
一_一一一一乙垂一一で垂一一＝一一一一一雲 一一で唾一 一~て~壺毒

ｴｽデｨｰｼｰ

DiveFreakMagazine
’

182○○s年7月

へ

可

〕
』

ふづ
ア

戸
ゴ

ゴ

b』

』＝

一
4

勺

』



2

CONTENTS
くたびれないダイバー（スキルアッブ編）

柳田満彦）2

懇親会・欠席者の声3～5

くる－ずあっぷ･ひと（インタビュー）

儒場 明）6～8

役員の任期を終えて

（関川清一･杉本信也情原れい子･狩野幸繁・

岡野博･石田邦明･良縁寺悦子･大隅照子）
9～12

パイナッダルニュース肱告）1 3

新役員の方々の自己紹介と豊富

伏闇甫夫･坂東正朗・栗本はるみ・

須永勝子｡庄司堯子）14～15

マイペース．晴れ女のシパダン島

揃田慶子）16～17

サイパンツアー

（井上珪子・池田宮子・アキマル）18～19

パラオの舞姫侭の500本記念）

（野ﾎ寸深詞20～21

グアムDVと遊びツアー（良縁寺悦子)22

パラオとグアムの欲張りDV(関川清-)23

－見危なかった話「ピーノ町（阪上洋）23

SDCツアー計画一覧表24

フリーウエイツーリスト（広告）25

匪嚴でミスターサカナさんと（伊藤久海子）26

繍会初参加の声（お仲間に入れて頂きます）

（立木 博信）26

私のダイビングスタイル鰍山眞美子）27

剰甫肩こり梛扇狢（四国発心の道場前編）
（金子 忠司）28

奄美大島で育った僕にとっての海

（永吉拓也）29

イランヘ旅行して（172島尾愛子）30

魚の国からのメッセージ靴ベラ」

（ プ ロ カメラマン伊柵敏）31

掲 示板32～33

SDC賓勤会 員 圃 言 3 4 ～ 35

石 垣島ツアー 報告（関川清一）35

－日遅れのフイジーーダイブ（千葉利夫）36

石垣島ダイビングツアー幟口浩太郎）．36

新会員紹介37～38

i識 ｡ 説 （ 白木清美）38～39

麦紙に寄せて(鮴広子）40

SDCの紹介 と入会のご案内40

編欝諜撹惑40

「＜たびnないダイバー」連載6

（賛助会員・ナッソー）柳田満彦
くスキルアッブ編＞

（3ないダイビング撲滅の心得）

～～進まない1

フインキックと、水中の

正しいフォームを覚えて

実践することで＃欲しま

す6逆に、ここが出来て

いない限りどんな練習を

いくら積んでもダイビン

グは上手になりません｡

そして、これを教えられるインストラクターは極め

て少ないようですb

さて､本題ですがフインは表と裏を両方使いましょ

う。水中では表（ダウンキック）が60%、裏（ア

ップキック）が40%くらいの力配分が適当ですも
基本は足首が伸びていること、次にフインが上下に

動いていることが肝心ですb①~③の図を参考にし

てください｡練習時は自分のフインの動きは見えま

せんから指導員にみてもらうのがベストです6もし

くは、自分で想像しながら（意外と出来る）長い距

離をジョギングの要領で泳ぎ続ける（15分間くら
い)方法がよいでしょう。図伽同時に遊泳時の

正しいフォームを覚えましょう。アゴをあげて顔は

前向き、マスクのレンズは垂直に立っていますか？

タンクは水平になるよ'うに背骨の真上に乗せてく

ださし＄このとき背中をほんの少し反らせてけんこ

う骨と尾砥骨の2点でタンクを支えます63点セッ

トだけでも同じ練習が水面でできますbそのときは

ちょっとシンドイ姿勢ですがもう少し背中を反ら
せておしりが水面から出ないように気をつけまし

ょう。練習中には常に水の抵抗の少ない身のこなし

を意識して､水とお友達になることを目標にトライ

してみてください｡ひとたび身につけば楽にスイス

イ進むので楽しくなりますよ。
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/罰臺加したかったのですが､ちよう瑁舌島ラデー
ーにぶつかってしまいました。残念ですが欠席さ

せていただきます6次回宜しくお願いします6

509前原操

入会させて頂いたばかりのホヤホヤ会員です6是非

出席したかったのですが仕事が入ってしまって…。

ダイビング･人生経験豊富な方々のお話を是非伺い

たいと思っております6当日は海から上がった姿が

想像できない程華やかでしょうネ｡楽しんでくださ

い。5 1 4安音階枝

_ノ

お世話様になっていますb残念ですが6月6日から10

日までフィリッピンで潜る事になっています65月連休

明け石垣で､7月は西表に行く事になっていますb私の

DVシーズンやっとOPENしたところですb先輩た

ちの楽しいお話が伺えないのがとても心残りです6

5004柳千鶴子

5月末までニュージーランドに行

っております6今回は残念ながら

欠席します6

508安債信

へ

入会して1隼様々な会を

通してお顔見知りの方が増

えました。SDCは楽しい

ですね。今後とも宜しくお

願いします6

486塙恵美子

入会して1年、様々な会を

一
一
一
一
■■■

一
一

仰寺もお世話になっております6SDCのホー

ムページや会報を楽しく見させていただいてお

りますもダイビングだけではなく老後の生活設

計に大いに役立つ情報満載ですね。今後とも宜

しくお願いいたします6409小西ゆみ子

仕事に明け謝していますも今回もぎ

りぎり迄待ちましたが予定を外せ

ず、欠席となり残念ですもダイビン

グはゴールデンウイークに沖縄へ行

ってきました。前回と同じつまらな

い品ですが、良かったら参加賞にで

も！165山本隆三

へ

涙-＝斗

お返事遅くなって御免なさしも今現在時

間の都合上、日時が長く取れませんが海

外DIVE夢見ていますも連れて行って

くださいネ11501松谷貞子
主人が5月23日亡くなりましたので､喪中の

ため欠席いたしますも

役員の皆傑にも何時もお世話になっておりま

すb宜しくお伝えください。

128平野昌子遅くなって申し訳けありませんbぎりぎり

まで行けるよう頑張りましたが、矢張り出

席は無理のようです6役員の皆様のご苦労

感謝しておりますb

O39斉藤靖子

何時も何かしら忙しくていけずに残念で

すb現在ダイビングする暇が無く休み状

態ですbこの夏からは復帰してやりたい

と思っていますb皆様に宜しくお伝えく

ださしも306宮本節子
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/雨6日~,,日パﾗｵ.カーブ島に地元の仲間4天、
でダイビングに行く予定ですから今回は欠席しま

すも次回は出席しますので宜しくお願いいたしま

す6

36O三宅尚

先約がキャンセルできす当今回は残念

ながら欠席ですbSARS問題で5

＆6月のダイビングは見送りの止む

無しですも364百瑚専久

欠席申し訳ございませんb今年は1月にモアルボアル、

3月にシパダンで楽しみ､5月はレダンですが、ここ数

年海外情勢が短期で急変し、皆康と安心して出かける

時が少なくなり残念です6287石岡弘至

SDCから私の現住所が遠方なの

でなかなかご一緒にダイビングが

出来ませんbいつも一人でダイビン

グを楽しんでいますが､地方支部の

ようなものを作ったら如何でしよ

うか
何時もお世話になっております6あっという間に桜も

散り、今が春本番ですね。ダイビング･ウオーキング・

登山といろんなことに#職したい。「年齢を考えなさ

い」と自分の中で自分がストップをかけてきますの

で､ただ今は昔から続けているスイミング､月イチの

｢そぞろ会」（ウオーキンクツと自分なりに楽しんで

います今日この頃です6本音は潜りたい気持ちで一杯

ですも皆様お元気nl51吉田七江

120古賀晃一 へ

○

雪壹
お世話になります66月から

大阪へ転居しますも新住所は

改めて連絡しますも落ち着い

たら懇親会やツアーにも参

加したいと思いますbできれ

ばモット気楽に参加できる

会費（5千円位まで)にして

いただければ・・・と思いま

すb

l77友部尚子

一

仕事の都合で4~5日の日程し力救

ｵむず､梅雨前に韓国濁1､|島にダイビ

ングと食ツアー予定です6

055鶴若富夫

一
一

へ

／出席できなくて残念ですも会の発展をお祈り申し、

上げま式母の高齢に伴いダイビングもここ暫く

伽民中でする会員の皆様のご活躍、素晴らしい写

真等会報力塒ち遠しし吟日この頃ですb

l29鈴木ヒロ子

、 _ノ

申し訳ございませんbダイビングは

ず－つと遠ざかっておりますb何れ

夫婦で参加したいとは思っているの

ですが…｡たま－に行く沖縄で1～2

本潜るのが今のところ限界でしょう

力も044古田晴也

役員の皆様ご苦労様で-jろ

都合により参加できませんが、皆様のご健康

と楽しいダイビングをお祈りいたしますも

003岩本充子

、 _ノ
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先日初めて石垣島ツアーに鋤pさせていただき､関川会長様は

じめ皆様ととても楽しい一時を過ごさせていただく事が出来、

感謝いたしておりますもダイビングの先輩としては勿論の事、

人生の先輩として生き生きとした素晴らしい生き方をしてお

られる、SDCのメンバーにお会いすることが出来､幸せに思

っておりますも今回は先用があり欠席させていただきますが、

又のお出会いを､楽しみにしておりますb盛会をお祈り申し上

げますも

513澤田栄子

二人とも待ちに待った定年退

職！！お陰でヒマはたっぷり出

来たのですが収入は大幅ダウ

ンbこれからは地元和歌山の海

を隅々まで潜り歩き、その素晴

らしさを満喫するつもりですも

109野本敬一

110野本美智子

4月にパラオクルージングに参

加させていただき、楽しいダイ

ビングでした。海外の場所によ

ってはSARSが心配ですb沖

縄で暫く楽しみますも伽寺も有

難うございますも

442高岩辰司

今年300本3碧戎を目標にしておりま

すb私の休みにあうツアーがあればい

いんですが…。SDCのツアーに参

加してみたいナー1その時を楽しみに

してます6199竹内きみ枝

一
一
一
一

へ

一

役員の皆様にはお世話になっておりま

すも色々な事情で皆様とご一緒できず

残念に思っておりますb何時もSDC

会報やPCで皆様のご活躍を楽しませ

ていただいておりますも参加の皆様に

どうぞ宜しくお伝えくださいませb

O84堀口敬子

一
一
一
一

先日SDCに入会して初

めてパラオクルージング

とグアムツアーに参加し

ました。ダイビング勧台め

て日も浅く、DV本数も少

なくドキドキでしたが皆

様にとても親切にして頂

き楽しくダイビングが出

来ました。SDCに入会し

てよかったと思っており

ますも

487谷口義子

楽しみにしていた

会に急に都合が悪

く出席できず残念

で魂

グアムに来られた

皆さんには宜しく

お伝えくださしち

355馬場明

椰寺もご苦労様ですも今回は欠席させてい

ただきます6季節も大変良くなりましたの

に世界情勢が今ひとつ、晴れ晴れ致しませ

んね。でも皆様は少しも変わらず乗り切っ

ておられる様子｡もしかして私も同じかも

しれません

又のチャンスを待ちま魂

374藤本広子

へ

/去る5月7日から石垣島に初参加
させていただきました。関川会長

始め6名、期待と不安の参加でし

たが、全ての点で満たされたダイ

ビングでした。鯛jです6

6月7日、先約があり残念です6

次の機会には是非出席したく思っ

ております6

色々有難うございました。

489野本貞子
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プライベートビ チをつくるの畝これからの仕事です。

355馬場明さん

－

海ﾀ特旨向がおありだったのでしょうかb

馬場－私は、もともとは横田基地の前で物品販売業

をしていました｡主に音響製品と､セイコーのH掃・、

ノリタケの食器など､アメリカ人が好みそうなもの

を扱っていました。

当時グアムには横田基地から週2便のフライト

があり、休暇でグアムから横田基地に来ていた空軍

司令官と仲良くなって、同じ年ぐらいの子どもがい

るので､いっしょに多摩動物園に行ったりしていま

した。その空軍司令官から、ぜひグアムにこないか

と誘われたことがきっかけですも

グアム以外の旧南洋諸島は第一次世界大戦から

第二次世界大戦までは日本の委任統治領でしたが、

グアムはアメリカ領土ですb当時､将来はハワイの

ようになるだろうと思ったのですが､いかんせん地

理的に孤立していますb日本、韓国、香港、フィリ

ピンなどとほぼ等距離ですが、いちばん影響がある

のは日本ですね。

へ

グアムで､日本人実業家の先駆者としてさま

ざまな事業を展開してこられた馬塲明さん｡グ

アムを訪れるSDCのメンバーもお世話にな

っています6

へ

日本人で最初に､グアムで事業を始められたわ

けですね？

☆1967年、グアムヘ

物品販売からさまざまな事業を 馬場－まあ、そうですね。でも、最初はあまり仕事

にはならなかったですね。1968年に会社を設立

して小売業を始め､食器とかテープレコーダーなど

の音響製品を販売しました。その後、日本航空が7

0年10月1日に飛び始め、日本人観光客が来るよ

うになったのにあわせて、ニッポンレンタカーのフ

ランチヤインズを始めました。当時はニッポンレン

タカーの名はまだ日本人にも知られていませんで

したね。

そのうちに、日本のものを持っていって売るので

はなくて、グアムはご存知のとおりフリーポートで

あるため、日本人に世界の免税品を安く売るように

なりました。免刷吉や卸売業をしていましたし、日

本航空と共同で出資したバス会社も20年近く社

グアムには、いつごろいらしたのですか。

馬i計私が初めてグアムに行ったのは1964年

ですb東京オリンピックが開かれ､海ﾀ倣行が解禁

された年でした。当時は日本からの直行便が無く、

パンアメリカン航空のマニラからグアム、グアムか

らウェーク島という路線がありました。グアムは1

961年までは米軍の管理下にあり、民間人の入島

I端I限されていました。1967年に、パンアメリ

カン航空が日本からグアムヘの直行便を開始しま

した。

6



へ

へ

長をしていました｡バス会社はまだ傘下にはありま

すが、そのほかは鯉しまして、いま残っている事

業は､レンタカーと観光用の潜水艦､バーガキング、

それにグアム国際空港判丙院､ショッピングセンタ

ーなどを管理しているビルメンテナンス業ですも

☆日本の不景気の影響をもろに受けて

いちばん「いい」時代はいつごろでした瓜

馬場一それはバブルのころですよ。バブルのときは、

ホテルも飛行機も常に満杯でした｡お客さんが多く、

一時期は沖縄に行くよりグアムに行ったほうが安

いといわれ､沖縄の商工会議所のメンバーがその違

いを調べに視察にきたこともありました。

いまは火が消えたようですb我々もホテルの建設

計画を立てたのですが､やらなくてよかったと思っ

ていますbもしやっていたら、命取りになっていた

でしょう。閑古鳥が鳴いているだけではなく、日本

のホテルを次々とチャイニーズが買っていますbそ

のいちばんの原因は、9月11日のテロもイラク戦

争も関係しますが、日本の不景気ですね。グアムは

日本の経済圏ですから、日本の不景気の影響をもろ

に受けていますb

グアムの経済人で馬場さんのことを知らない

人はいないそうです畝タモン湾を望んだ大旦陀に

お住まいですよね。

馬場一大邸宅なんてとんでもなしもバブルのときに

何十年経った倉庫みたいなところを買って､手直し

をしただけですよ。グアムに長年いることと、馬場

という名前が簡単ですから､大勢の方に知っていた

だいているのだと思いまれ

グアムの経済界で活躍している日本人は多い

のです力％

詞易一外国人の中ではいちばん少ないですね｡観光

客は日本人がいちばん多いのですが､経済界で活躍

しているのは韓国人が多く、次いで中国人ですも

マリーナの半分は馬場さんのものだとか？

馬場一カブラスというマリーナの一部を政府から

賃借しているだけですb潜水艦の事業をするために、

アクアワールドというマリーナを管理する会社を

つくりました｡土地は国有地で40年間の櫓ﾘだけ

ですから、そこを借りて、マリーナを改修したんで

すb

アメリカでは､ヂ簡了機､船の経営はアメリカ国籍

でないとできない船もアメリカで作られたもので

ないと営業に使えないという法律があるんですbで

すから、潜水艦は私がオーナーですが､社長でも役

員でもありませんb

☆潜水艦観光は、大人気でした

いままででいちばんおもしろかった事業はな

んですかb

馬場－1988年に始めた潜水艦の観光事業です

ね。48人乗りで、1回50分程度、ナイトまでや

って1日13回それでもさばききれませんでした。

2隻目を買おうと交渉中にバブルが崩れたので､買

わなくてよかったと思いますb

ソフトコーラルや魚が多い場所にシャトルボー

トで行って潜水艦に乗り換え､ふたを閉めて沈んで、

50分ぐらいゆっくり動きますbいまは40分にな

っていますが､魚がいっぱい泳ぐところを見せてか

ら、40メートルぐらいの深さまで落としますも深

度計でどこまで沈んだかがわかりますから、「すご

い」とみんなが感激したところで､一気に浮上しま

す61人96ドルで1日約500人ですから、60

0万円。それが30日ですからたいへんなものです6

すごいですねえ。

馬場－ただ､ナイトが終わった後、朝までにメンテ

ナンスをしましたから､裏方は24時間働いている

んですb電気のバッテリーで動くので､二百数十の

バッテリーをチャージしたり、外側を洗ったり、表

に見える人はわずかですが、たいへんな人間が必要

なのですよ。

「グアムに行ったら潜水艦を」評判になり、観光コ

ースに必ず入れてくれました。それがいちばんおも

しろかったですね。そのころが最高でした。いまは

「夢のまた夢」で、78ドルで運行していますが、

どう整理したらいいかと考えています6

7



☆土日は、ゴルフとダイビング

ダイビングは､グアムにいらしてから始めたの

です飢

馬場一そうですね。昔はライセンスがなくても、潜

水艦をどこに潜らせようかとか､みんなにくっつい

て見よう見まねで潜っていましたが、60歳の誕生

日にあわせてライセンスをとりました。10年間は

ほとんど潜りませんでしたが､いまは毎週日曜日に

潜っています62000年になってからログブック

をつけ始めて、250～260本ですも

（潜水'馳中で）

グアムのお勧めのポイントはどこでしょう？

馬場一ダイビングショップのお客さんといっしょ

に行きますから、日本からこられるとどなたかがブ

ルーホールを希望なさる。そうすると、毎回ブルー

ホールに潜ったりしていますbいま潜っているポイ

ントは、東側は海が荒れますから、島の西側ですb

まわりは全部海ですから、じっくり見つければ､い

いポイントがあるのではないかと思いますもまだ開

拓される余地はあるだろうと思いますね。

お休みはどのように過ごされているのですか。

詞易一土曜日は朝早くからゴルフ、日曜日はダイビ

ングですね。土日は出かけるものだと思っていて、

家族剛可も聞きませんb

8

ゴルフは､健康のために週3回プレーしていますも

火・木は明るくならないうちに始めますもふつうの

ゴルフ場はプレーをさせてくれませんから､海軍の

メンバーコースで九ホールまわりますb仲間がいる

んですよ。やっとボールが見えるくらいですから、

蛍光塗料のボールを使っています6

これからはどんな事業を？

馬場一仕事はそろそろ卒業なのですが､去年の私の

誕生日に会社を設立して、これを最後の事業にした

いと思って、いま新しし壮事をしていますも何もし

ないで1日ゆっくり過ごすプライベートビーチを

つくりたいと思っていますb手つかずの自然が残っ

ているところに､道路からつくっているところですb

ビミーチツアーができるようにしたいですね。

グアムに永住されるんですか。

馬場一いまさらグアムを抜け出すわけにはいきま

せんが､毎月1週間から10日は日本に帰っていま

すbこれからは、日本の滞在が少し長くなるかも

8、

しれませんbこの前日本にきたときは､千鳥ヶ淵の

桜がきれいでした。

お会いすると、温厚で、ダンデイで、たいへんソ

フト。実業家としての「情熱」は内に秘めていらっ

しやるのだと思いますbつい最近、グアムでお世話

になった良縁寺さんのツアー参加者の女性陣から、

｢二号でも三号でもいいわ。してくれないかしら…

…」との声が上がったと力もその気持ち、よくわか

ります6（まとめ・清原れい子）

第10回ヴィンテージな会への誘い

新宿の夜景を観ながら､飲み.食べそして楽しく語

らう集いを、下記要領で開催いたしますも未だS

DCに馴染みの無い方､新入会員の方々、会員と

知り合え、情報交換するのに最適な集いです6

記

日時：9月18日休）17時30分～21時

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

くうプソデイー＞

会費：5,000円

申込：宇留賀達雄迄、先着25名

へ

へ
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へ

役員の任期を終えて
関川清一（会長留任）杉本信也（副会長）清原れい子（広報）狩野幸繁（会訓

岡野博（総務）石田邦明（会計鼈）良縁寺悦子（ツアー計画･総務）大隅照子（会計広報）

屑びバディシステムについて」

会長関川清一

ライセンス受講のとき、またはスキルアップ講習の

とき厳しく訓練されている筈です1．海外では外人が、

我々が訓練を受けた時と同じように二人で相対し

エントリー前のチェックをして潜っておりました。

潜水中もエキジット時もバディとともに行動して

おりますもところが一部の日本人はと見ると、エン

トリー前のバデイチエックはおろか､潜水中も、グ

ループダイビングとかいって､我先にガイドの後ろ

についてゆく。バデイとは名ばかり、ガイドのみを

頼りにしたガイドダイビングとでも申しましょう

力もカメラやビデオを持っておりますと、バディな

どそっちのけ、単独で勝手な行動になりがちですb

私もしかりでときに反省しておりますが、いけませ

んネ。ある時外国で私がバディをおいて一人でエキ

ジットしましたら、大変叱られました。過日も一人

でガイドの後について泳いでいる方をみかけまし

た。バデイはどうしたしたのでしょう力も我がクラ

ブの会員で､バディシステムを、もしお忘れの方が

おりましたら、これからは以下のことを実行いたし

ましょう。ベテランダイバーやインストラクターの

方のご協力お願いいたしますも

1．エントリー前はなるべくバディと隣り合わせに

座る。相手の器材の確認をする。

2．エントリー前のバディチェック（狭い船上

でも声をかけあって）

3．潜水中はバディの近くに

4．エキジットはバデイと共に

たとえ小事故でも防止できるよう実行したしまし

ょう。我がクラブは安全潜水と自己責任が行動原則

ですも

儲り高きダイバー」

副会長杉本信也

始めにシニアダイバー

は、儲り高きダイバー」

でありたしもそれを目指す

人は、安全潜水を遵守し、

徹底している人達である。

オートバイのハーレーに載

っているグループは､道交

法を遵守し、スピードは出

さないが格好いい。シニア

ダイバーもその様にありた

いと想う。SDCJの無事故ば

安全潜水会員より、最

いと想う。SDCJの無事故は誇らしいことだも

安全潜水会員より、最も問い合わせの多かった

不安と提言は、バディシステムに対してであった。

これは会報の安全潜水講座No4「金魚のウンコ」に

事例を引いて注意を喚起した。あれから3年経って

いるが同じ指摘が未だに多い。

次いでスキルアップであった。これは、プロの立

場でお勧めするのは､ステップアップである。スキ

ルアッズリフレッシュのコースはショップがファ

ンタシrピングの中で行うが､本来はステップアップ

を勧めるのが基本である｡SDCJでは､このトレーニ

ングを実施して来た｡その他手法的なもの以外には、

技術､経験の違いから来るグループ編成や指導の問

題が多かった｡難しい問題である｡会報N011号｢ボ

ランティアとプロ」に一般論を含めて論じた。

会の継続的改善会の運営は、規約に基づく論

理.合理性で経営され､そして､DVのｸﾂﾚー ブづく

りは､気心の合う人達によって編成されるのが望ま

しい｡後者は､多少の不合理を飲みこむぐらいの｢寛

容」さがあれば、良い人間関係が築かれるだろう。

だが入会直後は、お見合いと同様､気心の合う人達

に直ぐにめぐり合うのは難ししもクラブダイビング

は、それをカバーしてきた。これらの形や方法は、

会員のニーズに従って､逐次改善していったら良い

と想う。

むすび9年間、副会長を勤めさせて頂いたが、ご

#畔U、ご指導を頂戴しながらの､決して単なる遊び

仲間の経営ではなかった｡今までに退任された役員

や会員の方々の教訓があった。今後､会員は増減が
9



あると思われる。ライフサイクルでいえば､成長か

ら維持に入ったパターンである｡SDCJは､歳相応で

無理のない様に、数にも拘らず、しかし、品位の高

い「誇り高きダイバー」達であって欲しいと願う。

その意識が安全潜水を支えるからだ6

「私が役員を引き受けたワケ」

嘩岡清原れい子

ダイビング本数37泰

ベテランダイバーの方

がおおぜいいらっしや

るのに、「ド新人」の私

が？？と固辞したかった

のですが、会長の説得に

負けて？役員を引き受け

て、早くも2年が経ちま

した。

なぜ引き受けたかって言

うと、SDCは誰から強制されたわけでもなく、自

分の意思で、自主的に入ろうと思った趣味の会だっ

たからです6だとしたら、会員の一人として、会を

利用するだけでなく、自分でできるところで責任を

果たすべきだというのがモットー｡それは、どんな

趣味やボランティアなどの会に参加しても同じこ

とだと思っていますb

みんなが利用するばかりだったら、同好の会の運営

は成り立たなし＄会員になってほどなくして、西表

島とパラオのダイビングツアーに参加して､楽しむ

だけでは居心地よくないぞとお引き受けした次第

ですb

どうやら任期は終わりそう……。これからは､広報

のお手伝いは少々続行いたしますが､一会員になっ

て､耳抜き不良でちょっと熱が冷めたダイビングを

また楽しみたいと思いますも

人生「ウン十年」生きてきて、それぞれにできるこ

とはたくさんあるは‐韻,ダイビングが大好きでSD

Cに入っているみなさん､役員は順番」でしまし

ょうよ！

「任期を終えて」

会計狩野幸繁

早いもので､いつの間にか役員を仰せつかってから

もう二年が経ってしまいました｡二年前に会長をは

じめ幹事の方から幹事になって欲しい､会計担当を

お願いしますと言われたときに､何で私に白羽の矢

が立ったのか､吃驚し面食らったものです6新年会

10

とか総会には必ず出席

するようにはしていま

したが、SDCツアー

計画には殆ど参加した

ことが無く、知り合いも

あまり居ない状態だった

のです6おまけに陰計

担当」！私の40年間の

会社勤めは、最初から最

後まで営業畑でしたので、

お金を使うことは得意でしたが､お金の管理という

仕事はやったことがなかったのですも

前任のd澤さんから引き継いだ当初は､何が何だか

よく判らずにオロオロしていました｡それでもだん

だん慣れてくると、SDCの入金は会員の方からの

会費と賛助会員の会社からの会費だけ(帽子とTシ

ャツの売り上げがほんの少々）で､後は支出だけと

いう仕組みが分かると、事務的に動けるようになり

ました。

2年間担当してみて気の付いたことを書き並べて

みますと、毎年1月の会報と一緒に発行される会員

名簿に則って年会費の納入御願いを3月末期限で

出させて頂いているのですが､残念ながら期限まで

に納めて頂ける方は80%にもなりませんb何せシ

ニアの集まりなので､忘れていたり、払い込んだと

思い込んでいたり、海外旅行に出かけていたり色々

な理由はあるのだと思いますも

ただ､前述の通り会の収入の大部分は皆様からの会

費であり、その資金で会報の発行をはじめ､会の運

営を賄っているので､なるべくお忘れにならないよ

う期日までに御願いしたいと思いますb又振込用紙

に会員番号を入れていただくようになっておりま

すが､やはり少しですが記入漏れのケースがありま

すもご承知の通り、SDCの慣習としてお名前の管

理をアイウエオ順ではなく、番号で整理しておりま

すも従ってご入金の際もその番号で確認することに

しておりますので､お手数ですが番号の記入を必ず

御願いいたしますb

SDCに加入される方は色々な動機があると思い

ますも従ってそれが満たされた時､或いは満たされ

ないで不満があった場合は退会される方が出てく

るのは当然のことと思います62年間会計担当をさ

せて頂いて経験したのですが､毎年退会された人数

とほぼ同じ数の方が入会されており、会員数は大体

一定しております6逆に云うとこの人数があって会

の運営が出来ているということですb

この会も「散骨」「ゴルフ」「ハイキング」等の分科

へ

へ



会が出来、更に「テニス」「スキー」等すそ野が広

がっていこうとしておりますも一期一会という言葉

がありますが､趣味を同じくして折角集まったご縁

を大事に､仲良く会を盛り立てていこうではありま

せん戒

そして、私は女房に陰

社人間」卒業を高らかに

宣言をしたのでした。そ

れからしばらくして、女房

の「家庭人間」卒業宣言も

ありました。

そんな折り、関川会長より

SDCの役員に、というお

話があり何となく断りきれ

ないまま、引き受けるようン

Ｄ
＆

タ
グ

｡

；認 ､

「2年を終えて」

総 務 岡 野 博

お即げかしい話ですが、

役員をお受けしてから

任期が2年間だと知ら

ないまま、引き受けるような格好になってしまいま

した。任務は一番ラクそうな役目、会計監査､役員

の中でも目立たない地味な仕事は私にピッタリで

した。

しかし、平穏な日々は長く続きませんでした。私の

定年の時期と前後して3人の孫がバタバタと誕生し

ました｡近くに住む2人の孫､遠くに住む1人の孫

の存在は私の夢を打ち砕くのに時間がかかりませ

んでした。ともかく、目まいする日々です6

追い討ちをかけたのが、脱家事宣言をした配偶者、

2ヶ月間に亘る海外ホームステイは私の予想をは

るかに超える辛いものでした。これは大きな誤算で

した。

結局、SDCの役員として何をやってきたのか、あ

っという間の2年間でした。

今は縁あって月に10日間ほどアルバイトをして

いますも私は決して仕事人間ではないのですが､何

だかホッとしたところがあって複雑な気擶つくづ

く人生は思うようにならないものだと思っており

ます6

されビックリ1しぶし

ぶお引き受け致しまし

たが、和やかな役員の

方達と会員の皆さんの

温かいご協力で、楽し

く働くことができたこ

とを感謝いたしますb

マリンダイブ社鷲尾氏

（当陶のご発案で約

…、

へ

（当陶のご発案で結成された(42名）日本シニア

ダイバーズクラブ(SDC)も来年の新年会で10

周年を迎えますb次期役員は､今期より2名減の7

人体制（新規5名）ですが、「少数精鋭Jで、全員

が汗をかいて下さる方々 だと思いますb新役員をお

願いするにあたり、引き受け手が少なく、苦労いた

しましたが､入会年数に関わらず、会の運営に積極

的に携わっていただければと思いました。

会の本旨は､ダイビングを通して親睦と友好を深め

ていくことだと思います6ダイビングにプラスして、

ハイキング．ゴルフ・スキー・散骨．など、さまざ

まな会が誕生しておりますb現在、ダイビングから

遠ざかっている方も新年会･懇親会、ヴィンテージ

な会やこれらの会の輪に入っていただいて、会員の

交流がますます広がることを心より期待していま

す6

へ

「無事終了」

ツアー計画･総務良縁寺悦子

SDCに入会して10年、

幹事になって4年b何

が良かったって1番は

友だちが増えた事、本

当に、なかなか出会え

ないような素晴らしい

友達30人か、50

人か、100人か、と

にかく私の大切な宝物

がどっさり。「なぜ幹

恥の2年間」

会計監査石田邦明

月日の経つのは早いもの、あっという問に任期の2

年が流れていきました｡2年前､私は36年間勤め上

げた会社を定年退職し､身も心も清々しい気持ちで

いました。

これからは天下の素浪人・・・遊びもお酒も思いの

まま、誰にも気兼ねなく大いに楽しむぞ､何ごとに

も縛られず、自分の時間は自分のために、思いっき

りわがままに悔いのない生活をおくるぞ、と密かに

心に期していました。

事になってから急に増えたのだろう？」と考えてみ

たら、ポイントはツアーに参加する、ツアーのリー

ダーになる、から始まった様に思う。1泊2日や日

帰りのツアーでも昔からの友人の様に仲良しにな
11



れる。同じ感動や､喜びや嫌だった事等があるから

なのか？帥Cに入会したからには必ずツアーやイ

ベントに参加する事！これにつきると思う。

そして何よりも少しはSDCの発展に協力出来たかな

と考えると幹事になって良かったと思っている。

国と国､家庭の中､友人関係どんな場合でも、「自

分に何が出来るか？」を考え、してもらうだけでは

駄目なのだと感じなければ良い関係は続かないと

思う。

先日グアムのツアーに参加された方で会員ではな

い方(今は会員）が初対面にもかかわらず、お金の

計算等､お願いもしないのに協力して下さった時は、

日本人もこうでなければいけないのではと思った。

失敗したら悪いとか､私には出来ないとか､でしや

ばりのようでとか、考える方が実に多い。「すべて

お任せしますもついて行くのが1番好きです」なん

て云われると悲しくなる、誰だってそうなのですb

いろいろな考えの人がいるのだからと思いつつ4

年間の幹事無事終了！思い出いっぱい､友入いっ

ぱい・・・楽しかった11

『終わって・・・』

鴎5．会計大隅照子

私が釦Cのお世話係りを

頼まれてから多分8年以

上は経っていると思いま

す640人位からスタート

した会なので幹事といっ

ても今と比べると気楽なも

のでした。幹事同士、会う

楽しみが第1で、回数も月

1くらいにやっていたよう

一

鷺 灘
な気がしますb会が終わっ

て吟日は何を決めたんだつけ？」なんて日もあり

ました。

それでもやれてたのは少人数でファミリー的だっ

たからでしょう。

それが350人の大所帯になり、そう気楽にはやれ

なくなりました｡何でも会議で決めてきちんと真面

目にやらねばなりません（当たり前の事ですが)。

それはそれで緊張感もあり会らしくて良かったで

すb

私は広報と会計のサブをやらせてもらいました｡特

に広報は年4回の発行のための原稿集めが大変で

した。でも、「どうせやるなら気持ちよく楽しくや

りたい」が私のモットー。原稿依頼しても「ハイ、

12

良いですよ」と言ってくれる人は先ずいません。い

ろいろ理由をつけてパスしようとなさいますbそこ

からは粘り合戦､そうこうしている内にその方と親

しくなる。これがとっても面白かったです吻論中

にはムッとさせられる人もいましたが．.．)。

350人の会員全員を繋ぐ手段は会報しかありま

せん｡喜んで読んでくれる人､次号を待っていてく

れる人がいたからこそ続けられたのだと思ってい

ます6

SDCの皆さんは人生経験豊かで1人1人が素晴ら

しい！その350の宝がありながらお話できた

のはまだほんのわずかです6自分の寿命を計算して、

これから何人の方と交流できるでしょう？「もっ

たいない、じっとなんてしてられない！」いろいろ

な集まりを大事にして､積極的に参加しその方のエ

キスをもらいたいですbあなたも何か1つ企画して

くれませんか？それが出来たら350の集まりが

成立するのです6待ってないで動いてくださいね！

伊豆司京・テニス＆ダイビング3日

O62狩野幸繁

SDCにはテニスを趣味にしておられる方が沢山い

らっしやいますbテニス同好の人たちが集って｢第1

回のテニス＆ダイビングの集い」を下記要領で開催

いたします6

より多くの皆様の参加をお待ちいたしておりますも

記

1，開催日：9月9日～11日（2泊3日）

2、宿泊場所:エクシブ伊豆(伊豆高源）

3、定員：12名

4，現ﾒｵ喋合現t雌轍

5，申込締切7月末日

6、申し込み先

062狩野幸繁

1hL&FaxO45-822-0336

Maily･kanblue.vecceed.nejp

7、サブ幹事：宇留賀達雄

へ

へ
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とっておきの海でとっておきのクルーズが待ってます。

世界のダイZケルース～近い｡楽々＆ゴージャスな船を千ヨイスしてみきした

ふら&lとひと&Iでも出かけられる要心のダイ詞IIfﾒート

載竺
9/22-30発8日間8ダイブ￥115,伽より

『浜ナド謹割⑨｡1
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りがとう20
JAL直行便で行く！（ラオ
パレイシア泊6日間6ダイ調

成田 午前発名古 屋夜発
9/231450008/5．18f

成田夜発8/17.214

8/5.

8/17.

9/19．

9/28.

10/10

185000

214000

180000

174000

180000

9/2.

9/9.

9/16

144000

144000

144000

▼ダイビングサービスはデイドリーム

毛●

篭

,少

うきうきフィジー･ビー千コマ一

8日間無制限ダイ罰
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ロッジ泊プレ油

216000

198000

191000

172000

227500

209500

202500

183500

◎毎週月｡木･土成田発

△まるでモノ
ピーチコマー

I

1名参加大歓迎！
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●便利な羽田発ANA利用グアム4日間(9/28,29,30発シングルチャージ¥14,000)

随襄ス綱:"Li""
▲デイドリームメインガイド下田一司▲マリンステージインストラクター大谷

篝窒毫撚,窪驫驫賦
国土交通大臣登録旅行業第1284号〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-10-6恵比寿ツインズ602
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新役員の方々の自己紹介と抱負
大隅楠夫さん坂東正朗さん栗本はるみさん須永勝子さん庄司堯子さん

役員引き継ぎの打ち合わせをしたとき、新しく役員に

なられる方ﾉﾏに自己紹介と抱負をお聞きしました。

O18坂東正朗さん（総務担当）

‐－－

㈹5大I禺楠夫さん（藤岡担当）

夕、

1閏I，

SDCの会ができたときから入っていますbツアー

には年に2～3回鋤pさせていただいて、ツアーリ

ーダーのたいへんさがわかる気がしていますb今回、

役員としてどの程度できるかわかりませんが､最初

からの会員であるということで､少しでもお手伝い

できることがあれば､お手伝いをしたいと思いますb

これからは水中写真も撮りたいと思っていますも

新年会玲繍会は｢バッチリ」だと思いますが、も

う少し新入会員が参加できるようにPRできたら

いいのではないかと思います6また、ツアーにもで

きるだけ新入会員が参加できるようにできればと

思いますb

また、ダイビングが主の会ですが、これだけ会員が

おおぜいいますから、さまざまな趣味をもっている

方がいると思いますbハイキングとかいろいろな会

ができてもいいと思いますも

10年ほど前にダイビングを始めましたが､その1

年後にSDCが発足し、その時入会しました。今ま

では仕事があったこともあり、SDCのツアーには

年に1～2回の鋤ﾛですbいま水中ビデオに熱中し

ており、水中映像のサークルにも入っていますが、

小さい生物に強い関心があります6

今春退職しましたので､今回のSDC広報という新

しい仕事にチャレンジしたいと思っていますも私が

入会したころの会員数十人の時と違い、10倍ほど

の会員数となった現在､会の運営は変わらざるをえ

ないと思いますも

以前､会報15号にも書きましたが、ツアーをやっ

てくれないかと待つだけでなく、自分から手をあげ

てくれる人を増やさないと、会の活動が活発になら

ないと思いますも新年会､懇親会やヴィンテージの

会等の集まりも、その機会づくりとして重要ですb

ツアーリーダーとして役員だけでは､いろいろなツ

アーをとてもまかなえませんから､元役員のご協力

やリーダーをやって下さる方を増やしていくこと

が大事だと思っていま我

へ

356栗本はるみさん（ダイビング計画担当）

Ｊ
－
Ｉ
５

14



SDCに入会したきっかけは､タシrビングを始めて、

アフターダイブで同じ世代の人たちと語り合いた

いというのが目的でした｡会の存在を知らなかった

ので､そういう会がないかと調べるためだけにパソ

コンを買って、前会長の上村さんに連絡をして、入

会しました｡パソコンはしばらく使っていませんで

したが、最近はメールをしていま我

最初は良縁寺さんのツアーに封pしました｡新入会

員が､親しくなれるのはツアーだと思いますが、最

初のツアーが楽しければ続きますよね｡その後も何

度力参加して、「アフターダイブ」の最初の目的は

達したと思っていますbできたら、ダイビング以外

の場でも交流があればと思っていますが､そうなる

には時間がかかると思いますb

ツアーに参加したときにツアーリーダーのたいへ

んさを感じて､私はいつも楽しい思いだけをしてい

るのでは申し訳ないなという気持ちがどこかにあ

って､できる日諺削に何らかの形でお返しができたら

いいなと思っていました。

たまたまお話がありましたので､最初は｢役員はと

んでもない」とお断りしたのですが､数日じっくり

考えて､そういうお話があったときにお手伝いをさ

せていただいたほうがいいかと思い､私にできるこ

とがあればとお引き受けしました。

これからも海で知り合った仲間と近況報告･情報交

換をメールで続けていきたいと思っていますb

役員なんて十年早い・・・と言われそうですが、何

かSDCのお手伝いができればと思い､恐れ多くも

お引き受けした次第ですも

464圧司堯子さん（会計担当）

Ｄ
Ｅ
１

堂

ヌ

”

ダイビング関連の検索をしていたら、SDCのホ

ームページに行き着き、2001年夏に入会しまし

た。お誘いを受けて、2002年春にクリスマス島

に行ったのが初めてのツアー参加ですから､役員の

中ではいちばん「新人」ですb

ダイビングのライセンスをとったのは2000

年夏ですもその年は10数本潜ったのですが、20

01年は忙しくて一度も行けませんでした。200

1年暮れにリタイアしてやっと時間がとれるよう

になり、クリスマス島でご一緒した寺島さんとモル

ジブに行ったりして、いまやっと90本ですも

会の活動にはまだほとんど参加していないので、

役員などとんでもないと思うのですが､仕事もなく

なり子どもも独立して身軽に動けるようになりま

したので､少しでもお役に立てばと思ってお引き受

けしました｡役員の中で新入会員の気持ちが一番わ

かることが取り柄かもしれませんbよろしくお願い

いたします6

へ

411須永勝子さん（総務担当）

溌毒対識…△…鼻…

へ

私はスポーツクラブでライセンスをとりました。

ダイビングツアーに行くと、一から十まで手とり足

とり教えてくれましたが､楽しさより苦しさのほう

が多かったんです6ところがSDCのツアーに参加

してみて目から鱗ファンダイビングの素晴らしさ、

更にアフターダイビングの楽しみ方まで教えても

らいました。今まで柏島・ラヤンラヤン・シパダン

とSDCツアーで潜りましたが、ダイビングスキル

の巧みさはもちろん人間的にも魅力的で個性的な

方たちとの出会いは最高の収穫でした。 15



マイペース。晴れ女のシパダン島

2○○s年S月17日（月）

'｣－グー:294三輪勝廣

日程

3月17日、13:30分成田翌巻発｡マレーシア航空

18：50分コタキナバル空港着6

空巻出口で而潜、両漸のお金が足りなくなり、出迎

えのバスを待たせる。

豪華ホテル泊（シパダンのリゾートに比べて）

3月18日06：10コタキナバル空港発国内便

06：55タワウ筌捲着

07：15タワウ筌蕊努各車

08：15セントポールナ港着

08：30セントポールナ港発ボート

10：00シパダン着

チェックダイブとボートダイブ各1瓶

この日ぱ飛行機、車、船に乗り、到着後は潜り、大変

な1日でした。

3月19日~22日、4日間、1日3ボートダイブ、希望

者は早朝、サンセット、ナイトダイブが無糾

3月23日12：00シパダン発

18：20コタキナバル空港着

3月24日00：35コタキナバル翌巷発

06：45成田空港着

取扱旅行社：カンガルーツアー

ショップ･宿泊：シパダンダイブセンター

エアコン付、シャワーは塩っぽい水

食事は1日5回

ー

“

ノ

良塑 一一一一一一一，一
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～S月24日（月)S日間

レポート:O7S前田慶子

クラブの海外ダイビングツアーは今回で2回目。前回

は2年前フィリッピンのドマゲティ。矢張り中部地区

主催ツアーで、初めての海外ダイビングでした。

その時参加したお陰でダイブ仲間が出来、以後私のダ

イビング生活は大きく変わりました。

この2年間に、この仲間と海外や沖縄に潜りに行く

ようになり、それまで1人でしこしこと八丈島へ寂し

く通っていたのが嘘のように色々楽しいダイビング旅

行ができるようになりました。

今回は直前に今まで経験した事のない腰痛しかも

風邪を引いた後の鼻の炎症が治らず、これによる頭痛

に悩まされ、痛さがひどくなる夜になると明日はキャ

ンセルしようと毎夜考えましたが、翌朝痛みが落ちつ

くと気が変わり大丈夫かも…‘最悪潜れなくてもいい

や､シュノーケリングだけでも楽しし％”兎に角行きた

しも‘‘キャンセルしたくなし％”無理やり自分に言い聞

かせ自分の体を引っ張っていった感じでした。

そう言う訳で、このレポートを書いていながら、私

の潜った本数は他の人たちの半分ほどでした。

ただ居直るわけではなく、もう歳だから自分の体の調

子を聞きながらマイペースで潜る。他の人と絶対競争

しない他の人が見た魚を見たいとか思わない。本数

を気にしない。これが今回自分に言い聞かせた事でし

た。

実際潜ってみて､矢張り耳が抜け辛く5~6m潜ったら、

皆様の上のほうで移動し、少しずつ少しずつ下がって

皆様と合流、浮上後のスクイーズで額の辺りが痛いと

型里

へ



きは、次回をパスし体調の維持に努めました。

今回の透明度はあまり良くなかったが、圧巻とも言う

べき光景が色々ありました。

亀は斜めの岩の上に寝ていたり、上や下に向かって

泳いだり、ギンガメアジの群れは今まで見たどこより

も大きくバラクーダの群れも美しくて感動。カスミチ

ョウチョウウオ、キンチャクダイの種類が多く、素晴

らしし悔でした。

テレビもラジオも新聞も無い、世間の細塔を離れた離

島で過ごし､日本へ帰ったら戦争が始まっていました。

私たちは戦地に居る人達にに比べて、即げかしぐなる

ほどのんびり楽しい思いをし幸せでした。どうもすみ

ませんb

無

画
３

Ｆ
亨
獅

や
屯

γ
二
毎
ｐ
ｒ

金

● ｰ繭
L

一

2年前参加した時一緒の方達が多く参加、前回は人数

が多かったり、別のグループだったりで、余りお話を

出来なかったが今回は2回目、かなり親しくなれてよ

かったと思いました。ご一緒の皆様お世話になりまし

た。又一緒に潜りましょう。

最後のシパダン島出発の日は雨でした。私がダイビン

グに関してただひとつ自慢できるのは「晴れ女」だと

いう事ですb色々不手際で周りの人に迷惑を掛けます

が、私と一緒に行くと天気がいいよと言い切っていま

すb今回も潜らない最後の日に雨が降りましたが、ダ

イビング中は晴天に恵まれました。

（蓼動脈罰15名

鈴木征男､堀田恭正永松輝夫松田直彦三輪勝廣、

三宅尚、渡辺靖明、児島慎之介、石岡弘至、原勝代、

立花佐知子、芳賀幸子、森重美智子、河原信子、前田

慶子

へ

鋼

ロ

一ぬ

〃
ゴ
ロ
《
三

－

へ

＝

一

一

－窪、蔦輔
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サイパンツアー
初めてのツアー参加4W井上珪子

5月12日8時30分､成田集合サイパン行き初めて

のツアー参加、折りしもSARS警戒の中、マスク、

手袋、帽子を深く被り、トランク、大きなリュックを

背負い、閑散としたターミナルを歩いていたら、リー

ダーの大隅さんが声をかけて下さった。重装備で少し

目立ったかナb

今回大隅さんの奥様は､御病気で欠席、いつも明るい

お声、手紙連絡等下さり有難うございますbお会いで

きる事を楽しみにしてました、残念ですb

大隅さん、千野さん、池田さん、塙さん、小林さん、

井上全員6名ご挨拶｡飛行時間3時間気温31度

空港出るまでマスク、手袋は離さず「アツカッタ！」

迎えの車に乗り、宿ホリデーインサイパンヘ。火炎樹

の並木が優しく迎えてくれました。MOCの秋丸君、

ネルソン君のガイドでナフタン、オブジャン、ラウラ

ウ、ウィングビーチ、沈船、グロット、テニアンフレ

ミンググロット、の美しいポイントを潜りました。年

下の先輩皆さんが心配してくださり、神経痛のことも

忘れ、1本潜れたら幸せ、足がダメなら手で犬かきで

ついていく創吾でやってきました。

1日目ナフタンはダイナミックなドロップオフ、ひと

きわ深いブルー透明度抜群､魚影も濃い美しい所でし

た。可愛らしいハタタテハゼ、10円玉カレハスズメ

ダイ、タカノハダイ、ヤマブキハゼ察オブジャンは

白い砂地が美しい、複雑な地形神秘的な場所でした。

ボート移動が長く、楽しく語らい日焼けもバッチリ。

、

！

18

海からエキジットする時、梯子の側でウェイトベルト

が落ちた。下に誰も居なくて助かりました。ネルソン

君が気付き海底まで拾いに行ってくれました｡｢ゴメン

ナサイ｣。

ラウラウは砂地の明るい景観、サンゴとトロピカルフ

ィッシュがたくさん，ワモンダコを見つけ、しばらく

いじめて、色変わりを楽しむ、ネルソン君は鷲掴み、

吸い付力珈ないのかな。ウィングピーチでダンゴオコ

ゼ、ナンヨウハギ、ベニゴンベ、キンチヤクダイ、ゴ

シキイトヒキベラと対面、マリアナブルーの澄んだ水

中で水面に顔を向け、お日様の輝きを見上げ反鱈行進

大好きな遊びですbこの時BCポケットからウェイト

がポロリと落ちた「ゴメンナサイ」

心にかかる沈船大戦の事を思い起こし､静かに祈る。

時代は過ぎ静かな漁礁と化していた。チョウチョウウ

オの行き交う中で集合写真フタスジスズメダイ、ミ

スジスズメダイの同居の姿はかわいいものでした。

グロットはグロッキーになるから止めておこうか？ポ

イントの入り口に[GROTTO]と書力Ⅶたアーチを

見、急勾配のジャングルの階段に立つと、吸い込まれ

るように下りて行きました。突然目の前に大きな岩と

ドーム、ディープブルーの海、外海からの美しい光の

シャワー、大きな外海への前で記念写真皆のシルエ

ットが並びいっせいに吐く息・・・泡で炭酸水の中、

記念撮影となりました｡登りも1段1段数え111段、

万歳11

足の痛みはどこへやら、魚になってずっと泳いでいた

い気分ですも15日より大阪の通山多恵子さんとお連

れの方と合流、いつもお元気アフターダイブを一緒に

楽しみました。今回の旅行では、年下の先輩皆艤あり

がとうございました。長いお付き合いの様で心から打

ちとけ楽しく過ごさせて頂きました。特にリーダー大

隅さんには心より感謝申し上げま一説，

Eメールより

大隅さん、風邪はいかがですが？もう治ってすっか

りお元気になっていらしたら良いのですが。

私は今回とても楽しく、素敵な、そして、＜記念すべ

きダイビング旅行をさせて頂きました。

本当にどうもありがとうございました。私のダイピン

へ
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グが変わりそうです...。

わたしはこれまでく完全なリゾートダイバー＞で、今

回のような物凄い鰍にとっては）ドロップオフやグ

ロットは一度も経験した事がありませんでした。

潜っている時には正直､怖いと思う気持ちもあったり

したのですbが、時間が経つにつれてあのドロップオ

フの明るい紺色とグロット上の泡のシャワーの状景が

何度も繰り返し浮かんできて、本当に自分があの素敵

な幻想的な世界に行って来たのかしらと思うほど、ま

るで初めての体験で海の中を見てダイビングにはまっ

てしまった時と似たような感じに陥っています…。

私はこれまで、明るい光が海中やカラフルな魚をきら

きらと映し出して見せてくれるその中に少しでも長く

居たくてライセンスを取り、続けていた部分が大きか

ったのですbだから、三日目に潜る時にも余り期待は

無く、私の好きでもない所でその上自分の技量以上の

所で危険鰍にとっては）を侵すことも無いのになん

て思ったりしながら潜ったのですよ、実は。ところが

今ではすっかり虜です！

叱られそうですが、これまでは余り真剣にスキルアッ

プを考えてはいなかったのですが、今度はその気にな

りました。あのような所へ出掛けて、もっと楽しみた

いからです1

次回又機会がありましたらぜひご一緒させていただき

たいと思っていますも

その時までにもっとスキルアップを心がけ、ご主人に

違いを分って頂けるようになっていたいと思っていま

すも

陸上でも海中でも、本当に何から何まですっかりお世

話して頂いて、申し訳ありませんでした。どうもあり

がとうございました。感謝していますbご主人にどう

ぞよろしくお伝え下さいませb

池田より

「ガイドしながら」
アキマル（さいばんMOCガイド）

SDC会員の皆様こんにち賎5月13～15サイパ

ンツアーに御参加いただきました。大隅楠夫さん、千

野正勝さん、井上珪子さん、小林幸枝さん、塙恵美子

さん、池田宮子さんサイパンにお越しいただきありが

とうございました。昨年に引き続きSDC会員の皆様

と御一緒させていただいた事を光栄に思っておりま

すも今年のサイパンツアーは私が言うのも何ですが本

当に天気、海況共に良く、予定していましたポイント

にもほとんど潜る事が出来ほっと一安心ておりますも

唯一入れなかったバンザイクリフも変更したポイント

晶盟圧井』一瞬虻＝望
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（淘沿）が本当に良く、通常5月であれば濁って視界

も悪くなっているはずだったのですが、良い方で裏切

られ視界も良好と今回のツアーは本当に私自身サイパ

ンの海に助けられたな～～と思っております6

昨年、今年とツアーを御一緒させていただき私自身感

じる事は、最近の若者より皆儀パワーがあるな～と感

じておりますb今回のツアーも3日間で8本！！その

中には勿論グロットも含まれており、一言陰いな～

～～！！」と言わせて頂きたくなりますb私も皆様の

パワーに負けなし樵に今後も頑張りますも最終日には

SDC会員の通山多恵子さんとお友達の鎌倉さんが合

流、夕食も御一緒させていただきありがとうございま

した。

また、サイパンで皆俵とお会い出来る事を心からお待

ちしておりますも本当にありがとうございました。

PS:今回ツアーリーダーの大隅照子さんが風邪の為、

急遼旅行キャンセルになってしまったのは本当に残念

でした。またサイパンツアーリベンジお待ちしており

ます6
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私の5○○本記念

4月7日～4月17日

関川会長をリーダーとする、パラオスポート・クル

ージングに参加した。

「光児」と書いて､Kojiと読むも1978年5月7

日生まれ25歳､牡牛座。

クルーザー「パラオスポート」のチーフガイドであ

る。「竹野内豊」に似ている。Kojiのブリーフイン

グは、たましいがこもっている。

ほんとに、魚が好きで好きでたまらないのだも

Kojiのスライドショーの説明は、ことばのひと

つひとつが燃えており、とくに自分のこよなく愛す

るバラクーダや､サメについて語るとき、美しいテ

ノールの声が時々かすれ、裏声になった。

彼は､すぐれたガイドであると同時に、すぐれたダ

イバーを育てる教育者でもあった。「おだて」の名

人なのだb

ジャーマンリーフで､チェックダイブを含む1回目

をすませてボートに上がると､Kojiはさりげなく私

に言った。

「Nさんは、水中の動きが優雅ですね」「は？」私

は耳を疑った。

沖縄では｢ぶざまなダイバー｣、プーケットでは｢の

ろまなダイバー｣と私は呼ばれ､自分でもそう信じ、

あきらめていた。この私が畷雅」ですと？

で､結局8日間､31本のダイブを通じて､私は｢エ

レガンス」を追及し、「パラオ1の舞姫ダイバー」

として有名になってしまうのである。

2日目に、「ピッグドロップオフ」で､みんなが岩棚

につかまってニチリンダテハゼやヤマブキハゼの

説明を聞いている問、私はうしろでこっそり「クリ

オネ｣のイメージを工夫していた｡後回転前回転、

スカーリングとバレーレッグを組み合わせると、い

ちおう振り付けらしきものができあがる。かわいら

しく上下し、回転する。

北方の寒い海に住むという妖精「クリオネ」の泳ぎ

ができあがった。
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だれも見ていないとおもって夢中になっていたら、

メンバーのAさんに、しっかり見られていた。憾

動した！踊るダイバーというものをはじめて見た」

と、夕食のときにAさんに言われた。

3日目に「ジャーマンチャネル」に行った。

ここはマンタを見るポイントだが､マンタはなかな

か出ない。

みんなが砂にはいつくばって､ネジリンボウやガー

デンイールの写真をとっている間に私は｢マンタを

呼ぶ踊り」を工夫していた。

「モスラの訓のメロディーにあわせて、マンタの

こころになってはばたくのである。すると、メンバ

ーのTさんが近づいてきて、いっしょに私の動きに

あわせてくださった。マンタのデュエットである。

マンタのかわりに大型のマダラトビエイが2枚出現

した。

「タートルコーブ」では、灰人の羽衣」という踊

りを創作した。

フィンをまっすぐそろえて伸ばすと、足をかなり長

くみせてくれる。

コンソール型のコンピュータとオクトパスをそる

へ

一



へ

へ

えて上方に流すと、羽衣の代わりになる。スカーリ

ングで高度を工夫し､静かに斜め上に上昇､角度を

変えて羽衣をたなびかせ､昇天する。たゆたいなが

ら､名残を惜しみながら人間界に別れを告げるので

ある。

Aさんは、じっとこちらを見ておられた。夕食のと

き「感動した1じつによかった。すばらしかった。

感動した」と言われた。

あしたはAさんに［感動」を3回言っていただこう

と思った。

次の日は「ブルーホール」である。ブルーコーナー

の左の付け根に4つの洞窟が口を開いている｡洞窟

の中から振り返って出口と上方を見上げると、天上

界の光が射しこみ夢幻の世界となる｡天井近くに黒

い大理石の記念碑が埋め込まれている。

晦を愛し海に散った勇士の猟

2人の男性の名前と生年月日が記されている。これ

は昭和56年に、あるダイビングクラブによって設

置されたものだから、戦没者ではなく、ダイビング

の事故と思われるが､私は神風特攻の戦士として没

した海軍の兄のため、供養の舞をしようと思った。

私は燃える特攻機となった。

「ワレヲ待ツモノ出撃ニホカナラズ」

すこし重めのウェイトを装着しているので頭を下

にすると確実に加速度がついて落下する｡爆発炎上

した特攻機はきりもみ状態でぐんぐん海面に近づ

く。そこには敵の航空母艦がいる。私はこころの中

で「玉砕！」と叫ん危敵艦は炸裂した。水中に虹

が立った｡私は着底寸前に宙返りして岩の上に立っ

た！

みんな､天井付近のウコンハネガイやらカッポレな

どを観察していて､私の行為には気がついていなか

った。

「ブルーコーナー」では、ガイドのKojiはいつも

すばらしい魔締而となる｡岩壁展望台にカレントフ

ックで体を固定し、ななめに身を乗り出して、ロッ

ド（指示樹をはげしく振る。それが魚たちのコラ

ボレーションをひきおこすのである。

上層にカスミチョウチョウウオの団体が､風の中の

カスミソウのように揺れる。中層にユメウメイロの

大きな流れがある。それをかきわけて、下層からク

マザサハナムロたちがななめにせりあがる。サメが

突っ込むとユメウメイロの群れは真っ二つに分か

れる。クマザサハナムロの群れは大きな渦を描く。

マダラタルミの群れだけはKojiの指揮を無視して、

じっと動かない｡まるでオーケストラだ､と思った。

私はその曲を「美しく蒼きパラオ」と名づけた。

これはまだ､私のスキルでは踊れない。来年、また

来よう、と思った。

その代わりに、私は「人食いザメの踊り」を考案し

た。みんなが3分間の安全停止をやっている間に、

私はとつぜん血に飢えたサメに変身した。

腹ビレをななめ後に伏せ､ハの字に下げ､私はキッ

と頭を上げた。かすかに口をあけ、はげしく尾ビレ

を左右に振る｡サメの攻撃態勢､捕食モードである。

えさにありつける、というよろこびに身もだえしな

がら、みんなの周りを高速で泳ぎ、輪を縮め、そし

て輪をひろ吠1人ずつの顔をのぞきこみ、だれか

ら喰うか、物色した。みんな、あきれて見ていた。

ブルーコーナーは毎日あり、ブルーホールはほぼ1

日おきにあった｡私はブルーコーナーの激流よりも、

ブルーホールの深度の落差に魅了された。この落差

を利用して「かぐや姫の天降り（あまくだり)」を

創作してみようと思った。みんなが天井付近に張

り付いている隙をねらって､私はポーズをつけなが

ら足を4の字に組み、しずしずと舞い降りた。

宿命によって翼をもぎとられ､清らかな月の世界か

ら愛欲の人間界に落とされる、堕天使の悲し恥満

月の夜に迎えはほんとうに来るの力も不安と絶望を

胸に、憂いに満ちて、かぐや姫はしずかに落ちてい

った。

その夜は私の500本記念のパーティーをしていただ

いた。

私は金髪のかつらをかぶり、「世界一の幸せ者」と

書いたたすきをかけて､食堂とロビーを踊りながら

ひとまわりした。

Aさんは、厨房から大きな中華なべを借り出して、

それをすりこ木でドラのようにたたきながら私の

後についてきてくださった｡そして､みんなの前で、

大きな声で言われた。

「次のダイビングは二人だけで行こう。どうかぼく

のためにだけ踊ってください」かぐや姫は､つつし

んでお答えした。．

「はい、A伯爵さま。来年の今月今夜､満月の海で

お待ちしております」

小笠原では粒き虫ダイバー｣、モルディブでは「ど

じで、まぬけなダイバー」と、私は呼ばれた。その

私が、とうとうかぐや姫になってしまった。

これは､パラオの海の魔術である。パラオの海でだ

け、私は踊れるのである。

以上
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通過中だなんて！そうだ

今は戦時中なんだよね。

だがグアム島は静かでの

んびり｣》馬場リーダーの

案内でラスベガスに行か

なければ見られないよう

なショー「サンドキャッ

スル」でディナーだb金

髪美人のダンス＆ホワイ

トタイガ－2頭のマジッ

クショー、凄い11スペ

シャルシートで美味しいデ

グアムDVと遊びツアー
一

李一

026良縁寺悦子

412出発前夜

リーダーの馬場さんより電話あり･･…・

「グアム島200キロ沖を台風通過ですよ」ど…ど

うするつたって行くつきやない1昨年12月の台風

でひどい目に遭っているグアム･･･ホテルのドアー

は目張りするわ、ビーチのショップも閉店、プール

も終了。船は全部陸揚げされて潜る事も出来な

い…なのだが海は凪、風もさほど強くならず、T

Vの画面には台風情報が24時間流れていた。

シヤルシートで美味しいテ（1の本言壷塚田さ肋

イナー、本当に楽しい一時だった。

私のツアーの参力暗はジョシ10名（なんでかない

つもジョシばかり）しかし今回は関川会長のパラオ

ツアーのダンシ5名が へ

合流。昔シャイでハン

サムなダンシ5名だ！

しかしこちらも負けて

いなし＄昔少女A、B

（との噂）のジョシ

10名、賑やかな裏

栗本さん200本

塚田さん100本、国

師さん100本の記念な

ので会長持参の記念グ

ッ（側寺も持ち歩いて

ｑ

Ｌ－
Ｌ

いよいよ出発、一路グアムヘ！

1

§ ｡

～

｡

藤， 患

シ（1可時も持ち歩いて（1α〕本言E忘国師さめ

いるらししもエライ！）

金髪カツラやタスキ等で盛り上がる！やっとシヤ

イなダンシが打ち解けてくれたところで最終日に

なってしまった。4本のDV、サンドキャッスルの

ショー、島内観光、チャモロバザール、中華ディナ

ーなど盛り沢山のツアーも終わり、翌早朝グアム空

港にて最後に又馬場さんの“バーガーキング”にて

朝食を取り、帰路についた。

一

（馬場さんを囲んで中華料理おいしかった！）

初日の朝10:30､馬場さんと息子さん＆スタッフの

方とホテルの部屋へ16人分の朝食を差し入れてく

ださった。ご自分の経営されている“バーガーキン

グ”のハンバーガー･ジュース･フライドポテト･オ

レンジは兎に角美味しい11

馬場さんに感謝ですb当日

もぐれないだけで残り2日

間は近場のポイントにまず

は潜る事が出来た。

タンクを背に装備一式を着

けて30分以上も海の上で世

間話なんて経験、笑つちや

いました。

‘米海軍の許可が出ない”

との事…湖<艦が水中を

22

歯

終わってみて

とにかく総て真心で対応してくださった現地リー

ダーの馬場さん､本当に有難うございました。感謝

の気持ち一杯のグアムツアーでした。

‘好

崖

篭 』

少独り言少〃fｱ:ﾑには良し'ﾎ2プンM移し)ので

叉行こうつと／ノ-膨
則

(2m本記霊本さん）
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バラオとグアムの欲張りDV

○j2関川清一

4月9日成田発グアム経由でパラオクルージングに

行きました｡福岡発の高岡さんとは、グアム空港で

合流関空発のお二人は飛行機の都合で二日早く

乗船されておりましたし。下船も三日遅れとなり

ました。米倉さんも三日延泊。

パラオは何時もの通りナポレオンもバラクーダ、

ギンガメアジ6サメ達も何時ものポイントに健在

でした。マンタだけは会えませんでしたが代わり

にマダラトビエイが2枚優雅に歓迎してくれまし

た。

パラオで聯寸深雪さんが500本達成されました。

奥平さんの御祝いのパフォーマンスには皆さん

腹を抱えて大笑いでした。6名はグアムで途中下

車して、良縁寺さんリーダーの12名と合流ダ

イビングに観光に、有名なショーを見物にと楽し

ませていただきました。グアムで事業をされてい

る会員の馬場さんに大変お世話になりました。た

だダイビングは近くを台風が通過した為1日目は

キャンセルでした。お陰でパラオの疲れはすっか

り取れました｡グアムで良縁寺組12名と我々6名の

事がグアムの一流新聞に掲載されました。

|Seniordiversdinel

Ph薮｡こ◎U汁9坪ofAkI”の?M氏■・Bcbo

=nseofcdvCglIWe:W,eSeniorDivEIsClubofjopcnheM
odinnerpMheVlPRestQurqn1inmjmOneqrIierihi5Week．

一見、危なかった話「ビール」

333阪上洋

セブ島の北端の沖に、スペイン領時代の灯台のある島へ、

ドイツ人ともぐりに行った時ですb

昼食にドイツ人たちがビールを飲むので、「あれ？今日は

遠いところへダイビングに来たので、1本か！」と確かめ

ずに､私も1本飲みました｡昼食後､島へ上陸したりして

時間を過ごし､帰ると思いきや、ドイツ人たちはウエット

スーツに着替えはじめました。「あれ？ダイビングしない

んじやないの？」と言うと、「お前は、レスキュウダイバ

ーか？」聡たちは、リスクダイバーだも飲んだら、もぐ

る｡飲まなかったら､もぐらない｣というではないです力も

そこで私も､一緒にもぐってしまいましたが､異常はあり

ませんでした｡モルジブで潜ったとき､毎回昼食にビール

をのんで、もぐるダイバーがいましたが､異常はありませ

んでしたので､アルコールは､その人の体質によるのだな

あと思っていました。ところが、ポナペでダイビングした

時のことですもボート上でランチとなりました｡若い日本

人ダイバー1人がビールを飲んでいました｡彼は､体質上

大丈夫なのだなと思ってみてました｡午後のダイビングも

エアーの少ない人からエキジットして､私は､そろそろ減

圧停止にはいろうとしたとき､バシヤバシャと1人が潜っ

てきて､あっという間に急潜行して､水深40メートルの

底に顔をつけたまま動きませんb先ほどビールを飲んでい

たダイバーですb助けに行けば､私も御陀仏｡テキストに、

二次災害を防げとあったのを思い出し、見殺しにしまし

た｡あの死体をどうやって引き上げるのだろうと考えてい

たら、「動いた！」、10メートル先にいるガイドに知らせ

たところ、ガイドはタンクを鳴らしながら潜行しました。

すると彼は40メートルの底から、ちらっと上を見ると、

今度は急浮上､り嵐の泡がマスクのところより上に行かな

いスピードで浮上してきました。

水深6メートルまで、お迎えに行き、手をつかんで､オク

トパスを与えて､残圧を見ると、ゼロ12人で減圧停止を

しましたが、ほどなく、私もゼロ。そこで､ボートに上げ、

待磯していたもう一人のガイドに状況を説明すると､ガイ

ドは顔色を変えて､タンクをセットし直して､彼とともに、

水中へ､いわゆるフカセをしてました。ボートの上で､一

緒だった外人ダイバー達が､飲んだらもぐるな！と彼をし

かりつけましたが､彼は、自分の取った行動を全然覚えて

なく、なぜさわぎになったか､わからないと言ってました。

嗽んだら、もぐらない。もぐるなら､飲まない」これは

絶対守らないといけませんね。
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SDCツアー計画一覧表(200S年7月～2004年）

刀－－塗昌一」－
１

ポイント名 日程 会員番号 リーダー名 旅行社他 概算費用 ツアー概要．（ツアーNo.）

伊東白根DV&秋祭り 10月14日～15日 26 良縁寺悦子 ナッソー 27,0002ボートDV､旅館1泊､OP2ポート有り､現地集合10名(302)

串本 9月1日～4日 〃 〃 個人手配 45,0004ボート＆カヤック(OP)､交通費別｡関西リーダー鳥飼(303)

モルディブ北マーレ 10月20日～27日 287 石岡弘至 ﾜーﾙドﾂｧー ﾌ゚ﾗﾝﾅー ｽ゙ 150,000全食付､ダイブはオプション｡往復マーレ直行便(307)

伊豆大島 9月5日～7日 197 宇留賀達雄 ぶちアイランド 50,000ボートDV併用｡前泊･延泊自由｡初心者歓迎(309)

石垣島 10月5日～9日 6 大隅照子 アクアガーデン 未定 現地集合現地解散｡のんびりボーつとしたい方向き(343）

伊豆海洋公園 7月上旬 62 狩野幸繁 ナッソー 12,000平日日帰り､アオリイカの産卵観察（318）

伊豆海洋公園 9月中旬 〃 〃 〃 12,000死滅回遊魚探察､初心者歓迎6名。(319）

伊豆大島 9月24日～26日 〃 〃 グローバルスポーツ 55,0002泊3日、6ビーチグｲﾌ゙ ､平日挙行､本数の少ない方OK｡(320)

スキルアップ白浜 9月6日～8日 30 杉本信也 マリン 50,0002泊5食ビーチ＆ボート指導料込､フアンDV45.000円(322)

シパダンツァー 10月2日～8日 333 阪上洋 オーシャンダイビング 200,000往復運賃･宿泊･シパダンでの全食･ダイビング込(329）

〃 10月20日～26日 〃 〃 〃 200,000 (330)〃

〃 11月13日～19日 〃 〃 〃 200,000 （331）〃

ｺーﾗﾙｼー＆ﾖﾝｶ゙ﾗﾚｯｸ

ｺコアイランド

11月24日～12月2日

9月～10月13日間

26

505

良縁寺悦子

永吉拓也

スーパースポーツ

フリーウエイツーリスト

28～30万

598,000

8泊9日、10名定員(334)

最も魚影の濃い時期｡アグレツサー号利用の予定。(338）

タヒチ･ランギロア環礁 10月14～21日 〃 〃 〃 348,000魚影の濃い時期｡8DV付。日本人スタッフ在籍サービス利用。(339)

マラブ(ニューカレドニア 11月10～18日 〃 〃 〃 298,000ニユーカレ北部の秘蔵ダイブリゾート｡8DV付｡(340)

ｲﾙﾃ゙ﾊ゙ﾝ(ﾆｭーｶﾚﾄ゙ﾆｱ） 12月8～13日 〃 〃 〃 188,000ベストシーズンのダイブサイト｡4DV延泊可。(341)

ｲーｽﾀー島＆ﾊ゚ﾀｺ゙ﾆｱ 04年1月9～23日 〃 〃 〃 650,000神秘のモアイ像観光と1日ダイビング｡ハ°ﾀｺ゙ ﾆｱはﾄﾚｯｷﾝｸ゙ (401）

ﾗﾊ゚ｽ･ﾎｴーﾙｳｵｯﾁﾝｸ
◆

04年2月16～21日 〃 〃 〃 18～20万 ザトウ･コククジラ､運がよければシロナガスクジラが｡(402）

モルディブ･ガーフ環礁 04年2月18日～ 356 栗本はるみ ﾜーﾙﾄ゙ﾂｱーﾌ゚ﾗﾝﾅーｽ゙ 209,000 アイランドサファリ号クルーズ14DV,7～9名(403)

安良里2ボート 7月18日 397 櫻井憲義 ｺーラルウエイ 16,200 ランチ付き4名以上

堂ヶ島2ボート 8月22日 〃 〃 〃 〃 〃

田子2ボート 9月19日 〃 〃 〃 〃 〃

安良里2ボート 10月17日 〃 〃 〃 〃 〃

〃 8,900



賛助会員フリーウエイツーリスト
よりSDCの皆様へご案内いたします。担当SDCNo505永吉拓也(ナガヨシ）

フリーウェイの取扱う世界の海を､ベストシーズン別にご案内いたします。
年間のダイビングツアーご計画にお役立て下さい。 ’’
モルディブ･ガラパゴス･レッドシーは大得意です。

他､一般的に秘境｡遠い.あまり知らない｡という所の取扱いが多いのが特徴です。

皆様のご質問は､担当の永吉(ナガヨシ)がご案内いたします｡ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
お問い合わせ時じはSDCの方であることをお知らせいただければスムーズです｡SDCツアーに､私が
リーダーとして出しているツアーもあります｡これらのツアーは人数が集まれば私がリーダーとしてご案内
させていただくツアーです。

また､当社の得意とする､割と遠く､そう何度も行けないような場所へもぜひ皆様とご一緒させていただき
たいと思っております｡特にレッドシー､ガラパゴス､ココ島､アフリカなどへのダイビングクルーズが面白い
と思いますが､クルーズ船については､世界各地より早くから予約が入り､よい船は埋まってしまいます。
また､クルーズ船に対する取消料規定も厳しく､ほとんどの船が予約するとその後の取消には高額の取
消料がかかってしまいます。行きたい場所へ前もって､1年半前頃から計画をたてられて､10名様程度
目処をつけていただくとスムーズです｡それを受けましてベストなプランをご案内させていただきたいと
思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

へ

他､SDCの中で気の合う方どうしでのツアー計画などございましたらご相談下さい｡弊社の扱う旅行先は
まだあまり日本人のゲストが訪れていないところもあり、日本人ダイバーの受け入れ､ケアに慣れていな
い場合が多く存在します｡その中でも直接現地のダイビングサービスと連絡を密に取れるところを探して
ある程度安心してお送りできるようなダイビングツアーをご案内させていただきます。

担当､永吉へのご連絡は､お電話､メール､ファックスなどでお気軽にお寄せ下さい。

電話:03-3231-0730フアツクス:03-3231-0731
フリーダイヤル:0120-76-0730（東京・神奈川･千葉･埼玉以外の地域より）

Eメールnagayoshi@fWt・cojpホームページwww.fWt.coj
株式会社フリーウエイツーリスト国土交通省登録旅行業第1363号
〒103-0022東京都中央区日本橋室町1-5-2東洋ビル9階

地域別･ダイビングベストシーズン案内

’1月12月’3月’4月’5月’6月’7月’8月’9月’10月’11月’12月1
1_一1 1己 I‐｜

【モルディブ】乾季のベスト｜【モルディブ】雨季でもマンタ"ジンベエ高確率
'1－ 1 …1ーI ‐I一一一一一一一一I『‐‐I

．【レツドシー】海だけなら7-9月。遺跡も入れるなら4画5.10月
へ

… 燕
’二

【ガラパゴス】海陸両方ならこの時期
｜|‘

【パプア】ポートモレスビーより下地域
I

【パプア】マダンより上地域
一一’’－ 0．

【ラパス】5．6月はクジラが残っているかも。

■
【タヒチ】【タヒチ】

【ココ島】9月に近いほどいい

【ニューカレドニア】【ニューカレドニア】
I｜－ ‐YI

【ペンバ島･アフリカの海！】
|____‘|｜

【クリスマス島】
--ト11． －1

【イースター島】

【ペンバ島｡アフリカの海！】

【クリスマス島】

【イースター島】

【セイシェノ
I■■■■■■■■

【マダガスカル】海厘陸両方良いシーズンです。
ﾛ■■■■■■■■I

【トンガ】夏はクジラ！

【フィジー】【フィジー】

【エクスマス】ジンベエ！
ﾛ■■■■■■■■

【バヌアツ】ニューカレドニアとの組み合わせも○K！
1 1iII1

塞
謬
露

瀞リ
罫

周

＃ 蕊
一
畷
ゞ
憩

蕊
・
》

演
鞭
。
：

＝＝

＝V‘

鰯

●

卜

ー盤』震

臣＝

●

■

。’
1



懇親会初参加の声
｢お仲間に入れていただきます」

471立木博信

西表でミスターサカナさんと
5糾伊藤久海子

新橋でBOXという飲み

屋をやってます伊藤久海

ちゃんですもいつも、撒

骨を語る会」等にご利用

して下さってありがとう

ございますb

13年前にダイビング

になるところですもなん

6月7日の懇親会に初め

て鋤pさせて頂きました。

SDCの皆様はシニアーと

いう接頭語が不必要な位、

若々しく、元気で陽気な方

々でした。ダイビングを

始めて3年弱の私にとりま

して、経験豊富な諸先輩方

▲
ｒ
ｒ

11ヨー

[動

今

1

鯛 ＃
をはじめてもうじき700本になるところですbなん

と、この間の｢散渭］で大西さんに10年ぶりに会い、

超びっくり1同じイントラでお世話になった方でした。

さて、このGWには西表、ミスターサカナさんのとこ

ろに行って参りましたので､その話を聞いてください。

ミスターサカナさんこと笠井雅夫氏は10年前から我

が禦孜する水中写真家で、縁あって最近仲良くしても

らっておりますb

商売をしております関係上、土日祭日し力休めません

ので､今回も2泊3日で6太東京からワイン12本、

日本酒6升を送って潜る、寝る、食う、呑む1の繰り

返しで、大騒ぎ＆大笑いをしてきました。

今回は海洋状況がよく大物スポット「仲之樹牌島」に

行けまして、久しぶりに普通のダイビングを堪能いた

し、たまにはこういうのも心洗われるなあ～と原点に

返った思いでした。では、いつもはどんなんだ？と申

しますとスーパーマクロで超4物をおっかけしてます

んですb

しかし、そろそろ老眼でピンがきつくなり、ワイドに

変えようかと思案中でしたのでちょうどF御神」に行

けてうれしかったでするイソマグロ、ロウニンアジ、

ナポレオン、ツムブリ、ウメイロ、テングハギ、など

など群れで登場bサザナミヤッコやカスミアジがいつ

もいて海は青いし､わらわは満足じや。（笑)ついでに

ここには「テングヘピギンポ」という吻が長い珍種が

いてマクロ派にも楽しめるのでちと遠いけど好き～で

すも

（サカナさんのスーパーボートで40分ぐらいかな）

いつもは行けない所ってありますでしよ？だいたい私

の場合、休みが少ないのでいつも同じ所、同じサービ

スになってしまいますね。その代わり、仲良くしても

らって得してますもで、今回の写真はというと残念な

がら訳あって没です6次にご期待ください。

26

のお話は興味深く且つ大変参考になるものでした。も

っと､いろいろと教えて頂きたいこともありましたが、

大阪に帰る時間が来てしまい、後ろ髪を引力れる思い

で帰途につきました。

私は昨年4月にSDCに入れて頂いたのですが、1

年間SDCのツアーにも懇親会にも参加していませんb

その理由として

1.SDCのツアーは東京の方が多いためか、成田発

が普通のようだも

2.私が酒飲みの不良ダイバーなので､窮屈なのでは

ない恥

3.若いダイバー仲間が連れていってくれるのに、わ

ざわざ年寄り（失礼l私も年寄りでした）と潜

ることもない。

等がありました。ところが、若い友人達は私の面倒を

よく見てくれるのは、大変有り難いのですが、私の大

好きなお酒についても「お年ですから、程々に」など

と余計な気を遣ってくれますb私のようなシニアーダ

イバーの方々は次の日にダイビングを予定していると

きはお酒を控えているのかという疑問が私の脳裏に浮

かびました。しかし、私のダイビングの仲間には同年

配のダイバーがいませんbそこで、関川会長がツアー

リーダーを務められる4月のパラオツアーに参加いた

しました。

安心しましたね。関川会長を初め皆さん楽しく飲ん

でおられました11関西から参加した私は2日前にパ

ラオに到着していましたが、この間、一杯のビールも

飲まずにお待ちしていました。その後は安心してダイ

ビング後の一杯を楽しんだのは言うまでもありませんb

これからはSDCの皆様のお仲間に入れていただき

ますが、ダイビングもお酒もあと1本をやめる勇気を

持って楽しむようにしたいと思いますもこれからもよ

ろしくお願いします6

へ

へ



し
O25秋山眞美子

1ガラパゴスに行ってきました 食事も美味しく、又行きたい島でした。7月～9月

には2m位のマンボウ狙ﾙ､のツアーもあるとか…。

何しろ歳をとって来たので、遠ﾚ所から攻めなけ

ればと融切って出掛けました｡今思うとエクア

ドルのキト僧都）は2000mの高地、ほろ猟、

で空港の荷物運びが少し息切れ､でも､海は最高11

最後のゴードンロックではハンマーヘッド、イーグ

ル､亀､ガラパゴスシャーク、マンタ、Ⅲq南極

からの海流で、全部、フードを着けて潜りました。

もっと未開地を想像したのですが、立派な田肋§あっ

て驚き。でも空港はとてもひなびた所でした。
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2ラパスのヒメマンタ （ジンベーに棚て遭勧

4アクアガーデン（素晴らしいペンション）

ラパスのヒメマンタが掲示板に出ていましたがまさ

に3000匹の（ガイドのヨヒメマンタに囲まれ

ました。でもハンマーヘッドには残念ながら会えま

せんでした。ラパスは素敵な所でした。

24ノースのヨットツアー揃々号報告)の後石垣

島のアクアガーデンにお世話になりました。着いた

日、今日が良いのでと言う事で､1本マンタが30

分位何回も廻ってくれて、最高でした。

最後の日、石垣島を車で1周案内して頂きました。

石垣島の美しさは素晴らしいものでしたがそれにも

増して､社領さんの前向きな生き方に感服しました。

奥様のお料理も美味しかったですも

御礼の気持ちを込めて・・・。。。

… ■ 一 一 四一一凸一
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第2回SDCゴIノフコンペのこ案内

第2回SDCゴルフコンペを下記の要領で開催し

ますb奮ってご封ﾛくださし＄尚日程は1泊2日で

設定してありますが､宿泊宴会のみの方、日帰りで

ゴルフのみの鋤ﾛもOKです6

記

1．日程：9月24日（水）～25日（木）

2.栂隙表:25,000円縮泊＆プレーf旬

3．幹事:熊倉蛙

携帯090-8011-0361

Fax0289･65-2575

Mailml86"beige・mn・nejp

4．申込：8月末締切、先着16名迄

寺

（ヒメマンタ娠靭

Sバリのレンボガン島

私は未だジンベイに会って居ないので“ジンベイに

会う旅”を目指して居ました。でも、レンボガンで

会えるとは思っても居なかったのです6カンカンと

言う音で、うん？と見たら、あれ？ジンベイ？そ

してそれはこちらを見ながらスーと通り過ぎて行き

ました。

その時夢中でシャッターを押して3枚振れていた内

の1櫛§この写真ですbバリから40分高速艇に乗

って着いたレンボガン島は静かな小さな島ですが円

形のコテージ風のホテルは全部オーシャンビュウで 27



頭痛肩こり初遍路

4月30日、12：40発の超割チケット9,300円で徳島

空港へ飛び､1番札所鳴門の霊山寺へタクシーで向う。

運転手さんの阿波弁丸出しの道案内ではや遍路気分に。

霊山寺の門前店でお遍路衣裳、用具一式を購入。白衣

を着て、菅笠を冠り右手に金岡'倣、肩から頭陀袋をか

ければ､お大師さんと同行二人のお遍路さんに大変身b

明日からのリハーサル兼ねてまずは霊山寺にお参り。

本に書いてあった参拝の順序は覚えたつもりだったが、

納め札、納経、鐘を打ち、そしてローソクと線香をあ

げ、持鈴、経本などを頭陀袋から取り出すのに、マゴ

マゴするわ、順序は間違えるわとドタバタ。それでも

般若心経と､南無大師遍照金剛を唱え､鈴を鳴らして、

納経所で朱印を頂き、歩き遍路専用ノートに氏名・住

所･年齢を記入。本日で4人目の登録をしてリハーサ

ルを終え、今夜の宿、民宿「観梅苑」に向う。

5月1日、宿を7：10出発、あらためて霊山寺から

打ち始める。二番極楽寺までは1．鉦Km、20分ほどで

到着快晴の五月晴れの遍路道を辿りながら、三番金

泉寺に行く途中、第一次大戦ドイツ捕虜収容所跡の道

案内が眼にとまる。まだ8時30分だ！時間はたっぷ

りあるので寄り道をする。収容所跡地は公園になって

おり､お婆さん達がのんびり雑草刈りを楽しんでいた。

新緑の山道をドイツ慰霊塔に向かって登る、鶯の鳴き

声に誘われて更に登る。登るにつれて南に吉野川、徳

島市街や眉山が青々と横たわる雄大な風景が広がって

心地好し％この寄り道は1時間ばかり懸かるも、たっ

た一人ハイカーに出会っただけ、足の向くまま気のむ

くまま、フーテンの寅さんのような気分に満たされて

心から開放された気分は日頃味わえない極楽道中ですb

初日の宿は6番温泉山安楽寺の宿坊、お寺であるが

山号の示すとおり温泉が湧いている。連休前でお遍路

さんも少なく、小浴槽を独り占めして疲れを癒す、隣

の大浴槽は運休で水風呂となっているのを幸い、ほて

った体を冷水に沈めしばしの瞑想にふける。

2日目も五月晴れ、道端には藍が50cmもの大きな

葉を薄雲のような虫除けに覆われた畑が続く坂東の札

藍大尽なのか豪勢な瓦屋根の家に、手入れの行き届い

た庭木が目立つ街並みだが、人の気配がなし％
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身は雲に心は水に流れゆく

5月3日五色の藤が咲き競う11番藤井寺の裏から急な

山道に入る｡噂に名高い難所｢遍路ころがし｣である。

晴天のせい力黒いクマバチが吃りをあげて飛んでくる。

木陰の山道には、江戸時代の石の道しるべが続く。深

山の中に忽然と現れた柳水庵で休息、湧き出る岩清水

が美味しし＄途中に樹齢八百年の一本杉の根本に立つ

巨大な弘法大師像にお線香をあげる。遥かに望む焼山

寺から鐘の音がコダマして来る。至福の時空である。

このような撫己でのお遍路は初日～5月6日までは

晴れの天気が続きました｡心配した足のマメもできず、

膝も凝りもせず快調な一人旅なれど、意外な災難が二

つ同時発生したのですbまず歩き出して間もなく右肩

がパンパンに凝ってしまいました｡タッタ5Kgのリュ

ック+鉦【gの頭陀袋を背負っただけで、何だこの痛さ

はどうしたんやら金岡倣を左手に持ち替えて、右肩を

グルグル廻し血行を図るも一向に良くならない

それと馴れない菅笠をかぶり､笠の内側の輪っかが、

禿頭とダイレクトに衝突して、ズキズキと頭痛が酷く

なる一方b菅笠の冠り方は、輪っかと頭の間にタオル

と手拭をクッションにし、その上頭にバンダナを巻い

て紐を締めたら痛さは薄らいだが、肩こりの方はます

ます酷くなる一方、まさに頭痛の種「天気晴朗なれど

肩こり激し」と天罰を食らう。ところがお大師のお導

きか5日目4松島市。18番札所恩山寺前「民宿ちば」

で焼酎を酌み交わした高知の青年、広瀬さんがリュッ

クの背負い方のノウハウを伝授してくれて難問が一挙

に解決bリュックは胸や腰で横締めするだけでなく、

上下の縦締めを調整しなさいと丁寧に教えてくれた。

結果は歴然1翌日から“肩こりょ飛んでけ”とばかり

嘘のように治ってしまった。これぞお大師様の霊験あ

らかた早速のご利益に与った、一期一会の世界ですb

道中､老若男女､いろいろな人と出会いそして別れ、

人さまざま、人生いろいろをつくづくと実感。そして

道端から山道の路傍にはシヤガ（射干）の花が、お遍

路さん元気で頑張れと応援するかのどとく、白い花び

らの内側に紫斑も鮮やかに咲き、春風に揺れていた。

咲いて散るのが草木の花で散って咲くのが人の花

/一、
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奄美大島で育った僕にとっての海

5○ら永吉拓也

徳之島で生まれ、育ちは

それから8年間という凄く長いブランクがあり、実際

ファンダイブを始めたのは27歳その後は、仕事に

も恵まれあちこち仕事を兼ねて潜らせてもらっていま

すが、奄美ではまだ一度もスクーバでは潜っていませ

んb

当時､やはり長い夏の遊び場は海がメインb幼少の

頃は家族とともに、小学生になると友達同士で、そし

て中学生になると自転車を乗り回して島のいろんな海

へ行くようになりました｡あまりにも島の海が身近で、

内地（島では本土のことを内地・住む人々のことを内

地つちゆと呼んでいました）のニュースで流される海

水浴シーズンの混雑した海岸の映像を見て、なんであ

んな海で泳がなければならないんだろう？と不思議に

思ったものです6

意外と大きな奄美大島には、家から自転車で行ける

範囲は微々たるもので時には知り合いのお兄さんの車

で遠ﾚ梅まで連れてってもらったこともありました。

学校では一時期、「あそこ行ったよ」という自慢がはや

ったこともありました。

白砂がきれいなとこ、星砂のたくさんあるとこ、サン

ゴが近くにあるところ、どこまで行っても遠浅のとこ

ろ、サーフィンができるほど波の高いところなどなど

いろんな海がありました。

僕達は水中眼鏡だけでいわゆる素潜りだったのです

が、そういえばその当時スクーバダイバーを見かけた

ことがありますも「ガンダムみたいだ」と僕等は騒いで

いました。スクーバで潜ることの楽しさなどは全く知

らずに。

「なんであんな大変な格好して海に行かなければなら

ないのかな？」と理解できないのと、半ば馬鹿にした

ようなそんな気持ちだったように思いますも

たっぷりと島の海に親しんだ僕は16歳で東京'、よ

うやく慣れた頃、湘南へ行くことがありました。テレ

ビで見たとおりの凄い光景あれは泳いでいるのかな

んなのか、それを楽しんでいるのかどうなのか、最初

は理解できずにいました。

そのうち平塚の大学へ行くようになり、ポンコツの車

を持つようになると、サーフボートを車に載せて、サ

ザンオールスターズのテープを流しながら湘南へ下手

なサーフィンをしに行くようになるのですが。

ダイビングを始めたのも一時映画ではやったことがき

っかけです6

学生の身分でありながら、茅ヶ崎で取得もその後ダ

イビングはお金がかかるものだと気付き、とったはい

いけど行けずじまいの8年間だったのですb

ダイビングを仕事とする今の会社に入って、いきなり

最初のブランク明けのﾀYビングがガラパゴス。その

後いろんなところで潜る機会に恵まれていますが、最

近思うのがやはり故郷･奄美大島の混「スクーバで潜

りたい」ここ数年、島には帰っていませんb仕事の都

合でモルディブには行けても、島には帰れない、そん

な皮肉な状況が続いていますも想像だけはふくらみ、

次、島へ帰ったらスクーバという新しい楽しみ方が増

える。16年間いて未体験のスクーバでの島の海

きっと素潜りでは味わえない時間と場所は素敵だろう

なと、今でも変わらぬ当時の島の光景を想いながらふ

けっております6

海に親しんだ自分が、今もまだ海を好きで身近でい

られる。そんな気持ちになれることを海に感謝してい

ますもきっと今後もその想いは消えることはないと思

いますも

そしてSDCの皆様との出会いで､今後もずっと好き

でいられるだろうと思いました。海をとおしてつなが

る人々の交流。改めて海の素敵さを想いました。

SDCの多くの皆様のように、退職なさった後でも

存分に海を楽しんでいらっしやる。自分もそんなふう

になりたいと思って、帰れない島のことを思いながら

仕事に追われる現実ですb皆様との出会いは、将来の

自分の理想ですbいつまでも素直に海に憧れることが

できる皆様とお会いできて良かったですbいつまでも

海と身近で楽しめる人生を僕も送っていきたいと思う

のです6
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イランヘ旅行して
172島尾愛子

私の大好きな事の1つは旅行なのですが、ダイビン

グを始めてからは、海なしの旅行に出かけることが少

なくなりました。それで3年前に久しぶりにイランへ

旅行しました｡イライラ戦争とか湾騨牌(これはイラ

クですが）とかの詞意から、危険地帯へ旅行するとい

う印象が強かったのですが、実際の感じは穏やかで親

日的な人々 が暮らす国でした。

航空会社はイラン航空でしたが、まず鯛崖するとア

ナウンスで、女性はスカーフを被るように指示を受け

ます6そして、もちろん機内サービスにアルコールは

ありませんbアルコールの持ち込みも御法度ですbイ

ランの入国検査も厳重で、アルコールが見つかると没

収はもちろん、罰金ですも悪くすると入国にすごく手

間取ることになりますb宗教警察というのが目を光ら

せているらしいのですb

旅行のハイライトは2つの世界遺産(ペルセポリス

遺跡とイマーム広場）の観光です6いずれも壮大で、

特にイマーム広場のペルシャンブルーのタイルに彩ら

れたモスクの美しさは素晴らしく、一部の権力者達の

ばかげた戦争で壊されることがないようにと祈りまし

た。

観光地は何処も修学旅行の学生達で賑わっていて、

日本人と見ると話し掛けてきますb身振り手振りで、

何処からきたの、何年生などと聞いたり、一緒に写真

を撮ったりと楽しい時でした。

女性として見逃せないところは、パーレビ朝時代の

宝石を展示してある宝石博物館ですが、あまりに凄す

ぎて、声もなくみとれてしまいました。世界のどこで

も言えることですが、昔の専制君主たちが建てた豪華

な建築物や、好き放題集めた宝物が、その国の大切な

観光資源になっているのは歴史の皮肉ですb

イスラム教の宗教的規律は厳格で、特に女性は旅行

者といえども大変窮屈な毎日を強いられました。女性

は、ホテルの個室にいる時以外は、食事中でさえ、ス

カーフを被らなければいけないのは、慣れないことで

とても鯵陶しく感じましたし､気温が高めだったので、

長袖、長ズボン、ヒップが隠れる長さの上着着用には

参りました。でも面白い発見もありました。日本人な

ら羨ましいほどに鼻が高い女性が多いのですが、過ぎ

たるはなんとか・・なのか、美容整形で、鼻を低くす
30
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るのが、流行りらしいのですも街中でも鼻に糾割膏を

這った女性をよく見かけ

ましたが、ガイドによると手術を受けたばかりの人だ

ということでした。

テヘランの背後には3921mの山があるのですが、

ロープウェーで登れるようになっていて、イスラム教

の休日の金曜日になると若者で賑わいますbイスラム

革命後、若者たちは街中でデートをすると注意される

ので、この山へ出かけて相手を見つけるそうですも別

名、軟派登山。ちなみにホンダのアコードが人気輔

で、これに乗っていると女性から逆軟派されることも

あるとれ若者達はどこの国も似たようなことをやっ

ているようですb

とても可哀相なのが、絢鰄jと海水渦驚いたこと

にこれも男如ﾘ々なのですb海岸から沖まで、天幕で

仕切られた所で、別々に遊ぶそうですb混浴じやない

んだから1結婚式の場合は最近では宗教警察の目を

盗んで、郊外の家を借りて、こっそりと賑やかに、男

女一緒に、バンドまで呼んでやるのが隠れたブーム

と力も

とにもかくにもところ変われば習慣も違うというこ

とを沢山学んだ旅でした。

食べ物は日本人の味覚に合い、これでアルコールさえ

飲めたら文句ないのにと思いました。毎日ノンアルコ

ールのビも一ルでした。イランは長い経済制裁のため、

ホテルなども思うように建てられないらしく少し古び

ていましたが、人々は一生懸命歓待してくれました。

中東に平和が訪れたら、まだ訪ねられなかったところ

へ、特にカスピ海沿岸の保養地に行ってみたいと思っ

ています6

へ

へ



魚の園からのメッセージ……恥1.1 ●プロフィール

伊藤勝敏／7ロバ47SU7ロチノ

1939‐阪生まれ植木…どの業『靴ベラ？』
肋勿&E鰯し〃伊藤勝敏

界誌を作る出版社で写真助手をLﾉていた時

代に海藻（ワカメ・ヒジキ）の写真を写す

ために潜った丹後半島の海Z幻想的な海中

風景に魅せられたのがきっかけとなり海中

写真に取り組鋤現在､伊豆の魚種楜空腸

鋤勿の豊かさにI詞'1込み、東伊豆に拠点を

置い乙さまざ誕生”生態を精力的に

撮影し、新聞雑誌などを中心にした写真

作家舌動を行う。日本鐵置員。著

書に｢竜宮」「海の宇宙」｢魚たちの世界へ」

「伊”毎」など。

まだ真新しい運動靴の中に入り込んで体

を休息しているのは、ベラの仲間のササ

ノノ､ベラ。

「おやおや靴ベラ加と、思わず噴出し

た。

海底に散らばっているさまざまな物か

ら､現世の世相が見えてくるように思う。

最近は、ブランド物のスポーツシューズ

が流行し、中高生の間にも人気製品があ

るという。しかし、その一方で、大量生

産される安価な靴も多数出回っている。

その分、在庫がだぶついた物は量販店な

どで値引きして販売されるので､今まで

より安易に使い捨ての風習が広がってい

るのではないだろう力も

いつときだとはいえ､ヒトが使う靴を、

海で暮らす魚がちやつかりと利用する姿

を見ていると、机上の自然保護論では割

り切れない複雑な心境となる。

海に物を捨てる事などもってのほかだ

が、ヒト社会の廃棄物を巧みに利用して

暮らす生き物たちのたくましい姿にひか

れて、これも一つのドキュメンタリーの

テーマになると撮影を続けている。
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型といわれていたもの力潅裳琴室される。
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｢SDCハイキング同好会発足」

同好会代表056石田邦明

一体いくつまでダイビングが楽しく出来るのでしょ

うか…その条件として、まず心身とも側棄でなけれ

ばいけませんb確実にそして年毎に衰え行く、我等シ

ニアの肉体、その見直しは必須ですも

ウォーキングもよし、水泳もよし、ハイキング、なお

よし。ハイキング同好会はかくて生まれたのでした。

ホームページの掲示板に一部有志の要望に応じて出

したインフォメーションb去る4月28日の絢戎式兼

飲み会には14名の方が駆けつけてくれました。それ

から1カ月後の5月30日、第1回目のハイキングは

東京は奥多摩､御嶽山＆日の出山に決定下山したら

温泉に入ってうまいビ:一ルを飲む、これだけ揃ってい

ればどこでも結構…とメンバーは寛容な方ばかり。

汗をかきかき登った山の上で､海の謡誼で盛り上がる

のは何故？マンタが出たとか、クマノミが可愛かった

とか、次のツアーはどこ？とか､何孜かこうなってし

まうSDCのハイキング同好会。いかがですか、あな

たも仲間に…。

なお、この会は気まぐれに活動しますので、定期的に

会報に載せる事は不可能に近いですbハイキングに関

心がある方は時々石田まで連絡を入れてください。

「今度はいつやる？」てな具合に…。
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伊豆高原・テニス＆ダイビング3日

O62狩野幸繁

SDCにはテニスを趣味にしておられる方が沢山い

らっしゃいますbテニス同好の人たち力喋って｢第1

回のテニス＆ダイビングの集い」を下記努頂で開催

いたしますも

より多くの皆様の参加をお待ちいたしておりま式

記

1、開催日：9月9日～11日（2泊3日）

2，宿泊場所：エクシブ伊豆（伊豆肩源）

3、定員：12名

4、現jｵ蝶合現測解散

5，申込締切7月末日

6、申し込み先

062狩野幸蕊

'IbL&Fax.045-822･0336

Maily･kan"blue｡vecceed.nejp

7、サブ幹事；宇留賀達雄

第2回SDCゴルフコンペのご案内

276熊言政美

好評の5月の第1回SDCゴルフコンペに引き続き

第2回SDCゴルフコンペを下記の雪漬で開催しま

炎奮ってご参伽ください。尚日程は1泊2日で殼

定してありますが、宿泊宴会のみの方、日帰りでゴ

ルフのみの参加もOKですも

記

1．日程：9月24日（水）～25日（木）

2．概算表：25,000円（宿泊＆プレー代）

3．棚腰：24日塩原温泉泊、25日塩原カントリ

クラブゴルフコンペ

4．幹事:熊倉政美

携帯090.8011-0361

FaxO289-65-2575

Mailml860@beige.ocn.nejp

5．申込：8月科帝切、先着16名迄

以上
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期間

会場

樋山多恵子・写舅勵のご案内
一海の仲間たち－

2003年7月30（水）～8月5日（火）

フオトスペース光陽1

(JR･地下鉄市ヶ谷駅徒歩2分）

大阪での写真展（99年夏）から4年、お陰さま

で写真も人脈も増えました。

そこで、長年の夢だった“東京での写真展”を

思い立ちました。

まだまだ未熟ではありますがこれまでの歩みを

見ていただけたらと。

「キレイ・カワイイ・カラフルjをモットーに

撮りためた中から、ワイドからウミウシまで約

90点見覚えのある作品があるかも分かりませ

ん1会場で…海の仲間たち…がお待ちしてお

りま式

ホームページにも写真を載せていますも是非ご

覧ください。

http://www.h4.dion.ne.jp/ﾍtoto8

468通山多恵子

ダイビング･ツアーリーダー募集

今回発刊の会報18号で、2003年度後半に引

き続き、2004年度のSDCツアー計画の掲載

を開始しました。

より多くの方が､是非リーダーとしてツアー計画

を提出くださいますよう、お願いいたしますb

SDCは、ダイビングに限らず全てが自己責任と

いう大前提に立っており、万が一の事態になって

もリーダーに一切の責任はありませんb

胴をして欲しいかではなく、何をなし得る刺

の精神で、ツアーに参加したら、今度は自らがボ

ランテイア精神を発揮して是非ツアーを計画し

てくださしも

連絡先：ツアー担当幹事：356栗本はるみ

nL&FaxO3-3368-8062

MailharuChan@fOresight.blas.ne.jp

第10回ヴィンテージな会への誘い

何時ものように、食べ．飲みそして楽しく語らう

「ヴィンテージな会」を下記要領で開催いたしま

すも未だSmに馴染みの無い方、SMの方々と知

り合え、情報交換するのに最適な集いですも是非

ご参加ください

記

日時：9月18日休）17時30分～21時

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＞

会費：5,000円

申込：メール又はファックスで（9月10日週

E-mailurg52"a3.ocvGnejp

r圏xO44-969-3009

宇留賀達雄

言刀王とお詫び

17号会報の28頁最後から7行目のマナスル4000

をマイナス40mにお詫びして託Eします6

編集者一同

｢魚の国からのメッセージ」について

13頁に掲載のプロカメラマン伊藤勝敏さんの

Photo&Essayは、伊東在住のSDC会員の鈴木ヒ

ロ子さんが八幡野で伊藤さんの写真展に行った時、

伊藤さんにSDCの雑誌をお見せしたら､｢ボランテ

ィアで投稿しましょうか」という事になり、ご好意

で掲載させていただく事になりました。

19号原稿募集

19号の雑誌発刊は10月初旬を予定しておりま

すも9月初めまでに皆様の寄稿をお待ちいたしてお

ります6原稿は005大隅楠夫宛、できる限りメー

ルでお寄せくださしち
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SDc賛助会員通信
*PI.T

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併設してある

ことですb

●沖縄や海外ツアーに参加したいけどダイビング

スキルに自信がない方や､ブランクの空いてしまっ

た方に、ダイビング専用プールでスキルアップコ

ースをご用意しました。

【リフレッシュ＆スキルアップコース開催！】

コース代金¥14,000(3時間)2名様より開催

●ツアー参加される前に器材の点検大丈夫です

か？

レギュレーターは1年に一度のオーバーホールはか

かせませんb

お持ちいただくか､送ってくだされば1週間から10

日で仕上がってきますb

どちらのメーカーでもOKです6

【伊豆Cカード取得コース￥60,000（全費用込)】

東京で学科･プール講習を終了後､伊豆1泊2日で

Cカードが取得できます6

●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

沖縄･奄美･小笠原といった国内全般のダイビング

ツアーのご手配をいたしますbご希望に沿ったアレ

ンジも可能ですので、何でもご相談ください。

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6

＜クラブメンバー特典＞

シニアダイバーズのご家族の方たちにもダイビン

グの楽しさを1クラブメンバーのご調疾の方の体

34

験ダイビング。Cカード取得コースを10％オフ

に！

P.I．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：松山中（あたる）／4林健一

（直通）03-3466-6489

〒151GO61

渋谷区画京3-7-4淵Iビル1F

http://www.pit-diving.com

（ダイビング部門)diving"it-diving.com

倣行部門)travel@)it-diving.com

＊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）

スポートツアーズは､安全且つ「楽」に潜るための

究睡のスタイル､ダイブクルーズを専門にご提供し

ている旅行社です6

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

何ですか？

．強い風を受けながらの小さなボートでの移動…

．一日中ウェットスーツで過ごす不快感…

・日差しや雨を避けながら食べる冷たいお弁当…

・ボートの上でお手洗いに行きたくなったらどう

しましょう？1

→ダイブクルーズならそんな心配は全くありま

せん。

ダイブクルーズでは､ポイントのすぐ近くまで母船

で移動｡つらい長時間のボートの移動はありませんb

ダイビングの合間にはすぐに温かいシャワーをた

/へ
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SDc賛助会員通信
つぶりあびて、乾いた服に着替えてくださしも疲れ

ぐあいが全然違いますb

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b

もちろんお手洗いの心配なんてありませんb

クルーズダイビングの快適さ、お分かりいただけま

すか？

★「クルーズ］というと、まだこんな風にお思いで

はありませんか？

・船が揺れるんじやないかしら･･･船酔いが心配…

・1日に何本も潜るなんて、体力持つかしら…

・ベテラン上級ダイバーばっかりだったらどうし

よう…

・クルーズって高いんでしよI

→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！

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b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b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

ができるのですも熟練した日本人ガイドによるしっ

かりしたブリーフイングも、ビギナーダイバーに最

適！

料金もリーズナブツレb

陸のサービスを使ったツアーでは､朝・夕食の他に

何かと出費がかさみますb

全てが料金に組み込まれたクルーズは､かえって安

上がりですb

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)0130(代)FAXO3(3865)0138

メール:sport@tomsho.co.jp

http://www.tomisho.co.jp/sport/

↑ホームページで王討也'罵岡をチェック！

石垣島(A)、石垣島(B)ツアー報告

○12gjll清一

☆石垣島(A)ショップG－FREE

ペンションさっぼろ5月7日～11日

5月はじめですが既に宿舎近くを蛍が飛び交ってい

ました。岡蛍とかでカタツムリを餌にしていて、水

辺に飛んでいるのとは種類が違うようです力轆かに

蛍です65月9日には偶然テレビ東京の取材班がG

-FREEに来ていて我々は半日彼らに生みも陸も

取材されました。その一部が6月14日に放映され

ました。（参加者：276熊倉政美・488渡辺ひとみ・

489野本貞子・澤田栄子。342山口知子・012関川

清一）

☆石垣島(B)ショップアクアガーデン

5月11日～14日

アクアガーデンではダイビングボートを新造されて

20人乗り、32ノットのジェットでトイレ付､快適

ダイビングが出来ました。

なお1日延泊された石田邦明さんはサンゴの卿ﾛ、

コブシメの産卵に遭遇されラッキーな事でした。

（彦劫賭:276熊倉政美・398蔵口浩太郎・056石

田邦明・166島田美世子・012関川清一

35



1日遅れのフィジーダイブ

439干葉利夫

3月24日フイジー・ウキウキビーコマーアイランド8

日の旅の出発当日に機がエンジントラブルで25日の

10時30分になるとの事、それでも予定い通り成田に

来て1泊して待つとの事高橋さんと落ち合ってチェ

クインカンター－5人そろったところで成田ピュー

ホテルーチェクイン6時45分夕食、皆「和食が良

い」と言っていたのがレストランでバイキングを見た

とたん「こちらにしよう」と愚痴を言いながらも旅の

無事を祈りまずはビールで乾杯！そのうち盛り上がっ

てきて前夜祭みたいになり、これも旅の思い出でにな

り良かったかもと（この時1日遅れるとは誰も思って

ない)。翌朝10時30分が、2時30分に、それが更に

4時になり皆愚痴りながら機中の人となった。フイジ

ーに着いた時は時差（3時間）があり、夜中側聞呈度

で船着き場へ､船で30分ピーチコマー島が見えて来

た。白いビーチその奥に南国らしい建物が、船は浅瀬

のため島から小さい船が迎えに来た。島は歩いて1周

15分程度である｡島に入ると日本人インストラクター

のミキさんが出迎えてくれた。コマー島やダイビン

グの事を説明され各自ロッジ'、そして昼食、これが

バイキングでメニューが豊富で美味しい。特に毎食出

てくるマンゴーやパパイヤ、これが格別で食欲が無い

時でもこれだけはお腹に入れる事ができた。今日は到

着日なので午後の1本だけここでbもう一人のインス

トラクターのトモさんにお会いした。そして近場での

ダイブ、水温30度、透明度15m、思った程良く無か

った｡翌日から午前2本､午後1本のスタイルで水温・

透明度も同じ様なものだった。大物には会えなかった

が珊瑚が素晴しいポイントもありそれなりに楽しいダ

イブが出来た。天気にも恵まれ夜空には満点の星空、

その中でもひときわ輝くサザンクロス。又ある夜には

『メケ』という歌と踊り、又「カバ』(ヤンゴーナと

いう胡椒科の根を乾燥させパウダー状にして水に溶か

した物）がふるまわれ、良b旅が出来た。
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石垣島ダイビングツアー

2003年5月11日～14B

398蔵口浩太郎

関川会長、166島田さん、056石田さんとご一緒しま

した。今まで総会には3度出席しましたが、ツアーに

参加した事はありませんでした。今年の新年会でたま

たま会長と同じテーブノレになり初心者歓迎と誘われ思

い切って参加しました。

同行4名のうち3名が“年齢の違う羊年"、石田さん

は今回300本達成と内容豊かな旅でした｡晴天に恵ま

れ、海も日を追ってベタナギとなり絶好のダイビング

日和で、行きの直行便は満員でしたが海上ではダイビ

ングボートは散見する程度6有洛なマンタ･スクランブ

ルも前回来たときには人の頭の隙間から眺める状態で

したが、今回は見物人は我々だけで、マンタものんび

りと気待ちよさそうに寄生虫を取ってもらっていまし

た。充分満足して、イントラが帰りの合図をしたとこ

ろに又2枚現れ､合計6枚の舌瞬を楽しむ事が出来ま

した｡"珊瑚がいやというほど見られる"と言われた"珊

瑚戒，というポイントはまさに名前の通りで死滅する

珊瑚が多いと聞くだけにホットしました。

最後の日にショップの人が作ってくれた旗を掲げ石田

さんの300本記念の水中写真を撮り、陸に上がって祝

杯を上げ多いに盛り上がった次第

帰りの日に沖縄は梅雨入り宣言飛行機は不連続線に

遭遇し揺れが続き、東京に着いたら雨がパラッと、ま

さに最後の好天に恵まれた旅でした。ご同行頂いた皆

様には大変お世話になりました。又次の機会に参加し

たいと思っていますので宜しくお願いしますも

056石田邦明

11日から15日まで石垣島へ行ってきました。今回の

ツアーは300本の記念ダイブが目的でしたが､マンタ

がエントリーしてすぐ、に出て、最後まで付き合ってく

れました。

コブシメの産卵も飽きるほど見たし、おまけに14日

のナイトで珊瑚の産卵まで見せてもらいました。ピン

ク色の小さな卵がいっせいに放出されて、何とも幻想

的な世界に見とれました｡この日は大潮だったそうで、

6月、7月の大潮の日を狙ってこれからのツアーを組

むのもいいかもしれませんね。

ダイビングサービスは「アクアガーデン」です614日

にお帰りになった関川会長一行さま､ザンネンでした。

へ
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ら着水するように後ろに倒れますも

まずエントリー前の水面の安全を確かめてから

やってね。もし、下に人がいたら大変な事になつち

やうから。

ジャイアントストライドエントリー､水面までの

高さが二メートルぐらいまでの場合､この方法を使

いますも

エントリー場所に立った状態から一歩前に踏み

出し、そのまま水に入りますb水面に入った瞬間足

を閉じて水をかき、身体が沈まないようにしますb

高さが二メートル以上ある場合､ジヤイアントスト

ライドエントリーと同じようにエントリーし､着水

前に足を閉じてエントリーするフィートトギャザ

ーという方法もあるそうですb

水面から高さがある場合､特に男性にはフイート

トギャザーをインストラクターはお勧めするそう

ですb(経験者は語る）

私は男性ではないので､そのつらさは想像できま

せんが､野球のナイター観戦の時など､キャッチャ

ーが息も出来ずにうずくまっているのを見ると、か

なり苦しそうですね｡読者の諸兄もお気をつけあそ

ばせも

いつも私達がエントリーする方法を「ピーチエン

トリー」というエントリー方法だと思っていたので

すが、ピーチエントリーと言うのはボートエントリ

ーと区別するための言い方で､正しくはウエイテイ

ングエントリーと言うそうですb又一つ賢くなりま

した。

エントリーの次は潜隆

水面でスノーケルからレギュレーターに交換する

と一番にやらなくてはならないのは、レギュレータ

ークリア。

そして､立ったままの姿勢からBCから空気を抜

き､大きく息を吐いて沈み始めるまで暫く息を出、

たまま、少しの間我慢。

足から沈み始めるので､フイートファーストと言

うそうですbフィートファーストで潜降すると、バ

デイコンタクトが保ちやすく、耳抜きが容易に出来

るので良いのですが､水圧でウエットスーツが圧縮

されて浮力が減り、潜降速度が早くなってしまうの

で､最初は潜降用ロープや船のアンカーロープなど

を伝わって潜降速度をコントロールしますも

潜降用ロープ等に掴まったりしないで､フリーで

潜降がコントロールできるようになれば､一人前の

ダイバーに認定されるのはもう直ぐで九

浮上する場合b

バデイと浮上のハンドシグナルで意志を交換し合
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千夏のCカード取得の巻

013白木清美

ー一

前号までのあらすじ

千夏は家族で沖縄･北谷に来て待望のCカード取得

に抄戯することになった｡ヘッドファーストダレrブ

を教わり、フリッパーでフィンキックの練習をし、

いよいよ講習も大詰めです6

さてスノーケルをレギュレーターにくわえ直し、

ちやたんの海にエントリー。

ここの海では何時もビーチエントリーをします

が、エントリーにもいくつかの方法が有るそうで、

プールサイドやボートのプラットホームなどから

エントリーするのは、シッティングフロントエント

リー｡まずどのエントリー前にBCにエアーを少し

入れておいてくださいね。

水際に座れる場所がある場合､水際に座って両手

を身体の片側について､それを軸に体を回しながら

水の中に入りますbこの方法は簡単で安定しており

エントリーの衝撃も少ないのが特徴ですb

バックロールエントリー、これは4型ボートなど、

立つとバランスが崩れる場合に行いますも

水に背中を向けて座った姿勢から、マスクとスト

ラップを押さえ顎を引きますもゲージ類の位置にも

気をつけて、両膝を引き寄せるようにして、背中か
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って、普通に呼吸を続け、中世浮力を維持しながら

上方や周囲に注意を払い、BC内の過剰な空気を抜

いてやりながら、自分の排出した小さな泡を追b越

さないように、ゆっくりと浮上しますb

浮上速度が速すぎると、溶けていた窒素が気泡と

なって減圧症と呼ばれる病状を引き起こす事があ

るので､浮上速度は毎秒三十センチを越えてはいけ

ないそうですもでも水中で三十センチをどうやって

計るの？

普通の浮上の他に､緊急浮上を想定して緊急スイミ

ングアセントや､ポジティブポイアントアセントと

いう浮上方法も習いましたが、自分やバデイの安全

のためにも空気を使い果たさないように残圧計の

チェックを､特に深く潜る時はこまめにチェックす

る裏

バディのどちらかがエアー切れを起こした場合

や、レギュレーターの故障などにより、バディの間

で一つのタンクからエアーを分け合う方法も習い

ますも

予備のレギュレーターを使うオクトパスブリー

ジングと、一つのレギュレーターを交互に使用し合

う、バディブリージングという方法を習いました。

山に登る人たちが､一本のザイルでお互いの命を

ホールドし合い、『ザイル仲間』と呼んで変わらぬ

友情を誓い合いますが､ダイビングに於けるバディ

も同じように一本のタンクのエアーを分かち合う

のですね。この場合、『タンク仲間』と呼べば良い

のかしら？

水中で長い時間､運動量の少ない講習をしていた

からでしょうか､なんだか手の先が小刻みに震えて

きて､暫くすると今度は体中がガクガクするほど寒

くなってきました。

今日のノルマのインストラクションは無事終え

て､近辺をファンダイビングしている最中でしたが、

鮫さんから両手を胸の前で握り、d刻みに震わせて

陣い？』と尋ねられたので『ウンb寒い』と答え

たら、親指を上に解上しようか？』の合図

私はタンクのエアーもまだまだ沢山残っている

ので、もっと遊びたいと思い首を横に振りましたが、

肩をボンと叩かれ解上』の合図よりウムを言わさ

ぬ命令に近いアクションb

そして、ふと見ると、インストラクターは手刀を

喉の所で､首をちょん切るハンドシグナルをしてい

ますbこれはタンクの中の空気がなくなったときの

合図。

次にげんこつで胸を叩くようにしてから、レギュ

レーターを指差していますも『苦しいから空気を分

けてく刈と言っていますも『大変だ、早くエアー

をあげなくては』と、自分のくわえているレギを彼

に渡すbと、同時に相手のBCのショルダも一ベルト

を持ってお互いの体が離れないようにしっかりと

ホールドする。

私は自分が呼吸するためにオクトパスをくわえ

ようとしましたが､彼は二呼吸エアーを吸うとレギ

を私に返してきて、お互いに二呼吸ずつ吸っては、

相手にレギを渡しバディーブリージングも

いつまでも海底でバデイーブリージングをして

いるわけにもいかないので､二人でバデイーブリー

ジングを続けながら浮上することに。

浮上の仕方のレクチャーでは､水深が浅くなるに

従ってBCの中の空気が膨張してくるので、BCの

インフレーターホースを左手で持ち上げてエアー

を抜いてやらなければならないのですが､バディの

ショルダーベルトをホールドしている左手は離す

わけには行きませんb

浮上速度が早くなるとやぱいなあ、と心配してい

ましたが､インストラクター力淵めに泳ぎながら浮

上させてくれますb

あ、なあるほど､斜めに浮上すればそれだけ水面

までの距離は長くなるわけだから､必然的に浮上時

間も長くかかりますb

講習で練習した事を､直ぐにエアー切れの真似を

して､私の判断力と実行力を試されたのですbでも、

今はインストラクターが相手でどちらも落ち着い

ているので楽に実行できましたが、もし、実際にエ

アー切れになったら・・・？

イメージトレーニングとシュミレーションは欠

かさず､何時もイザという緊急時に備える事の出来

るダイバーにならなけれ感バデイとそして自分自

身の安全のたに。

今日という日はなんて長い一日だったでしょう。

でも、スクーバダイバーの海洋実習は何とか無事に

こなせたし、ホッ、よかった。「さあ、夕飯の後でペ

ーパーテストだ、これで合格点を取れたら、千夏も

やっとダイバーの仲間入りだな｡点数が良かったら、

明日はボートで外海に連れて行ってやるから､頑張

れよ」

ホットしたのも束の間､ペーパーテストがあるこ

とを忘れてた。大急ぎでシャワーを浴びて､･テキス

トブックに目を通さなくっちゃ。
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表紙に寄せて

表紙の写真はエルニーヨ現象とやらが起こって

いる真っ最中のガラパゴスウルフ島での出会いで

すも潮のとても速い流れとともにドロップオフか

ら現れた「遠い日本からようこそ」と挨拶をし

に…｡大きな岩を両足で力いっぱいはさんでジー

ト彼らが来るのを待つ私来ました憧れの舅じゃ

ハンマーヘッドシャーク。私はいつも彼らに元気

を、勇気を貰っている。胸の高鳴りを感じる一瞬

でした。

裏表紙は、私のこの美しいスタイルを見て見てと

いわんばかりに悠々と近づいてきました。世界で

一番無駄の無い美しいシルエット。何と素敵でし

ょう｡タヒチマニヒ島の一人旅の一場面でした。

3~74藤本広子

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b年齢は20～80歳代、地域は北

海道から沖縄まで全国に拡がっていますbSDCで

は新年会や懇親会等の集いや年40回以上のダイビ

ングツアー､雑誌の季刊発行等を行うと共に、ダイ

ビング以外の趣味の会､懇親サークルなど様々な活

動を通して会員相互の親睦に努めています6

会員数も350名を超え､更なる会の発展と充実を図

って行きたいと思っておりますも自己責任で､常に

スキルアップを心掛ける方なら、入会可能ですb

入会希望の方は事務局まで連絡ください。

編集雑感

今、目の前に会報5号から17号を積み上げてじっ

と眺めています6

3年半の長い間、年4回の季刊発行を成し遂げ感無量

です11冊1冊に詰まっているたくさんの思い出。経

費節約のためほとんどの仕事を編集長が手仕事として

やっていました。当然の事ながらいろいろなハプニン

グもありました。頂いた原稿が紛失っ！」探し回って

なくて大謝りしたらその後出てきたりして・・・・

仕上げの段階で｢パソコンが壊れた－－－つ！」、不思

議と忙しい時に限って壊れるので魂このスリルを何

回味わったことか！それでも期日までにクリアしてし

まう編集長の技は大したものでした。涼しし瀕してて

も実は大慌てしていたんですよ。宇留賀編集長、サブ

の清原さんと私の3人体制で頑張りましたこのチーム

も18号で解散ですb投稿に協力してくださった皆さ

ん、毎回の発行を楽しみにしてくださった皆さん、あ

りがとうございました。私達はこれからも会報が職

し充実していくよう、陰ながら応援、お手伝いする積

りです6(大隅照子）

最強の編集トリオと自認していたチームも今回限り

でとりあえず、終わりになります6年刊誌から季刊誌

に出来た事、それなりに誌面が充実できたのも、大隅

＆清原の両名の献身的な協力と情熱の賜物に他なりま

せんb会報の特集企画を計画し、原稿集めに奔走され

た大隅照子さんb「くろ－ずあっぷ･ひと」のインタビ

ュー記事をプロとしてのインタビュアーの腕を如何な

く発揮され、素晴らしい記事にまとめ上げた清原れい

子さんb本当に永い間有難うございました。又これか

らもよろしくご協力くださしち

広報担当の役員を辞せられても、両名からは協力を快

諾してくだされ､又僕も編集責任者の任を大隅楠夫さ

んに託するも、引き続き広報のサブとして雑誌の編纂

に携わっていきますも今後益々誌面が充実し、皆様方

とのコミュニケーションの場としてご利用頂けるよう、

ご協力お願いいたします6（宇留賀）
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