼーションの時代に、木材の輸入制

限（セーフガード）はできるはずもなく、木材の大

幅な値上がりも望めませんb

業界としては、円安がさらに進んで輸入材が大幅な

値上がりに転じれば、国内材にシフトするものも出

てきて、現在のシェア18％が上がり、活況を呈す

るのではという期待が

ありますが、それは絶望的でしょうね。

・森林は保水・温隠七防止剛撫

一森林の役目はものすごく大切だと、社会科で習

った記憶があります6

K森林のいちばん重要な役割はダム機能ですb健

全な森は、降水時に約35％保水をしますが、荒れ

た鮴は10％以下と言われ、雨が鉄砲水となり、

下流で洪水を引き起こしたりしますb日本の保水機

能は2000億トンと推定されますが、これだけの

水を貯水するには1m×1km×100mのダムが

2000個も必要なんですも

森彬ままた地球温圏上防止の一翼を担っていますb

石油の使用量を制限してC"を減らすことは必要で

すが、それ以上に”を吸収し酸素を出す森林の役

割を重視すべきだと思いますもアマゾン流域の広大

な原始林は､近年の人口増で焼き畑が盛んに行われ、

森林破壊力碓んでいますbアジアでも焼き畑で熱帯

雨林が失われていますし、その煙害が近隣諸国で問

題になっていますb中国の工場ﾛ鯉から生じた硝酸、

硫酸が偏西風に乗って日本の上空に達し、酸性雨に

より鮒が枯れるという状況もありますb

熱帯雨林の再生はたいへんむずかしい作業ですが、

緊急の課題ですb

アフリカや中国では砂漠も拡大していますが、ダ

ム機能をもつ森林を育てることで､砂漠化防止はで

きるはずです6

・海中林がなくなると、魚がいなくなる

－魚介類が少なくなり、漁協-司直林に取り組んだ

というニュースを聞いたことがあります6森と海は

密接なつながりがありますよね？

K海水の蒸発→雨→森に降雨→川→海という繰り

返しで-効創らね。雨が森に貯水され､地中から少し

ずつ川に入り、海に流れ込むわけですが、森の枯れ

葉に培養された植物プランクトンが、海藻などの海

中林を育てるんですbそれを動物性プランクトンが

食べ､次に小魚が食べ、さらに大型魚が食べること

で､食物連鎖が形成されているんですね。

海中林を育てるには鉄分が不可欠で､昆布などの

海藻をウニ、アワビなどが食べて繁殖しますb海中

林は陸の森林よりも先にできたもので､識ﾎが消滅

すると海中林もなくなってしまい、海中林がなくな

ると、魚介類がいなくなりますb

気仙沼海岸に流れ込む川の上流の赫ネミが伐採され

て荒れ放題になり､急激に貝類力沙なくなったため、

植林をするとしばらくして再び貝類の繁例動§始まっ

たという例や､長い間放置されていた北海道の襟裳

山聴に近い山林が長い年月をかけて森林となってか

ら、魚介類が繁殖したという例などがあります6

－ずいぶん強いつながりなんですね。

K一般的には、北半球は魚影が濃く、南半球は大

型のサメやシャチが多く魚影が薄いと言われるのは、

北は栄養塩が豊富で､珪藻の植物性プランクトンが

増え、それを食べる動物性プランクトンが多く、食

物連鎖が魚を育てているからです6

1髄にもシャチ、ネズミサメがいますが、トド、

アザラシなどが餌になるため、南の鋤蝋と多少

の違いが出ていますb

暁は海の恋人」という人もいますが､植林と撫育

をして森林を{職すれば森彬まあらゆる機能を発

揮し、海の生物を豊かにして、そｵ1が私たち人間に

返ってくるんです6
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・健全な森林は、受益者負担で
『

一「日光の杉並木」は有宅ですが、熊倉さんは花

粉症に悩まされていると力も

Kずいぶん前からひどいので、強力な薬を飲み、

花粉が飛ぶ報iにはできるだけ日本を脱出して、ダ

イビングに行くようにしていますb

戦後の日本は、戦災復興のためにたくさんの木材

を必要とし、価格も高騰しました。荒廃した山も多

かったんですが、朝也から復員した人たちが多く、

山林従事者が潤沢だったため､植林が盛んに行われ、

その中に花粉症を起こしやすい杉の一品種がありま

した。

現在は少しずつ(螺されて減少してきていますので、

しばらく先に苦痛は少し和らげられると思いますb

－副会長として、これからの森林についてはどう

お考えですか，

K森林のもつダム機能と潮ピ作用を大切にするこ

とが必要でｳｰね。空気と水を大切にするために各家

庭に貯水槽を設けるとか、ビルでは雨水を溜め、生

活用水にすると同時に、石油などの消費によるCO2

の放出をできるだけ減少させることが、空気の汚染

を防ぎ、地球制圏上防止に役立つのだと思いますb

山林労働者の高齢化（鞠年齢55～60制と

減少､若年労働者がいないこと、原木のｲ鵬が極端

に安いことで荒れた山林が増えてくると、降雨が鉄

砲水となり、海中に土砂が統計し込んで、生物を殺し

てしまいますb

我々としては､森林を守るための山林労働者の育成

が急務であると同時に、水・空気･森林に対する国

民意識の向上をも図らなければならないと思ってい

ます6

・ダイビングと趣味と、強「うん」人生

一変わって、ダイビングと趣味のお話を。

Kダイビングは現在、280本ですbいままでは

のんびりと潜っていて、沖縄のケラマが自分に向い

ていると思っていましたが、最近ビデオとカメラを

始めたので、いろいろな海に目が向き始めたところ

ですb

ダイビング以外の趣味は30代がゴルフ、40代

14

でテニスとスキー、50代でダンスに#職しました

が、いまやっているのはダイビングとゴルフですね

鮮しくは会報6号参照)。

－すごい「強運｣人生なんですってね？いくつ

かご披露を。

K子どものころから東京の入谷に住んでいたので

すが、東京大空襲で「はぐれ臓猟が瓦屋根をぶ

ち抜き、大きな便漕の真ん中に命中し、火災を免れ

ました。我が家から銀座まではまったくの焼け野原

で見渡すことができたのですから、強「うん」です

よね（笑)。

高校2年の時には､母が｢宝くじの特賞と前後賞」

にあたり、第一勧業銀行本店に母と叔父と3人で、／一､
大きなリュックをもって受け取りに行きました。旧、

札なのであまりに量が多く、運ぶのがたいへんでし

た。

入社試験に13回落ちた後、やっと就職できて、

東京駅のガード下で酒飲みと麻雀に明け暮れて、医

者に「お前は40代で早死にする」と言われていた

ころ、前からいいなあと思っていた、ちょっと太め

の後輩と結婚することになりました。そｵ1がいまの

女房で､家付きでしたので､潔く都落ち､材木屋の

婿になりました。

木材市場が低迷していた1980年冬、一発勝負

をかけて山形県の名刹から1本何百万円もする社寺

木を何十本も買いました。

震繍灘鰯壽醗蒜鐺ﾅ室へ
持ってい力れました。諦めて警察で盗難調書を書い

ていたら、トラック会社から「運賃を払ってくれな

い」と連絡がきて、間一髪取り戻すことができまし

た。

1983年夏には、長い取引先で友人の会社から

多額の不渡り手形をもらい､やむなく会社整理を申

請し､倒産地元紙には「関東北最大の原木市場が

7億5千万円で大型倒函と出て、女房の親戚から

は「バカ燗と親鳥ら札夜逃げをしたい罰寺ちで

離婚も考えたんですが、5年でめどをつけ、199

4年に裁判所から「終結の確定」を受けました。

バブル期に入り、山林土地､建物、ゴルフ会員権

などが値上がりして売却しやすく、再建が早まった

のは幸運でした。

親戚からは一銭の援助もありませんでしたが、昔

の番頭から丁稚､女中奉公の子孫たちが米や野菜を



持って訪ねてきて、

人情の機微にふれま

した。

ホッとしていたら、

女房がめんどうをみ

ていた父親の長姉が

亡くなり、兄弟は多

かったのに公正証書

で女房1人が受取人

に指定されていて、
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負債総額を上回る金額の土地と預貯金を相続するこ

とになったのには、驚きました。

－確かに3罐ですね。これから#戯したいことは

へ何かおありです力も

＝

K1967年に国の木材調査団に選ばれて中南米

をまわったとき、ペルーの手相見に言われた最後の

年が65歳だったんです6いま66歳いままでの

人生行路が全部当たっていたので、強運に恵まれた

人生に感謝して、そろそろお迎えがくるかと思って

いますも

－そんな､そんな……｡ありがとうございました。

ダイビングのときと印象は違って（失礼！）さす

が、全日本木材市場連盟副会長日本の、世界の森

林のこと、木材のことをしっかり教えていただきま

した。

（まとめ･淘蔚1ﾉい子）

関西地区スキルアッブのご案内

＊日程平成14年9月7～8日（士・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

＊募集人員12名（対象50本以下優先）

＊指導者N互〔Ⅱインストラクター

杉本信也

＊内容アドバンス程度（学科・実樹

’
只今休潜中

O24山岸秀香

すっかりご無沙汰のダイビング､数年前より年1回

が、昨年は1回も潜らず､器材もウエットスーツも

出番がなく、今に至っていますb

ダイビングを始めた頃は､伊豆に1年間は毎週通

い、その後は沖縄､南半球と暖かい珊瑚礁の海に、

期待と些かの興奮を持って楽しんでいました。

暫らくした頃、エアーの消費が多くなり、そのうち

キックするのも大きな抵抗を覚え、いよいよお歳？

でもこんな筈ではない、などなど思ﾚ案じていまし

た。

楽しみに1本目を潜ったところ、体が自由に動かな

いし苦ししもレギュレターの不備でもないし、フィ

ンは今までのものなので、もう1本潜ってみました

が同じ状態なのですも

仕方なくその後は船上の生活でしたが、それなりに

楽しむことは出来たのですb大きなカジキマグロの

ジヤンズまたスコーール雲の下に次々 と起こる海の

竜巻剛士観でしたが､海上にいて潜れないのも淋し

いものですb

日本に帰り、日常の生活でも支障が現れ病院へ、

診断の結果、私の筋肉はマラソンの選手が42．1

95キロを走り終えたときと同じ状態になっている

といわれ､驚きでした。

暫らく前より、コレステロール値を下げるために、

1日一錠の薬を処方されていたのですも

それが私の体質に合わず､その副作用だったのです6

その後新聞紙上に、コレステロールを下げる薬の

副作用が多い問題が取り上げられていました。

体質､年齢､環境、その他いろいろな条件が作用す
るのでしょうけれど、改めて自身の体の一端を知る

ことになった出来事でした。

その後服用をやめ元気になりました。そろそろ御帛

をと思っていますも

15



Nu ポイント名

1 フィリピン･スミロン島

2 ﾊ゚ ﾌ゚ ｱﾆｭー キﾆｱ･ｹー ピｴﾝ海域

3 伊東花火と五島根

4 スキルアップ

5 〃

6 〃

＊1 ﾊ゚ ﾌ゚ｱﾆｭーキﾆｱ･ﾐﾙﾝﾍ゙ｲ海域

7 南紀串本

8 バリ･サファリ

9 グアム島

10 パラオクルージング

11 サムイ島

12 ラヤンラヤン

13 モルジブ北マーレ､ﾍﾚﾝｹ゙ ﾘ島

14 西表島

15 タイ･タオ島

16 宮古島

17 ポナペ

39 シパダン

40 〃

41 〃

SDCツアー計画一寶表(2002年1月～2○○2年12月）

日程

1月中旬

5月23日～6月1日

8月9日～10日

7月1日

8月19日

9月9日

2月28日～3月8日

9/11夜乗船
9/15朝バス着

4月中旬

2月18日～2月22日

3月中旬

4月

5月9日～16日

5月27日～6月3日

7月

2月15日～22日

4月13日～16日

6月11日～17日

10月10日～16日

10月24日～30B

11月14日～20日

リーダー名

良縁寺悦子

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

菊川清氏

関川清一

〃

〃

〃

〃

〃

石田邦明

〃

〃

渡辺宏二

阪上洋

〃

刀

番号

26

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

98

12

〃

〃

〃

〃

〃

56

〃

〃

314

333

〃

旅行社他

スーパースポート

ナッソー

〃

〃

〃

スーパースポーツ

個人手配

パイナップルツアーズ

スポートツアーズ

パイナップルツアーズ

〃

〃

P.1.T.

アクアノーツ

ﾊ゚ﾗﾀ゙ｲｽﾀ゙ｲﾊ゙ ｽー゙ｸﾗﾌ゙

ﾐｸﾛﾈｼｱﾌｧｲﾌ゙T.C.

オーシャンダイビング

〃

〃

16

概算費用

80,000位

45万円位

26,000位

15,000

〃

〃

415,000

45,000位

15～20万円

90,000位

160,000位

150,000位

未定

180,000位

13～15万円

140,000位

100,000以下

150,000前後

186,300

180,300

180,300

**中止

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,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）

〃

〃

済

ダイブとカヤック､2泊3日、オプション有､関西地区リ
一グー鳥飼和代､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

日数は個人の希望により自由選択可能。

済

済

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。

コタキナバル直行便増加の予定で日程､予算未確定

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

ショップ･ﾎｯﾄマングローブ､新造ボート使用

済

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

6泊7日。ボルネオダイバーズ

〃

〃

刀



P No. ポイント名

18 クリスマス島

19 ラヤンラヤン
一■＝＝中

20 西表島

21 インド

22 G.B.R

23 石垣島北部

24 サイパン

25 海洋公園

26 伊豆大島

27 伊豆海洋公園or富戸

28 伊豆大島

29 小笠原シート＆ロング

30 八丈島

31 伊豆大島

32 石垣島

33 宮古島｡24ノースﾖット

34 フィリピン･ボホール

35 ﾌィジー

36 インドネシア･ロンボク島

37 セブ島リロアン

38 宮古島。24ノースﾖット

SDCツアーJ画一覧表(2○○2年1月～2刀2年12月）

日程

3月8日～17日

5月16日～23日

7月25日～30日

11月

9月15日～23日

10月25日～29日

5月16日～20日

2月1日

6月11日～14日

7月12日

10月8日～11日

6月19日～30B

9月6日～8日

10月4日～6日

11月7日～11日

7月17日～21日

1月17日～24日

3月14日～21日

5月16日～23日

5月中旬

10月中旬

リーダー名

岡野博

〃

〃

〃

〃

大隅照子

〃

狩 野 幸 繁

〃

〃

〃

宇留賀達雄

〃

〃

〃

秋山真美子

石 岡 弘 至

〃

〃

島尾愛子

清原れい子

番号

132

〃

〃

〃

〃

6

〃

62

〃

〃

〃

197

〃

〃

〃

25

287

〃

〃

192

320

旅行社他 概算費用

日本ツアーセンター 161,790

パイナップルツアーズ 220,000位

個人手配 160,000

下見の上決定 160,000位

ブイ･アイ･ピー 310,000

アクアガーデン 120,000位

アクアリゾート 100,000位

ナッソー 11,000

グローバルスポーツ 55,000

ナッソー 11,000

グローバルスポーツ 55,000

P.l.T 15/24万円位

個人手配 7万円前後

グローバルスポーツ 42,000位

G-FREE 110,000位

ニイヨンノース 未定

アイランズコレクション 150,000

ﾜーﾙドﾂｱー ﾌ゚ﾗﾝﾅー ｽ゙ 150,000

〃 150,000

〃 150,000位

ニイヨンノース 未定
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済

食事･ダイビング込｡8日間｡8名限定。

食事･ダイビング込｡6日間｡御神島､波照島｡食事抜
群。P:フワナハウス､DS:ﾎｯﾄマングローブ

食事込｡DV別｡別費用で観光可。

ダイビング別、リザート島

定員6名位｡未だSDCに馴染んでいない方､大歓迎

ゆっくりウオッチング｡じっくりカメラ派向き｡小物が多い
｡人数6人まで。

済

交通費別。

交通費別､アオリイカの産卵

交通費別､ニタリ？

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）

往船､復飛行機｡基本はボートダイビング｡今迄知られ
ていないA級ポイントに案内できるかも｡乞うご期待｡波
太郎＆プチアイランド

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

4泊5日6ダイブ8名まで

1泊3万円十消費税

済

済

全食・8ダイブ付｡名古屋･成田。ﾋﾙﾍ゙ ﾛﾝﾋ゙ ﾁーH

中止

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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楽しい美味しし=W'jでへ欲〃で-,ヘ外|3雪明りできｵ/11ﾉ1(良需

キーは切り上げて、ペンションに戻り、また露天風呂の

ある温泉一

延泊の方々を後に三々五々にお開きになりました。張

り切りすぎて、翌日は筋肉痛だったのでは？

スキーも達人のU氏とOaさんのご協力で皆楽し<､ケ

ガも無くスキーが出来ました事本当に鯛徴しておりま

すも有難うございました。

会報掲載でダイビング以外の趣味の集いは初めてだと

か・・・・

会報に何でスキーツアーが？？と疑問を持たれた事と思

いますもそもそもの話の発端は、2001年6月の総会

に遡ります6同じテーブルでスキーも趣味のM氏と、カ

ナダでのスキーの話で盛り上がっていまして､"そうだ！

タケコシさんのペンションに泊まってスキー&飲み会が

やｵ1れば良いねえ～"・・と。“でも、人集めの手段はど

うしましょう？”この会話を小耳に挟まれた事務局のU

氏の「会報に案内を載せたら？」との暖かいお言葉に甘

えて、10号11号と2回｢ダイビング以外の趣味の会・

スキー＆雪見酒&温泉三昧」と表して掲載して頂きまし

た｡お蔭様で14名の勤ﾛとなり瞳くは京都から)、宴

会には欠かせないO氏の協力も得撫哩やり？？）それ

はそれは､とても楽しく～J,～時の経つのも忘れるほどに

～終電や深夜バスの時間も気にせずに楽しい時は瞬くま

に過ぎていきましたへ-Jﾘ、

二コ

・・・一夜明けて・・・さすが、晴れ女の居住地！

朝からピーカン11絶好のスキー日和となり、当初はス

キーの予定が無かった人も､スキーをする羽目に～J,30

年振りよ1生まれて初めて1この前はエーッと・・

9年前だよぉ．．などなど賑やかなこと。

気温もぐんぐん上がり、モコモコと着込んで来た方も、

一枚・・また一枚．．と上着を脱いでもまだ暑い！？残

念ながら、午後からは雨がバラついてきましたので、ス

18

｢ジャンケンクーム｣持ち金5側…蝿勝ち残った2人何とまと

も謡言齢咲7，者でした。さす力5蔵ﾛ,……3却月さん

でした。（良需

ペンションをやって26年･SDCに入って7年､まさか

会員の方々 とスキーが楽しめるなど、夢のような事が現

実に！この様な古し帽にお泊り頂き、至らぬ点も多々



皆様のダイビングライフをグルーロZでお手伝いします。

あった事かと思いますも

OOに免じてお許しを11(ooはご想像にお任せで~す）

今や吟宿の間に変身してしまったペンションタケコ

シでの「雪見酒ツアー」にご参加の皆様方楽しいひと時

をご~緒させて頂きまして､本当に有難うございました、

感謝撤しておりますb

‘宥難う.美味しかった．楽しい思い出ができた・・・”

とお客様から聞く度に元気が出る、現地お世話係りでし

た。

←コダニミー

ClubNoah
GROUPOFCOMPANlES

ケラ詞･ノアグルーロZ

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。

…壷壼壼
＝＝一
一＝
一

ZOOZ年9月琴でのスペシャルキャンペーンツアー15%割引
グラーズノア･イザベルI〃、泌一卜畠日間

フィリピン･北パラワン・ア・ZII,v卜島にあるノアグルー･Z
QI1ゾートに滞在するツアーです。sDC会員様に限&1期間

中通常価格より旅行代金を15％割引させて頂きます。詳し
い資料をご希望の方はクラアノア軍務局までご請求下さい。

＝

グラロZノア・イザベル（ブイIjピン･ア弱Iノット島）

＊1島111,メートの隠れ家II弘一卜

*50棟70室のお部屋はすべて水上コテージ

＊全コテージ､冷房＆温水シャワー付

*Iノゾート滞在中の全食事付

＊ダイビングスダイルは至れLI尽せ&1の懸様ダイビング

＊宙1人様参加も婆心､ス額呼フが諌心舗意お世話致しきす

＊ダイビングは1ダイアUSSZう､現地で宙支払い下さい

＊アイランドホゥピング心フィッシング､移とダイビング"外のオ認ショナ

ルは料金に含まれている｡で何回参加しても追加料金はなし

＊叙イビング弱材のレンダルもご用意しておLほす(有料）

調問い合わせ:グラ認･ノア享糊司(株式会牡ﾈｲﾁｬー ﾈｯﾄﾜー ヶ）
〒106-0031束京都港区西麻布1－1－3ワダ園LZ階

Tel(代表)03.5410-0255FaxO3-5410-0256

１
１

ウノし力コーチ噸こ真似しﾉmW1却甥竈”ブエちゃん､ちよっ準

うみたい．．。（良誇

「雪見会に行って来ました！」

宴会総務担当132岡野博

スキーの上手い人・下手な人・普通の人・初めての人・

見るだけの人･二日酔いで死んでる人・皆でワイワイ1

ガヤガヤ！．とにかく楽しい会でした。

そういえば寒中水風呂で鍛えていた狩野さん良縁寺さん

お元気かな…！ペンション・タケコシスタッフの皆様

＝

旺

盛
↓

雫
・

蓉
」

ア
【
ノ
ー柵 うございました。

ダイビングシーズンも芒弓遥ろ到来II

もう鞭齢瀧赫?今聯Newｽー ﾂ翫舵ｽｷﾙも-薊！
●時ﾝﾌｧﾝ蟹ウェ寺トートーライ
すべてのﾒーｶー15’000円(30,000円)で寅替え時に下聯M1だし琴す｡圃格も
芒ごがら更に10%創引114/30憲でのSDC会員様特別企面。

凡
増▲

誰
込

ごp
‘ず 鰄錘塑肥露臓'疹可｡都内の暇ビﾙでｽｷﾙの見直しをし恋しようI

上記のご案内は、JR大井町駅ビルアトレ7F
ジェグサーフィットネスクラ冤内の水深4mダイビング専用認一ル
を利用しての認ログラムです。
sDC会員様は壱ぢろん圏会員料金にてご利用でききす。

i

昨良
、

頁

I ~

･抄 お問い合わせ．ご予綺：ケラァ。／ア大杵町
〒140-0014束京都品川区大井1-Z-1アトレ7儲ジエケサー

営業時間12時～21時琴で(土日19時）ﾌｲｩﾄﾈｽｸﾗｱ内

Tel0Z-参77Z一らO14月曜定休日

I
今

幾ら飲んだって…至謂＝ｽｷｰﾍ盛鼬ゲレンー骨り降りる姿

は全員本当に素敬1詞青らしかったよ(良需

19



新年会に参加して
456市嶋健一467犬山恵子

2次会は孤立する心配と勇気が無く不参加､次回には

と思っていますb帰り際に会員が撮った写真の展示を

見ました。

関､ものを見ているし､こんなに素晴らしい写真が素

人？大j謹動。最近になってホームページも見ました。

やはり写真が綺麗､楽しく､素人ぱなれしていました。

何時の日に力堀も皆さんに見てもらえる写真を撮り

たい衝動にかられました｡今回の入会目的は友人を作へ
る事と海外ツアーですも今までのダイビングは､若い

人としていますが友人になれすミ海外ツアーは人数不

足で不催行bシニアには特に少数派のスポーツです6

インターネットの掲示板に数回投稿しましたが友人

を作るには難しく、そんな時友人からダイビング誌

にSDCが載っていると教えてもらいました｡58歳で

始め今年で5年目、60歳を過ぎたら、したし事を

出来る内に充実した第2の人生をダイビングで楽し

く悔いなく過ごしたいとの思いが強くなりました｡特

に海外が希望ですが､商売しているので､お金､暇を

作るのが難しいですが､料金も安く沢山のツアーが用

意されているのでチャンスができました｡隣の席の方

が「とにかくツアーに参加する事で友達が出来ます

よ」との事でした｡役員が会の輪を大切にし､皆さん観口凰
が友人を作りたい共通の気持と分かり、これからも出

来るだけ封pして新しい出会いを楽しみたいですも

楽しい新年会に参加でき有難うございました。

｢新年会に参加して」犬山恵子

畿__鑓 塗1

咽

､I萱
1ワ
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．
，
一
▲
四
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難
琴
・

新年会の会場の渋谷は何年力ぶりで､どう行くの力煩

惑いましたが11時30分に着き､知り合い､友人も無

く一人参加でしたのでブラブラして時間ギリギリに

会場に入りました。

11月のヴィンテージな会に顔を知ってもらうために

参加していましたが、顔見知りの方は2～3人、すで

にアルファベット別に決まった席はテーブルメンバ

ーの構成も考慮されて会員新会員を交えた8人でし

た｡賑やかな寿太鼓で始まり関川会長の挨拶､上村名

誉会長の挨拶では､会員､新会員との交流､親睦で仲

良く出来る様にと気配りを感じました。

私のAテーブルはお世話係りの大隅照子さんのリー

ドで自己紹介、「聞こえますか?」「もう少し大きな声

で」と気配りです6

とても気さくな方で以前から知り合いの様な感じで、

お話できました｡私は自分から話かけるのが苦手です

が今回は皆さんと積極的に話をしました。

その後､壇上での新会員自己紹介が有るので落ち着か

ない気分で食事をし、100人からの人前での挨拶は

初めてで緊張でした｡皆さんの話を聞いていると単独

で海外ダイビング､何百本潜った人､すごい人が多く

私が理想としている事をすでに実現していて会員の

スケールの大きさに驚きですも抽選会も有り景品に

DⅥ〕プレイヤー､旅行券､等と豪華でした。私は洗

剤が当たり全員に景品がゆきわたり3時間も短く感

じられました。
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《鵬》と《山勤を行ったり来たり市嶋健一

“サン"の"シ'の"ゴ'と新人会員自己紹介の壇上で、

ピカピカのPADIカードを片手にトチッた､非常に覚

え易い会員番号・456番を戴いていますも

ウマい料理、ウマレ楢、ウマい司会､結婚式よりも

格段に雰囲気の良いパーティー､恒例と後で聞きまし

たが､壇上であがらない方がおかしし程の豪華で楽し

い新年会、日頃のお忙しい中を開催に向けての幹事皆

様の準備のご苦労には頭の下がる融､です6

1月26日(封､私､初鋤ﾛの楽しかった新年会､改

めて、ありがとうございました。

10年程前に家族旅行でRATJ島のwDONESIA)に
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行き、既に10回も訪れ､BA皿の風物だけでなく、

Yahoo!掲示板ではとかく噂の絶えないJ狐醜島から

の出稼ぎグループとは異なり、生粋のバリ人､それも

田舎の､昔の日本人の誰もが持っていた純真な人間性

に魅せられ､最近は年2回のペースで訪れ､まだまだ

片言ですが、挙句の果てにINDONFISIA語を勉強し

ています6

98年11月、北東部｡TULAM~RENでの体験ダ

イビングでは､山を下りるのに足がすくむ高所恐怖症

の私､透明度が良く奈落のそこに陥る極度の恐'布に襲

われ､後になりドロップ･オフと知りましたが、イン

ストラクターに『上がりたい！』と事前に教わったサ

インを使いホウホウの体で水中から逃け漏りました。

01年2月家族旅行PArlYMVA･BEACHIHAⅡ』AND)

でのSEA･W4m麺R､水深はたかだか6m、直立し

ての目線からは4In強なるも余りにも美しい白砂と

岩の透明度の高い海中で戯れる熱帯魚の舌瞬に圧倒

されました。
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01年4月ダイビングに再度の#戯､RATJ島･AM~RD

で通常は2泊3日、臆病な私は3泊4日とゆったり

とした日程を組んで貰い､$270で念願のOPEN･

MTRR･DIVE凪となり、こｵlからは竜宮城での《乙

姫さま》を探しに《浦島太郎》を目指します6AIJ

島で楽しみ、お隣りLm肥OK島に移り西岸の小

島GⅡI三島のを含め11本､01年10月、国内初デ
ビューで5本､宿泊費、ダイビング・フィー､海水温

の低さ、重い器材を背負っての苦痛後程､BA皿で

のは殿様ダイビングと知らされましたが､国内はもう

コリゴリ、年2回の海外旅行を利用して、$20～2

5体､器材レンタル＄15/日と、言葉には不自由を

しないのでショップに日本人インストラクターがい

なくとも英語が通じれば良く、TESSMONEY･

MUCHTm皿な現在、廉価に何本も潜りたい、

今は16本とまだまだの超新人ですが、02年4月、1

ヶ月のRATJを中心にINDu咽副A旅行で充分に潜

りをも楽しんで来ますb

MALj亜SIA語とINDONESTA語、ほぼ9割は

同じ言語なので､言葉の通じ易いMAT｣MSIAも訪れ

たく､そうなると､かの有毛なSHHDANGORNEd

を外せず､01年11月ツアーで行く予定が9月の例の

事件､“自己責任の精神'で私からキャンセルせざるを

得なかったのは残念でしたがでベテランでなくては

無理な､難しいダイビング･スポットと聞き及びむ

しろ同行のベテランの皆様の足を引っ張らなくて良

かったと考え一安心しました。

ワンゲル出身なので､山歩きにもまだまだ未練が

あり、シニアなのでもう担いでは無理で目的地まで車

でしたが､つい数年前までは雪上にテントを張ってシ

ュラフに包まり自然と計訴pした生活を送り、2月にも

中高年の山歩きｸﾂﾚー ブ『温泉トレッキング･クラブ』

の仲間20人と雪の残る奥秩父を､軽アイゼンは装着

の必要はありませんでしたが､スパッツは履いて一泊

(温泉)二日で楽しんで来ました。

海でも山でも臆病さを忘れず慎重に､潜りはあと

10隼山歩きはあと20隼但し他人の手を煩わさず

に潜れ．歩けるのが前提ですが､心身ともに日々 元気

に老いを過ごしたいと願っておりますも

SDC懇親会のご案内

SDCのビッグイベント、1月の新年会に引き続き

6月第1週の土曜日、恒例噸絵力周崔されま式

全国の会員の皆様が一同に集い、交流を深めますb

新会員の方．未だ参加されていない方･会員同髄||深

みの浅い方．親しく語り合える絶好の機会ですb是非

万障お繰り合わせの上ご参加＜ださ肌お世話係も配

し、楽しいイベント満載でお待ち致しております6

＊ご案内は改めて会員各位にさせて頂きます。

記

1．日時：6月.8日(土曜日)12時より15時迄

（二次会は15時より178割

2．会場：渋谷エクセノ肺テル東急5階

3．会費:10,伽円

4．宴会：正餐スタイル

＊尚抽選会用の景品を掴共くださる方を求めてお

りますb提供くださる方は総務担当役員：132

岡野博宛ご連絡ください。
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一見､危移かつた話

333阪卜洋

その（1）エアー切れ

’

＠も－

1
紅海へもぐりに行ったとき、ガイドが､一人のアメリ

カ人ﾀｼrバーを私に紹介して、腋はグッドダイバー

だから、2人でもぐるように」と言ったので、ガイド

無しで、二人でもぐりました。

彼はビデオを持参、潮に乗って、どんどん行くので、

しょうがなく一緒に潮に乗って行つところ、リーフを

一周する気かと思ったとたん､戻ろうとバディーが合

図しますので､今度は､強い潮に逆らって、戻ったと

ころ､もう少しで､ボートという時､エアーが来ない、

「ことによるとエアー切れか？！」と、念のため、吸

ってみたけど「スウ、スウ」とかすかな手応えで、エ

アーがわずかし力来なし＄バデイーは5メートル先に

いて、合図出来ず､やむなく、ゆっくり浮上しだした

ら、バディーが気がついたので、エアー切れの合図を

して､浮上を続けたところ、ないばずのエアーがいつ

までも、カォかに「スウ、スウ」と吸えることがわか

った。

ゆっくり浮上しても、水圧が少なくなるから、いつま

でもエアーが出ると、学科で教わっていても、体験し

たのは初めてで、しかも、エアーが少なくなることを

峡い」と言うけど、本当に、渋く感じました。

後から考えると、脂なかった」とも思えるけど、落

ち着いて対処すれば｢危なくない」ことを実感しまし

た。それからは､大瀬埼で､残圧30ぐらいで､湾内

に入り、一旦水深10メートルに行ってから、水深6

メートルぐらいのところを、うろちょろして､エアー

切れを待って､浮上する練習を度々おこなって､エア

ー切れを体で覚えさせて、緊急時に備えています6

（つづく）
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徒然なるききに…

OOg笠松忠海

（最近笑った話）

J英会記渤材のセールスマンが家に来た時の話です6

立て板に水で説明をするセールスマンの話をじっと

最後まで聞いていた母が言いました。

「あんた､今の説明もう一度英語でやってごらん｣儲

の出所)中年深偵団／ニッポン放送～毎朝出勤の支

度をしながら聞いていますも

テレビて瀞番組を観ていた昧妻が「この歌手は歌へ
はうまいけど顔が良くない」と言いました｡それを聞

いた夫が「お前､人間は顔じやないよ」と言うところ

を｢お前の顔は人間じゃない｣と言ってしまいました。

儲の出所)会社の同僚がパソコンにメールで送って

きました～仕事中だったため大笑いして職場のひん

しゆくを買ってしまいました。

（最近はまっていること）

DⅥ〕を5．1チャンネルで鑑賞初めはD,のソフ

トを買っていましたが、高くて4遣いが続かず今は

TSUTAVAのレンタルです6

（最近鑑賞したDVD)

「バーテイカル・リミット」エベレストK2での山岳

サスペンス。

「ユリュン｣過去の怨念にとらわれた韓国軍人(原子
へ

力淘<臘笥軍旬による日本との蔵剛監バトルb

（最近映画曾硬鑑賞した映画）

「千と千尋の神隠し」「シュレック」

（近日中に鑑賞する予定の映画）

「エネミー・ライン」

（最近の初I轄更）

大井競馬場のレ

ストランで食事

をしながらの競

馬観戦「女房を

ねぎらう」とい

う口実に誘われ

三夫婦で行き11

レースを楽しみ「箱入り1鼬循子です］

ました｡小生も女房も競馬場は初めてでした力塒ち出

しは2，500円で済むという快挙（ピギナーズ．ラ

ック）でした。
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SDCの海外ツアーもテロ事件の影響で軒並みキャ

ンセルが続いたようですが､このツアーもたった2人

という寂しさ。現地ホテル側の話｢予約で満室だった

のが日本からのツアーが全てキャンセルになり、来る

のはお宅さんだけです」と。

「実際には何も変わっていないのに海ﾀ脆険地区に

指定されただけでえらい被害を受けた｣とショックを

隠せなし様子でした｡お陰でホテルもボートも2人だ

けで、至れり尽せり状態でした。

大晦日にはわざわざ日本食材の店からおそばを買っ

て来て私たちに食べさせてくれたり、お昼には美味し

いラーメンやカレーも管理人が自ら作ってくれまし

た。

私達2人に3人の現地人が付き､全てこっちのペース

で1ダイブ70分も潜らせてもらえた幸せもだた､ガ

イドさんは海底ばかり這いずり回っている私たち変

態ダイバーを奇妙がっていましたが・・・ ◎

アニラオはまだ知られていない｢そこはどこに有りま

すか？どんな所ですか？」とまず聞力れますb娯楽設

備は何もないただの田舎停電は日常茶飯裏そうな

ると水が上げられないためトイレが流せなくて一苦

笂でも、自然界のペースに合わせて､暗くなったら

寝る、ニワトリが鳴いたら起きる・・・の生活も良い

ものですも

日本からダイビングの講習に来てそのまま居付いて

しまったここの管理人､もうとても日本には戻れない

位にフィリピン化した波長の持ち主

日本からの情報がほとんど入らないため新聞雑誌は

最高のお士産12月28日にその日の新聞を渡した

ら「オーーーッ！すごい！これは12月の新聞だ

－！」と大声で喜んだり、雅子さんのオメデタを3週

間後に知ったりと力も肚事として何が大変ですか？」

の質問に鴎地人を使うことです］と。仕事をしない

で勝手に遊びに出てしまう、そうなbちなみにその子

の月給は5000円。

マニラ駐在の日本人に会ったのでテロ事件の影響を

聞いてみました｡会社からは｢なるべく飛行機に乗る

なb外出は2人以上でも出張は控えろ」の命令が出た

そうですもそれに反して近くのリゾートではコリアン

生
㈹6大隅照子

が幅を利かせて､伸び伸びと遊んでいま､するその説明

「コリアンを拉致してもどうせお金を出してくれな

いから捕まえない」って｡そんな安心のさせ方もある

んですね。

夕方になるとどこからともなくたくさんの子供達が

浜に集まってきますb集団で素朴な遊び､もう日本で

は見られない、ゴム跳びミケンケンパー・・・・実に

楽しそうに．・・・それに飽きるとそのままの服装で

海に飛び込んで遊びますもどの子もかわいくて､純忰

な笑顔が印象的でした。

いつ行っても小さい子がたくさんいるのは､のくつ生

まれているというわけだも

そう、ここのホテル社長（59歳、日本人）に又子供

が出来たって・・・これから子育てなんて！すごい

と言う力、ご苦労様と言うか・・・ホテルの前は全部

海、自然しかないリゾートですも今やこんな所の方が

贄沢だと感じました。

ほとんど人が入らなし梅なので、自然そのまんま｡手

掴み出来そうな数のハナダイにまみれて心癒されま

した｡つい最近見つけられた変態ダイバー向き「バス

ラ」は超興奮ポイント。「バスラ」は現地語で「ゴミ

捨て場｣。なるほど、ゴミがあちこちに。透明度も悪

くきれいな物は何もなしもそんな変な所に珍しい貴重

な物がゾクゾクと出るのです61ダイブ、フイルム1

本では足り無いくらいに面白かったですおゴミ捨て場

は捨てたもんじやない。

こんなアニラホきっと又行くでしょう。

＊飲み代を含む総費用（7泊8日）1人23万円

＊水温26度(5mmでも寒かった）

＊気温朝夕は長袖必要

＊温水シャワー､クーラー有り、蚊やヤモリはいる

＊参加者オオスミクスホ大隅照子
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園島2○○本記粟 念
306宮本節子2㈹1.8.3日'へ－6日

倍にしがみつくという感じで、手を離せば、糸が

切れたたこみたいに飛んでいきます）のですが、当

りましたよ。ギンガメアジのトルネード、大群､壁

状態が目の前で見られたのです6圧倒されて興奮し

て、陸上なら大きな声で胴とすごい」と言ってい

るところですも沖縄のこんな小さな島で、これだけ

のものが見られるなんて感激、200本記念にふさ

わしし梅からの贈り物でした。

気温31度水温297度透明度20から25

m位

毎日夕食後、ダイビングサービスまで行って、海を

目の前にして海風に吹力猟ながら、仲間達とスタッ

フの方全員とで歓談?徴んでお喋りして)｡地元の漁

師さんから獲りたての魚を刺身にして差し入れても

らって、また盛り上がりおいしく頂きました。そし

て、200本記念に寄せ書きをいただきました。

帰りの日は､朝から島巡りに出かけました。トマナハ

展望台」ダイビングスポットのフデ3ｨ崎の上に位置

しているとのこと。気持ちのいい眺めでした。そし

て、洞寺と沖縄海塩研究所へと。ミネラルいっぱい

の塩をお土産にして帰ってきました。

夏真盛りの沖縄､粟国島、沖縄本島から北西一

東シナ海にぽつんと浮かんだ小さな島那覇から小

型飛行磯（9人乗り）に乗り25分で到着低空・

有視界飛行なので、ちなみに帰りは雲が低く、天候

不良ということで、欠航してしまいました。慌てて

フェリーに乗り込み(泊港まで2時間半)､那覇から

の荊う機の出発時間を遅らす手配をして、ぎりぎり

で間に合い帰って来られました。

粟国島にはダイビングサービスが2軒だ仇民宿

も数軒だけで､後は何もない静かな島でも、地元

の人達とお話しをしていると、人間の素朴さ、人の

温もりというのがすごく伝わってきます6

今回のダイビングサービスは僕南海マリンスポ

ーツ｣、民宿は「民宿丸三・食堂あぐに｣。民宿はト

イレ・シャワー付き結構きれいで､美南海マリンス

ポーツまでは歩いて5分程。出港はダイビングサー

ビスから歩いて3分のところにあり便利。また、ポ

イントまでのボートの時間が最高でも15分位と楽

で、1ボート毎に港に戻り、ダイビングサービスに

戻ってゆっくり出来るのがいい。

到着が午後2時半頃だったので、3本目の集合が

3時半ということで、1本潜ることにし、後2日間

で6本の計7本潜りました。

「SAKURA95」では魚がぐつちやりと。ク

マザサハナムロ、ヒレナガヤッコ、タツレマオコゼ、

カスリフサカサ式大きなバラフエeに｡「フデン崎］

の1回目はギンガメアジの群れ、そしてアカモンガ

ラ、テングハギモドキなどを見て、2回目の「フデ

ン崎」ではツムブリが君對1ﾉていて、そしてナポレオ

ンにもお目にかかり、4物はクダゴンンミ

「パイプライン」ではグァム、サイパンには敵わな

いけれど、小さな光のシャワー｡そしてツバメタナ

バタウホウコンハネガイ、オドリハゼ、イセエビ

祭「野岩｣ではエビ穴と貝のクレパス。クレナイニ

セスズメ、ハナゴイ、ソリハシコモンエビ、サラサ

エピ、そして大きなイセエビも

「ボージトマイ」ドロップオフ。夜光貝、きれいな

色のアカイソギンチャクなどなど。

ちょうど、200本目に当る「フデ刻鬮3回目を

ダイブした時、大潮でもあり、流れも相当強かつた
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ず「イリザキ」ということ。

そして、ガイドさんとマンツーマンダイブとなっ

た「イリザキ」は流れ相当強し◎潜降するや否や、

あたり一面青､青､青の世界,まさに海にいるとい

う感じ。根につかまれるようだったら根につかまり

に行きましょうということで潜ったのですが、強い

流れで全然だめでした。

ギンガメアジの群れを見る。

海底遺跡で有名な

皇那国島

(2001.10.31～11.3）

306宮本節子

少し寒くはなったが、まだまだ南の方は大丈夫だ

ろうと思い、海底遺跡とハンマーヘッドで有名な日

本最西端の与那国島へと・・・今年これが潜り納め

となってしまった。

沖縄エコツーリストを利用して、ダイビングサー

ビスは「与那国ダイビングサービス」宿泊は「よし

まる荘｣。ウイークデL－でもあり､石垣行き飛行機は

空いていた。到着日の天候は曇り。帰りは凧しか

し、ダイビング中の2日は良いお天気やっぱり私

は晴れ女！？。・・・と密かにほくそえむb気温平

均して29度位b水温も28度予想していたより

暖かい例年より水温が高いとのこと、ハンマーヘ

ッドの出るのが遅くなるかもと,t』配そうでした。透

明度も平均して30m以上はある。船は大型快速艇

で楽々 ･現在与那国一だそうですb船着場は目の前

すべてドリフトダイブ61ダイブ毎に戻って"蝿。

へ

「ダイヤテイ」2つの穴をぬける。日が差し込ん

できれし＄水中立神岩を見る｡クレナイニセスズメ・

オトヒメエピ･ソリノ､シコモンエビ・トガリエピス・

スミレヤッコ・ツノハタタテダイ。

W観電罰珈流畑重し。まずまず見られたのは城

門、2枚岩のところまでで、メインテラスでは流さ

れっぱなし。ゆっくりと海底遺跡を楽しむどころで

はありませんでした。ナポレオンフィッシュ・ロウ

ニンア乳

与那国観光協会発行の「日本最西端の詔をもら

い、また、せっかく与那国島まで来たのだからと、

民宿からすぐ近く、島の最西端で、西崎の最西端の

碑があるところまで歩いて出かけました。日本で最

後に落ちる夕日をと｡灯台は見えているのだけれど、

周りは林で何もなし道を15分かけて歩き辿り着い

た。周りは灯りがないので、夕日を眺めていると帰

りは真っ暗になるので、少し早めに民宿まで帰りま

した。

黒潮があたる与那国島は､潮流もさることながら、

ダイナミックな海でした｡そして､アーチ､ケープミ

ドロップオフと地形派にはたまらなし＄ハンマーヘ

ッドの時期と海底遺跡をじっくり見にまた行ってみ

たし＄アルコール度60度の泡盛「どなん」をお土

産にしました。のんくえなのかなあ！
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洸の宮剛は与那国DS独自のポイントという

こと。ここは地形派なら願散する。3つのケーズ

太陽光が燦々とふりそそぐ。ナポレオンフィッシ

ュ・カスミアジといった大物から、オビテンスモド

キの幼魚・ウミウシといった4物までずらり勢揃い

（ツバメタナバタウオ・ホウセキキントキ．サザナ

ミヤッコ・イセエピ・ウコンハネガイ等々)。

睦評願」は、海中での鍾謝風モヨウフグ・ア

オギハゼ・ワニゴチ・カノコイセエビetc。

「ヌルガン」はお花畑みたいにきれい。ハナビラク

マノミ・スミレヤッコ・シテンヤッコ・アカモンガ

ラ・カスミチョウチョウウオ･モンガラカワハギ等6

絶対に入ってほしいポイントはと尋ねたら、すかさ
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SDC会報10号が7月に届き、かねてより行きたかっ

たレッドシー、モルジブGBRがクラブツアーに出て

いないか早速開封見つけました！しかも10月しめた

行力れる、再三熱望していましたが冬場に実施が多く、

スキーシーズンは忙しく、夏から秋しか潜れなし堀にと

ってまたとないチャンスですも早速、中部地区企画手配

担当の石岡様に電話したところ会報のE賑Iが間違ってお

り、出発は11月15日で8日間。

現在参加される方は中部地区を中心にした馴染みの方た

ち26名でかなり多く、ここらが限界だが希望者は出来

るだけう謝していきたしも出発までにはキャンセルが予想

されるのでOKとなりました。ところがアメリカ多発テ

ロ事件の影響でスリランカ航空の乗客力減り出発間際の

10月25日に林j発の便が11月より欠航、出発日

が4日遅れとなり、この為私と一緒に行く予定の友人が

いけなくなり又私も帰国後すぐに雪上というぎりぎりの

選択となりました。

11月19日（月）テロ事件の影響と出発日変更で参加

者力沙し減り中部地区7名、関西1名、関東16名の計

24名成田空港集合、スリランカ航空13：20発モル

ジブマーレ直行便搭乗､現地時間20：05マーレ空港

着入国手続き終了後すぐ近くの港よりホテル送迎の

高i裁合へ乗船6

星が見えない暗し梅を静かに出港空には大きな細い三

日月が輝き「あら、あの月向きが平ら」とYさんの声、

ほんとに日本で見る月とは角度が違っていました。童謡

の挿絵等で見る月に腰掛ける人影はこの月から想像でき

たのだと納得し、ロマンチックな気分となりました。船

は20分ほどでパラダイスアイランド樹喬に着き、長い

橋を歩きフロントへ入りました。ここは南国の植物が美

しい庭ホテルを囲む真っ白な砂浜に劉上のある、青い

青し梅が広がり、絵のような素敵な5つ星リゾート、7

日間の滞在が楽しみも

嬉しくなりました。翌20日朝食後ダイブサーピスで申

込み､私のCカードが最終ランクMSDなので9枚のカ

ードがあり、声を出してビックリされ何本と間力珈、7

7本と言ったが177本と書力泳U慌てて違う77本と言

うと又エーッと本数の少なさに卿､た様子bそりゃ－そ

－でしょう、10年前に4ケ月で0W･AD・レスキュ
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－そしてスペシャリティのコンピューター・エクイップ

メント･マルチレベル･ボート翌年スクーターの5つで、

晴れてアマチュアダイバーとしてのMSDとなったのに

翌年の夏は大腸鹿で3ケ月別院、しかもSDCの結成を

したものの、度重なる夏の入院の為潜れなく本数が増え

ませんでした。それでも海外はバリ、シパダン、カリブ

等で潜り、今回は1年3ヶ月ぶりの#職で耳抜きが心配

でした。’本目に案の定耳抜きが出来ずバディの川畑様へ
が付き添ってくれ何度も潜降を試みるが抜けず､大事を

とって第1日目はダイブ中止、ホテルでのんびりゆった

りリラックスを決め込みました。

！

1部屋と言うより1軒づつの様に海に沿って蛇行した建

て方で､裏庭の椰子や熱帯樹の間に海が見え､ベランダ

の寝椅子に身を任也波音を聞きながら微風が頬を撫で、

いつし洲民る、これぞ正しく楽園と言えるでしう。翌日

は風雨が強く悪天侯風と強風による大波でダイブを休

む方が数人出ましたが、私は休養充分潜ることにしまし

た。今日よりガイドはエイコさんbロープとブイを持っ

てきて下さり、又バデイの川畑さんには昨日プールで耳

抜き指導を受けての再擁淡ローブレづたいに徐々 に潜降、

今度は上手く耳抜きが出来ました。

海の中は以外Jや穏やか､透明度も前日より良くなり、聞

きしに勝る魚の種類と多さ、さすがモルジブの大群現れ

る。魚の名前は忘れましたが、固まったまま動かない

群があるのには驚きでした｡私は4日間､8ダイブ潜り、

へ
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耳も順調に抜けるようになり、海中は日毎に透明度が良

くなり魚群も増え､尻上がりに好調､有毛なナポレオン、

ホワイトチッズイソマグロを見、ヨスジフエダイ、ウ

メイロモドキ、タカサゴ、クマザサハナムロ等数千匹の

大群が次から次と現れ､珊瑚に群れるハナダイの群の中

を潜り又､最終のHPリーフで見た虹色のソフトコーラ

ル､岩からぶら下がっているその色と形の素晴らしさ、

その見事なまでのハーモニーの美しさは最大の印象でし

た。今は雨期と乾期の境目、オフシーズンでしたが、ま

ずまずの透明度運良く4潮に当たり流れも緩く、魚多

く大満足さすがモルジブの景観でした。止拠でのダイ

ビングは時間的にゆとりがあり、午前中1本終了後ホテ

ルに帰りゆっくり昼食休憩午後1本でシニアとして疲

ｵ1ボのんびり出来て大変気に入りました。欧米人の方

は夫婦で砂浜で寝椅子を出し日光浴､読書三昧。これぞ

リゾートの過ごし方ですわ。名前の通りパラダイスアイ

ランドはやはり憧れの楽園でした。次の目標はGBRい

や、レッドシーかな？鋤賭の皆様は私のSDC、004

を気にされた様子ですが本数を競っていませんし､会結

成の趣旨は会員として行きたくなればいつでもダイブ仲

◆

間の会があり和気藷々 いつでも参加できるクラブツアー、

こんな嬉しいことはありませんb

この様な会の広がりを期待していますもこれからもレッ

ク（沈濁、デイープ(深場)などやってみたし事の一つ

ですもリーダーの小野様、手配の石岡機バディの川畑

様きめ細かな連絡と心配りに初参加者や僻不足の者

に安"[感がありました。大変感謝していますも本数の多

い方も自分の初心の時があったことを思い出し、経験の

少ない方へ優しく接して頂きたく存じますもクラブ創立

に関わった者として一言・・・・参加された皆様大変お

世話になりました。有り難うございますbお汎雪で楽し

し旅となりました。

（参加割川畑和弘。日置恵夫｡宮澤尚子･松田直彦・

石井幸子･永松輝夫･三輪勝廣・百野博久･三宅尚・立

花佐知子･福井松雄･豊島良恵･小菅かづこ･石岡弘至・

原勝代・吉噺ﾛ子・浅原昌子･横井康江･福田孝子･長

野恭子・向山雅子・河原信子

祝100本･200本達成おめでとう

今回のモルジブ・クラブツアーで100本、200本達

成の会員が6名有りました。

現地リゾートで参力暗の皆様より、ケーキ・ワインで盛

大な祝福がありました。

100本達成:304zI閏癌雄･271笥崎和子･23

1原勝代、119小菅かづこ

200本達成:369日置恵夫、247長野恭子

おめでとうございますも今後益々技量を磨き、誇り高き

シニアダイバーとして、後輩会員のｷ鱒をよろしく御願

いしますも287石岡

p
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タオ島の海岸

サムイ島はともかくとして､タオ島は一般にはまだ

あまり知られていませんb私がタオ島の存在を知った

のはパソコン通信のフォーラムを通してでありまし

た。

手付かずの自然力曠っていて､そして海しかない小さ

な島というふれこみであった。

きれいな海しかない…というところがいたく気に入

って､その気になっていたのでした｡会報に募集を呼

び掛けたら、1名の方から是非ご一緒したい、との反

応があり意を強くし､その気がまた一段と膨らんだも

のでした。

そｵlから2年ほど経ち､遂に2月15日から6泊7日

の､思いもかけぬ会員11名とのダイビング三昧のツ

アーが

実現したのでした。（12ダイブ）

ヤシ摩を獲訟見地人

28
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タイで3番目に大きな島､サムイ島の北方約70k

mにあるタオ島は南北7km､東西3kmの小さな島

で､島の周りにダイビングスポットが､点在していま

すb

サムイ島からデイー・トリップでくる人、タオ島にス

テイして潜る人など様々で､ヨーロッパ系のお客さん

が多いように感じられましたが､現地人以外の｢ガイ

ジン｣はアメリカもオーストラリアもイタリアもドイ

ツも私の目には、み－んな同じに見えました。

期間中の食事が現地タイ料理が中心であるのは分

かるとしても､イタリア系のヒザやパスタの店が多いへ
のは､そちらのゲストが多いせいでしょうか・・・い

ずれにしても、食事に関しては苦労しませんでした。

サムイ島に2泊、タオ島に3泊したのですが､サム

イ島は高級なホテルが立ち並ぶリゾート地(チャウエ

ンピーチ)、一方のタオ島は素朴なバンガローが中心

の島で、こちらはテレビもラジオもエアコンもなし、

お風呂も水のシャワーだけでお湯は出ませんb

俄々がステイしたバンガローでの話で､もう少し立

派で賛沢なところもあると思います）

タオリソートのレストラン

しかしこのタオ島、ちっとも不便さとか､不決感を

覚えなかったのは私だけでしょう成朝､空が白々と

明ける頃シャワーのような蝉時雨を浴びて目を醒ま

します6穏やかな海を眺めながら､やさしし潮騒を聞

きながらの朝食はマンゴジュースを飲み、トーストを

食べ、時にはタイ風のオカユをいただく。
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リーダーと一緒に

時がゆっくりと流れてゆき､豊かな気分にさせてくれ

ますbもちろん､埋めく星空の下でのアルコールは格

別の味がしたものでした。

嘘しの楽園､タオ島」のキャッチフレーズは間違い

のないものでした。

そう云えばフィリピンやバリ島でよく見かける物売

りや子供の姿などあまり見かけませんでした。

さて､海ですb残念ながらエルニーニョの影響か知

りませんが､今年は下層に濁りがあって今ひとつでし

た｡例年ですと､ジンベイが出たりして人気の高い｢チ

ュンポーンピナクル｣というポイントも浮遊物が流れ

ていて、透明度がもうひとつでした。

空

p

ｻﾑｲ島観光で象のショーを見る

ただ､台湾カマスの群とかイエローテールバラクー

ダの群とか印象に残りました｡珍しいところでは､ブ

ルー・スポッテドステングレー､そんなわけでガイド

はどうしてもマクロ系のものを見せたがりました。

ギンガハゼはよ－く見ました。全般に､天気は好く

DSもまあまあでした｡魚影は濃かったし、どうして

も、もう一度水の好い時にチャレンジしたい､そんな

価値のある海だと思いました。

鋤賭:石田邦明､坂東正朗､宇留賀達雄､熊倉政美、

百野博久､戸塚明夫石井幸子、田辺絢子、島田美世

子、佐竹綾子、浅原昌子、寺島和子

言…合宮真(於:サムイ）
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念願の船旅を終えて
303田所恭子
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2000年に日本丸で世界一周船旅をした。現役時代に

は考えられない100日旅である。3月に晴海港を出港

1ﾉ神戸港→香港→シンガポール→コロンボ=スエズ運河

を経て＝ポートサイド→クシヤダス→イスタンブール

→ドヴローヴニク→ヴェニス→リボルノ→ニース→マ

ラガ→リスボン→ラスパルマス→サルバドル→ヴェノ

スアイレス→リオデジャネイロ→レシーフェー→アマ

ゾン河口村落を見る→キュラソー＝パナマ運河＝アカ

プルコ→サンフランシスコ→バンクーヴァー→ジュノ

ーーヤクタット湾＝プリンス・ウイリアム湾＝アリュー

シャン列島に沿って太平洋を渡り北海道から東京に6月

末に戻るコースであった。船旅というのは､飛行機で行

く旅と違って体を横たえてゆったりベットで眠っている

間に他国へ着く。かって経験したことのなかった「荷物

を持っての移動はない｣峡い座席で眠ることも不十分な

やるせない」といった窮屈さはないなどゆったりと、時

間のゆるす者だけの特権であると乗船してみての実感で

あった。というわけでだろう剰緒の年齢は約74～5

歳だという協なん力培いのだ！ウヒヒなんて有頂天に)、

高齢者ばかりでなく、車椅子然り、何らかの障害を持つ

ものが1割居ると知らされた。陸地では味わえないであ

ろう自然の中の「イルカショウ」群れを成して、船の水

先案内のごとくピョンピヨンとあっちに3頭こっちに

5頭といった案配に飛び交って楽しませてくれる。鯨も

イルかと同様どこの海でも見ることができた。赤道に近

づくと白カツオ烏が船に沿って飛ひ淡い獲物を見つける

とドボンとI垂直ダイビングiといったショウを見せてく

れる。パナマ運河では、灰色ペリカンが小さなブイの上

に山盛りになって‘押し鐵頁を”していた、泥だらけの

中に大きな鰐が流卜:の如き恰好で「ウルサーイ」といった

顔をして睨んでいた。アリューシャン列島に入るとエゾ

30

ピリカが群雀のように飛び船の周りをにぎわしてくれた。

私のとっては、パナマ運河を越えて間もなく海亀の浮遊

風景が楽しく、ひがな－日船橋に立って波間を眺めて楽

しめたことやアラスカのプリンス・ウイリアム湾にはい

ってまもなくラッコが群れており，流氷の上で仲間たち

が代わる代わる海に入ったり出たりしている姿や赤ちゃ

んをお腹の上に乗っけて浮遊している．お腹の上で貝を

叩いている姿力噸られたり、アザラシがヒョッコリ船の

下に顔を出して「ナンダコリャー！」と珍しそうに眺め〆ヘ
ていたり。湾の入り口でば畦が1メートル程ピヨンピヨ

ンとまるで舌隣しているように広範囲に群れていた。湾

内にぱ沢山な海の動物たちが生活している姿に出会っ

た感動これは特別なものだった｡私がもう一生観られな

いであろう悔しがったのは、お茶の時間におしやくりに

夢中になってアザラシ500頭位のハーレムのあった島

を通ったのを見逃してしまったことであった。

『海上は雨の日が少ないです刺と言ったら船は雨を

避けて通ってますから」と冗談めいたことを言われて驚

いたけれど､すべてを避けられないにしても客船ならで

はのことで、これもサービスのうちだと教えられた。

サービスといえば船内放送で「ただいま右舷前方に鯨

の群れがいます］と船室の客たちはどっと船橋(蝶まっ

て大騒ぎになるのである。コロンボを出港してまもなく

それはきれいな珊瑚礁の島々、気候は夏,船橋で一日過へ
ごした夢見心地の日であった、これにはモルジヴ諸島ま

で南下してくれたのだという。しかし、私は､海の上で

のことだけでは満足できなかった。

シンガポールからタイにかけ又アカバ（ヨルダン）の海

中は､珍しし漁達力観られるのだが、このようなところ

で'ダイヴィングできたらどんなに素晴らしいことだろ

うな頭の中はそれで一杯になっていたのだけれど船は

サッサと先へ急いだのだった＄このようなとき気が大き

くなるもので｢又別途モグリに来ればいい」なんて格好

よく。ところが3ケ月旅でく至る所で感動＞し、エネル

ギーが稀葬もしたの力帰国してのち“ふぬげ,のようにな

ってしまった。カルチャーショックか？ボケか？が、

旅も3食昼富付きという'浮幽雅れのi後遺症朧陰復帰に

時間を要す』だったのだ今回は､海上での感動で終わ

ってしまいました。また機会がありましたら陸上の感動

も 披 露 し た い と 思 い ま す 6 おわり



おし獲りダイバーの独り言

35B渡辺靖明

持ちたいと考えているに違いなし＄名簿から拾ってみ

ると、468名の会員の内、ご夫婦で入会していると

思われる方は、25組であった。実際にはダイビング

そのものは夫婦で楽しんでいても､会員には一人だけ

がなっている方もいるでしょうが､やはり、おしどり

ダイバーになるのは難しい事を示しているのではな

かろう力も

私も100本を超えるまでは､若いガンガンダイバ

ーにも付き合ってきた。

しかし､今では本数よりも楽しい、中身の有る崩了を

したいと思っている｡ハワイやサイパン等に行くと観

光スポットやゴルフ場が目立つbどちらかがダイビン

グをする夫婦が4～5組でツアーを組み昼はダイビ

ング組とゴルフ組等に分洲1へ夕食は一緒に皆でワイ

ワイやる､などの計画があっても良いかな等と勝手に

考えている。

へ

名

一画
露

際蕊

趣味の欄に[ゴルフ、スキューバダイビング…]と書く

と、たいていの人はチラシと無残になった私の頭を見

た上で｢へえ－､ダイビングってあの酸素ボンベを背

負って海に入るあれですか9」と聞いてくる。

次いで職はいませんか?」更にはW可メータぐらい

潜るのですが?」と、この3つが質問の定番である。

こんな質問にそれぞれ答えたあとで｢初めて潜った

時は珊瑚礁の素晴らしさに感激しました｡地球上にこ

んな世界が有ったのか､これを知らずに人生を過ごす

人は気の毒だなと思いましたよ。貴方もやりません

洲と誘ってみる。

しかし､すぐに乗ってくる人は稀である。山の中で育

ったので泳げないし海が怖い､耳に障害があってやり

たくても出来ない､この年になって今更そのようなも

のに挑戦する気は起きない、等々である。

私は家内の強烈な勧誘を受け、61歳でCカード

を取ってこの世界を知った。

しかし､私も未だに会社勤めの身のために、SDC]y

アーには日程が如何しても合わず、結局何時も老年お

しどりダイバーになっている。

何時も雌の後を付いて歩くおしどりなのだが､おしど

りで居るとバデイには苦労しないし､自分の都合の付

く時にさっと相談が纒まって出掛けられるなど良い

所がある。

若い女性ダイバーも人畜無害だと思って､安心して寄

って来るので､ギャルのメル友が何人か出来たという

副次的効用も有る。

卵Cの会員の皆さんも、出きれば夫婦で同じ趣味を

蚕
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■
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匡
』
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可 1

ニューカレドニアの国鳥でもある『カグー』は夫婦

仲の良い､生掛目手を変えない烏だが餌を取るときは

交代で外出する。

人間力輔まえて､夫婦を同じ椎に24時間一緒に入れ

て飼育すると、ノイローゼになってしまうと言う。
おしどりダイバーならぬカグーダイバーも偶には楽

しいのではなかろう畑

釦Cツアーに一度も参加した事の無い私が、こん

な事を云ってもまずいので､今年の夏以降退職したら

先ず、SDCツアーに一度封pさせてもらうのが先決

だと思っている。

その折には、どうぞよろしくお願いします6

以上
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で送ってもらえるが､使用中の時は腰まで水に漬かり

歩いていく事になりました｡フィリピンではこのスタ

イルが一般的なようですも他に潜るお客さんが居ない

ため､我々で5日間アウトリガーボート1艇貸し切り

となり、今日はリゾート近辺でチェックダイブを兼ね

軽く2ダイブ､乗船後チーフガイドのジョーよりブリ

ーフインクも今日のポイントの魚は､両手を大きく拡

げ約1m/位のジェスチャー。しかし指先は親指と人差

し指で10cm、フィリピン流表示で大物はいません

でした。大笑し31本目はホヨホヨポイント、プラン

クトン多く濁り､透明度10m程度｡キンチャクダイ、

スズメダイ、ハナダイ等｡物など力喋まり賑や力も

2本目はボホールビL－チ前透明度は少し良くなり15

m程度。ここは南洋ミノカサゴが多く印象に残る。

一日目終了｡初めて海外ツアーに封pした方ならば珊

瑚の美しさ、色々なクマノミ、ウミウシ､色とりどり

の4漁で感動すると刷､ますが､今回メンバーは海外

ツアー10回以上の方ばかり、この程度では感動無し、

明日よりの大物に期待する。

夕食後は7時より11名同じテーブルとなり、毎日バ

ンド演奏が有り誠に賑や力も今日の話題は｢天然ボケ」

皆様歳のせいか､忘れ物が多く話題は尽きなく盛り上

がる。明日からはのんびりやろうと決まり、朝食は8

時、ダイビング集合は9時半と決定6

1月19日(士)今日より本格ダイビン孔今日の目標は

バラクーダの群･ギンガメアジの群を目指して船で約

40分のバリカサグ島診、

暖かくて静かで､透明度の良い海で安全第一に潜りた

い私は､今年初潜りをSDCクラブツアーのフィリピ

ン･ボホールヘ参加申込、申込当初は20名ほどの参

加希望者と聞きましたが､米国同時テロの影響か､出

発1ヶ月前には11名に減っていました。

1月17日(ｵｳ成田空港12:55参力暗11名集会チ

ェックイン手続き、14：55定刻鳥繼､機内もテロ事

件の影響か定員の半分強の乗客で参加の旅震れた方

達は､直ぐに開いた席へ移り、のんびりと約5時間の

フライトを楽しみました。19：30定刻セブ・マクタ

ン空港着入国手続き後､荷物を受け取り出口の両替

所で現地通貨ペソに両巷しかし両替所が公設と民間

が5mと離れない所に有り、民間のほうが率の良いの

にビックリ、お国柄力唖然としました。出口でリゾー

ト送迎の大型バスに乗り約30分､今日1泊のパシフ

ィックセブリゾートに到嵩リゾートのスタッフから

明日以降の日程を聞き、部屋割り後夕食明日から1

週間晴天を祈り乾椛

1月18日(金)今日は目的地ボホールビ:一チクラブヘ移

動の為、日本で嚇色対しない早起きやれば出来る、早

朝4時ロビー集合､今日より1週間我々に付き添い同

行してくれる旅行ガイド兼ダイブインストラクター

の現地スタッフジョーとウイニーを紹介され行程説

明後､車2台に分乗セブ港へ移動､高速船へ乗船約

1時間半でボホール港着又車2台へ分乗リゾートへ、

途中一度来た事がある方の指示で市場へより、水とマ

ンゴーを購入し10：30分頃、ボホールビーチクラブ

到着各自部屋へ落ち着く。ここまで来るのがなかな

か大変であるが来た甲斐があった｡部屋の前は良く手

入れされた幅30m程の椰子並木が続き、その前に白

砂の浜が数キロ続き､部屋より椰子並木を通して紺碧

の海が見え､敷地は広く素晴らしいロケーションのリ

ゾートでした。

昼食休憩後､午後2時レストラン前のプﾐー ﾙ奥､浜辺

のダイビングショップ集合ダイビング出発。

ここでは浜に桟儒が無く遠浅の為､ダイビング用アウ

トリガーボートは浜辺まで来れず､30m程沖へ止まっ

ており､観洸用平底グラスボートが空いていれば船ま
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船上で誰かがガイドのジョーに昨夜バラクーダヘ電

話したかと聞く。勿論連絡をとった。○Kと返事有り

1本目ブラックホレスト､透明度20m､ここは保護区

珊瑚は美しく各種クマノミが多く見られ小魚も一段

と多い美しし梅でした。

船に上がると島から物売りのオバちゃんが4～5人船

に乗り込んでおり、船を間違えたかとビックリ。この

オバちやんを運んだカヌーで島へ上陸レストランで

昼食{ｵ態｡食事は意外と味付け良く旨しも熱いスープ

が好評でした。2本目フィッシュサンクチュアリ。水

深20mでギンガメアジの群に出会うが20～30匹程

度今日は大物に出会えず､皆でジョーにもっとしっ

かり電話するよう冗談を言う。

1月20(日)今日は船で40分程のパミラカン島－1

本目は島より100m程のところでエントリーするが7

人入った頃､急に流れが速くなり安全を期してダイブ

中止｡エントリー済の者も船に戻り、予定に無かった

パミラカン島上陸今日は日曜日の為教会へ行く人が

多く、浜辺の集会施設に居た現地の人々 がテーブルク

ロスの掛かったテーブルと椅子を我々の為に気持ち

良く空けてくれゆっくり昼食をとり、島の散策ここ

でマンタの干物力汗してありビックリ。午後は流れの

期､フィッシュサンクチュアリ。地形が面白いポイン

ト。しかし/j物が多くマクロ派の方に1ｺ魅力あるポイ

ントでした｡今日の夕創義外はすごいスコールも散

会時にはスコールも止み､部屋に戻りかけた時椰子

の葉の上の方でクリスマスツリーに点灯したような

光･光･光････ホタルの群が葉先の水に集まった様子b

実にきれいでこれは幸運の前兆だと喜びました。

1月21日(月)今日もバラクーダを捜しにバリカサグ島

－またまた船上でガイドのジョーに昨夜バラクーダ

にしっかり電話したかと聞くと、電話した｡今日は月

曜日間違いなく出勤する。ダイジョウブ○K、と返事

があった｡1本目ブラックホレスト｡エントリー後10

分ほどでガイドのジョーがドロップオフの先を指すb

何やら黒い大きな塊が見え始める。ついに出ました、

バラクーダの猟かなり大きい近づくとなんとその

群の下にギンガメアジの群も居る｡ギョロッとした目、

ギザギザを絵に書いたような歯もしっかりと見え壮

観でした。このときは全員パニック。てんでにバラバ

ラとなるがさすがベテラン揃い､群に突っ込む者は無

く群を乱さず20分程撮影を楽しんでいました。午後

2本も、アンコールで同じポイントヘ何と今度はバ

ラクーダと分力れたギンガメアジの群と遭遇､今日は

ラッキーな1日となりました。

中部地区主催ツアーで何度も海外へきていますがバ

ラクーダの群を見るのは初めて｡ガイドのジョーとウ

イリーの執念で素晴らしいバラクーダの大群とギン

ガメアジの群を見せていただき全員大満足｡尚エント

リー､エキジットの際はこの二人と船長と船長の息子

さん四人で手際よくフォローして頂き､久々 に気持ち

良く殿様ダイブを澗契しました。

1月22日（火）今日はリゾート近くで、1本目はア

ロナハウスリーフ、2本目はアークポイント。今回ツ

アーの目的を昨日達成の為軽く2ダイブで終了。

1月23日(水)午前中休息､･リゾート散策｡午後2時リ

ゾート出発oセブ島で1泊し、翌日1月24日休）

成田空港午後1時着再会を約し解散
鋤賭:永松輝夫･松田直彦･杉本康行･河圃言子･石ｿ捧子･江

田隆･原勝代･三宅尚・立花佐知子･石岡弘至・三輪勝廣
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SDC賛助会員通信信
*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b

＊三宅島での噴火以来なかな力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b

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も

＜パラダイスアイランズツアーお勧めのツアー＞

＊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

34

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｡』

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.jF

travel@nail3.wisnet.ne.jp

＊ナッソー

伊豆半島、富戸のスキューバサービスステーション

SDC会員ならCLUBNASOの特典がオールクリア。

例えば富戸､1.0.Pが2ビーチガイド付で9,500円。

1人でもマンツーマンで対応。スキルアップも常時

平日受付b利用の際は会員番号の提示をお忘れなく。

伊東市富戸1194-2nLO557-51-7400(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b

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b

神奈川県川崎市宮前区平1－8－13－101

TEL:044-861-0512

三井住友海上火災保険代理店（五反田支社所属）

http://www.inmSmm/YA/

YAPlanning新井良子

Eメール:arai@intoss.com
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SDC賛助会員通信
*㈱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。

主な取扱いは、東マレーシア全般bバリのトランバ

ン、インドネシアのメナド等です。新しいところを

開発してくると、航空便が飛ばなくなったりして、

残念な状況が続いていますが、どこか良いところが

ないかと情報を集めています。よろしくお願いしま

す6

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-mall:的…2.so-netnejp

*G-FREEDIVINGSERVICE

2000年4月に石垣島1脚の伊原間を拠点にサービス

を開始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｢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づの海のポイント

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6

〒gO7-O332沖縄県石垣市伊原間26-29

TB_O9808-9-2191

FAXO9808-9-2191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

手にロギング､充実のひとときをおすごしください。

スタッフ紹介：

星野修：‘66年生まれの29歳？？？デザイン学校

を出ていても今は、ダイビング屋さん。グローバ

ルに入社して、もう6年。ガイドのポリシーはナ

チュラルでワイドなダイビング｡愛称｢ホッシー」

新潟県出身、A型。

荻島浩二：伊豆大島を南の島と思って疑わない私、

皆さんにリゾート気分を満喫して貰うのがモット

ー。愛称「オギりん」埼玉県出身、A型

有馬啓人：大学卒業後、大島の海の魅力に取り付か

れ親の制止を振り切り大島、時間があれば魚の

図鑑を開いて勉強中（魚オタクじゃないですよ）

西谷香奈：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、鳥や植物・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

TELO4992-2-1966

FAXO4992-2-3914

＊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？！

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

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？
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SDC賛助会員通信
「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

O

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

いらっしやいません。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ィングも、ビギ

ナーダイバーに最適1料金もリーズナブル。

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。

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！

スポートツアーズ

TELO3(3865)O130(代）

FAXO3(3865)O138

http://wwwammisho・cojp/sport/
↑ホームペー

瀞露悪で紬
＊アクアガーデン

帆'JV.6000
石垣島北部の自然豊かな地区、伊士名に在り地中海

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。

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。

ダイビングショップと宿泊（全室ベッドルーム）が
36

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。

ポイントはマンタをはじめサンゴの美しい平久保崎、

小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石垣市字桴海337-23

アクアガーデン代表社領孝

hO980-89･2152FAXO980-89-2158

E-maila-頁37＠us､ocn､ne,1K

SDC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も

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も

＊ナッソー

フインキックの指導。辰巳プールb詳細はお問

合せください。

伊東市富戸1194-2瞳0557-51-7400（柳田満彦）

＊クラブノア

＜館内リフレッシュダイビング＞

暫く期間が空いてしまった方、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b

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4

mの専用プールを利用。

お問合せ・お申込はジェクサーフイットネスク

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：o0

hO3-3772-5014FAXO3-3772-5393

/ー、
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毎個のバックナンバー

SDC会報のバックナンバー、5号以降各10部

程在庫があります。ご希望の方に提供いたしま

乱希望の会報の号数及〔陪臘を明記の上下記に

お申込ください。

尚吝臘に限りがあるため先冒順とし、品切れの際

はご容赦ください。

記

1．申し込み先

FA><O44-987B9m

BT1al:hh8t-u姪asahi-netorjp

宇留賀達雄

懇親会のお知らせ

恒例の懇親会が6月第一土曜日（8日）に閂崔さ

れますb

全国の会員が一同に会し、懇親を深める催しです。

DVD等盛り沢山の景品が当たる抽選会等イベン

トにも工夫を凝らし、又はじめて参加される方で

もスムースに交流の輪に加われるよう、各テーブ

ルにお世詞系を配し皆様のお出でをお待ち致して

おりますb

ご案内は各会員に追って垂唯させていただきます

＊抽選会の景品をご提供いただける方は、締鎚

当役員：132岡野禧宛ご連絡ください。

ツアー申迦寺の注意点

封0確認書を送付す割烏合初めて伽割さ自分の写

真を添付するようにしませんか｡集合場所で顔が判

らず困るので、胃F実行しましょう。

ツアー参加時の注意点

リーダーの方は旅行社の人ではないのです｡お世話

係でも有りませんb団体の場合どうしてもまとめて

チケットを受け取ることになりま或集合場所に書

いたら速やかにパスポートをケースから外して直

ぐ対応できるようにしておく等・・気を付けてリー

ダーに迷惑をかけないようにしたいものです。

146佐竹綾子
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至壷uJI1言品

ウエイトベルトの脱着､それとホバリングの復習を

何度力繰り返して､練習しました｡今度の実習の時は

砂煙モウモウだったウエイトベルトの脱着も､多少ま

しにこなせるようになった様に思いますが､今朝の点

数が二十点だとすると､午後の点数は五十点！ちょっ

と自分でも辛い点数だと思うけれど､マダマダ合格点

は欲しくありませAん

プロのインストラクターと同じだけの水中での身

のこなしが出来るとは思いませんが､でも、自分の前

であれだけ優雅に砂煙の一つも立てずにウエイトベ

ルトの脱着を見せられたら、どうして？と考えてしま

いますb

なぜ違うのか『；髄に教えられるより先輩の技を盗

め』と言う我がバスケット部の伝統に則ってプロの技

術を盗みたいと､何度もデモンストレーションをリク

エストしたら、『こんなにインストラクターをこき使

った講習生は初めてだ』と言われてしまいました。

午前中の復習の次は､スクーバ号黙ｵを水中で脱いだり

着たりする、器材の水中脱着を習いました。

先ずBCのエアーを抜いて､器材の浮力をなくして

置いてからBCを止めているバックルを外して脱ぎ、

今度はそれを着るだけですbデモンストレーションで

は､至極簡単に見えるのですが､先程のウエイトベル

トの脱着よりもつと四苦八苦してしまいました。

だって､マスクをしているから視界が猟､のでBCの

ショルダーベルトだとかバックルの位置がよく分か

らないのですもの。

何回かトライした後もう一度デモンストレーション

して貰って､なぜ、私がすると不細工になるのかやっ

と分かりました。

前号までのあら百

言胴＝力Wﾉ1よいよスター W~CO

々11右

ウエイトベルトが外れたりずれたりした場合の､ウエ

イトベルトを身体から外して､身体に巻き付けるよう

に脱着する練習の時は､もうもうと砂煙を上げてしま

い､水が濁って回りが見えなくなってしまい､親指で

『アッチに来い』とハンドシグナルで言われ､水の濁

っていない所まで皆で移動しましたが､なぜ私だけ砂

煙モウモウなのかな？ちょっと恥ずかしかった私

海底でうつ伏せになりゆっくりと深く呼吸をして

BCに少しずつエアーを入れてやり、息を吸ったとき

は身体が少し浮き気味に起きあがり、息を吐くとジワ

ーッと沈み始めるホバリングと言うその水深での適

正な浮力を得るための練習は､最初は上手くできなか

ったけれど､だんだんコツを掴んでくるとこれが結構

楽しかったりして､これが無意識のうちに上手く出来

るようになると､ベテランダイバーの仲間入りだそう

ですb

海底に鎮座して行われた練習も何とか無事こなす

ことが出来タンクの空気の残圧にも時間的にも余裕

があったので､練習後暫くの海底散歩を楽しませて貰

いました｡先頭を鮫さんがゆっくりとフィンキックで

進んで行くのですが､その後を付いていく私はなぜか

一生懸命フインキックしているのに付いていくのに

精一杯で､ちょっと気を抜くとすぐR臨勧璃財してしま

うので追いつくのに必死でした。

すぐ斜め後ろを泳ぐマキちゃんを見てもマキちゃ

んも悠然とフィンキックしているだけですb気の焦り

を気づ力珈ないよう、なるべく平然とした態度でキッ

クして付いていきましたがマキちやんに私の残圧計

をチェックされた時点で､鮫さんになにやら合図が送

られ､海中散歩のコースはだんだん水深の浅い方へ向

けられ､つかの間の海中散歩はジ･エンドになりまし

た。

午後からの海洋実習は､午前中に行ったマスククリ

アやレギュレータリカバリー､レギュレータクリア、
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おことわり

白木清美さんの連載4鋭｢千夏のCカード取得の鞠

は、前号まで原文のまま掲載してきました。しかし

大作であるためご本人の了解を得て､今回よりダイ

ジェスト化して掲載することに致しました。多少前

後のつながり力穏く読みずらい箇所も有るかと思い

ますがご容赦くださし％広報担当の任期も後1年余

となり、その期間中の完結とさせていただきま戎

（広報担当：宇留賀）
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シニアダイバースクラ詞の鐸溶効果

○1○上村敏郎（名誉会目

先日、会員の方数人と飲んで､会の運営についてあ

あだこうだと議論していたら、「そうは言っても、所

詮遊びですからね」と言われた。

たしかに、我がクラブは金儲けのクラブではない。

NPOであってPOではなしもPO(プロフイット・オー

ガニゼーション)などという言葉があるかどうかは分

からないが、とにかく共通の趣味でできた遊びのクラ

ブであることは間違いない。

クラブを法人化できないかと、ある政治家の秘書に相

談したら、「所詮、仲良しクラブだからね」と、法人

化の価値などとんでもないという顔をされた。

そのとき、ああ、この人は政治的センスがないなと思

った｡遊びのクラブだって､何百票かに化けさせてや

ろうとなぜ考えないのだろう力も

もっとも、クラブを選挙の票だけで評価されたくはな

いが。

日下公人という評論家が3～4年前に書いた｢どん

どん変わる日本」という本を読んでいたら、「失業率

7％のすすめ」というのがあった。

今は5コンマ何％の失業率だが､こｵ1が4％増えると、

200万人の失業者が出ることになる。

マスコミ､勺吻荷は大変だと大騒ぎするだろう。しかし、

ものは考えようで、これだけ失業者がでると、当事者

は必死になって仕事を探すか自分で作り出すだろう。

とにかく、200万人の人が何らかの形で新しし壮事

につく可能性があると考えることもできる。日本で仕

事がなければ､海外で探してやろうという人もでるか

もしれない

山一證券や北海道拓阿蝕艮行がつぶれたとき､中にはシ

メタ、これでやっと胤､切って転職のきっかけができ

たと喜んだ人がいたという。

このクラブを作ったとき､なんとなく考えていたの

は、このクラブをノーブレス・オブリージュのクラブ

にしようということだった。

ノーブレス･オブリージュというのを英英辞典で引く

と、「上流階級､高学歴､お金持ちなど社会的に"稀り

な立場"にある人は、そうでない人を助けなければな

らないという理念だ」と書いてある。

我がクラブ会員の方々はまさにそういう方々ではな

いかと思う。

時間と金銭でかなりリッチであることは間違いなさ

そう危

では､どうすれば良いかの答えは皆様方で考えてくだ

さしもとにかく子供の思考法ではなく、大人の思考法

で考えることというのが、ヒントかもしれませんb

それはともかく、クラブができて我々シニアのダイ

バーは、ダイビング仲間を見つけることが、かなり容

易になったと信じています6だとすれば､ダイビング

回数はかなり増えたはずですb

ということは､国内､海外にそれだけお金が使われた

ことになりますも

消費が拡大したわけですb大げさに言えば､千数百兆

円あるといわれる国民の貯蓄資産の一部が消費に回

ったことになりますも海外ダイビングを一回すると、

数十万円かかりますもこれは多分､後進国の経済の活

性化に相当貢献し、日本からの輸出品の購買力になる

はずですもクラブを作ったとき、よくダイビングサー

ビスの会社に言ったものです6

会員の人が一年に一度でもダイビングするとすれば

会員全体で一体いくらになるか考えてくださいと。

数千万円という金額になるはずですb

たしかに、たかが遊びのクラブかもしれませんが、

されど､生き甲斐とか友人作りとか経済効果など､い

ろいろな波及効果があるのではないでしょう戒
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◎ 編集雑感

季刊発行を目標に、1回も抜けることなく続けら

れて3年目を迎えます。

皆さんからはいろいろな声がかかりますb

「よく4回も出せますね－！」「これでは係り

が大変なので、もう少し減らしたら？」「この

会報を手垢がつくほど読んでいます」等々。

私達としましては、大変さより喜びの方がずっ

と大きいのです。会を重ねる毎に会報に対する関

心も高くなってきているようで、特に13号から

は投稿に対して積極的な動きが感じられます。

今までは原稿募集を載せても自分から投稿してく

れる人は0でした。

それが今回は3人も1賛助会員の方にも依頼した

ら「連載させて欲しい」と。

これは実践から来る貴重な体験談なので、きっと

皆様の役に立つのではないかと思います。9回位

の連載になりますのでお楽しみに。

その他にも「SDCの会報に自分の気持ちを出した

い、書きたい」の気持ちがジンジン伝わってきた

13号でした。

原稿依頼のやり取りをしているうちに仲良しに

なれた人、何人も！こんな楽しい仕事をやらせて

もらっている幸せ1でも、これを1人占めしては

いけません。まだ先の話になりますが、次期役員

をやってみませんか？

＊毎回の「テーマ」を考えるのは楽しい反面、悩

んでしまうこともあります。そこで「テーマ」そ

のものも募集しますのでお知恵を貸してください。

』

へ

表紙に寄せて

表紙の写真は昨年11月、モルディブのデピルコ

ーナーにて撮影したものです。

ムスジコショウダイとハマフエダイが大群でポカ

ンと浮かんでいて、近づいても逃げません。

なぜ？こんなところに固まって浮かんでいるの？

という感じでした。

本当にモルディブの魚達は多種が一緒に仲良さそ

うに暮らしてしていますね。

例のテロの後だけに、人間が見習うべき姿のよう

に強く感じました。

この写真は｢地球の海フオトコン2002．ビギナー

部門」にて、「快適浮遊」というタイトルで賞を頂

きました。

裏表紙の写真はバリ島ムンジャンガンで撮影しま

した。このツバメウオはずっと私達のダイビング

について来ました。まだ子供でしょうか？可愛ら

しいと思いませんか？

（福田孝子）

＜会報14号のテーマ＞
（
一

＊「あの頃の私」「あの時・・・」

がむしやらに働いていた頃のお話・・・

恋に燃えた青春時代のお話・・・

あの時の事は忘れられない・・・

等､昔の思い出を聞かせて下さい。

投稿してくれる方はとりあえず4月15日までに

連絡下さい。

（大隅照子）
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

代までと幅広く、地域も北は北海道から南は沖縄

までと全国に拡がっております｡SDCでは1月の

新年会、6月の懇親会等の集いやクラブでの年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。入会

ご希望の方は事務局までご連絡ください。
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