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<たびれないダイバー週酸2

賛助会員ナッソー・柳田満彦

ダイビング終了後のお客様の笑顔は､我々 プロガイ

ドダイバーにとっての喜びでもあるのですが、ソコ

までうまく行きつくためのいくつかの要領をお話

致しましょう。

①桟橋には早めに行き､乗船してエントリーロにい

ちばん近いところに陣取ってください。

タンクを背負い揺れる狭い船の中での移動は最小

限にしますbモルジブやフィリピンでよく使われる

小さなボートの場合は船のいちばん前といちばん

後､ステップ付きのｸﾙー ザー は後ろだけが通常エハ
ントリー可能ですb､-
その近くに器材を置くか､あらかじめタンクが用意

されていればセッティングしておくことでOKで

すbバディさんは必ずすぐ隣であること。この場合、
早めに行く特別な（？）労力を支払った分､好きな

場所に座るくらいの優先権はあると考えましょう。

②エントリーは前の人に続いて､間隔をあけすぎな
いようにしましょう。

ドリフトスタイルの時はガイドさんのすぐ後にエ

ントリーしましょう。それが無理でも出来るだけ短

い時間に船から飛び込まないと先に飛び込んだダ

イバーはすぐに船から離れてゆきますからチーム

は水面でばらばらになってしまいますし､そうなっ

てしまった場合は､斜めに潜降しながらﾁーﾑに近角
づいてゆくテクニックが要求されます6’

③10秒先を予測して進みましょう

水中で先頭(ガイドさん）との距離を縮めたいとき

には､一生懸命泳ぐのではなく、まず先頭のすすん
でいる方向に気を配り、何に向かって進んでいるの

かをよく見ま爽約10秒後に先頭が到達する地点

を予想し、自分は､今いる位置から最短距離でそこ

に進むのがよいでしょう。

④浮上したら、じっとガマンの子

ドリフトスタイルの場合ですが､船が皆さんを迎え

に近づいてきますからその場で動かずに、目を船か

ら離さないようにして待ちましょう。最も接近する

直前まで動力ずにその場で待つのですb泳ぐ距離が
いちばん短くてすむと判断したところで泳ぎ出す

ようにしましょう。

きっとお役に立つことでしょう。では、HAVE

AGOODDIVE!

（つづく）
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会長様はじめ役員の皆様には、とかくお世話に

なってばかりで、感謝の気持ちでいっぱいです6

2月にSDCに参加いたしましてクリスマス島

でジンベイシャークに出会い、それも私の誕生

日の一本目感激でした。そのときご一緒だった

皆様には大変なお祝をしていただき、紙面を借

りて御礼申し上げますb肝心の懇親会は欠席さ

せていただきます。皆様のご健康とご多幸をお

祈りいたします6151吉田七江

いつもほかのイベントとぶつかっ

てしまい出席できず本当に残念で

すb今回は6月8日一日千葉パルコ

でお茶席を持ちますもなかなかうま

くいかないですネ11茶道教授鬮

118塚田美穂子

役員幹事の皆様大変ご

苦労をおかけしており

ますbいつも案内をいた

だきますが､都合が悪く

なかなか参加できませ

ん｡健康に留意して元気

良くダイビングツアー

にと頑張っていますb会

員の皆様とは海の中で

お会いしましょう。

294三輪勝廣

陛員の皆様

事のため仕

京(宇留賀そ

おりますの

先月サイパンに行ってきました｡イーグルレイ

シティで23枚のマダラトビエイを見て感激

しておりますb会に出席できないのは残念です

が、"HPの覗き見”で楽しんでおりますbま

た楽しいお話､為になるお話いろいろ読ませて

ください。

199竹内きみ枝

御世話頂きまして有難うございます。スキーとダ

ンスはますますがんばっておりますが、ダイビン

グのほうがすっかりご無沙汰でとても残念に思っ

ております。器材を点検してまたチャレンジした

いものです。その節はなにとぞよろしくお願い申

し上げます。255遠藤芙美

j~b今回は当日かイゴ

念ですb6月の小笠

参加する予定にして

隈親会のお話も聞力

后ります。写真展t

ｳｮ残念!SDCのモ

していただけませ人

39O今井i縦

1月やっと100本目1月やっと100本目

を達成（パラオ）出来

ました。初対面のマン

タにも祝福されて最高

でした。

280宮崎通子

度々大石さんからお

電話を頂いておりま

すも同調したり大笑い

したりモルジブ･ブル

ーシャーク号の楽し

かったダイビングな

ど盛り沢山｡残念なが

らこの度は欠席しま

すbまたのチャンスま

でよろしく。いつもい

つもご苦労様です6

374藤本広子

SDCに入会して

2年経ちました。良

き友達に恵まれお

陰さまで5月で1

00本記念となり

ました｡6月は元会

社のOBグループ

で中国旅行があり

残念ながら出席で

きません｡

364百野博久

大変申し訳ございませんが旅行と重

なり残念ですが欠席とさせていただ

きますb

l62相本祐三郎163華世子

残念ながら参加できません。

ご多忙な皆様に御世話おかけ

いたしますb深く感謝してい

ますblO8鳥飼和代

3



最近は地元の女川（おながわ）で、3月と4月

に1度ずつ、5月には2回行き、合計8本ドラ

イスーツで、東北の海に潜りました。3月では、

水温が7℃しかなく、初めての一桁ダイブの世

界にびっくりさせられました。それでも小物は

豊富で、赤や黄色のコケギンポ、女jllにしか生

息していないというクチバシカジカやエビなど

をマクロターゲットにして狙っていますb

l44菊地豊

退院後未だ体調が十分ではありま

せんので残念ながら欠席させてい

ただきますbお世話ばかりおかけし

て申し訳ございません。今後とも宜

しくお願いいたします6

429板谷ちづ子

当日はケラマの阿嘉島にダイビングに行って

おり残念ながら参加できません｡昨年の7月以

降約1年振りのダイビングですb

435金子忠司

航空機の都合で6月8日からポナペに出発するこ

とになりました。今回の欠席お許しください・会

の盛会をお祈りしていますb245今村孝

司一一二ﾐｰｱ、ｱｰ ﾏ

父の調子が悪

く欠席しますも

お世話役本当

に感謝しますb

皆様に宜しく。

090南要次

3月にタイのスミラン

クルーズに行ってきま

した｡憧れのジンベイザ

メに最後の日に出遭え

て感激でした。

私たちの周りを悠然と

泳いで一緒に遊べまし

た｡所用で総会に出席で

きず申し訳ございませ

ん｡43o関本まさ子

懇親会,欠席者の声ﾛ

SDC大変お世話に

なっております。誠

に欠席ですみませ

ん。丁度沖縄久米島

行きエアーチケット

を手配済みですので

失礼させていただき

ます。一番お世話に

なった良縁寺さんに

宜しくお伝えくださ

い｡270河原信子

いつも御世話をか

けますbタヒチも遠

かったけれども何

故か東京のほうが

もっと遠く感じま

す6

088芥川忠雄

いつも皆様のご様子を会報やHPで楽しま

せて頂いております。今年も雑用に追われ

ダイビングは暫くの間お預けですb参加で

きる日の為に感じが鈍らないようにプール

で練習いたしております。そのときは宜し

くお願いいたしますbO84堀口敬子

し

、筐～4、筐～4

水温も上昇｡近くの

葉山周辺でスキン

を楽しみながらの

トレーニング66~

7月頃韓国の済州

島へダイビング食

べ歩きを計画して

いますb

O55鶴若富夫

いますb

O55鶴若富夫作陶展の最中ですので出

かけることが出来ませんb

悪しからず6

027‐渡辺良子 5月中旬、岡野様のプランでラヤンラヤンに

5月18日に関川会長が来福されました。九州の

シニアダーバーのメンバーが、関川会長を迎えて

博多全日空ホテルで顔合わせをして2時間ほど楽

しく歓談して有意義でした。

442高岩辰司

1年半振りにダイビングしました。時間は自

分で作り出して又参加させて頂きたいと思

っていますが、又1年ぐらい無理かなと思っ

ていますb皆様にお会いするたびに良い経験

をさせていただき人間が少しづつ大きくな

っていく様子が判り又何回でも行きたいで

す。293今井征二

/へ

ノー､
〆
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下手の横好きの川柳で近況を報告しますb

＊減圧中我が社ただ今浮上せず

＊海行けず息(耳)抜きしている仕事場で

009笠松忠海

元気で仕雲封頃張っています63月に

沖縄ビーチ（砂辺・真栄田）に行っ

てきました。次回7月末から8月に

石垣へとオモッテイマス。土日仕事

で欠席しますb残念ですb

443本田久雄

3月関川会長さん他6

いつもお知らせ頂いておりますのに仕事の都

合で出席できなくて残念ですが会報で楽しま

せて頂いていますb中部地区主催のツアーには

1年1回位の割合で参加してご一緒のSDC

の方達と親しくさせて頂きSDCに入会して

本当に良かったと思う今日この頃ですb

昨年11月中部地区ツアーにてモルディブに

行って参りました。354横井康江

昨年トラック諸島で沈潜を見たきり今年は浮かん

でいる船も沈んでいる船も見かけていません。毎

日義母の世話で明け暮れています6

207大石詔子

3月関川会長さん他6

名でパラオスポートで

潜ってきました｡シニア

ダイバーズとして行っ

たせいかとても親切に

御世話くださって大変

楽しいダイビングが出

来ました｡近くて素晴ら

しい海パラオがもう少

し楽に往復できると良

いですね。

052大類弘子

懇親会,欠席者の声

昨年9月に定年退職いたし

ました｡埼玉在住中は(単身）

何度か参加させていただき

ました｡関西圏でも開催して

いただけたら参加しやすい

のですが｡幹事の皆様いつも

有難う御座いますb

252上田満彦

遅くなって申し訳御座

いませんb次回は是非参

加したいと思います66

月23，24，25沖縄

に行く予定ですも近いと

ころでダイビングが出

来たらよいとおもって

いますもどうぞ宜しくお

願いいたしますb

451苦川明子

ダイビングは昨年シパダン（11月）に

潜ったきりご無沙汰です。1月末にニュ

ーヨークへ観光で行きワールドセンター

の跡地を見ましたが観光で見るのは複雑

な気分でした。6月にハワイに行って潜

ろうと思っている予定で、又10月には

又シパダンヘオーシヤンダイビングの阪

上氏と昨年行った人たちと行こうとおも

っています。夏は伊豆でおとなしく潜っ

ていますも

439千葉利夫

3月末より関節の治療

で入院中｡病院に届けて

もらった会報を楽しく

読んでいます。中でも

009番の笠松様の"最近

笑った話”にはナース

共々病院中大笑いでし

た｡というわけで欠席と

なりますので宜しくお

願いしますb

皆様どうぞ楽しい会

を！

181平山英子

遅くなって申し訳御座いませんb

6月8日は仕事でお休みできま

せんので欠席させていただきま

す6376森光江

当人､長期海外出張中のため出席できませんb現

在寒い寒い場所のようでダイビングも出来ない

とのこと宜しくお願いしますb(代劇

053橘信男

5
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キﾈｽプｯｸに載るまで､滑り続けたいわ！

■ スノーレディーススキークラフ会長一

004大明美代子さん

シ
リ
ー
ズ
第
四
弾

メンバーは、60代の女性を中心に約50名。特別会

員の男性も10名いるんですよ。級別テストの1級

の人たちが20人ぐらいいます6

－レベルが高いんですね。

大明シーズンになると、雫石、鯵ヶ沢、斑尾、安

比などでレッスンや検定会をしたり、フリーに滑っ
へ

マスターズ－に出かけたり、たり、海外スキーツア

競技会に参加したり．”

キーをしました。

｡今年5月には月山で夏ス

◇「日本のスキーの歴史」とともに滑って

－スキーはいつごろからなさっているのです恥

大明父が建築家で､モダンで新しいもの好きでし

た。お金持ちではなかったけれど、私は長女だった

のでかわいがってくれて、5～6歳のとき革のスキ

ー靴をあつらえて連れていってくれました｡洋裁を

教えていた叔母は、「ヴォーグ」に載っていたスキ

ー服を縫ってくれました。まわりの環境がよかった

んですね。

その後、戦争になり、父も忙しくなって10年く

らい中断したんですが､女学校1～2年のときに学

校からスキーに行きました。3年のときは、工場で

旋盤工をやったのよ･終戦になって英語を習いに行

ったら､そこの人がスキーをしていて､20歳から再

開しました。

結婚してからは、主人はしませんから、子どもと

出かけて、別々にスキー学校に入りました。スキー

の指導員になろうとは思っていなかったのですが、

あるとき年上のおじさまが準指導員検定を受ける

と聞いて、ちょうど娘が結婚して、人生、何か目標

(自宅のスノーレディーススキークラブ事務局匂

あんなに滑れたらいいなあ。今年1月の「スキー

＆雪見酒」ツアーで、ひときわ優雅なシュプールを

描いていた大明美代子さんは、SDCの発起人のお

一人｡68歳のとき、スキーが大好きな熟女たちの集

まり、「スノーレディーススキークラブ｣をつくり、

70代にして､たいへんエネルギッシュですb東京東

五反田のご自宅におじゃましました。

へ

◇68歳で、女性の「スキークラブ」設立

－ご自宅が、「スノーレディーススキークラブ」

の事務局なんですか？

大明そう。ここで､会報をつくったりしていますも

クラブ鋪1立して､今年で4シーズンが過ぎました。

胃ガンの手術で2ヵ月ほど入院していたとき、頭は

正常に働くので､いろいろなことを考えて、スキー

クラブをつくろうと思ったの。

「優雅・質の高さ．若々 しさ・意欲的・楽しさ」

がモットーで､東京都スキー連盟に加盟している唯

一の女性のスキークラブです。

6

がないかなと思っていたころで､私も受けてみよう

という気になったんです655歳だったかしら……。

そのころから、NHKベストスキーで有名な平沢文

雄先生のBSA(ベストスキーアカデミー）の41

歳からのサークルに入れていただき15年、中高年
としての滑りを教えていただきました。



昔は､おばさまがスキーを担いで行くだけでひん

しゆくを買いましたが、宅急便ができて、ふつうの

旅行の格好で出かけられるようになって助かりま

したね。

◇60歳で正指導員、67歳でA級検定員に

一一若いころならともかく､50代から挑戦とはすご

いですね。

大明やるからにはと、プライベートレッスンや受

験者のためのレッスンを受けて､徹底的に集中して

やりました｡体で覚えなければとせっせとスキー場

に通いました。検定試験は、実技のほか､理論の筆

記試験もあるんですb技術や指導法､雪崩や気象な

へど､ｽｷー の安全についての知識も必要ですも救急
法の講習も受けました｡本は3回読めば頭に入ると

思っていたんですが、スキーの用語は特別でしよ。

頭に入らなくて、こたつのまわりに本を置いて、広

告の裏紙に書いて覚えました。

－スキーの指導員になるのはたいへんなのです

力も

大明試験のむずかしさはあまり知られていない

んですね。私が準指を受けたときは､実技を含めて

合格は2割ぐらい。まわりの人たちに聞いたら、五

年も何年も受けているという人が何人かいて、びっ

くりしました。最初は何もわからなかったので、準

へ指で一度落ちましたが、この程度なら一生懸命にや

ればできると思って､翌57歳のとき合格しました。

準指は､検定員としてはC級で、3年たって正指

導員検定に受かるとB級になりますもその後、経験

を積んで、私は67歳でA級検定員に合格したんで

すb55歳以上で検定員のA級をもっていると名誉検

定員になれるので、申請しました。当時は女性の人

がいなかったので、少し甘かったのかもね。

－－そんなことはないと思いますけれど｡全日本ス

キー連盟公認指導員で､東京都スキー指導員会幹事

も務めていらっしゃいますもの。

大明要は「やる気」だと思います｡心の中では、

「負けるもの畑という気持ちはありますのよ・そ

れと、家族の理解お金と暇も必要ね。よほど覚悟

がないと、指導員はなれませんね。

◇目標がないと、落ち言かないの

－「挑戦人生」のモットーを聞かせてください。

大明父から「お前はわがままだし、気が多い」と

言われました。私は気が多くてもいいと思うの。何

にでも興味をもつことは大切よれ。その中で､気に

入ったことを一生懸命やればいいと思いますbただ、

遊びで終わったのではまわりにもいい顔ができま

せん。資格をとるのが目的ではなかったのですが、

とれば1つを全うしたことになりますからね。

-瀞､
D

(ｸﾗプのｽｷー ﾂｱー ｡イタリア･セラロンダにて）

－生け花もお菓子づくりも書道もプロ級○やるか

らには極めようと？

大明とことんまでね｡てつぺんまで行くためには

他のことはできません｡お花も結婚してから本格的

に始めて､20年教えました｡その間はほかのことは

しませんでした。教室をもって人を教えると、勉強

しなければなりません。

ほんとうは建築が好きで､インテリアをやりたかっ

たんですが、まだインテリアの「イ」の字もなかっ

た時代でしよ。結婚後、建築関係を学びたくて、日

本女子大の通信教育で住居学科のある生活芸術科

に編入学して卒業しました｡子どもがいるので家庭

を離れずに、旧制女専の家政科を出ていますから、

編入できるのがいいと思いました｡インテリアのつ

もりでお花を始めたんですが､生け花の世界は家元

制で、そんなに簡単なものではなかったですね｡形

が決まっていて、しまった！と思ったのですが、始

めたからにはと一級家元までとりました。
7



でもスキーの指導員の資格をとったら、お教室は

友達に譲って､スキーの指導員に専念してしまった

の。ピアノを弾くのも、オペラを歌うのも好きです

よ。

－ほんとに前向き人生ですね。

さが

大明よく言えば前向きですが､へんな性と思って。

ボケーッとしているのも好きなんですが､何か目標

がないと落ち着かなくなるんですも

◇ダイビングもMSD取得

－ダイビングはいつから始められたんです力も

大明61歳からですもスキーの指導員をとって、向

かうものがなくなるとさびしくなって、ライセンス

をとりました。オープンウォーター、アドバンス、

レスキューの後、コンピュータなどのスペシャリテ

イを5つとり、マスタースクーバダイバーをもらい

ました。いま100本です6

－そのわりには本数が．．…．。

大明そうなの｡その後､ガンの手術をしたでしよ。

スキーのときは我慢しているので、夏に手術して、

治ったらまたスキーですから。若いときは元気だっ

たんですよ。ストレスがたまったんだと思いますb

大腸ガンで40センチ切って、4年後に胃ガンの手

術をしましたが、いまは何ともありませんbスキー

で転んで脱臼骨折をしたり、白内障の手術もしまし

た。自分の歯は3本しかなくて、入れ歯なの。

－－病気とのつき合い方もお上手なんですね。

大明白内障のときは､春スキーをしていたら、溶

けている雪が見えないの。怖かったですよ。スキー

は､私より年上の方がだんだんいなくなってきたと

思っていたら、ダイビングのほうが、SDCの名簿

を拝見しても余計いなくなってきたようですね｡経

験のほうが後になりましたが、これからダイビング

も楽しみたいと思いますb

◇90歳で、ダイビングもスキーもできれば

－スキーの魅力は何でしょう？

8

大明スリルね｡私は元々お転婆で、ものすごいス

ピードを出すのが好きでした。昔は「スピード狂」

「暴走族」と言われていたんですが､指導員になっ

て教えるとなると、そんなスピードを出していられ

ないでしよ。そのうちにスピードを押さえるように

なったんですもそれは失敗ね。競技がちょっとだめ

になって。

南関マスターズや全日本マスターズの大回転に

出場し､入賞もしました。マスターズは5歳刻みで

す。これ、2001年のとき。

(全日本マスターズ競技大会大回転に出場）

－そうすると、71歳？（写真を見て、絶句)。

大明「90歳まで滑りたいわ｣と言ったら、「100歳

までやりたい」という一つ上のおばさまがいるから、

上手がいますよ。スキーにしても、ダイビングにし

てもいつまでやれるかが問題でしよ。ギネスブック

にのるまで滑れればと思っていますもダイビングも

同じころまで潜りたいですね。

大明さんの年齢になったとき、果たして私は？と

自問。あんなにエネルギッシュに生きられるだろう

か？？「前向き人生」で、雰囲気が若々しい。ス

キーもダイビングもほどほどの私もうちょっとの

めり込まないと元気な未来はないゾと「活」を入れ

られた気分でした。

（まとめ・清原れい子）

へ
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当のホテルは山の上に在り、その電話ボックスは、

ホテルの真下に在ったのでした。

“今夜のお宿が見つかった”フウーb肩の力が

一度に抜けて、三人の手が重なり、目には安堵の

涙が。さほど若くない三人を見て､宿の人もホッ。

宿に着いたのは､予定より2時間半も遅いPM

7：30分､長い一日でした。温泉で手足を伸ば

し疲れをとって、最後の夜に乾杯b

この飛行機+レンタカ+ホテルの道東の旅は最

終日、千歳でのレンタカ返却時間を10分残して

終わりましたが、この時のことは今も忘れられま

せん。

｢ お 宿はどこだ 」425浅原二子

この旅はX年前、

子育てを終えた中

年（今は高年）の

女性三人が、鼻先

に人参ならぬ

－北海道ドライ

ブ旅行一一をぶら

へ下げて、運転免許
証取得に挑戦した

ことから始まりま

した。私の場合、

この教習所通いで椎間板ヘルニアを誘発し､腰痛

緩和のためプールへ通い、ダイビングへの道が開

かれたというオマケつきですb

そして、○ヶ月もかかって、やっと手にした免許

証と一抹の不安を胸に､五泊六日の道東の旅へ出

発。

交代で運転を楽しみながら旅は快調に進み､そ

のことが自信となって、残すところ後2日となっ

た前夜のミーティングで、予定にはない、でも、

この時季でないと見られないサンゴ草を見てか

へら、宿に入ることにしたのでしたが．…・・O

伽寺の間に力湫の日は落ちて､道は夜の闇に包

まれ視界は狭くなっているし､宿への到着時間も

だいぶ過ぎていますb

「見当たらないわね」さっきから外を見ていたN

さんの声b

「確かこの辺りなんだけど」と私「もう一度地

図をみてよ」チョット尖った声で運転当番のTさ

んナピ当番の私はムッとして無言。

どうやら案内板を見逃したらしく、目指すホテ

ルが見つからないのですも

オヤドは何処だ～～～？

漸く出会った地元の人から、今来た道を戻れば道

端に公衆電話が在ると教えられて引き返し､電話

ボックスから、宿の人と話しながら周りを見回す

と、見落としていたホテルへの進入路と、木の枝

に隠されて見えなかった案内板が目に入ってき

ました。

｢あの頃あの時．．若かった」

190西谷サヨ

あの時私50才、今思えば若かった・・・8年前に

なります、バチャパチャと水泳を楽しんでいた頃。

そんな時パラオツアーの話が､僕しい南国の海ワー

一度行ってみたい」と参加、「此はダイビング取

得ツア－よ？手続きに旅行会社に行って｣と言われ

た、「そんな～、いらないわ」（プラス7万円なのだ）

と言いつつ気の弱い私、7人中、5人のダイビング

組に、48才～58才のグループなのです。

後で聞いたんですが、疲れた顔でパラオの空港に着

いた私たちを迎えに来てくれたインストラクターの

栗田さん、「一瞬不安が・・・」だったそうですb

そんなこと知る由もない5人組、翌早朝ウキウキと

行き先はマラカルセントラルホテル前の海岸へ。
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着いたとたん、「あそこまで泳いでこ－い」と海を指

さす､｢エー､ゴーグルも持ってないのに目が痛いよ」

（レンタルだから何にも要らないって言ったから）

ゴネゴネ言っても無視され､｢立って歩くな－泳いで

こ－い」とドナラした私、フワフワ気持ちがどっか

に、ぶつとんでしまった。

それからが大変、スノーケルで咽せる人タンクを背

負ったが立てない、「此からどうなる？」の､極みつ

きの大笑いは、マスクを鼻の上にシッカリ付けて潜

っている人（プールのゴーグルのつもりで・・・）

今思うと知らないとは恐ろしい事よ、ぶっつけ本

番の6日間、頭の中はもう真っ白・

でも毎日晴天に恵まれコバルト色の景色と海中の美

しさだけが記憶に、その記憶のお陰で8年間楽しん

で来ましたが・・・・アーアあの頃は若かった。

40年前の出来事とダイビングとの出逢い
227堀田恭正

若い頃、漁船に乗組

んでいた。1962

年リオデジャネイロ

で給油を終え港外に

向け航走していた時、

突然船底にドスンと

いう衝撃があり、程

なく機関室からスク

リューに何かが当り、

異常振動が発生し回

転が一定しないとの

連絡があった。船は易連絡があった。船はそのまま速度を落として港外

に出､リオから東60マイルの漁業基地カーボフ

リオに向かった。基地到着後、湾内に投錨し、基

地の作業員が素潜りでスクリューを見たところ、

3枚の羽根のうち、1枚が先端から40cmの所

で「く」の字に曲がっていて、どうやら海図に記

載のない瀬を通過して曲げたらしい事が判明し

た。基地での修理は不可能の為、操業を打ち切り

乾ドックで修理するしかないと思われたがリオ

のある潜水会社から畷琳を運び込んで現地で直

す」との事で、半信半疑、藁にもすがる思いでそ

の会社に依頼する事となった。

2日後、屈強な男が3人到着し、ガスボンベ、ガ

バーナー、エアタンク、ダイビング器材一式、コ

ンプレッサー（ダイビングの実物との初めての出

逢いであった）等を船上に運び、固唾を呑んで見

10

守る私達の目の前で潜水作業にとりかかった。船

尾下約6mの水中で1人がガスバーナーで曲損部

分を熱し、1人がハンマーを振った。金属を叩く

ハンマーの音と、レギュレーターから吐き出され

る気泡が水面に届いた。タンクを取り替え乍ら8

時間の水中作業後、ダイバーから修復したので試

運転をしてくれとの鼠早速錨を上げ、湾外に出

て半速／全速／前進／後進／回頭等､様々なテス

トをしたところスクリューシャフトの異動振動

も消え、回転も一定し事故前の状態に完全に戻っ

ていた。彼等3人は「自分達は第2次大戦中、連

合軍の特殊潜水部隊に所属していた」と言葉少な

に語っていたが、その仕事振りは見事という他は

なく、日頃、ラテン人種特有の「アマニヤーン(明

日やるよ)｣にうんざりしていた私達はただ感嘆す

るばかりであった。大事な操業を無事終え、2ヵ

月後、リオの乾ドックに入れてスクリューの言噸リ

をしたところ、ハンマーの叩き跡とガスバーナー

で焼いた変色部が残るのみで曲損の羽根は完全

に修復している事を知った。

あれから40年経った。4年前、ダイビング講習

を受講し、今、私は趣味でダイビングを楽しんで

いる。折にふれ、あの時の3人のダイバー達の迫

力と自信に満ちた顔とその技術に加え､真っ青な

ブラジルの空と海を思い浮かべるにつけ、ダイビ

ングとの出逢いと時代の移り変わりを懐かしく

感じる今日此の頃である。

水中ライトの電池にご注意を
314渡辺宏二

忘れもしない、あれは平成6年9月私が初めてシパ

ダン島へ行った時のことですも

チエックダイブのあと皆でトワイライトのピーチ

ダイブにトライすることになりました。その時私

要、

へ



＝一

今

は水中ライトを持っていなかったので､同行のM君

が親切に貸してくれた小さなスペアライトを持って

入ることにしました。

借りた時「少し光が弱いかナ」とも思いましたが、

まだまだ大きな夕日が雲の切れ目からのぞいており

ピーチの周辺も明るかったので、大丈夫だろうとタ

カをくくってエントリーしたのが間違いでした。初

めてのシパダンで地形がよくわかっていない。わず

か巾15m足らずのリーフからいきなり水深600

mまで落ち込むドロップオフにドキドキしながら、

皆と一緒に壁に沿って上になり下になりしながらゆ

っくり右手へ進んでいくうちに、だんだんあたりが

うす暗くなり同行者の姿もグレーの海に溶けこんで、

他のグループと見分けがつかなくなってきました。

こんなことなら最初にバデイをしっかり決めておけ

ばよかったと遅まきながら後悔しました。

暫くしてフト見ると借りたライトの光がずい分と

弱々しくなっているではありません恥でも私の周

辺にはまだ何人かのダイバー達がいたし、残圧も十

分残っていたのでそれ程不安は感じませんでした。

大きなカメやバッファローの暗いシルエットに見と

れながら暫く進んでから改めて下を見ると、ドス黒

いドロップオフは益々大きく広がりあたり一面が暗

くなってきて、目に入るのはダイバー達が持つライ

トのにぶい光だけです。

水が冷たく感じられるようになり私のライトは今に

も消えそうですbなんだか急に心細くなって浮上し

ようと決心しましたが仲間がどこにいるのかもよく

わからない。「落ちつけ落ちつけ」と懸命に自分に言

い聞かせ、取り敢えず近くにいた仲間らしき2人に

浮上のサインを示すと夢中で水面を目ざしました。

海面に顔を出してホッと一息、この時はじめて我に

返りました。

当然のこととはいえエントリー地点よりはずっと右

側、島の桟橋よりもかなり右側に浮上してしまいま

した｡地形を知っている仲間は途中からUターンし

て引き返したようです。

私は1人はぐれてしまったのでした。

急いで浜まで泳ぎ、ズシリと重いタンクにヨロめき

ながら元の場所に戻ってみると、一同はすっかり濃

くなった夕やみの浜で、沖に向かってまるでイース

ター島のアモイのように呆然と立ちすくんでいるで

はありません力も

その後は平身低頭・・・・。

教訓：『人の物を借りたら事前のチェックを入念

に！』

もし、あのとき

お兄ちゃんがいなかったら.・・・.

166島田美世子

わたくしの生まれは

、今ではチョット名の

知れた東京の下北沢と

云うところです。私の

子供のころは、まだ路

上に「ロウ石」で絵を

画いたりして遊べる時

代で、駅のそばには

「やみ市」もありまし「やみ市」もありました。

（現在も面影は残っております｡)そしてエプロン姿

で買い物等もできました｡その下北沢で､私の両親は

昭和2～3年頃から商売を始めたようですb｢作りそ

ば屋」という商売柄お店は夕方になりますと混みは

じめ、両親にとっては子供たちの世話をみることが

出来ず、小学校にあがる前の私には7歳年上の兄が

子守り役であり親変りでもありました。電車が好き

な兄と夕方近くになりますと自宅から駅まで5分ほ

どの踏切（昔は柵も無く、ちょっと高くなっている

場所でした｡）まで行き､飽きることなく電車を見に

行くことが日課になっていました｡ある時､いつもの

様に駅の踏切で走って来る電車を兄と手をつないで

見ていた時でした。家の隣の同い年の女の子が後を

つけていたのでしょう、夢中で見ている私の背中を

押したのです｡線路との間にある川に(と云っても泥

川でしたが）押された私は頭から落ちてしまったの

ですb私はどんな格好していたのかは知るよしもあ

りませんし、兄がどのようにして私を助けたのかも

分かりません｡ただ夢中で私を引っ張たのでしょう。

顔はもちろん泥で真っ黒です。鼻には泥が詰まって

いたと云ってました。兄は泥水に濡れた私をおんぶ

し､ある場所へと走って行ったのですbそこは､いつ

も手伝いで通っていた場所で大きな樽に水がはって

あったからですもそこに私のからだを突っ込み洗っ

てくれたそうですbもし､あの時お兄ちゃんが居なか

ったら、そして子供ながら機転を気かせてもらえな

かったら私は大好きなダイビングも出来ないまま、

ここに居なかったことでしょう。いまは亡き兄です

が、タップダンス・ジャズ・車そして電車膜型も

作っていた）が大好きだった兄、そして照れ屋でそ

のことを決して大袈裟に口にすることのなかった優

しい兄に心から「お兄ちやんありがとう」と眩いて

しまう私なのですb「お兄ちゃんア・リ・ガ・

卜 ・ウ11



私の中のダイビング｡。￥してSDCの皆様へ

SDC顧問吉村成子

略歴：昭和54年日本医科大学卒業

日本医科大学第1外科入局

昭和59年日本医科大学大学院修了

（医学博士）

日本医科大学救急救命センター医員

帝京大学溝口病院外科医員

国立小児病院小児医療センター実験

外科主任研究員等を経て

平成3年吉村せいこクリニック院長

平成g年医療法人社団成美会吉村

せいこクリニック理事長院長

平成4年PADIインストラクター

現PADIマスターインストラクター

平成13年日本高気圧環境医学会評議員

私がダイビングを始めたきっかけについては､何

回力書いているので､御存知の方もいらっしやるか

もしれません｡今から、15－16年前に国際移植学

会がオーストラリアで開催され､シドニーに行った

のですが、日本と気候が全く逆のオーストラリアは

ちょうど真冬､海の大好きな私は、自分の発表が終

了次第､仲間数人とケアンズに向かいました。それ

まで、ウインドサーフィンをやっていましたが、ケ

アンズでスノーケリングをした時､海の中の美しさ

に魅せられ、日本に帰ったら、ダイビングのライセ

ンスを取ろうと心に決め帰途につきました。そうは

言っても、外科医にはそんな暇はなかなか取れず、

今はなき、渋谷のロフトで少しずつ講習を受け、何

とか最初の○Wの免許を手にしました。ただ、この

講習の最後の海洋実習は11月の雨の大島で､当時

はオーダーがなかったので､一番身体に合うと思わ

れるドライを着たのですが､特に○Wの講習ですか

ら、あっちへこっちへと転がり、ドライは下半身全

部まで水没する状況で、とにかく寒くて寒くて、ハ

ッキリ言って何をした力記憶も定かでない状態で

した。その後も仕事が忙しく、ブランクダイバーだ

ったのですが、翌年の3月に渋谷ロフトで､お雛祭

りにサイパンでA○Wを取ると言う企画があり、や

はり、○W取り立ての3名の若い女性と計4名で出

かける事になりました。そこで、私の運命の出会い

12

へ

があったのですbサイパンのMSCと言うショップ

で､私達を担当してくれたのは､現在CDとして活

躍中の久保一郎インストラクターで､今では、当た

り前の事ですが､私達が色々なスキルをしている時

に､海中で椅子に座った格好で微動もしない彼の姿

にすっかり憧れてしまったのですbここでも、怒ら

れながら、何とかAOWのライセンスを手にする事

ができたのですが、帰り際に、彼に今後どうされる

のですか？と恐る恐る尋ねた所、もう少ししたら、

帰国して自分のショップを開く予定と聞き、オープ

ンしたらすぐ連絡して下さい！とお願いして帰途

につきました。その後もブランク続きでしたが、約

半年後、久保インストラクターから、ショップを開へ

いたと言うお手紙を戴き、その場所が、何と当時住

んでいた場所と非常に近かった事もあり、その後は

彼のもとで、色々な所へ連れて行ってもらい、知ら

ないうちにレスキューも取り、SPも殆どを手にし、

アマチュアとしては､最高のMSDになっていまし

た｡もちろん､伊豆が多かったのですが､伊豆諸島、

そして遠くはトラック諸島にも行きました。しかし、

この頃は外科医として、多くの緊急の場で、人の生

死と向かい合っていた事もあり、海はあくまで自分

の趣味の世界にしておきたいと思い、プロコースは

拒否し続けていました。こうして、私のログブック

の最初の200本は殆どが久保インストラクター

とのものでした。その後､事情があって新橋で開業

する事になったのですが、開業当初はまだ暇で昼休

みにダイビング雑誌を見ていた所､何と歩いて3分

の所に､新しいPADIのショップがオープンした

事を発見、早速のぞきに行きました。ここでも、凄



腕の花房CDと出会い､彼にも本当に色々な所へ連

れて行ってもらいました。しかし、開業半年になる

と色々な患者さんがクリニックを訪れる様になり、

特に消化器を専門にしていた事もあって職場の人

間関係等で悩んで、胃潰瘍になり、食欲もなく、ど

んどんやせていく女性達を診､彼女達にダイビング

を教えたいと思うように次第に気持ちが変わって

いる事に気付いたのですbそうした変化は花房CD

にも、すぐ判った様で、すぐにDMとなり、その半

年後、つまり開業して1年目には､何とインストラ

クターになっていました。その前後が一番ダイビン

グをしており、殆ど毎週末には､伊豆で講習をした

り、花房CDとパラオを始め、色々な流れの早い所

でドリフトダイビングを主に自分も楽しんでいま

した。

Fへそんなある日ダイビング事故にたまたま接し、医
師としてその救命に全力をつくしたのですが、この

時インストラクターの多くが､医学的知識をあまり

持っていない事に驚くと共に､ちょうど私が救命活

動をしている現場に雑誌マリンダイビングの方が

いて、以後すでに11年目に入りましたが、この雑

誌に潜水医学の記事を連載する様になった訳ですb

当時､現役のインストラクターで実際に多くの患者

さんと触れあう開業医は恐らく、他にいなかったと

思いますbこうして､雑誌に連載をする様になると、

当然の事ながらダイバーの患者さんも増え､減圧症

の治療も、たまたま私が所属する日本医科大学の第

1外科にチェンバーがあった事もあり、日本高気圧

環境医学会にも参加する様になり、本格的に潜水医

律、学を学びながら、実践する様になった訳ですb学会

には知識は凄いけれど､ダイビングはなさらない先

生､多少ダイビングもされるけれど､教えるレベル

ではない先生が殆どで､実際にダイバーを教えてい

る医師として、多くの疑問や矛盾を感じ、教えて戴

いたり、自分で研究をしたりして､いかに多くのダ

イバーを事故に合わない様にさせるか？万が一の

場合にばどうするか？等を日々研鎖する事になっ

ていった訳ですb一時は自分のショップをサイパン

で開いて多くのDMコースを開催し、当時このコー

スを受けた方が､今インストラクターとして活躍中

である事は本当に嬉しい事ですb当時は2ヶ月に1

回はサイパンヘ行ってDMコースばかり開催して

いたので､今写真をみると自分がどんなにスリムで

あったかに驚きますbもっともっとこれからも、潜

らなきやと切実に思っている今日この頃ですbこう

した活動中にSDCの方々とも知り合い､借越なが

ら顧問をさせて戴く事になり、6月の総会には､極

力参加させて戴き、少しでも皆さんのお役に立つ事

をお話させて戴いたりしておりますb残念な事に新

年会は1月の最終の週末の事が多く、開業医として

一番忙しい時期で失礼する事は多く申し訳なく思

っておりますb

さて､最後にSDCの皆様へのアドバイスとエー

ルを送りたいと思いますb実際かなりのSDCのメ

ンバーの方が患者さんとしてお見えになっていま

すし、当クリニックの診察券をお持ちで､健康状態

がOKの方は自然にせいこクラブのメンバーとし

て､私が開催するツアーや講習に参加して戴いてい

ます66月には､奄美大島へ、9月にはサイパンへ

行く予定ですbその次はたぶん2月にパラオかな？

と考えていますも今年の3月にサイパンに行った時

は、SDCのメンバーの方の頑張りに本当に感動し

ました。又、どんどんスキルアップしようという姿

勢にも頭が下がりますも私も一応PADIのマスタ

ーインストラクターですので、ちょっとブランクが

あってとか、もう少しきれいに中性浮力を取りたい

等のスキルアップ講習もぜひ声をかけて下さいね。

皆さん、気持ちも身体もとてもお若いのですが、や

はり健康でなければダイビングはできません｡最低

年に1．2回はダイバー用の健診をする事をお勧め

しますb又、ツアーに行けば誰もが、沢山潜りたい

と思うでしょう。でも、知らないうちに身体は疲れ

ているかもしれませんb冷静に自分を見つめ、1本

休む気持ちをいつも持ちましょう。又、嫌でも、年

と共に動ﾙ蔽化等はすすみますbそうなると、血管

の弾性が低下するので､減圧症のリスクも高くなり

ますb昨年と同じ深度に同じ様な体調で潜ったのに、

今年は減圧症になってしまったという例もありま

すも年令と共にみなさん控えめなダイビングをして

下さいね｡又､血圧等が高めの方も多いと思いま戎

塩分を控えたり、やせたりといった努力で下降すれ

ばよいですが､家系等で無理な方もいらっしゃるで

しょう。

血圧が高いまま潜れば､何かの拍子に急激に上昇し

て、意識障害でも起こせば､海の中では致死的にな

るでしょう。こういう方は弱めの降圧剤でコントロ

ールする必要がありますbただ､降圧剤を飲むと言

う事は血管を拡張させる事になりますから、窒素の

吸収も多くなりますbつまり、減圧症の危険が高く

なる訳ですbですから、こうした方もいつも控えめ

なプランでダイビングを楽しんで下さいね｡皆さん

が、いつまでも若く、ダイビングを楽しんでいかれ

る事を願っていますも細かし御質問等はいつでも御

遠慮なく、お寄せ下さいね。13



モルジブ・サザンクロス号クルージング 2㈹2413～21

146佐竹綾子

(いざモルジプヘ）

2度目のモルジブ､クルージングの出港は土曜日な

ので、どうしてもコロンボ経由マーレになり、コロ

ンボ空港ではタラップを手荷物持って下り、また乗

り継ぎのタラップを登る.．重～い！

これが面倒ですがこの間に紅茶を買っておくと帰

りの荷物に入れられるので便利かも・・・

マーレの空港には船のオーナー夫人（と言っても若

く可愛い人)が出迎えてくださって今日から1週間

ご一緒する人達とサザンクロス号に乗船

ワアーきれい、大きい、と前回乗った船と上磁して

しまった｡前回も楽しかったのに。早速ダイビング

器材をまとめて就眠、成田を出てから15時間。

翌日1本目はチェックダイブもエントリーしてすぐ

マンタの大歓迎毎日ギンガメ、カスミアジ、ヨス

ジフエダイ等お馴染みの魚達人間大好きなナポレ

オン、ハンマーヘッドも眼下に出てきて感激！

一番印象に残ったのはコバンザメの群れ､いつもは

大物にくっついているのが単体で群れている。

上から見るとなるほど小判のようになっていて面

白かった。

このコバンザメを見てリストラされた人達みたい

だと言った男性がいましたが、なるほど1と感心、

ダイビング終了後の前方デッキは生ビールと喫煙

者の群れ、いつも同じメンバーでした。

とっても嬉しかった事

4月15日私の訂駐日。シャワーを済ませ池の人達

14

とデッキでいつもの生ビールパーティーを楽しん

でいたらカンカンと食事の合図､サロンに入ってび

っくり1大きなテーブルいつぱいにHAPPY

B,DAYAYAKOとお米を染めて描いてあ

り、プリメリア、ブーゲンビリアの花､その中に大

きなハートが二つ侭がハートのネックレスをして

いたから)綺麗で可愛いデザインの大きなケーキ、

大勢の拍手に迎えられて．．もう感激！こんな盛大

な誕生祝いをして頂いて胸が一→杯になりました。

私のテーブルにも花が飾られオーナーガイドのシハ
アールさんからバラの花・・この日のディナーの飾

りつけはコックのモナボアルさん、最高の傑作か

な？食後はクルーの太鼓のリズムに合わせ、ミラー

ボールの中で、皆モルジブダンスに興じました。

(こんな大きなケーキ）

ショックな事

ツアー参加前に寝違えて首が回らない｡でも飛行機

の中でゆっくり4席も取って寝て回復を期待したの

に、タンクを担いだ途端ジーンと痛みが走った．．

折角モルジブへきたのに・・薬を飲んだりしてでも

15本頑張ってしまった。あんなに気をつけていた

のに．．悔しい！

モルジブのナイトは素晴らしいのに．．又行きまし

ょうね。

ダイブコンピューター

今回1日目で壊れた人が出て、コンピューターがな

ければ明日からのダイビングは出来ないと言われ、

へ



皆途方にくれましたが幸いリーダーが代替になる

器材だったので翌日からも楽しむ事が出来ました。

でも予備の予備のコンピューターは誰も持ってい

ないもの．．本当に良かった。
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備えあれば・・ブーブーの出番3回も

蕊
後ろからフィンを掴む人がいる。曲がらぬ首を身体

ごと振り返るとバデイが50のサインを出してガ

イドに知らせてと言う。今ここで鳴らすとすわつ

大物が出たと他の人に思われるかなと思いつつブ

ーブー､ガイドに知らせる事が出来ホットしました。

又ジンベイ待ちの時､腕をぎゆうと掴まれた。何事

かと思ったら私のオクトを唖えている・・・これは

へ大変と又ブーブー､ガイドが飛んできてその人のレ

ギを点検､唖え直したが1分も経たぬうちに又オク

トを・・で又ブーブー、結局タンクの開け方が中途

半端だったようで．．よかった。私も伊豆で残圧計

の針がフラフラしていてびっくりした事がありま

した。

このブーブーは久米島でアップカレントで吹き上

げられた時どうしても戻れなくて鳴らしました｡や

はり何かあった時、ガイド、バデイに知らせる手段

として装着したほうが良いと思いました。

～～本数じゃないのよ～～岩本さんの言葉､いつも

思い出しております6

(感激の証牛日でした）

次の夜はサヨリが一杯船尾に遊びに来たのをざる

や各部屋にあるポリのごみ入れですくい上げ､もう

いつまでも楽しくてその内16歳の彼はドボンbで

もなかなか止めず､きっと皆が喜んでいるのが嬉し

かったのでしょう。サヨリは天ぷらに変身､美味し

く頂きました。

前夜の鰹は結局100匹釣れて半分はこの船の冷凍

庫に､半分は他所の船に売っておこずかいになった

そうです6

言葉が通じないクルーもいるけど､いろいろ話した

り自分の結婚式の写真まで見せてくれました｡私の

ログには一杯写真が貼ってあるので、とても興味深

く話の種になりました。

いつも夜更かしして大勢の方と過ごせて､やっぱり

クルージングは楽しいな！

帰国後もメールで写真交換したりしてパソコンも

覚えてよかった。

鋤ﾛ者：リーダー長野恭子､平野昌子､森重美智子，

芳賀幸子、佐竹綾子

愉快で楽しかった事

二

夕食後の楽しみは勿論お酒とおしやくり・・でも後

デッキでクルーの人達が魚を釣っているとき、明る

いライトに誘われ､まずはかつおの一本釣り。疑似

餌にどんどん掛かって30分で50匹釣れて刺身好き

な我々は口々に食べた－い。で、オーナー夫人もと

こさんが､包丁さばきも鮮やかに、かつおの洗いを

作って長ネギ､生姜もあって満腹のおなかに納まり

ました。
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(サザンクロス号）(すごく重かった）



ラヤンラヤン・ダイビンケツアー道中記
2○○25．16～2S

411須永勝子

と無表情におでこを突き出して、私たちを歓迎して

くれた。「はじめまして！」とみなカメラを向けなが

ら挨拶。大物を久しぶりに見る私興奮さめやらぬ

うち､モンガラその他小物に混じってイソマグロが、
ホワイトチップシヤーク力垳き過ぎる。

突然リンリン。ガイドのよしみさんの指先、はるか

彼方の深い所に鮫のシルエットが・・・これがハンヘ

マーヘッドだった。

メンバーはリーダーの岡野博さん、参謀格の卿|｜

清さん、陸上でも海の中でもスーパーウーマンの鈴

木清子さん、どちらかといえば軟派の眼科医・今井

征二さん、いつまでも色つぼし湫山真美子さん、辛
口の都会派･覚張睦子さん､当メンバーのアイドル・

ノリピーこと照岡典子さん、幾つになっても純情無

垢の芦野みどりさん、そしてリポートを書かされる

破目になった不幸な須永勝子の文字どおり（？）シ
垂
圭
奉
凸

ルバー9名。

マレーシア東マレー

シアサバ州にあるラヤン

ラヤンは、コタキナバル

から小型飛行機で1時間、

南シナ海にぽつんと浮か

ぶ小さな小さな環礁の島

である。

マレーシア政府が領有権

（石油採掘権）確保のた

め環礁を埋め立てて島を

作り、海軍基地にしたと

のこと。

コタキナバルで1泊し、

翌朝7時半、青いサンゴ

礁に包まれた滑走路に降

幾
F門

､j､

へ

深度36Mから徐々 に浮上してくると、いました1ギ

ンガメアジの大群。

下からぐんぐんわきあがって玉となり渦となり右へ

左'、再び急降~Fb

この渦の中に突進するのが夢だった私は、迷わずそ

のただ中/、

私だけでなくやってますやってます・・・ガクさん

が、清子さんが、ノリピーが・・・

不思議にギンガメさんにぶつかる事もなく、360度

目、目、目に囲まれてしばし至福の時を味わった。

濁頼に来るとサンゴの上に様々 なチョウチョウオや

カラフルな4漁の群がお花畑のよう。クマノミ、タ

テジマキンチャクダイ、ツバメウオ等々 ．・・・もう

数え上げたらきりがない。そうそうカメさんにも会
ったんだつけ。

り立つと、すでに高く上がったぎらぎらの太陽とサ

ブマネージャーの山田弘子さんら島のスタッフが寝

ぼけ眼の我々一行を歓迎してくれた。

てきぱきと過不足なくアドバイスしてくださる弘子

さんには、滞在中お世話になりっ放し。彼女のおか

げで、4日間居心地よく過ごすことが出来た。誌上

で改めて感謝111

ラヤンラヤンのダイビングスポットはみな島の周

りにあってドロップオフ、ボートで平均20分前後。

船の苦手な私でも酔う間もなく到着してしまう。

1日目チェックダイブをかねて2本2日目3次

圧巻はこの日1本目のゴルゴニアンフォーレス

ト。

潜降したら、いきなりカンムリブダイの集団が悠然
16



帰りのボートではみな「ヤッタネ」と快心の笑み、

言うことなしのスポットだった。

3日目3本、4日目2末全部潜った人は計13

本。

1本パスした私には、皆さんのダフぶりに脱帽。最

年長の卿||さん以下皆さんの体力には、おそれ入谷

の鬼子母神だった｡(これ小唄の名取りイヅツスミ太

郎こと岡野さんのノリ）

ハンマーヘッド、ホワイトチップ、カメ、マンタ

からオオモンイザリウオ、アケボノハゼまでbここ

ラヤンラヤンは、ワイド派マクロ派を問わず十二分

に満足させてくれる。

しかもスポットが近い。

このメンバー9人のうち殉llさん､鈴木さん､覚張

へさんの3人がリピーターというのも納得・・・だっ
た。

水平線に昇り沈む太陽の美しさとけなげにも滑走

路で卵を抱えているアジサシの群もこの島の魅力、

忘れられない。

アフターダイブで特筆すべきは、あの水中カメラ

マン・中村征夫さんとの出会いだろう戒

たまたまプライベートで来島されていたと力も落

日を目の前に、海風が心地よいプールサイドでビー

ルを飲みながらしば1-歓談b中村さんの最近の著書

「水中の賢者たち」についての出版の経緯やその中

の1ページについてなど、自然に溶け込むような穏

やかな表情と口調で語って下さった｡(すっかりファ

ンになってしまった私）

~、何故漢文「忘親易使親忘我難」にさざなみフグ
の親子の写真がふさわしいのか・・・涙なくしては

語れない一篤興味ある方はご一読あれb

ダイビングツアーを成功させる条件に、人（メン

バー)･場所･天候の三つがまず上げられると思うが、

このラヤンラヤンダイビングツアーは、ラッキーに

もこの三条件をクリアーしていたのでは。・・・と

はオカちやんこと岡野リーダーのお言葉。

皆も同感

かくして、珍事は山ほどありましたが、もめごと

もなく8日間の旅はつつがなく終りました。

硬軟取り混ぜての個性的な面々の集まりでしたが、

持ちまえの間のよいトークで終始笑わせてくれた岡

野さん、リーダーのお役目本当にご苦労様でした。

メンバーの皆さん、ありがとうございました。

一見危なかった話その2＜流される＞

333阪上洋

インドネシアの西チモールにあるアロール（日本か

ら片道3日かかります)で潜った時の話ですb(現在

は､東チモールからの難民で､物騒なところとなり、

行けませんb)

ここは､入り江を出たところに､大きし根があり「カ

ールスドリーム」と言うポイントになっていますb

ここが凄い1根の両脇は、鳴門の渦巻きみた

いに、渦を巻いていますb

この根にアンカーを打って、ボートの先端から、ア

ンカーロープめがけて飛び込み、ロープがわきの下

に来た時、瞬時にロープをつかみ、腕力とキック

カで、一気にアンカーまで潜行しますbアンカーは

根の岩陰で、ここにたどり着けば､潮は避けられま

すもギンガメアジと1メートルを越すマグロが見ら

れますも岩陰にいると、誰かが私の頭をキックする

ので、見回しても、誰もいませんb急流の潮が変化

して、頭をかすった為でした。問題はエキジットで

すbそれぞれアンカーにもどり、エキジットとなり

ましたが、ここからが大変1ロープが弓なりになっ

ていて、明らかにエントリーした時より、潮が強く

なっているのがわかりますb離れた根に一人ダイバ

ーがつかまっていて、排気がぶつ飛んで行くのが見

られますが、皆他人のことを心配するどころであり

ませんb気がつくと、ガイドが流されていません。

しっかりロープをつかまればなんとかなるだろうと

思い｢俺が最初に行く」と合図して､左手にカメラ、

右手にロープをつかみ､浮上にかかったと思ったら、

瞬時に水面まで持って行かれました。船上では、大

騒ぎになっていて、ロープを投げてもらって、つか

んだ瞬間、エキジット用のはしごに激突しました。

流れが強くて、フィンが脱げませんb

ボートから、足を上げれば、フインを取ってやると

言っていますが、潮で足が上がらない1

今でも、どうやって、ボートにあがったか記憶にあ

りませんbあがって見ると、他のダイバーは流され

ていて、ボートでダイバー拾い。1キロも流される

と潮がないことがわかりました｡流された人たちは、

瞬時にながされたそうですbここでの反省点は、人

の動きを見てから行動する裏先頭を切らないこと。

流されるのも手だと思いました。その後も、このポ

イントに入りましたが、恐怖を伴いますが、エキサ

イティングなポイントで、面白い。（つづく）
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(クエルノ・デル・パイネ）

人口約11万人。いまは漁業が主で、ウニはサンチヤ

ゴを経由して日本に輸出されているとか｡新市街には

近代的な高層アパートが建っている。

まずは、かわいいマゼランペンギンがたくさんいる

ペンギンコロニー"、現地ガイドは「こんなのはそよ

風！」と言うけれど、吹き飛ばされそうだbパタゴニ

アは風が強い。
へ

☆現地まで30数時間、地球の「裏側」は遠い！

ついに行ってきた！パタゴニアのトレッキングに。

数年前、知り合いにフィッツ・ロイ山のすごい朝焼け

の写真を見せられて、広大なパンパ（草原）から続く

氷河の話に魅せられて、エネルギーのあるうちに行き

たいと考えた。

「パタゴニアって、どこにあるの？」｢南米のチリとア

ルゼンチンの先､南極近く！｣｡知人とそんな会話をし

て、2月に学生時代の友人と2人、登山やトレッキン

グ専門の旅行会社の「パイネ・フィッツ・ロイ大自然

トレック15日間」に参加した。

パタゴニアは、チリとアルゼンチンの南緯40度以

南の地域で、日本の反対側11～3月が夏の観光シ

ーズンだも成田からダラス・フオートワース、チリの

首都サンチャゴを経由して、プンタアレーナスート

ランジットの時間を含めると、行きは34時間、帰り

は38時間。しかも、ほぼ満席だった。

☆お天気は最高！パイネの山々

…鰯
一P，

☆マゼラン淘映に面したまち、プンタアレーナス

プンタアレーナスは南極に近く､厳しい気候なのに、

旧市街はどっしりと落ち着いていて、風格がある。1

520年、世界一周をめざしていたマゼランが海峡を

発見し、パナマ運河が1914年に開通するまで、こ

こは太平洋から大西洋へ抜ける交通の要所だった。
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（パイネ・グラン升

プンタアレーナスからマイクロバスで30分も走る

と、見渡す限りの草原に入る。わずかに点々と馬、羊



．．…･･･走ること2時間半b遠一くにパイネ･グランデ、

バルマセーダが見えてきた。

パイネ国立公園の中には､超高級なホテルが1軒と、

ペンションを大きくしたようなオステリアが数軒点在

している。3カ所のオステリアに4泊したが、ペオエ

湖の中に建つオステリア「ペオエ」は眺望掘鶉パイ

ネ・グランテとクエルノ・デル・パイネの大パノラマ

が眼前に広がる。湖は海に続いているので、海抜は1

00～200メートル63000メートル級の岩山は

実に堂々としている。

夕焼けがきれいだも日没は夜10賎夜明けは6時

過哉早起きが苦手な私も、ここまできて寝坊なんて

していられない。暗いうちから起き出して、朝焼けを

待つ｡パイネ･グランデがピンク色に染まっていった。
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（グレイ氷河）

次の日、観光船でグレイ氷河間近まで行ってみた。近

づくにつれ、風が冷たくなる。体感では氷点下以下も

その氷で飲んだチリの地酒、ピスコサワーは最高でし

た。

一

☆「ノス・ヴァモス！」（さあ行こう)。

☆モレノ氷河とカラファテのまち

‐．-~~ー・一秀…-マーミ妄や‐､÷
■ー詔邑甦

＃

鱗．鵜拙
…

…

一

（トーレス・デル・パイネ）

いよいよ、最初のトレッキンクも9時30分、トレ

ッキング開始岩が3つそびえ立つトーレス・デノレ・

パイネ（2800メートル）〃、山頂が間近に見える

地点までは約4時間｡川を見下ろしながら､草原や木々

の中を抜ける。最後の1時間は大きな岩の問を急登b

息が上がったころ、見えた1足元は万年雪b地上は

快晴で気温30度オゾン層の破壊が進む南極近くだ

から、すごい紫外線だろうな。夕方、ふもとのロッジ

にたどりついて、5ドルの生ビールで「サルーン！」

（乾杯)。

翌日は、グレイ氷河へのトレッキン父尾根を歩い

ていると､まわりが焦げている？？山火事の跡危

乾燥しているから、鎮火したように見えても、またく

すぶり出す6テント泊で消火活動をするチリの若い消

防隊員の顔に疲労感がただよっていた。タバコの吸い

殻からの失火だと力もひどいよね。

懲
一
和
鐸

壷
。

４
や
守

役
像
跨

刃韓曝穆‘律

（モレノ氷河）

草原を走り、国境を越えてアルゼンチンー両国の

緩衝地帯が数キロある｡カラファテは､「アルゼンチン

の軽井沢」と呼ばれる避暑1也今回の旅では唯一、ち

ょっとしゃれたお店が並ぶ、モレノ氷河への拠点のま

ちだb

パタゴニアの氷河は数万年前にできた。モレノ氷河

は、長さ141皿､幅2.41皿、高さ55m･日に数セン

チずつ、新しくできた氷河に押し出されてきた氷河の

先端？が、大音響とともに目の前で崩れ落ちる。氷が

溶けて、水になり、いつしか蒸発して、また雪や雨と

なって地上に降り、氷河となる。気の遠くなるような

サイクルbその瞬間にいるのだ6
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（セロ・トーレ山）

あまりにもよすぎたせいかな？あきらめ始めたら、

劇的に雲が上がって、全貌が現れた。どんどん青空が

広がってくる。三角形の二辺をまわりこむコースで、

フイッツ・ロイが見えるビューポイントまで再挑戦。

幸運に感謝！

最後の日、フイッツ・ロイとセロ・トーレは朝日に

サーモンピンクに染まり、さらに雲一つなく晴れ渡っ

た空をバックにして、私たちを見送ってくれた。

「山が全部見えたら、ツアー代金を倍払っても惜しく

ない。見えなかったら、くたびれ損」と言われていた

が、お天気に恵まれた大自然はすばらしく、トレッキ

ングを十二分に楽しんだ6ダイビング？ごぶさた続

きで．．…｡、これからがんばりますも

（モレノ氷河の氷上トレッキング・・真ん中が私）

アイゼンをつけて、氷河トレッキングも体験した。

氷河の表面は薄写れているが、氷河の裂け目の奥はア

イスブルー。うまい言葉が見つからないほど、きれい

な「青」－ へ

☆フィッツ・ロイ山とセロ・トーレ山

L:L，､！

″巳

＝

地平線まで続く草原そんな光景がどこまでも続く

と､睡魔が襲ってくる｡乾燥している上に強風だから、

たまに対向車がくるとサファリラリーの気分だbエル

チャルテンの町に近づくと、ラッキー！、正面にフィ

ッツ・ロイとセロ・トーレが見えてきた。

後半のトレッキングは、フイッツ・ロイから。途中

までは見えていた山頂が、近づくにつれて雲の中に。

最後の急登のころには風も強くなる。士や小石が舞い

上がって顔に当たる。飛ばされそうになりながら、必

死にロス・トレス湖につく。フィッツ・ロイの岩肌が

そびえ立っているはずなのに何も見えず、早々に昼食

を終え、引き返した。

翌日は、その隣のセロ・トーレー真上は晴れてい

るのに、またまた前方に雲がある。パイネのお天気が
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待ちに待った定年退職
O88芥川忠雄

一

今では仕事をしたくても仕事が無く、場合によって

定年前に肩を叩かれ、もっと悪いと会社が消滅、倒産

なんて事もある時代ですが、私が定年を迎えた時は、

何故スタコラ辞めるのか不思議がられました。中には

ポストが気に食わないのかと言う人も居ました。

実は私には退職したら始めようと計画していた事がい

くつかありました。

先ず第一はボランティア活動。何れこちらもお世話に

成るかもしれないから自分が出来る内にと始めたのが

独居老人への給食酉燵でした。多い時は週三回、昼の

二時間位ですが五年と続けました。

次が退職前から始めていた健康体操教室のメンバーに

へ誘われた地元自治会の役員です6四千世帯もいますと

自分勝手な人も多く、例えば公園の樹が伸び過ぎて街

灯が見え難いから切れと言う人、折角の森をそのまま

残せと言う人など自分の事しか考えない人が多いと感

じました。阪神淡路大震災では約一ケ月の間ガスの供

給が止まり、近くのゴルフ場の風呂を開放して貰うな

ど雑用が主でしたがこれは六年続けました。

三番目が山登りですbなんせ出来るだけお金を使わず

時間を潰せて然も健康にいいとなるとこれに限りますb

山登りと言ってもハイキングに毛の生えた程度の山で

すが週一回の参加でこれは現在も続いていますb

この山登りと同時に始めたのがダイビングですb本当

は一番に始めたかった事ですが、どうすれば良いのか

模索している内に二年が経ってしまいました。やっと

新聞でCカード取得の記事を見付け地元大阪で学科、

沖縄で実習を､そして言われるままにフル器材を購入、

ショップのツアーに数回参加してからダイビング雑誌

でSDCの事を知り、問い合わせをしたら即入会申込

書が送られ入会、今日に至っていますも

会社の仲間とは全く付き合いはありませんが、クラブ

のツアーには何回か封pさせて頂き、友人も沢山出来

て中には剛昏するならこんな人と思われるガールフレ

ンドも何人か出来ました。あ～家内は未だピンピンし

ていますが….….…．

計画に無くて始めた番外はパソコンですも現役の時パ

ソコンは勿論有りましたが一部の人が使っていた位で、

あれは専門職の物と思っていました。所がクラブのツ

アーでフィリッピンへ行った時にメンバー八人中パソ

コンしてないのは私だけと言う現実に樗然とし遅まき

ながら始めた次第です。未だクラブのツアーに

一度も参加したことが無いと言う会員さんも沢山おら

れると思いますが是非一度参加される事をお薦めしま

すb一度参加しますと始めての人でも百年の知己とな

り今までとは違った世界が開かれる事は間違いありま

せん。色んなシガラミを捨てダイビングと言う共通の

話題、時にはダイビング以外の共通の話題？にも花が

咲きますbこれが判ればあなたもバリバリのSDCの

メンバーですb答は次回のツアー参加で………。

第7回ヴィンテージな会への誘い

年4回開催の会員同士が楽しく語らい、くつろぎ

交流を深める集い｡SDCの新年会や懇親会よりず

っと小規模で、その分親しみも深まりますb

新宿の高層ビルからの絶景の夜景を眺めながら､飲

み．食べ．語らい、夢の一夜を共にしませんか。

初めての方･遠隔地の方･賛助会員の方大歓迎ですb

是非ご参加ください。

記

1．日時：10月1日（火）曜日17時30分~21時

（19時位にお越し頂いても構いません）

2．会場：新宿西口･都庁前

ホテルセンチュリーハイアット27階

くうプソディー＞

3．会費：5,000円

4．定員：25名・・先着順

5．申込；メール又はファックスで

hh8t-urmasahi-net.onip 044-987-8900

宇留賀達雄
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SDCは30人から発足し今では10倍以上に膨れ

上がりました。

名誉会長さんの願い「ダイビング以外にもたくさん

の趣味グループができて、より楽しい人生が送れる

よう・・・」

散骨を趣味にするのも変ですが、同じ関心を持つ人

の集まりも面白いのではないかと思い、思い切って

始めてみました。

ほんの少人数を考えていましたが意外と関心は高く、

第1回目で15人の参加でした。

散骨を共通の話題として飲んで楽しむのも良い、ま

じめに散骨を考えるのも良い、そんな会にしたいと

思っています6話をより具体的に進めるのが「散骨

同好会」と思ってください。図で説明しますとこん

な感じになります。

ちょっとしたアンケートを取りましたら「散骨下見

お楽しみツアー」に賛同する方もいましたので、早

速遊び心で11月にやってみることにしました｡普通

のツアーとどこも違ってはいませんが、謡誼に「散

骨」が飛び交う事は確かでしょう。

関心ある方は御一緒しましょう。

22

⑳

第一回散骨を語る会

37℃千野正勝

さる3月28日、大隅照子さんのお声がかりで、

SDCの有志による「散骨を語る会」が開かれまし

た。SDCは海がキーワードですので、海への散

骨を希望する人々が集まり、情報交換や個人意見のへ

交流などについて、話し合う機会が初めて設けられ

た訳ですも

参力賭は、お見かけしたところ散骨になるにはほ

ど遠い、糯申的にも体力的にも非常に若々 しい方々

が15名集まりました。場所はSDCピンテージの

会が開かれております､新宿センチュリーハイヤッ

トホテルのスカイラウンジで、食事とお酒と音楽を

楽しみながら、散骨についての個人的考えや資料の

交換など、自由な立場で話し会いました。

そもそも私がこの会に

参加したのは、今年のS

DCの新年会に同席した

金井達雄さんと、自己紹

介をかねながら海につい

て話合っていた際、金井

さんは航海については専

門家であり、一方、私は

学生時代からヨットを楽

しんでいます関係から、

たまたま散骨の話となり、お互いに意見が近いこと

が分かりました。

私は、かねてより身内や友人の葬儀や埋葬につい

て疑問を抱いている点が幾つかあり、個人的にヨッ

ト仲間に無宗教で私の散骨を依頼しております6

最近では、自然葬での散骨を希望する人々がだん

だん増えておりますが、一方、これ等の傾向に対し

大手葬儀会社がビジネスとして捉え、糊白やヘリコ

プター等からの散骨葬に進出し始めております。

葬儀も埋葬もあまりにも金儲け主義の対象となり残

へ



念です。

もちろん自然葬といえども、いざ遺族が行うには

手続きとか準備の面で大変になり、業者に任せきり

になるケースが多いと思いますbしかし、あまり商

業主義に惑わされない方法で、個人の尊厳などと大

げさに考えず、個人が希望する場所に自由に散骨し

てもらう事を、今のうちから家族や友人に本人の意

向を伝えて行く事が必要だと思います6

SDCというステージのなかで、すでにビンテー

ジの会がスタートしておりますが、今回の「散骨を

語る会」や、その他テーマテーマに応じ仲間が集ま

り、楽しく、また、何力殺立つ様々な会が発足し、

戸、会員相互の絆つくりが出来れば幸いです6

散骨友の会なんていかがですか？
6

3卯金井達雄

先日（3月27日）の第1回散骨を語る会に参加し

ましたが､会場が新宿のセンチュリー･ハイアット・

ホテル27階のラプソディで美しい月を眺めながら

と言う最高の会場設定だったこともあり、参会者一

同もつばら飲んで．食べて・生演奏を聞いて・踊っ

てとまことに楽しい一杯会でした。

でも会の趣旨が、散骨を語る会と言うことでしたの

で、申し訳程度に少しだけ散骨に付いても個人的に

"、話しを聞かせてもらいました。
散骨を考えている人にも色々あり、次のような考え

があるようです6

＊これ以上お墓を増やして狭い国土を破壊したくな

いから、遺骨は全部散骨して欲しい。

＊この国淵上の時代に墓を残すとそれを守ってもら

うのが大変だろうし、子孫のお墓参りも大変だろう

から墓を作らず散骨にしたい。

＊戒名や葬儀そしてお墓と商業主義に流されて金が

掛かり過ぎる現状に対する一種の抵抗として散骨に

したい。

*先祖代々の墓はあるが、自分の大好きな海にも少

しずつ散骨して欲しい。

*お墓があれば、子孫が年忌等で集まってくれるか

らお墓もあった方がいい、でも、好きな海にも散骨

して欲しい。

＊なにしろ海が好きなので､死後も好きな海(複数）

で永遠に眠りたい。

それからインターネット等で集めたと言う資料によ

ると、散骨を行う業者も沢山あって、ヨットや外航

船・飛行機・ヘリコプター等々色々な方法で料金も

5万円から30万円程度と意外と安く散骨をやって

いるようですb

しかし、そんな中で関川会長のこんな話が散骨を語

る会の一つの方向を示唆しているように感じました。

「関川さんは、色々な所で潜られた経験から、自分

の散骨をするなら何処が一番いいと思いますか？」

と伺ったところ。

会長曰く「いい所は沢山あるけど、未だ自分の散骨

は考えていないよ。今日私が来たのは、誰かの散骨

を手伝ってやろうなと思って来てみたよ｣とのこと。

私は、自分自身の，'散骨をして欲しい''と思ってこの

会に参加したのですが、82歳の会長に「誰かの散

骨を手伝ってやろうかと思って参加した｣と言われ、

気が付きました。

散骨希望者が自分の散骨をどうしたいかだけ話をし

ていたのでは、結局専門業者だけに散骨してもらう

こととなり、SDCらしい散骨にならない。

一部の人とは言えSDCのメンバーの集まりならば、

SDCらしい散骨を考えるべきだ！

そう、散骨を自分達でやる。（たとえ一片でも)SD

Cの会員ならば散骨の希望場所もきっとダイビン

グ・エリアだろう。

自分が散骨をして欲しい人は、まず自分のダイビン

グ・ツアーで出来るだけ仲間の散骨をしてあげる。

そして自分が死んだら自分の散骨を仲間にしてもら

う。そんな仲間の集まり（散骨友の会・仮称）が有

ればいいんじゃないか？

なお、散骨友の会は、当面散骨を語る会に代わるも

のではなく、散骨を自分達で実施する有志の会とで

もしときましょう力も

そんな友の会に興味・関心のある方は、No.39

o金井達雄まで連絡を下さい。

それを肴に一杯飲みながらお話しをしません力も
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皆からの一ロコメント <今澤惠子＞

サイパンと言えばグロット！何と力頓張りました。

若さのバロメーターなので来年も挑戦しなくて

は・・・。

楽しいサイパンツアー、大隅とうさん、かあさん、

コング坂東さん、児島さん、百瀬さん、ありがとう

ございました。

＜百瀬由美子＞

サイパンダイピングも終りました｡かの有名なグロ

ット、潜りましたよ～～・

階段も下り､上り､ましたよ～～･タンクなしで…。

MOCダイブシヨップは50才以上希望者のみ持

ってくれるという噂？？？ですb

<児島恒之介＞

SDCに入会2回目のツアーが初めてのサイパン、

楽しいダイビングでした｡熱帯|生低気圧にもめげず

幸運にも8本潜れてラッキー1

グロットでは最高の体験をし良かったですも

＜大I禺楠夫＞

へ火炎樹の盛りのこの良い季節に､熱帯性低気圧に遭
遇

やむなく、3日続けて潜った季節はずれのマダラト

ピエイ・ポイント。

これが良かった。普段、流れるポイントが流れず、

毎回マダラトピエイをゆっくりと観ることが出来

た。

今回､私には珍しく、ワイド系の被写体の多いダイ

ビングでした。

＜大隅照子＞

全員カメラ持参のカメラ特訓ツアー（？)。3日間

でメキメキ腕を上げました｡顔だけはもうプロ並で

すも次15号会報の表紙は、この6名の中から選り

すぐられた○○さんの作品で飾られますb乞うご期

待11

＜坂東正朗＞

大隅さんリーダーのサイパンツアー､今回はじめて

で､楽しみにしておりました。皆さん楽しい方ばか

りで助かりました｡海の方も透明度抜群、きれいな

海でした。マクロ写真も少々、あまり良い出来では

ないと思いますが・・・

又、サイパンへ行こうと思っていますも

穐丸宏樹(MOCスタッフ）

皆懐､初めまして私サイパンM"でガイドをしてい

る穐丸宏樹（あきまる、ひろき）と申しますも

一昨年に続き3度目のサイパンツアーありがとう

ございました｡担当させて頂き大変光栄に思ってお

り ますも25



今回のツアー5／17日の1週間前ほどに社長の方

から「今回のシニアダイバーズクラブ宜しく頼む

な！」と言われた時､社長には「はい！」と一発返

事を返したのですが､正直不安が無かった訳ではご

ざいませんb頭の片隅には「シニア」の文字がちら

ついておりました。

シニアの方とダイビングをご一緒させて頂いたこ

とは何度もあるのですが、中にはやはりスゴイ1

方々もいました。

SDCの皆様はどうだろう？期待と不安を胸に到着

をお待ちしておりましたが実際にお会いし､お話を

させて頂き､期待削彰らみ不安は薄れて行くのを感

じ「よし1明日から」と気合いを入れ、いざダイビ

ング！

1本目はお客様も緊張しますがスタッフも緊張す

るものですbところが皆様の潜降をみて余計な不安

は吹っ飛び;2本目、3本目と潜る度に皆様の凄さ

を感じるばかりお誘いすれば4本目も行きそうな

勢いがあり、私自身怖くてお誘い出来ませんでした

（笑)。それぐらいの凄さ、暹しさを本当に感じま

した。

皆様との話の中に「シニアって何歳から」と話題に

なり「本当に何歳からなんだろう？」私のお会いし

たスゴイ方々は今回来られた皆様より若かった様

な気が致します。どこで線を引いて良い力判りませ

んが今回サイパンに遊びに来ていただいた大隅御

夫妻、児島さん、坂東さん、百瀬さん、今澤さん皆

様をシニアダイバーとお呼びしては､ばちが当たる

気が致しますb(笑）今回のダイビングでは私自身

色々と勉強させて頂きました｡本当にありがとうご

ざいますbまた是非サイパンツアーを企画していた

だき遊びに来て下さい。

今回ツアーに参加出来なかったSDCの会員の皆様

も是非次回のツアーで遊びに来て下さいお待ちし

ています6

26

九州地区で懇親会
O12関川清一

5月18日に福岡市在住の高岩辰司氏に幹事をお願

いし､午後1時博多の全日空ホテルにて九州地区在

住の方と、昼食(軽食)を兼ねて懇親会を開きました。

長崎から山下氏も見えられ、貴重なご意見も頂き、

3時間ほど雑談してきました。

幹事をやっていただいた高岩氏には大変ご苦労を

おかけしました｡有難うございました｡遠隔地にお

住まいで他に目的が無くて懇親会の都度東京へ出

てくるのは大変だと思いますb時に関西地区とか中

部地区での懇親会が有っても良いのではないでし

ょう力も会報には投稿されなくても、ご意見をお持

ちの方もおられるでしょう。

会員の皆様のご意見も伺いたいと存じますも

I

’

来年度の新年会のお知らせ

来年の新年会の日時が決まっていますのでお知

らせいたしますb今まで士j濯日に開催して来まし

たが土曜日は出勤で参加できないとの声もあり、

今回は日曜日に開催する事にいたしました。

早めにスケジューノ刷整下さり､多くの方の封ロ

をお待ちいたしておりますb

記

日時：1月26日(日曜日)12時より15時迄

（2次会は15時より17時まで）

場所：渋谷エクセルホテル東急

会費：10,000円（正餐スタイル）

へ
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世界の 2002年秋～冬お勧めプラン

ﾄリップ一・・一・・‘一．‐‘－．．‘一．．ー・・・‘－．．･ー，・・'一．．ー：

ワールドエクスプローラ発1
－．．－．．．－．．－．．－．．－．．.－．．－．．．－．．－：
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大人の休日を、目的に合わせてゴージャスにもリーズナブルにも演出できるワールドエクスプローラの
海外ダイブプラン。今回自信を持ってお勧めするのは、全て日本人スタッフが現地で同行する、
安心で中身の渡いプランばかり。アレンジも自在ですのでお気軽に担当の遠藤までお問い合わせ下さい。

ダイビングも熟知した日本人コーディネーターが同行し

CUBAﾊパﾅの新'圖文化に棚れられるまたとない升ﾝスキューバ・バラデロ9日間6ダイブ
トロピカーナショー＆ハバナ新旧市街観光付一

蕊
スパニッシュコロニアル風のおしゃれで

LILLOANゴー州な別館にｽﾃ側プﾗﾝでオ
リロアン5日間gダイブ全食事付

ﾊｳｽﾘーﾌも充実の潜り三昧ｾブの旅9月25日水曜日出発89,000円

一一

ビサヤエリアの人気スポットに近く、生物に詳しい日本人ダイビングスタッフが常駐するマリンビレッジがエスコートします

MALDIVES新艇ｻザﾝｸﾛｽ号で行く､ﾓﾙデｨブー押しのダｲブｻﾌｧﾘプﾗﾝです
サザンクロス号利用8日間15ダイブ全食事付

SAFARm1⑥月19B･11月9日土曜日出発188,000円
日本人ゲストのニーズを完壁に近い形で備えたサザンクロス号で行くプラン。モルディブのスペシャリスト太田祥平がガイドします

PALAU轍で“
5名限定貸切ポートでのんびりダイビング1

12月2．9．16日月曜日出発138,000円5日間4ダイブ
不動の人気を誇るパラオで潜るなら、ダイバーのために作られたマリンクラブステイをお勧めします。
目の前はマクロの宝庫のハウスリーフがあり、施設も全てがダイバーにとっての快適空間です。

パラオ専用ダイヤルTELO3-5425-6546

”

鷺
些

》
罐

謬琴謡蜜

川

仮～上記お問い合わせお申し込みは～ 国土交通大臣登録旅行業

室値㈱ワールFﾂｱー プランナーズ第ｲ604号
〒105-0013東京都港区浜松町2-2-3磯山ビル5F 担当：遠藤

E-MAIL[info@wtp.cojp]HOMEPAGE[http://Ⅷ㈹i.wtp.co.jp]

フリーダイヤル[東京･埼玉･神奈川県.

⑨■全⑥－53了3岳
TELO3-5425-7711

FAXO3-5425－7713
L型坐
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る、現。ﾛｿﾊ巨大な魚柱
449大石和明

写真1を見るとほぼ角柱の形になっていますが、よく

見ると左側からどんどん魚達が魚柱に加わっているの

が分かります6

パラオ、モルディブと潜って来ましたが、どうしても

シパダンのバラクーダ、ギンガメアジが忘れられず、

5月中旬、単身シパダンに行ってきました。予想通り

天気は毎日晴波は穏やか、ダイバーは少なく快適で

したが、透明度が悪く、それにバラクーダがいなくな

ったと聞き、がっかりしました。しかしまれに見るギ

ンガメアジの大魚柱に逢い感動しました。私もシパダ

ンで180本位潜っていますが、これほど大規模な魚

柱を見たのは初めてで式この日、エントリーするな

（
凸

りすぐにギンガメアジの群れに会いました。すると群

れがぐるぐると回り始め､しだいにせり上がって行き、

やがて巨大な魚柱に成長し、竜巻のように移動し始め

ました。ところがドロップオフの縁に達すると、なぜ

かそのまま横に倒れ、崩壊してしまいました。このド

ラマッチックな感動的なシーンを順を追ってゆっくり

見てください。
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写真2極限にまで高くなった魚柱A腿
竜

‘少舜

写真2では魚柱がどんどん高くなりながら移動して

いますがついにドロップオフの縁に達したところです6

写真1大きくなりつつある魚柱

28
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写真3横倒しになった魚柱

魚柱が高くなりすぎたのか、横に倒れ始め、ついに横倒しになりました。まるで塔が倒れるようです6
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写真4崩壊する魚柱

ついに柱の形が保てなくなり崩れ始めました。真ん中あたりが大きく崩れていますも
－－■■■■■■■■一一一 一一一一

一

|：

写真5一斉に解散する群

浪散りました。この壮大なデモンスついに崩れ、ギンガメアジ達は一斉に飛び散りました。この壮大なデモンストレーションは一体何だったんだ

ろう。君達のレクレーションなの、それとも何かの儀式？ドロップオフで何で横に倒れるの？そのままの形で

沖に出てほしかったなあ。でも、素晴らしいショーだった。ありがとう！！バラクーダがいなくなって寂しか

ったが来て良かった。バラクーダにはこんな芸当できないもんな。又来るよ、元気でな！29



パプアニューギニア(PNG)潜り倒し
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(シャークポイントにて）

5.23成田発20:30ケアンズへ､5.24早朝ケアンズ着

通訳ガイド(陸･水中)をしてくださるYUKOさんと

合流もう一安心、ホッ11ポートモレスビ空港へ、

そしてケービエン空港パラダイススポート号に乗船b

国を出てから約20時間、PNbはやはり遠い。
ニコニコと優しい笑顔のクルー達に迎えられ、初めて

の食裏遅いランチだbこれがロブスターの食べ放題

なのだもビックリ11

早速1本目のDVがスタート。もう日が落ちている。

ポイントは｢アルバトロス｣。ナイト状態だが、ライト

の先にはビッシリと魚達が動いて見えた｡｢ウムこれは

すごい、楽しみだ｣それから毎日食事前の早朝DV・

昼食・おやつを挟んで4DVがツアーの代金に含まれ

ている。勿論希望者だけなのだが、ほとんどが22本

位を潜った。

海はバラエティに富んでいる。サメのポイントあり、

沈潜、レア物ポイント、ドロップのカレント、チャン

ネル、ドリフト等々・・・ ◎

私が特に気に入ったのは｢チャップマンリーフ｣と｢ア

ルバトロス｣。続けて3本潜った。「チャップマン]は

特に強いカレントと回遊魚、イソマグロ・ツンブリ・

サメ・ギンガメ・ロウニン・バラクーダ等々・・・・

30

まず全員カレントフックを用意初めて使う人も多く、

YUKOさんのブリフィーを真剣に聴く。カレントは

強い｡バックロ､一ルから一気に30m"~~｡全員凄い､バ

ッチリだも潜降途中にも99000匹位（ウフフ）のイソ

マグロとサメだ6目の前のドロップに取り付く。カレ

ントフックをしっかりと掛け、ボンボンとBCにエア

ーを入れる。身体が浮き上がりよい具合だが、マスク

に海水が入る。しっかりとマスクを押さえ片手にカメ

ラを持っているのだが、シャッターを切ることは出来

ない｡ただ荘然とスクリーンの映像を眺めているよう

だbYUKOさんの合図で全員エアーを抜き移動､20

mプ、そして10mに高度を変えると、また違うスケー

ルで風景が変わる｡エキサイティング箔最後は99000

匹の「あかもんがら」の中をドリフトで5mへ、アン

カーもない安全停止。全員立派だった。

7日間のクルーズの間、1度だけゴムボートで無人島

に上陸した｡夕日を眺めながら､シャンパンで乾杯！！

こぼれ落ちそうな星と、青く光る海ほたるを見ながら

本船"、

僅か60分程度でしたが､とても幸せなひと時でした。

ゲスト17名にクルーが13名、シェフも最高》

全日程、パンからデザート、カクテルまで全部シェフ

の手作り。勿論毎食エビ、カニ、ステーキで味付けも

へ

豆



一人旅
120古賀晃一

（ラストナイトBBQパー ﾃｨにて）

イイ。島の可愛らしい子供達､世界一怖い顔の大人達

（けど優しい)､スチュワーデスも顔に入れ墨をしてい

た。島のマーケットには大きな海亀のぶつ切り、ツバ

メ魚の干物、なまけもの（生きている）等が売られて

いた。「今まで行ったどんな国とも違う文化を持つ国

だ．．」とつくづく感じた。今回のツアーでは、色々

なアキシデントがあった。まずエアーチケット3人分

がキャンセルされていた。病人、メンバー内の争い、

ホテルのベッド(Wベッド)､クレジットカード等々危

＊言い争いは自分の主張をハッキリと口に出す為だ6

しかし、1分後には無かったように仲良くやってい

る。

＊具合が悪いと「おかゆ」を作ってくれる人。

＊体温計から眼帯まで用意して参加した人。

＊「冷やせ」「温めろ」と心配してくれる人。

＊チケットやホテルのベッド、クレジットカードの

トラブルは英語の出来るYUKOさんが頑張って

くれた。

今しみじみと思い出してみると、本当に良いメンバー

に恵まれたと胸が熱くなる。特に私に対しての思いや

り11感謝･感謝の気持ちで一杯のPNGツアーでし

た。

参加者:081国澤・357佐藤(道)・193北島．356栗

本・343百瀬・426寺島．165烏飼026良縁寺

唾け8

（マレーシア）

いつも会報楽しみに拝読しておりますb係りの方の

苦労が忍ばれますも私､本年喜寿を迎えました。気

持ちは青春ですがところどころ部品が傷んできて

いますb私がダイビングを始めたのは7年前セブに

観光に行き1日目は観光、2日目はゴルフ、3日目

暇を持て余しているとガイドから体験ダイビング

を勧められて始めたのが最初ですb海中の美しさに

病みつきになりその内カメラに懲りだし､カメラと

機材を担ぎ方々回りました｡老人がカメラと機制を

担いでいるのでよく「ユー、プロカメラマン？」と

聞かれますもケラマで館石昭さんからも聞かれまし

た｡ライセンスもいつの間にかDMになっていまし

たが、レスキューのテストが1番きつく、つらかっ

たと思います6旅をしているとアクシデントやトラ

ブルに出会いますb年寄りの1人旅はよほど注意し

ても十分ではありませんbこれからもダイビングは

やめられませんb良い写真が撮れたらお送りしますb

アクシデントの話は又機会があったらお話しますb

ダイビングの合間に描いたスケッチをお送りしま

へ

二

すも

一
認

(ネグロスドマゲッティ）

31(無人島にて）
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企画・チームリーダー：455泊和政

詔
吟撫

鴬遜
蕊

ー

猫囎

、

'a』乳しも

噺

レオゾード・シャーク

入会予定者の湯浅隆行さん、ショップガイドの鶴美

佐子さんの以上4名、タイのプーケット発、アンダ

マン海をクルーザーで北上、ミャンマーの国境海域

近辺まで4泊5日のダイビングを楽しんだ6

3月1日関空机バンコク経由プーケットゾ、

深夜パトンピーチより出航シミラン諸島へ向かう。

海は穏やかである。しようショップはSegHawk

Divers｡

使用クルーザーはO"anDiving所有のV1lai

Samnt農船室4.客は16名。

3月2日。早朝エンジンが止まるとそこはシミラン

北方のImhBon(ボン尉のポイントの上であった。

ブリーフイング前にダイバー全員の自己紹介があっ

た。

8名はドイツ人グループ、2名がオーストリーの若

者､南アフリカより1人、シンガポールから1人、

そして我々 4名｡モーニングコーヒーの後先ず一本も

ホワイトチップ、ブラックチッブ多し。インド洋独

特の魚というコラーレバタフライフィッシュ梶が

オレンジ色、体色グレイで網目樹謁をしっかり覚

える。

水温27～28度快晴波0．5～11n・朝食後

船はThChai島へ向かい2本目。

ハタ､ブダイ系多し｡午後更に北上｡RiChdieuRoCk

（リシュリュー岩）で2ホギンガ目トルネードが

頭上に、足の下に、そして目の前に。そして全身が

魚の渦に巻き込まれた。

32

4本目に入って13分後､ジンベイザメに接近迩凰

巨大な体のまわりにギンガメアジが群をなして寄り

添い王者を慕う従臣の風情であった。

3月3日朝食前のダイビングはリラックスして、

魚の顔も良く観察できる。

この辺りはタイの海域北限である。

昨日のジンベイが未だいるかと期待して入ったが、

さすがにもう居なかった。

潮流がかなり速く時々恐怖を感じる。魚の名は英語

で書くほうが覚え易くなってきた。

3種ほど覚えたものを書くと、TbmatoClownFish

（ハマクマノミに似ている)AndamanSurgeon

msh(ムスジコショウダイのインド洋バージョン）

Powder-BlueSurgeonFMsh(ニザダイの仲間｡パラ

オでも良く見たもの）ランチ後、船は南転して再び

ThChai島、

この日の主役はLe"ardSharku(トラフザメ）で

あった。

白砂の上にゆったりとくつろいで静かに尾を振って

いる姿は､大きなまだらのおたまじやくしのようだも

皆で取り囲み写真をとりまくる。

さすがにうるさくなったのがゆっくり浮上すると

反転して悠々と泳ぎさった。

この後2頭目、3頭目のIe叩ardShafkを見る｡サ

メの多いポイントである。

3月4日早朝ハタタテダイの群に迎えられてこの

日のダイビングが始まる。

ワヌケヤッコ、スカンクアネモネなど、また各種ス

へ

ユー
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ズメダイも多しも

ツバメウホタテジマキンチャクダイも見られた。

食事スタッフは4人乗りこんでおり、毎日献立に工

夫を凝らして、美味しいタイ料理を食べさせてくれ

る。トイレ、シャワー等も清潔でなんら問題なくこ

れならばSDCの企画として正式に希望者を募って

実施してもダイジョウブではないかと話し合う。

15名ほど集まればSDCだけでこの船をチャータ

ーできるとの裏

3月5日船は南下しシミラン群島に帰ってきた。

1日4本のダイビングは少々身体に負担がかかった

のが耳がかすかに痛むb要注意b

ボミエ湾ではリラックスして、サンゴや4漁を楽し

むも巨大なナポレオンが通過。カメが人壊っこぐ寄

ってくる。

ElephanmtHeadRoCkは文字通り象の頭の形をした

岩b洞窟くぐりなど、地形を楽しんだも

大きなウツボに餌付けがしてあり、ガイドの体にま

つわりついたり、抱力れたりしていた。

ミノカサゴも多かった。以上4本、4本、4本、2

本で合計14本の成果をあげることが出来た。

今回のツアーを企画されたチームリーダーの泊和政

氏は、マスターインストラクターの資格をお持ちで

SDCの今後の活躍が期待される新人である。

これまで実施されたツアーはプーケットがメインで

あるが、ハワイ、グアム、サイパン、パラオにも実

績がありショップ関係に多くの人脈をお持ちなので、

これから関西空港発のツアーを色々計画していただ

きたいと思っている。

スタッフと一緒に

モルディブ・ヘレンゲリ初体験

2㈹2.527.～6.3

372米言綾子

成田→マーレ直行便マーレー泊､翌朝セスナで（これも

生まれて初めて)ヘレンゲリー窓におでこをくっつけて

エメラルドの宝石のような島々を飽きることなく眺め､あ

っという間に浮き桟橋に降りました｡SDC初参加の不安

も少々遠のき、翌日のチェックダイズ早速やりました。

耽まん！」ガイドのマイクさんがBCにパンパンにエア

ーを入れてどこかへ,ったく沈まんちゅうのにエアーを入

れること無いだろうと思いながらプカーと浮いてお空見

ました。オー！これがモルディブの空スカイブルーbお

おそう脳今夜南十字星探そうと一人ニコニコしているう

ちに(皆さん海底で待機していると言うのにまったく不謹

倒ポッケにウエイト突っ込まれ至福の刻はあっけなく終

わり｡会いたいと思っていたナポレオンも遠かったけれど

見たんです6生のナポレオン見たアと喜んでいったら､皆

さんパラオに行ったら邪魔になるくらい居るというので

するで思いました｡邪魔になるほどの海で､すれ違いざま

にアイコンタクトをとってみたいと……｡行力ぬばならぬ。

朝ちょっとだけ早起きして渚に出て､ウツボの赤ちゃんや

エイが波打ち際で遊んでいるの力朝を探しているのかも

見れました｡ウツボの赤ちゃんは波が打ち寄せるとコロン

とひつくり返って､お腹を見せるんですもとっても可愛か

ったですよ｡桟橋の上からもカラフルな魚たち力嘆まって

いるのが見れました｡私のラストダイブはドリフト｡流さ

れながら下のほうを見ると､サメも流れに逆らうように泳

いでいるのが見えました｡私にとってはジェットコースタ

ー並みの流れに乗って楽しいなアと言う発見もしました。

これまでは流れるところは怖いからイヤ！と思ってい

たんですが……。これを逆に泳がないといけない場面

は想像したくないですね。モルディブでのダイビング

は楽しかっただけでなく、色々考えさせられ大いに勉

強にもなり、次回のダイビングにいかせられたらと思

いました。次はどこへ行こうとSDCのツアープラン

を眺めていますbツアー参加に半歩身を引いていらっ

しやる友･是非魚達に会いにどこかの海へ．.…bいつ

まで続けられるか分からないけど、決して無理をせず

をモットーに、人生の余韻を楽しみたいと思いまれ

リーダーの関I1会長さん、ブリーフィングの通訳をし

てくださった松田さん、高岩さん、野中さんご夫妻、

酎寸さん、小西さん、遠藤さん、野崎さん、そして同

室でお世話になりっぱなしの相馬さん、お－人お－人

の素敵な笑顔を思い浮かべながら、心からの感謝を…

…。大変お世話になり有難うございました。33



1 鍵繋縛Illリi!)N1)111’ 州。
3船宮本 節子

今回のダイビング旅行は､会報12号にパイナッブンレ

ツアーズの大井手様の『お気に入りリゾート「カオラ

ック」のんびり生活』に付いて記載されていたのを読

み、これに心を動かされ､大井手様にお手酉頤き決行

となりました。ホテルは｢ザ・ビーチリゾート」ダイ

ビングサービスはL-diye」またまた一人旅ですbバ

ンコク乗換､プーケットーそれから迎えの車でプー

ケット島を超えて北上すること約1時間｡タイの新し

いリゾート地｢カオラック」に到嵩このツアーでは

ハプニングが多かった｡ホテル到着が現地時間の夜1

0時頃、「e-daibe」からメッセージが入っていただけ

で､その夜は英語とタイ語で過ごしました。そしてホ

テルの部屋のベッドの灯りが点かないので修理をお

願いし直していただきました。ところが、シャワーは

温水がでると言うことだったのですが､これが水しか

でなくて修理をお願いしたのですが､、朝早く出て夜

遅くにしかホテルには戻らないので文句を言ってい

る暇が無く、滞在中水のままの使用となってしまいま

した｡お－､冷たい！そして翌日のダイビング、日本

人スタッフが一緒と言うことだったのですが､ボート

オーバーで一緒に行っては貰えず､タイ人とスピード

ボートに乗ることになりました｡拙い英語で喋り、聞

き取り何と力過ごしました。が､潜る寸前コンピュー

ターの異常に気付き樗然としました｡残圧だけが表示

されないのですb(トランスミッターで飛ばす種類の

ものです)。え～、嘘でしょう！？タイ人にエアーが

入っていないと文句を言ったら、自分の残圧計で確認

して200有ると怒られました｡タイ人スタッフとコ

ミュニケーションがとれないまま、え－い、と潜って

しまいました。（エアー消費は良い方なので、大体何

メートルを何分潜っていたらどの位消費するか分か

っていたので）（良い子の皆さんは絶対にしないで下

さい！)。でも1本目はヒヤヒヤものでした。その日

は3本ともエアーの消費も残圧も分からずじましら

OLMyGod!!催で分かったことですが、トランスミ

ッターのバッテリーの電圧低下でした)翌日からはゲ

ージを借りて一安心ダイビング1日目は､スピード

ボートでポイントまで約1時間の「ボン島」「タチャ

34
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「シミラン」と言う島の名前はマレー語で「9」と言

う意味を持つことから名付けられたそうですb海洋国

立公園なので､着底禁止ですもポイントまで約3時間、

一番良い時期だったので波もなく海は穏やかで申し

分なし。シミラン諸島の6．5．9．8をダイブも気

温31度､水温29度透明度もかなり良く35m位

有りラッキーという感じでした｡魚達はアンダマン海

の固有種に会えたのとその大群に多く出会えたのが

とても嬉しかったです6

6の｢イーストオブエデン｣ローランズタムワーゼル、

キューセンフエダイ、ヤマブキスズメダイ、クマザサ

ハナムロ、バラハタ、ヒゲカツホカスミアジ､イソ

マグロ、スカンクアネモネフィッシュ、etc。

5の「アニタスリーフ」イエローバックフュージュラ

ーの大群、この大群が又素晴らしい､海の中のどこま

で続いているの｡・・・ジヤイアントフュージュラー、

パウダーブルーサージョンフィッシュ（色が鮮や鋤

フラッシュブラミントバタフライフイッシュ､コガネ

キューセンetq

9の｢ブレックファーストベント」白し砂地のポイン

ト。オーロラパートナーゴビ､一、エバンスアンティア

ス、チンアナュイエローバックフュージュラー､ヤ

ッコエイ､キツネフエフキ､カスミアジ､イソマグロ。

8の「タートルロック」アンダマンフォックスフェイ

ス、コーラルバタフライフィッシュ、パウダーブノレー

サージョンフィッシュ、ハナタカサ式クマザサゾ､ナ

ムロ、アカハチハゼ､オグロクロユリハゼも透明度が

良く豊富な魚種･魚群､そして海底に広がる真っ白い

要 巳
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砂地､また変わった岩盤が続く地形のおもしろさ、何

と素晴らしいアンダマンの湛ポイントまで約3時間、

船に強くない私としては少し心配だったのですが､海

況に恵まれ全く平気でダイビングと食欲でいっぱい

でした｡乗船して暫くすると朝食がバイキングスタイ

ルで出始めますも早速外人さんに負けじと並びますも

席を譲り合って食事外人さんと話しそして一服して

いるうちにスポットに到着ダイビング後船に上がっ

てくるとなにやらいい臭い､昼食だも食欲をそそられ

ますb休憩後次のポイントへと、そしてダイブ6今度

はフルーツが盛り沢山出ているのですもそしてゆっく

りログ付仇暫くすると軽食僕味しいスープ）が出

ますb味わって食す6ダイビング中に撮影されたビデ

オが帰りの船の中で編集され､ビデオ鑑賞会が始まり

ますbそれが終わる頃には港に近づくのですb永いと

思っていた船の時間が楽しいこと､美味しいことばか

りでした。

夕食という力軽食I姪1着日は遅かったのでホテルの

横にあるレストランで頂きました｡良く分からないけ

れどヌードルなら間違いないだろうと注文催で聞い

たら、タイでは一番美味しいヌードルだとカリ翌日か

らはは日本人スタッフの「さやかさん」とダイビング

ショップの隣にあるレストラン｢NOMS」等美味し

いタイ料理に舌鼓をうちました｡食べ物も美味しいし、

海も良かったし言うこと無し｡贄沢を言えばもっとゆ

っくり。のんびりしたい・・・・充分にリフレッシュ

して帰ってきました｡今度はクルージングでもいいか

なあ・・・。

（ハウスリーフにて）

SDCのホームページを覗くとよくトランバンのこ

とが書かれていましたので､やはり一見の価値ありと

行くことを決意GWは仕事が忙しく、やっと休みを

ゲット。

今回もパイナップルツアーズの大井出様にお手配を

依頼し､バリ・トランベン、ミンピリゾートへと。空

港からリゾートまで車で約3時間､ホテルのドライバ

ーが迎えに来てくれて、双方とも片言の日本語・英

語･インドネシア語で話しながら退屈することなく到

着GW後だったので､エアーもホテルも人が少なく、

到着日と翌日は日本人ゲストは私だI九その後東京か

ら女性ダイバーが一人見えてご一緒しました。

気温31度､水温29度目の前力聴なので、とに

かくゆっくり出来ますも目の前のゴロタ石踏みながら

歩き熟､砂地へと。魚は大物から4物まで一柘そし

てソフトコーラルも．・・・潜ったポイントは｢沈潜」

「ドロップオフ」「エメラルド」「アラマン列「ハウ

スリーフ」とりわけ、「沈潜」が凄く良かった。潜る

たびに違う生物との出会しもナポレオンフィッシュ、

カンムリブダイ、ギンバメアジの渦、ピグミーシーホ

ース、ニチリンダテハゼ、ジョーフィッシュ、メタリ

ックシュリンプゴビー、スパニッシュダンサーの卵

等々 。D､ウスリーフ」ではホワイトチッブミコブシ

メ、ホソヒラアジ、ハナヒゲウツボ、ミヤケテグリ、

クマノミはなんと7種類も見ることが出来､ウミウシ

は種類も豊富（数が多すぎて名前がかけない)。1本

潜っては半屋外の開放感たっぷりのシャワーを楽し

み､食事この繰り返しb朝は鶏の声で目覚め､朝日を

浴びて・・・・夜は日が沈むともう説ﾐになり始めま

すも何も無く、ゆっくりのんびりと時間が浦もていき

ますbこんなにゆっくりのんびりしていていいのかな

あと思うくらい｡最後の日、ゲストは私たち日本人の

みとなり、ガイドさんたちとインドネシアの地酒｢ア

ラック」を飲み､歓談しました｡最終日はウブド等を

観光して帰国食べ物･飲み物もおいしく、潜れば生

物の宝庫､ダイビングは殿儀ダイブといいことづくめ、

そしてリゾート独り占め気分もああ幸せ・・・・
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Bhla!FUiフィジー｡クラブツアー
3.14~21（8日間）リーダー：288前田浩二レポート：434百瀬由美子
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フィジー！何処にあるの？大きさはどの位？分から

ぬまま言葉の響きに誘われ何となく憧れていた国､フ

イジー共和国｡SDCツアー計画一覧表にこの名前を

見つけたとき「お！、やった－1行こ、行こ」早速会

員の石岡さんへ電話を入れた時既に参加者は20名

を超えていました。映して遅い時期ではなかったの

です)でも一度もお会いしたことの無い中部地区の石

岡さんの開陰員歓迎､大丈夫行きましょう！行きま

しょう！」の優しいお言葉に甘え宜しくお願いしちや

って鋤ﾛを取り付けました｡出発間際には総勢23名

となり、この内3～4名はお顔を存じている方がいた

ので心強いものの､他の皆様はSDC会員とは言え初

めての方ばかり、びびりが伝わったのか出発前に伏

体こんな顔ぶれですよ」と写真を送っていただきまし

た｡その温かい心遣いに本当にホッとしながら成田に

向かいました｡成田集合場所には当然ながら皆様の明

るい笑顔･笑顔がいっぱい､皆様と即馴染んで8日間

の旅は始まりました｡夜間飛行を続けたエアーパシフ

イック航空機は翌朝7時にフイジーのピチレブ島ナ

ンディ国際空港へ着陸､車と船を乗り継ぎ宿泊先のピ

ーチコマーアイランド着はお昼近くでした｡心地よい

疲労感の中､最後に申込みの為あぶれて一人部屋とな

った私は「2時半からミーティングを始めます6ダイ

ビングショップに集合｣を聞いていながら、ぐっすり

寝込み向かったのは3時半｢あれ1なんで！みんな帰

ってくるの？」コソコソ部屋に戻り目覚まし時計を確

認「え～！」嘘でしよ－！」目覚まし時計は3時に

セットされていました｡皆様早速のドジを優しく見逃

して下さり有り難うございました。ゴメンナサイ。そ

んなことはどうでもよい！フイジーの海の話を書

け！はいそうですbそうでした。ここでのダイビング

は全てボートダイビング6朝7日芋恰迄に朝食

「パンとサラダと簡単な果物し力無い。8時以降はメ

ニューが増えるが出発に間に合わなしも丁度良いダイ

エットだ!負け惜しみ｣8時にダイビングショップ集

金ボート2艇に分乗､約40分～1時間掛けてマナ

島､キャスタウエイ島､プランテーションアイランド

近辺のポイントで2本潜り1本潜った後はタンク交

換の為これらの島に上陸15～20分術憩後に12
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時半頃帰り昼食休憩｡午後2時半には出発bボートで

10～20分のリゾート近くのポイントで3本目。尚

希望者には無料でナイトダイビングが出来る。この様

にシニアにしては結構ハードでしたが、1日3本フル

ダイブのダフ組ゆっくり朝食､午前休みの午後1本

組､午前2本ゆっくり昼食､午後休憩組と各々 体調に

合わせて潜りました。（料金はダイブ付のため同じ）

フイジーは12月～4月が雨期サイクロンシーズン

夏ですも気温は何と昼間30～33度もあり、水温は

29～30度､部屋はエアコン無し､昼間はダイビン

グしてなければ暑くてたまりませんb雨期のせいかス

コーンと抜けて30m以上透明･透視度があり波も穏

やかでナイトも出来たのは1日目だけ､翌日より天気

晴朗なれども波高し。（あれっどこかで？）で予定通

りのポイントは謝じず、波に弄ばれたダイビングで、

透視度は15～20m程度､しかしサイクロンに当た

らなくて幸いでした。（晴女の私を連れてきたのが良

かったかな・・えっへっへ）潜ったポイントの中でマ

ナ島近くのスーパーマーケットでは鮫が餌付けされ

ていて数十匹のサメが餌箱に群がり､右往左往する姿

は圧巻でした。（サメより見ているダイバーの数が数

倍多く不思議と恐怖感は有りませんb一人づつ食べら

れても未だ余るから私は大丈夫な感じ)写真も一生懸

命写しダイナミックなシーンを期待しましたが結果

は養殖されたプリみたい丸々とした迫力のないサメ

し力写りませんでした｡残念一番ダフな人は4日間

13ダイブ潜りました。鰍ではない）ビーチコマー

一
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はお祭りアイランドも夜は毎日パーティーb現地スタ

ッフのショー・カニのレース・リンボーダンス・ブラ

ダンスのコンテストが日替わりで有り､各国ゲストが

鋤ﾛ､我がダフ組こぞって参狐ジャパニーズの面目

慰ﾛでした。侭はこういうの大好き～）楽しいアフ

ターダイブ満喫できました。

しかし楽有れば苦有りではないけれどハッピーな出

来事とアンハッピーな出来事がありました｡ハッピー

な出来事はリーダーの前田さんがフイージー最後の

ダイブで200本達成したのですもイントラのトモさ

んとケイコさんの気遣いで大きなケーキに

「CNGRATUTATTON120mWE」

200本のオット2本のキャンドルを立てハッピー

ウエディングよろしくケーキカット｡美味しいケーキ

のお裾分けに預かりました。

おめでとう～！前田さん！たのしかったねﾊｰ"ﾍジ

アンハッピミーな出来事は､何もかも予定以上jll頂調に過

ぎ成田急行上空に3月21日16時30分到蕎これ

で着陸すれば楽しかったツアーも終わりかと感傷に

耽っていたところ突然､現在成田空港閉鎖中､着陸で

きませんと機内放送すわ一大事､テロでも発生した

か1原因は説明もなく不安となる。暫く上空を旋回。

何と原因は春の突風，燃料補給のため一瑚牙田空港へ

着陸様子を見ることになる｡やっと成田空港の風も収

まり着陸可能と機内放送がありましたが何とこの間

羽田に降りた飛行機が16機程あり国内線の離陸と

重なり大混乱なかなか離陸の順番が来ず狭い座席で

じっと待つのが大変でした。

5時間遅れで成田空港着隆入国手続き、荷物受取、

混雑のため側轍の挨拶も出来ず終了となりました｡時

間は10時になり予定外の延着､時間帯が悪く自宅ま

でが大変。（まあ、ここでは日本語が通じるからなん

とかなるカウ最後の最後まで楽しませてくれました。

皆様楽しいツアー有り難うございました｡次回もお邪

魔したいと思いますのでよろしく。

参力賭

三輪･永松･杉本･松田・原･芳賀･布澤･石井･大

明・石岡・立花・前田・百瀬･百野･小野｡河原･長

野・福田・川畑・今村・渡辺・向山夫妻
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クリスマス島ダイビン・グツアー

464庄司堯子

3月8日、寒波の朝、成田集合bジャカルタで1泊。

翌9日昼過ぎ､ジャカルタから小一時間で青い空と南

風の吹き渡るクリスマス島到着

クリスマス島(オーストラリア御はオーストラリ

アのパースから2600km,ジャカルタから360

kmのインド洋に浮かぶ小島で63%は国立公園と

いう名のジャングルに覆われ､その森の中に住み､繁

殖期だけ海に下りるレッド・クラブ（文字通り赤い

閏はNHKのTV番組で見た方もいるのでは？19

99年末までは我々の泊まったホテルにカジノがあ

って､観光客もけつこうあったようだが今は閑散とし

て大部分は閉鎖され､大きなプールにも水は入ってい

なかった｡人口は2700人｡産業としてはりん酸塩

採掘が細々と続けられているの恥食料をはじめ､全

ての物が島外から運ばれてくる。

島は水深100m-200mのインド洋のインデ

ィゴ･ブルーの海の底からほとんど垂直に立ち上がり、

周囲はほぼ険しい岩壁で、桟橋のあるHyingFHsh

Coveが唯一掴<浴ができる砂浜，海の中は、島の周

囲は珊瑚の脚棚に囲まれ､また石灰石が浸食されて

できた洞窟や岩棚などもあり、水深6m-20mにあ

る珊瑚の床から下は急激に深海に落ち込むb

3月10日朝カーテンを開けると快晴11人の

メンバーは2組に分力れ､斎藤靖子サブリーダー､九

州の卿||清氏さん､関空から合流の芥川忠雄さんと吉

田七江さん､バリから合流の青森の今村孝さん､府中

の村上あい子さんの6名が屋根つきガイドつきの船

両国の小唄の師匠代､岡野博リーダー､栃木の熊倉政

美さん､仙台の加藤満子さん､松戸の寺島和子さんと

庄司の5人が屋根なしの船こちらの船頭は日本男児

の浜中さんb毎日myingFishCoveから出発して午

前中1本いったんmyingFEhCoveへ戻って、港

の四阿で用意されたランチをとり、休憩の後午後1承

初日の帰途､イルカが3匹遊びに来て先導するように、

船の前を飛び回るのが可愛かった。

38

港にある公共シャワーは温水の量もたっぷりでグッ

ドb終わるとIndianOceanDiyingAcademyという

立派な名前の掘っ建て4厘のサービス経由ホテル'、

夜はみな揃ってレストランで夕食ちなみに小さなス

ーパーで買い物をしたあと、その2階の中華で食べた

トムヤンクンは抜群においしかった。このスーパーで

買った飲み物は2階に持ち込み則

3月11日。朝からピーカンb途中、黒雲が空を覆

いスコールが降ることはあっても、滞在中､ずっと天

気には恵まれた｡きっと皆の心がけが良かったのだろ

う｡朝食はトーストとジャム､インスタントコーヒー、

ジュース、牛乳とコーンフレークスくらし＄ランチは

総じておいしいとは言えなかったが､それを補ったの

がデザートの果物特に好評だったのがマンゴで､毎

回3枚におろした後の種のついたところも残らず女

性陣のお腹に収まったのは見事だった。

この日はダイビング2日目。ハイライトだった。

午前中の1本はRHODAWAIL・クリスマス島はな

だらかな傾斜ではなくほぼ垂直に海底から立ち上が

っているためﾀｼrブ･スポットもほとんどがドロップ

オフ。ガイドのマーカスはオーストラリアならぬオー

ストリア人で30代半ばか？背が高く手足の細長い、

下手な少女まんがにでてくる男の子のような直線だ

けで描ける体型で､中高の女生徒ならキャーキャー言

って喜んだろうに､経験豊かな中高年の男性にはいま

へ
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いちのようでしたね｡一方浜ちやんこと浜中さんはサ

ングラスをはずすと茶色の瞳がかわいい32才b手順

が良くて気働きもきく好青年で6月にはオーストラ

リア女性と結婚の予定だと戒熊倉さんが「オースト

ラリア女性はじきに太るよ」とからかうと「大丈夫、

ボクの彼女はベジタリアンですから｣｡熊｢そりや－、

高くつくな」で一同爆笑,この島には食料自給力がな

く、特に野菜は高いから、夕食の時など｢野菜は残す

な！」という声が飛ぶこともあったほども

で､RHODAWf皿。壁を右肩にして潜行しなが

らしばらくいくと、ガイドのマーカスがサッと両手を

左下に向けた｡皆､すぐに反応して下へと潜って行く。

「いた－－－！じんくい！」今回のツアーの目的､待

ち望んだじんくいのお出ましの瞬間だった。「じんく

い｣なるものを知らなかった私はなんでみんな鮫なん

て見たがるんだろうと思ってたんです6が、実物を見

て納得も「カッワイー！キュート1ラブリー！」長い

とも矧､ともいえる至福の時でした。3月11日は吉

田七江さんの誕生日でもあったので、じんくいまで祝

福してくれたその夜のバースデー･パーティーが盛り

上がったことは言うまでもなし＄じんくいを見た後日

のダイビングも透明度アベレージ40mという美し

い海と珊瑚礁に群がる魚影豊かなクリスマス島は本

当に素晴らしかった。ジンベイ、マンタ、亀､ネムリ

ブカ、カンムリブダイ、ハタタテをはじめハゼ各種、

うつぼ4種類､箱ふぐ3種類､モンガラカワハギ、チ

ョウチョウウオ各種ぞろぞろ、フエヤッコダイ、ハタ

タテダイ各種、クマノミ、スズメダイ各種､ベラ、ナ

ンヨウハギ他ハギ各種､ナンヨウツバメウホカサゴ

数種､オコゼ数種アカモンガラ、ヘラヤガラ、クマ

ドリなど、うじやうじやと言う感じでいてきりがない

ほどだった。

個人的なことをちょっと。ドタキャンを埋めるため

とはいえ0Wで16本しか経験がなく、しかも1年

半のブランクがあることを承知で､誘っていただきあ

りがとうございました｡私以外の全員がベテランでし

たからリーダーの岡野さんをはじめ皆さまにはさぞ

ご迷惑をお掛けしたと思いますが､皆さまのおかげで

本当に楽しいダイビングでした｡特に同室の寺島さん

からはいろいろ教えていただき、また励まされました。

感謝！

〃がﾍﾚﾝザNI,
O12関川清一

ヘレンゲリ島は北マーレの一番北の方にある小さな

島ですb水_固階行艇（エアーバス）で15分、高漣誕

で1時間ぐらい掛かりますb我々は往復エアーバスを

使いました。日本語は使えませんコガイドも従業員も

全て英語でした｡滞在客もドイツ人が殆どで、日本人

ば我々だけでした。メンバーの松田さんに全て助けて

いただきました。ダイビングは5日間、1日2本力源

則ですが､その他フリーでタンクは借りられましたの

で、ガイドなしで楽しみました。

日程：5月27日～6月3日

水温:29～30度

気温：28～32度

天候:大綱青れ､時に曇スコールは1日1回立で夜

中が多かった。

参加メンバー：051松田直彦、442高岩達司、409小

西ゆみ子、448適穰フミ子､413野時光子､263野村

深雪､106野中治､107野中サチ子､087相馬かほる、

372米倉綾子、012関川清一
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BLUESHARK乗船記～モルディブにジンベイザメを求めて

291市川敏

これって､少し賛沢かな？」1本目のダイビングが終了し

たら待望の朝食朝食の中身はトースト目玉焼、トマト、

ハム、チーズ、果汁、コーヒー又は縦bMさんが言っ

たとおり目玉焼きが出たが、調味料は誰かが持ってきた

分力戦っていたのでそれを拝借できる。リピーターが結

構多いようで彼らが何かと日本食で持ち込めるものは持

ってきている様子b2本目見たもの:かめ､ロウニンアジ、

カスリハタ、ウミウシ、圧巻はギンガメ玉次から次へ

といろんなものが登場してくるのでとても楽しい。これ

がモルディブの懐の深さ力も

3本目は我々を除き皆いってしまった｡シニアはその間ゆ

っくりと静養し、明日からのダイビングに備える。

昼食，夕食とも何が出たかハッキリ覚えていないが、東

南アジアのパサパサしたご飯とその他お力泳ｳ漁何が入

っているのか分からないがおいしし＄気温が高いところ

なので、料理の基本はフライパンで妙めたものが殆どと

なる。これはどのクルーズ船に乗っても同じことが言え

る。テーブルが2つに分力れているが一日中同じ行動を

とっているのですぐ顔見知りになる。そういえば自己紹

介の機会は無かった。デジカメを持っている人が多いの

で夕食後は鑑賞会

4ク円自

朝6時起床。家に居るときと同じペースに戻ってきた。

Kさんは、既にベッドに居なかった。洗面などを済ませ

キャビンに上がる。若い人も何人かもう起きていた。紅

茶とモンキーバナナ2覗海は穏や力も今日はジンベイ

ザメが出ると言われているポイントに移軌船は起床と

共に出賎時々遠目に島が点在している。水平線の彼方

は空と海が交わる一直線b時間が十分あるので船上から

の景色を堪能できる。結局午前中特に何もすることが無

かったので、島をバックに撮影大会b我々おっちゃんダ

イバーも輪の中に入れてもらって結構モテモテだった。

いよいよジンベイが出ると言われているポイントへのダ

イビングもアンダマン（リチュリューロック）から足掛

け3年目のトライになるがジンベイとの遭遇があるのか

期待に胸が膨らむb

しかしながら同じポイントに3本入ったが何れも惨敗に

終わり全員失鋤で一杯だった｡ただ一人だけ1皿本潜

っているHさんががｳｰかにジンベイの後姿を見たとの事

だった。この広い海の何処かにジンベイが生息している

のは事実だがどこに居るのか分からないb食事をする際

1.はじめに

今回のモルディブ行きは昨年2月から計画していた。そ

のときの話では、以前アンダマンに一緒に行ったMさん

の3“本記念に同行する予定で、7月中旬を予定してい

た。

しかし、新年度になり仕事のスケジュールカ轆定した段

階でこの計画は流れてしまった。モルディブ・クルージ

ングはMさんから勧められており一度GGRIUESRARK"

に乗ってみたかったので日を変えて参加することにした。

今回は一人ではなく、わがシニアダイバーズクラブ395

の鎌田さん（以下Kさんという）と一緒に行くことにな

った。Kさんと知り合ったのは新人紹介の欄である。宝

塚市に在住と言うことだったのでお互いに連絡を取り合

い､情報交換を行っていた｡年齢的に60歳を超えておら

れるので、乗船の条件である1”本以上の経験があると

いうのが条件だったが、なんと1年足らずで達成され、

乗船時には見事にこれをクリアーしていたとの事である。

ダイビングを始めて年間に1“本と言うのはけどい」

の一言である。Mさんは予定通り7月にモルディブに行

ってきたとの事であり、このクルーズについてのいろん

なアドバイスをしていただいた。

2思わぬ出来事（同時多発テロ）

出発をまじかに控え、9月11日にKさんと最終の打ち合

わせを行い、各々持っていくものを確認しあった。その

夜世界を震憾させたこの大事件が発生した。早速旅行社

に電話を入れるも方面が違うので今のところまったく影

響が無い、との返事も複雑な気持ちが交錯した力垳くし

かないと決めた。もし、途中で戦争になれば帰国できる

のかと心配しながら我々は関空発12:”のシンガポーゾレ

行きの飛行機に乗り込ん危飛行機は何事も無く予定通

りつき､ブルーシャークに無事乗船できた｡4時間の時差

はこたえる。昨日という力沫に就いたのが日本時間で午

前4時か5時､最近こんな変則的な生活をしたことが無

いので頭の中はボーとしている。Kさんも同じような様

子b

3.いよいよダイビングのはじまりはじまり

1本目チェックダイブb我々はかの有名なキヨ子さんのチ

ーム。ログブックからの抜粋も

「エントリー即マンタ。海底砂地マンタ4～5匹の乱

舞のため、ガーデンイールの影が薄いマンタが根の周

りを回遊しており遠ざかる気配なし。瞬く間にフイルム

が無くなる。1本目からイヤと言うほどマンタを見た。
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できるだけ席を固定せず全員と話す機会を持つようにと

の事だったので、少し席を移動してみた。最近はメール



へ

へ

が発達しているので一人のダイバーを核に声かけをし、

東京、大阪のエリアを越えて仲間が集まる。今回も8名

のグループと同じだったが船ではじめてであったと言っ

ていた。下は27歳から上は64歳までの老若男女にジン

ベイは微笑んでくれるであろうか？

5.ジンベイザメとの遭遇

その時がついに来た。それは2001年9月18日のことで

あった。昨日一人のダイバーがカォかにジンベイを見た

と言うことなので、朝から皆気合が入っていたが1本目

は空振りとなり船上で2本目待ちをしていたとき船のス

タッフがジンベイを発見したとの情報が飛び込んできて

俄然船上は急に慌しくなり船から50m位の離れたところ

を4～5mのジンベイがゆっくり泳いでいるのが確認でき

た。余りにも突然だったので、全員3点セットを付けい

まや遅しと飛び込む準備をし、GOサインと共に一目散

にジンベイ目掛けて猛スピードで泳い箔水深4mくらい

のところをゆっくりとジンベイが泳いでいるではない力も

これが3年間追b続けたジンベイカもそのジンベイが今

は少し潜れば手の届く範囲に居る。出来るだけ間合いを

保ちながらジンベイを真下にシュノーケリングでついて

いった。他のものは未だ付いてこれていない｡正味の時

間でも5～6分のことだったと思う｡余りに勢い良く泳い

だため、疲れてしまいゴムボートのスタッフに引き上げ

てもらって休んでいた｡ボートのスタッフはボートを迂

回させてジンベイの前に回りこみ、私にもう一度入るよ

うに促したので再度飛び込ん危そこはジンベイの目の

前だったので危うくジンベイに当たるところであった。

一瞬だったがジンベイとにらめっこした状態になった。

ジンベイの目は身体の割にはちっちゃくとてもかわいら

しかった。ジンベイは私の身体の横をゆっくりとすり抜

け悠然と深みを目指して消えていった。再び船に戻った

とき全ダイバーは大興藷だった。

興奮覚めやらぬ間に2本目のエントリーとなり、このと

きにも先ほどのジンベイではなく、今度は倍程のジンベ

イがエントリーと同時に出たのであるが、尾鰭部分の一

部しか撮影できなかった。したがってジンペイの本当の

姿は自分のカメラでは捉える事が出来ず瞼に焼きついて

いるだけでちゃんとした被写体として日本に持ち帰れな

かった。ほんのわずかではあったがジンベイを肉眼でキ

ャッチできたことは"RTIESHARK'に乗った甲斐が

あった。他のダイバーもジンベイ目当ての人が多かった

のでその後は虚脱感一杯のダイビングに縄台したのでは

ない力もただその後モルディブのダイブはジンベイだけ

でなくいろんな楽しみがあるのが分かり、奥の深さを感

じた。

6.ダイビング最後の日

今までじっくり写真を撮るというようなポイントは無か

ったが本日の1本目は違っていた。流れも無く写真にな

る被写体が多く「マリンダイビング」に載っているよう

な世界だった。

7.いよいよモルディブ最後のダイビングも

砂地のポイントと聞いていたので余り期待していなかっ

たがエントリーとすぐに真下にマダラトビエイ、そして

その上をナポレオンが通過すると言うツーショットが見

らｵ1慌ててシャッターを切ったがどうなっていることや

ら。

ダイビングの時間も残り少なくなっとき、砂地の斜面の

上から5~6匹のヒメイトマキエイの編蹴§現ｵ1驚いた。

そして、嬉しいことにそれが数を増やして戻ってきてく

れた。多少斜面に沿って流れていたが、シャッターきり

まくりの状態となり、減圧停止時にずっと下を見ている

と数が又少し増え相変わらず編隊を組んで泳いでいるの

がかすかに見えていた。

8.今回のダイビングについて。

まず安全で楽しいダイビングを心がけほぼそれは達成で

きた｡大物ではマンタに始まりナポレオン､バラクーダ、

イソマグロ、ロウニンアジ、ジンベイザメ、カメ、マダ

ラトビエイ等々殆ど全てを見た。敢えて見ていないもの

をあげればハンマーヘッドとバショウカジキ位のものか

と思う｡合計14本潜ったが追加ダイブしたのは2日目と

3日目だけでそれ以外は規定の本数でおとなしく休養を

とるダイビングに徹した。

9.マーレの街に上陸。

昼食後ほぼ全員がマーレの街を探索するも、街自体も狭

い上御土産物屋があるところは固まっているので結局何

処へ行っても皆と一緒になった。街の北半分は繁華街、

南半分は住宅街となっており、この街は世界一人口密度

が高いと言うことらしい町中のいたるところに客引き

が居るがこれでも以前ほどでないらしい。値段はあって

ないようなもの、交渉次第では安くなるが安物はそれな

りに粗悪品が多しも3時間余りの時間だったが各々 御土産

物の袋を手にして満足そうである。ちなみにカレー粉は

お薦め。も一度船に戻り最後ディナーを取りいよいよ帰

国である。

10思わぬ出会い

マーレでシンガポール行きの飛行機を待っていると偶然

にも昨年10月にランギロアで一緒だった医師夫婦にで

あった。こんな奇遇もあるのだと不思議に思った。お互

b顔を知っているだけで名前も分からない。シンガポー

ルに着いてからはそれぞれ成田と関空に別ｵ刷れとなり

消えてしまった。又いつかどこかの海か国際空港で出会

うかもしれないGOODLU"!!
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全国フィンキック大会出場者募集！！

開催日:12月1日

場所：東京辰巳ｵﾘﾝビｯｸプール

その他:スーツ着用､フィンは好みのもの自由

50mですから､どなたにも割Oできます。

詳細は良縁寺までお問い合わせください

貴方はどんなダイビングがお好き？？

地形･グﾛｯﾄ･ケープ･ﾚｯｸ･大物･回遊魚等々

又冬場ドライスーツか､6.5mmスーツで潜られる方

SDC掲載のツアーとは別にその都度ツアー案内しま

すので登録しておいてください。
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026良縁寺悦子

1blO90-8518-2485

FAXO3-3784-3920

E-mailWoenjiqp-t・nejp

D.V・DSoundofSee｢海のしらぺ｣を見て

世界には考えられない様な海があるものだ｡この

｢海のしらべ｣は10種類の映像と動画図鑑とに分か

れている｡それぞれに合った､オリジナルサウンド

とボーカルをパｯｸにドキドキする様な映像が次か

ら次へと現れてくる。

凄い数のハンマーの調こジンベイとダイバーのク

ローズアップだったり､ﾜｲドﾚﾝスだったりエキサ

イティングかと思うと､優しい気持ち良い曲にイル

カ達の群々 ・スノーケリングの人達｡大瀬･沖縄ガラ

パゴス･モルディブ･マプール･ミクロネシアと良い

所撮りで見せてくれる｡素敵だ！お薦めです。

定価:3,800円がSDC価格3,040円に割引。

申し込みは006大隅さんがお世話をしてくれま

す。

（026良縁寺悦子）

申込み先：006大隅照子

電話･ﾌｧｯｸｽ045-472-3476

言報15=C

*割0者の
坐Il－ご一

ヨ用にお皆

鯛鰈

･マは｢SDCツアー|,

ﾆして感じた事なル

/労いの言葉要望

罰をつけたい事

まこんなスタイル0

006大隈酷

寡2回ｽｷー＆君見酒ﾂｱー
越後湯沢でスキーと温泉！

(スキー出来ない方大歓迎）

於:ペンション･タケコシ

好評にお応えし､第2回のスキー&雪見酒ツアー

スキーするも良し､温泉三昧に雪見酒と粋に泗

落込むも良し｡たまにはダイビングを離れ､楽

しくわいわいやりませんか1

日時2003年1月14日～16B(前日､廼白OK)

費用:宿泊1万円(2食･宴会温泉込)／1泊

交通湯沢駅より送迎､詳細は幹事までお問い

合わせください。

総合幹事：323頁杉靖夫

1blO424-66-2637FaxO424-66-2637

宴会鱸： 132岡野博

1elO90-3063-3895FaxO3-3634-1301

現地御世話係： 047竹噛蓋江

1elO257-87-3561FaxO257-87-4684

蕊
ワイピングツアーリーダー&希鋤礁

0月発刊の次号会報で来年度のSDCツアー計

を掲載いたします｡リーダーとしてツアーを計

くださる方､是非ご提出をお待ちしています。

含邑の中でツアー左出してもらいたい希望地

酪先:ツノノー社

oqO－R518－'4［

呪寸

94-392C

/へ
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パラオダイビングクルーズ

3.15~3.20

442高岩辰司O12関川清一

高岩辰洽

鋤ﾛ者は関川会長を含めて7人ですb関東・関西･福岡

のメンバーがグアムで合流した。初封ﾛですので自己紹

介して早くも意気投合bグアムからコロール空港一ス

ポートツアーズの人が迎えに来ていて早速(海上ホテ

ル?)に案内された｡3月16日ゲロインサイドのチエッ

クダイブでパラオダイビングがスタートしました。

この日のハイライトは3本目のジヤーマンチャネルですb

マンタを、目前でユッタリと見ることが出来たのでとて

も願敷しました。それだけでは有りません。ギンガメア

ジ、マダラタルミ、クマザサハナムロの大群、それにワ

ニゴチ、リングアイフイッシュなど珍しし漁を一度に観

ることが出来ました。あのジャーマンチャネルでと思わ

れる方力塘るかもわかりませんが、イントラさんのお話

によると大変珍しいことで運が良かったとのことですb

翌日もジヤーマンチヤネルに決まると拍手が沸きました

が、透明度が悪く最悪でした。これがジャーマンチャネ

ルか？という感じでした。自然の移り変わりの速さと厳

しさでしょう。朝食前の早朝ダイビングは有z名なブルー

コーナーもグレイリーシャーク、ナポレオンが目前で悠

然と遊泳しており、パラオならではの迫力と光景です6

1日4本のダイビングが終わった後の夕食は格別で､適

度にアルコールが入り舌も滑らかになって笑いと会話が

これまた楽しし＄18日のブルーコーナーで3日間、1

1本の最終ダイビングの時は満足感と寂しさが交差しま

したが楽しいダイビングでした。

ダイビングと、笑いとユーモア、そして少々のアルコー

ルが入ると人生最高ですbこんな感じのパラオクルージ

ングツアーでした。最後にスポートツアーズのスタッフ

の方には気配りしていただき感謝しています6

勵|｜清一

パラオには余りにも回数多く潜っているため、何を見て

も感激力獺Tてしまっていますもああ、バラクー父ギ

ンガメがナポレオンがちょろちょろしてうるさい等々。

しかし顧みますとやはりパラオは凄いところですね。今

回、特にジヤーマンチヤネルでは今までに経験したこと

の無かった凄さでした。魚種の数昨年までもう居なく

なったと聞いていたマンタも大2枚子供5枚、前が見

えなくなるほどの4漁（タカサゴ、クマザサハナムロ、

ウメイロ、ホホスジタルミ等々）の大群に囲まれ、興奮

感激の一日でした。なお野中夫妻は船室満員のため残念

ながら一日早く~F船されました。

封]賭:285安田祐治284安田孝子052"認A子442高岩辰

司106野中治107野中サチ子012Wjll清一

GUAMと潜水艦

閏||清一2．19～23

グアムには潜水艦にのって海中を探索して楽しむ観光施

設がありますbタシイバーは潜水艦の時間に合わせて「ギ

ャブギャブ2」のポイントに潜りますbものすごし者を

立てて糊<I蹴稽ってきますもダイバーは近くまで寄っ

て手を振ると艦内の客も中から手を振って応えてくれま

れ§鮒･けしてあるのでローニンアジ、ナンヨーツバメ

ウホホンソメ、ホウセキキントキその他が群れを成し

て潜水艦の周りI蝶まりますbこのポイントには海亀の

寝床もあり、ウツボ2種真ハマクマノミ等も見られま

した。ちょっと変わったダイビングでした。グアムは割

合敬遠されておいでのようですが、ポイントもそれなり

に面白く、魚種もそこそこおりますし、アクセスも楽で

すし、リゾート気分でのんびり過ごすのには適している

と思いますb尚、当会メンバーの馬場明氏(355)はグア

ムに居住されておられ､1勘弱監も彼の経営ですも2月18

日出発予定で成田空港に着きましたところJALがオー

バーブッキングしたとの事で19日出発になりました。

麹】晴:336馬場明372米倉綾子365立花隙n子012"ll清一



近代主義について

上村敏郎010名言会長

少しばかり大袈裟な題目で書きますbダイビングとど

こでかかわるのかは、最後にお分かりいただけると思

いますbとにかく読んでくだされば、大変ありがたい

と思いますも

戦後日本の思想界を代表したとされる学者が二人い

ますb丸山真男と大塚久雄ですb丸山さんは東大の政

治思想史の先生、大塚さんは同じ大学の西欧経済史の

先生でした。明治時代で言えば、福沢諭吉と似たよう

な役割を果たした人と言えるでしょう。両先生とも故

人になられましたが、現在の現役の評論家たちに言わ

せると、いわゆる「近代主義者」だそうですも

近代主義というのは、日本の文化の水準を評価する

基準を、近代ヨーロッパに求め、それとの距離で評価

することだそうですbつまり、離れていれば、その分

だけ後進的ということになるわけですbなぜその比較

が悪いといわれるのでしょう。近代の文化をリードし

たのは、ヨーロッパかもしれないが、即近代文化の標

準というのはおかしい。単なる一つの文化であって、

普遍的というのはおかしい。

日本には固有の文化があり、独自の歴史がある。と

まあ、こういう反論のもとに、十把一からげで、近代

主義者のレッテルが貼られたわけですb丸山、大塚批

判をしなければ、一人前の評論家ではないという奇妙

な空気が、現在日本の言論界を満たしていますb冷戦

が終結したとたんに、社会主義者だった人はすべてア

カ、少し保守的な人は右翼という色づけが大流行して

いますb

現代の世界で、グローバルスタンダードといえる思

想に、個人主義、自由主義があります。

人権の尊重、思想の自由、個性の尊重などなど、すべ

て、近代ヨーロッパで作られたもので、決して東洋や

アフリカ、中近東で作られたものではありません。歴

史的な事実ですもつまり、ヨーロッパの近代思想はデ

ファクト・スタンダードになっているのですb

哲学、自然科学、経済、政治思想など、ほとんどの近

代文化が、「残念ながら？」ヨーロッパ発というのも歴

史的事実です｡

その中の個人主義という近代を象徴する思想を基準

に見ますと、現代の日本はどうでしょう。明治維新か

ら日本の現代が始まり、富国強兵と天皇制を軸に資本

主義先進国の日本が誕生しました。
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たしかに、外観はそうですbしかし、日本に本当の個

人主義が根付いるのでしょう力も私は数人の人と共著

で作った本の中で、「いじめの精神構適という論文を

書きました。「いじめ」は個人主義精神欠落症候群であ

ると書いたのですb

個人主義については多くの本で書かれていますが、

単細こして言えばこうなるでしょう。

「われわれはすべて自由な個人としての人権、人格

を持ち、何人も侵害する権利はない。自分が大事なら

個人としての他人も同様に尊重されねばならない」

だから、いじめは他人の人格を認めない前近代的、

封建的な人間観から生まれていると考えるのですbこ

れは、おそらく少数意見でしょう。かつて、朝日新聞

がいじめの経験について行ったアンケートによると、

「なぐっているときは、すかっとした」というのがあ／一、
りました。そこには、なぐっているほうの感情だけが

あって、殴られているほうへの心配りは微塵もない。

殴られるほうの人格、人権がいかに侵害されるかとい

う闇聰は皆無です。

旧軍隊での私的制裁といういじめは、徹底して人格無

視でした。よく似ています。

このクラブのダイビングの原則は自己責任であり、

自立した大人のクラブだという表題を掲げたのは、そ

の根底には個人主義的な意味での個人を想定していた

のですb欧米のクラブ、サロンにしたいというときの

構成員は、近代的な個人、個人主義精神を持った個人

を前提にしたものです。

アメリカの小学校では､生徒に個人主義の考え方(哲

学）を教えていますb先生曰く。「アメリカでは紺I頂で

ない者、非適合的であることはあまり問題とはされま／‐､
せんbアメリカ人は人のやることに他人が干渉すべき

でないと信じ、まわりの人の権利、プライバシーを侵

害しないかぎり、個人は自由に行動できるべきだと考

えます」と。これを、子供に教えているそうですも

われわれのクラブは独立した大人のクラブであると

いう意味で、「近代主義」と多少関係しているかもしれ

ません。私は近代主義者ではありませんが、個人主義

は私の哲学ですb念のため、丸山、大塚両先生を近代

主義者と決め付ける評論家には、絶対に賛成できませ

ん。

結論を言えば、個人主義が日本に根付いているとは

到底思えません。思想的には、フランス革命、イギリ

ス革命、アメリカ革命を、日本はいまだに通過してい

ないのではないでしょう力も
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ダイビング事故と安全潜水（要約） ･MDフェア2002講演会から

場所:サンシャイン文化会館講演者:鶯尾紘一郎①ID誌・前編集長）

1．DV事故の実態

*DV事故の発生は、DV20万回に1回の割合

で発生。

*DV事故の原因は､出発前に80%の要因があ

る。睡眠不足、飲酒、持病等。

*DV事故はシニアに多い。体力持病などを考

慮し、過信しなし富、体力は小学生並

2． 安全対策（具体的な事例）

＊バデイの選び方：カメラ、ウオッチングの人

は自分本位。この動きについていけない為事

故を起こすケースが多い。自己中心主義の人

とはバディを組まない。

＊ビーチで海を読む:海の荒れ具合や海況悔

の干満､流れ）を観る。流れや荒れた海では

体力は半分になる。

*DVストップ：不安があれば潜るな！人が奨

めても止めること。「不安」は信号、身体や

精神に何かがある証拠

＊器材:DVは戦場，従って器材セットは武器

装着と同じ。夫婦、バデイはチェックが甘い

ことがある。バルブ開が中途半端な事例等。

バデイ以外のガイドにもチェックしてもら

う。

＊海辺のトラブル：ゴロタ石､水面5M以内の

事故が多しも大瀬埼ゴロタ石上で滑り、フイ

ンが石に挟まって膝の深さで死亡した例が

あった。エントリー、エキジット共マウスピ

ースをくわえたほうが良い。

＊ボートDV:船酔いして吐き気をもようした

ら気にせず吐くこと。酔う人は揺れの少ない

ところで横になって陣取る。（船の中央）

＊ボートエントリー；ウエイト無し、マスクの

曇りのまま飛び込む例で事故が多い｡、不安

な状況でDVするのは一番危険

＊水面のトラブシレ：隠岐の島でのこと。潮の勢

いで船のアンカーが外れた。潮の流れ、潮が

変わった時の速さは海底と水面では大違い

で、浮上したら船は無く1時間半流された。

＊水中でのトラブル：レギュレーターのフリー

フローに初心者は慌てる。レンタル器材には

特に注意を！針が振れる残圧計のため､水深

35Mでエア切れを起こした。BCにエアが

無ければ浮力無く、フィンキックも効かない。

この状態から脱出して10Mまで上昇すると

次はエアが膨張して急浮上になった｡水面で

は半身が飛び出る勢いであった｡エアエンボ

リズムになるところ幸い気道が開いており

まれな例で助かった。（体験談）

＊耳抜き：吉村クリニックの先生の話では、

80％が耳抜きの相淡DVする前1週間、毎

日練習をする。当日は朝チェックする。自己

責任｡

＊エアエンボリズムの恐怖：ベテランダイバー

に多い。写真に夢中になりエア切れを起こし

急浮上する例。

＊グループの中の問題：バデイ探しの結果､残

された人がエア切れになる。イントラの指示

に従う為の問題エアが少なくなればとにか

く浮上せよ！

篝尾さんの本が出版されました。

｢もしサメに、襲われたら！」

（水中造形センター）

1,900円(MIj)
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ポイント名

伊東花火と五島根

スキルアップ

〃

南紀串本

シパダン

〃

〃

石垣島北部

宮古島

伊豆大島

八丈島

伊豆大島

安良里2ボート

雲見2ボート

田子2ボート

大瀬崎2ビーチ

サイパン(テニアン）

グアム島DV&遊び

SDCツアー計画一責表(2002年S月～）

日程 会員番号 リーダー名

8月9日～10日 26 良縁寺悦子

8月19日 〃 〃

9月9日 〃 〃

9月11日夜～15日朝 〃 〃

10月10日～16日 314 渡辺宏二

10月24日～30日 333 阪上洋

11月14日～20日 〃 〃

10月25日～29日 6 大隅照子

11月17日～20日 〃 〃

10月8日～11日 62 狩野幸繁

9月5日夜～8日 197 宇留賀達雄

10月4日～6日 〃 〃

8月23日 397 櫻井憲義

9月25日 〃 〃

10月23日 〃 〃

11月27日 〃 〃

9月14日～17日 顧問 吉村成子

2003.3月中旬 26 良縁寺悦子

）

旅行社他

ナッソー

〃

〃

個人手配

オーシャンダイビング

〃

〃

アクアガーデン

P､1.T

グローバルスポーツ

プチアイランド

グローバルスポーツ

ｺーラルウエイ

〃

〃

〃

未定
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概算費用

26,000位

15,000

〃

45,000位

186,300

180,300

〃

120,000位

110,000位

55,000

70,000位

42,000付

16,200

15,300

16,200

8,900

168,000

90,000位

ツアー概要･ツアーNa

漁師の宿はるひら丸泊｡キャンセル待ち（3）

伊豆海洋公園(午前プール､午後海洋実習)(5)

〃 （6）

ダイブとカヤック､宿:風舎､関西地区リーダー鳥飼和代｡OP有り(7)

6泊7日。ボルネオダイバーズ（39）

（40）〃

（41）〃

定員6名｡未だSDCに馴染んでいない方大歓迎(23)

散骨を語る会主催､散骨下見お楽しみツアー(42）

交通費別｡ニタリ？ （28）

往路船､帰路飛行機､ボートDV,格安チケット手配(30)

土日利用､前･延泊自由｡宿泊･DV･乗船券込(31)

ランチ付､10%o仔大マダイ､イザリウオ(44)

ランチ付10%◎仔コーラルとマツカサウオ(45)

ランチ付10%o仔太根で回遊魚等が見られる(46)

クマドリイザリウオが出始める（47）

第一ホテルサイパン泊｡4ボートDV込(48)

グアム在住の会員馬場さんが現地リーダーです｡(301)

）



篝 可U卜

碗
ダイビング器材どうしてきすか？〆ンテナンス＆便利グッズ

今回は器材の話です。・・・。
◎オーバーホールはしていますか？・

器材は車と一緒で使っていない方が調子が
悪いものです｡反対に定期的に使っていれば
調子のいいもの｡案外3年に1回ぐらいのペースで
オーバーホールしている方も多いようです。
私も必ずしも､年一じゃなくちゃいけないとは
思いませんが､「潮時｣は見極めてください。
ダストキャップをはずすと…緑徽が。
ホースの付け根が他に比べて微妙に柔らかい
などのちょっとしたサインが目安です｡特に
ホースは高いのでお客さんからのオーダーが
ないと普通取り替えません｡これがバーストに！
また､Sプロなどは年1回オーバーホールしていないと
交換パーツの無料保障が受けられません。

ちょっと今､ご自分の器材チェックしてみませんか？

●
■
Ｄ
Ｃ

へ

◎腰が痛くないですか？ ▲ ト リ ム ウ エ イ ト
ウエイトバルトは腰に普通巻きます.…でもこれってやはり重いですよね｡特に初心者ほど浮くのが
心配でオーバー気味ですし｡そうでない方ももちろん軽いには越したことはない｡ベスト型のウエイト
入れもありますが､今大井手のお気に入りはタンクに抱かせるウエイトベルト1トリムウエイトです。
SDCの皆さんは多分ほとんどボートダイビングではないかと思いますが､その場合タンクはエントリー
までと水面までの間だけ｡腰がグッと楽です｡水中でもエアーが少なくなって浮き気味のアルミタンクも
スチールタンク並の安定感｡持ち運びもペタンコで嵩張りません｡マレスから¥9,200で出ています。
‘…何か器材のことでも.海のことでも疑問など有りましたら大井手までご相談下さい。

/一､

拝れ,今0

エ と 6

パイナッZルツアース（株)ピｰジｪｰプﾗﾝﾆﾝゲ
電話:O3-5458-5845ファックス:OS-3462-5076

e-mail:info@bjc.co.jp担当:大井手結花里(お調いでゆか&I)47

7月26日発7日間6ダイブ
朝5昼3夕0

お－人様¥212,000

シングルチャージ¥14,000

8月23日発8日間8ダイブ

朝5昼4夕5
お一人様¥191,000
シングルチャージ￥18,000

9月25日発6日間8ダイブ
朝5昼3夕0
お－人様¥196,000

シングルチャージ￥24,000

新顔パー ､2ファンダイブタイランドナユアン，弓滞
タイのサムイ島の沖｡タオ島の西に位置するlナユアン島｣は
ヨーロピアンに親しまれながらもなぜか日本人には全くと言っていいほど
知名度なし｡ホテルも潮が満ちれは2つ引けば1つになる変わったリゾート11

10月中旬発6日間6ダイブ

お－人様15万予定

東シナ海の孤島11甲の碑屋」故I別 I照 閏」チャ’グンジ

今では有名になった与那国の海底遺跡だが仲の神島や波照間島にも
そんな説明が付かない謎？の地形ポイントがあるのはご存知ですか？
東の根のイソマグロ西のポイントの珊瑚に隠れたもう一つの役者です。

11月発8日間8ダイブ
朝5昼4夕5
料 金未定

あ、 M|僧1から1（l年珊 も 夏活してI
冠
－
９

口
■
画 ﾐれ変わったフローレス

水中カメラマン｢中村征夫｣氏が賞デビューした|顔面博覧会｣は
フローレスが誕生の地｡海底も大きく打撃をうけたとされる地震から10年。
子して今貝事に復活(したらしい)新しいフローレスに挑戦11



SDc賛助会員通信
＊マリン／大阪ダイビングカレッジ

大阪･JR劇聯及ひ弛下鉄中央線･長堀鶴見細也線・

森ﾉ宮厭朧歩1分にあるダイビングショップ＆スクー

ルですb

JR環鵬･森ﾉ宮駅プラットホームに面して全国で

も数少ない自社所有の水深7mのダイビング専用ブミー

ルと南紀白浜に5コース25m海水プールを併用した、

ダイビング及びマリンスポーツ専用の煎殻を持ち、西

日本随一の調庸と講習内容を誇りとしていますb

現在のダイビングブヒールのほかに2003年春には、

すぐ近くに、長さ12,5m(折り返して25m)最大深

度8mのダイビングブl－ル併設の自社ビﾉﾚが完成する

予定ですb

ダイビング指導団体である、NAUI・CMAS・N

ASDS・JUDF・KDJAPAN公認・文部科学

大臣認可、現在までに20，000人以上のダイバー

を育ててきた、今年創立42周年を迎えた老舗のダイ

ビングスクールで、ノj学生から70才以上の方までも

が安全にダイビングを楽しんで頂いておりますb

椴者である、山本進が40年以上のダイビング経験

の中で､NAUI・CMAS･NASDS・PADI･

BSAC･YMCA・JUDF・KDJAPAN･

JAPANNASAのインストラクター資格を取得

し、たくさんのインストラクターやダイバーを義減し

てきた中で､より良い､より安全な内容の講習を行い、

調清らしいダイビングの世界をさまざまな年代の人に

知ってもらい､体当の意味で安心して楽しめるダイバ

ー」になってほしいという思いを持ってNAUIを中

心とし、各団体のよい所をとり入れ組み合わせた講習

を行なっておりますb

その織を生かし、長年にわたり、消防署レスキュー

隊(糊ﾘ消防鰯、新聞社･テレビ局の輔嘗部､写真部

等のスクーバダイビング櫛尊も行っており、その関系

から新聞社･テレビ局関係から依頼の仕事も多く、読

売テレビの烏人間コンテストレスキュー部門全般も2

5年以上受け持ち、毎年ボート13台・ダイバー、ド

ライバー50名以上で参加していますb

ほぼ毎週、F弼紀白浜へのツアーを行なっていますが、

プライベートビーーチに近い環境のため、海も荒らされ

ておら哉旭回遊魚から熱帯性のカラフルなﾉj漁、

イセエビ、オトヒメエビ、さんご礁、時期によっては
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タコやイカの産卵なども楽しんで頂けますb

そのほか、年数回の海外や、四国、沖縄、日本海方面

などへのツアーも組んでおり、Cカードお持ちの方で

あればどなたでもご参加頂けますb

ダイビングプールも自由練習やスキルアップなどに一

般の方もご利用頂け、ブランクのある方にはインスト

ラクターがついての練習や、レベルアップを目差す方

には、アドバンスコースから各スペシャルティ、さら

にはインストラクター養成のプロコースまで行ってお

りますb

そのほか、各メーカーの器材販売・メンテナンス・お

気に入りの写真や絵を入れた世界でひとつしかないオ

リジナルウェットスーツのオーダー・水上スキースク

ールなども行なっていますのでぜひ、ツアーへの御参

加や、ショップの方へ遊びに来てください。

マリン／大阪ダイビングカレッジ

540-0003大阪市中央区森之宮中央1-2.19

TELO6-6941-9220

FAXO6-6943-5031

htm:mannqp.com

＊ぶちアイランド

ぶちアイランドは今年で13年目､東京品川に本店をも

ち、伊豆諸島の八丈島に今年、営業所をオープンしま

した。

ツアーは日本の海､伊豆半島と伊豆諸島の伊豆大島、

八丈島のボートダイビングを中心に行っていて、

季節ごとに出会える可能性の高い大型回遊魚を追い求

め、その日の潮向き、潮の流れの彌弓、潮の干満､水

温、風向き、最近の海の状態、お客様のレベルなど、

全て考えに入れ、それぞれの海を最大限に味わえるよ

うに、日々、頭をひねり、感性を磨いていますb

という訳でスクールもマニュアルだけでなく、お客様

が何時の日か、潜ってみたb梅、出会ってみたい大物

など､それに合わせての講習が必要だと考えていますも

是非､伊豆半島の豪快なボートダイブ､そして八丈島、

伊豆大島でのアドレナリンが吹き出るような、スーパ

ードリフトダイブを体験してみて下さしら

人に「海の中て綺麗なんでしょうネ」なんて間力珈た

ら、迷わずこお言いたくなりますよ！

「海は凄いところです！！」てネ！

/へ
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SDc賛助会員通信
141-0033

東京都品川区西品川2-7.16

telO3-3495-7015hxxO3-3495-7054

東京都八丈島八丈町中之郷2573

呼び出し04996-7-0440

petiPhighwaynejp

http://home4.highway.ne・jp/p-island

＊ナッソー

本当に上達するNASOの講習ですbさあ始めましょ

う！日常生活に海のかおり。

☆0W(オープンウォーター）コース

参加資格：15歳以上の健康な方ならどなたでも

内容:レクチャー1～6、実技（プール1.2海1～4）

期間：3日間･4日間

料金：52,000円・55,000円

（教材・指導・施設利用･申請含）

器材レンタル代金（3日間）12,850円

☆AD(アドバンス）コース

参加資格:OWカードを取得したダイバー

内容：レクチャー1、実技1～6

期間:通常5回前後

料金：30,0”円（指導･申請）

☆MD(マスターコース）

参加資格:ADカード取得のダイバー

内容：レクチャー1，実技1～7

期間：通常7回前後

料金:38,000円

☆ステップアップコースの実習費（実動について：

施設利用料2,100/日、タンク2,100/1本、ボート

2,600/ldiv、ナイト1,500円

（詳しい資料をご請求ください）

〒413-0231伊東市富戸1194.7409

瞳・田粒0557.51-740卿7409

*PjT

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Ⅲ.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併設してあることです6

●いよいよダイビングシーズン到来です61年に一度

のレギュレーターのオーバーホールはお済みですか？

お持ちいただくか､送っていただければ1週間から10

日で仕上がって来ますbどちらのメーカーの器材でも

OKです6

l)沖縄3日間Cカード取得コース…¥54,800-(申

請料￥6,000は現地払い）

東京で学科講習終了後､沖縄3日間でCカードが取得

できますb

航空運賃、宿泊費、食事(朝食付)、講習費、教材費、

器材レンタル料が含まれますb

※ゆとりの3泊4日コースもありますb延泊してボー

トダイビングも楽しめますも

2)伊豆Cカード取得コース…￥59,800（全費用込み）

講習費､教材費､宿泊費勵・夕食付う、器材レンタル

料、申請料が含まれますb伊豆までの送迎無料

※マンツーマン講習も可能ですbご相談ください。

●SDCスペシャルで重器材がお買い得です1

マレスの重器材セットが40%OFFでお買い求めいた

だけますも

定価合計￥277,000→￥165,000

特典1）旅行用に器材がフルセット収納できるキヤリ

ーバッグ（￥35,000）プレゼント

特典2）1年目のレギュレーターオーバーホール代金

約￥18,000）を無料サービスいたしますb

●沖縄を中心とした離島でのダイビングツアーもご手

配いたしますもお時間があまりとれない方のための沖

縄本島3日間4ボートダイブつき（￥51，700.～）

のプランから、複数の島を回る1週間以上の長期ダイ

ビング旅行のご邦己まで､何でもお任せくださし％宿泊

施設も民宿からホテルまでOKですb

東京発着だけではなく、大阪､名古屋といった各地空

港のご手配もいたしますも

P．l.T

ダイビング部門責任者：雨尾徹

（直通)03-3466-6482

旅行部門責任者：小林健一

（直通）03-3466-6489

〒151-0061

渋谷区西原3-7=4渡部ビル1F
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SDc賛助会員通信新会員紹介
http:"pit.wisnet.ne.jp

（ダイビング部門)pit@mail3.wisnetnejp

（旅行部門)trayel@mail3.wisnet.nejp

＊パイナッブルッアーズ

まだスキルが心配？！な方にこんなオーダーはいか

がでしょう？

安心のダイブガイド､インストラクターを紹介しますも

まずはご相談ください。

現地ガイドチャーターコース

現地ガイドをチャーターしますも

口富戸･海洋公園(ナッソーダイブ･セレソン･マリン

ステージ）口沖縄本島(ミスターマリン）口渡

嘉敷(ジャングルダイブ）ロハワイ･コナ(ラ･グ

レイス・デ・コナ）ロプーケット(e-dive)

ロサムイ島（ホウボウや）ロサイパン（アクア・

デル・レイ）

◎ピーク時等お受けできない時期もございますも又そ

の他のポイントでもご相談ください。

インストラクターチャーターコース

インストラクターを出前いたしますb

口世界の何処にでも、気心が知れている相棒がいる

わけじゃない。

口現地に日本人ガイドがいない。

ロダイピングだけじやない､現地に行くまでだって」

心配

□「いや－、一緒にいってくれりや－たのしいかな

－」

◎理由を問わず、インストラクター出前いたしますb

ご相談ください。

お問い合わせお申し込みは～～～

パイナップルツアーズ㈱ビージェープランニング

1hLO3-5458-5845FaxO3-3463-5076

E-mail:inmbjc,cojp

担当：大井手結花里（おおいでゆかり）

〒150-0021渋谷区恵比寿西1-10-6

恵比寿ツインズ602
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SDC･ダイビングの方法

目的

クラブ活動の主たるものは、会員が自主的にバデイやグループを作り、ダイビングをすることを支援する

ものですb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b

Ⅱ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b

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、旅程およびダイビング等、ツアーに関

しては全ての事項に関して一切責任を負いませんb

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ください。

Ⅲ参加確認方法

参加確認は、クラブ規定の様式で行ってくださし＄それ以外の様式で参加を確認する時には、次の項目を

必ず記入ください。

①ツアー名

②会員番号･参劫賭名

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くださしも参加確認の証拠力曠らな

いと、トラブルの原因となりますb

Ⅳ定員と締切日

定員は原則として8名としますが、増減できますb

締切日は定員に達した時、又は2ヶ月前とします6

V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、変更されることが有りますのでご了承ください

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鋤ﾛ者の間で行ってくださ晩

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b旅行社の人でも､添乗員でもありませんb

失礼の無いよう、感謝の気持ちをお忘れないようお願いします6

Ⅵレポート

リーダーは所定用紙による報告書を会計担当幹事に、又会報掲載用レポートをリーダー又はリーダーから

指名された参力賭はダイビング終了後、SDC広報担当幹事に提出(写真添付)してください。

レポートは直近の会報に掲載いたします6

54

1

/一､

ノー、


