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｢＜たび柵いダイバー」連載7

賛助会員・ナッソー柳田満彦

スキルアップ編（3ないダイビング撲滅の心得）

その二、沈まない1

潜降はスキューバの始まりで肝心な部分です6飛行

機にたとえると鮒産の瞬間とおなじ、短くて最も厄

介な時間帯ですb潜降がスムーズにできるようにな

ると呼吸が整って水中でもゆとりができますb今回

は潜降方法のテクニックをいくつかお教え致しまし

ょう。 R

①適正ウエイトを正確に知る

適正ウエイトはスーツとその他器材の浮力によって

決まりますbすべてを装着して息を吐いた時に少し

づつ沈む程度が適正とされていますbわかりやすい

目安は、a)潜降した直後に5ミリのウエットスー

ツの場合は水深5m付近で、また、スーツの生地が

3ミリの時は水深8mくらいまでBCに給気せずに

呼吸で中性浮力がとれる程度ですbもうひとつは、

b)ダイビングの最後､セーフティーストップ時(水

深5m)でBCの空気を完全に出し切った状態で呼

吸で中性浮力が取れる程度ですbaに合わせれば軽

めの適正、bは重めの適正と言うことになりますも

水中で思いだしたらチェックしてみてください

②垂直の姿勢R
フィートファースト、へツドファーストどちらで

もかまいません｡エネルギーを使わないようにして

そっと沈みましょう。水面からサヨナラする瞬間、

体が垂直であれば抵抗なく沈むわけですが、潜降で

きない初心者の方はほとんど体力噸に寝ていますb

それと少しベテランの方、へツドファーストならバ

タバタせずに美しくキメていただきたいですねっ。

③呼吸

潜降時に呼吸が整うように早めに支度をしたり、

イロイロと各自工夫が必要になりますb

なぜなら呼吸力灌っていると息を吐いたまま、ちょ

っと我慢できるので、楽に潜降できるからですb短

い時間で支度が出来れば呼吸を整えるヒマを作り

出せますよ。
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五月弱や鶏林大龍手等寺

連戦:｢四国遍路･発心の道場(徳島):後編
435金子忠司

【両親の貧乏に感謝】

初めての遍路一人旅は晴れの日が6日続いた。ス

タートは吉勤11の斗剛を西へ向かって、田舎道を寺

から寺へ10番切幡寺までは多少の登りはあったも

のの、平坦な道中であった。切幡寺は山の中腹にあ

るために、333段の急坂を登る。ここからは一路南

の吉野jllへと田植えを終えたばかりの田圃道を行く。

四国三郎の吉期||の中州は広大な畑が続き、中州の

横断に40分もかかる広い川幅だが､この時期水量は

少なかった。

3日目の朝から阿波路一番の難所､12番焼山寺の

遍路ころがしの山道に分け入る。12hl，6時間の厳

しい修行の道である。焼山寺は標高938mの山腹に

あり、参道の老杉並木からは霊気が放たれてくる。

五月晴の空の下に新緑の山並みが映え、鴬の鳴き声

が疲れを癒してくれる。

この「遍路ころがし」を終えたところで、7～8割

の歩き遍路が足裏のマメ、膝のトラブルに見舞われ

る。マメの水泡をつぶしテーピングをして、痛みを

こらえて無理して歩くから、歩き方・姿勢が崩れて

疲労が倍増する。幸いにも私の足は旅の最後まで無

事であった。振り返れば､空襲で焼け出され、無一

文で田舎に疎開した終戦後の超貧乏な少年時代、小

学校への通学も、川遊びも、殆んど裸足で飛び回っ

ていた。下駄も無くよそ行きが草蛙でした。それ故

に、マメが出来ない丈夫な足腰が出来上がったわけ

ですb当時は貧乏な親を恨んだが、今はその親に感

謝する次第です6

【地元の暖かなお接待に感謝】

あくる4日も快晴、急坂を下ってすぐに胸突き八丁
を登り終えた玉ヶ峠の庵で一休みしていると、腰を

「くの字｣に曲げた85歳の小さなお婆さんが､坂の
下から杖を突きヒョッコリヒョッコリと登って来た。

朝の挨拶を交わすと､｢何処からお出でなすった｣｢川
崎から」と話をしていると、頭陀袋から大きな八朔
蜜柑を出して「1個しかないけどお接待です」と初
めてのお接待を受ける。乾いた喉に甘露が広がる。

その時40代の女性と、次いで30代の男性遍路がや

ってきたので、お接待の八朔をお裾分けする。

雄大な山並を眺めつつ、のどかな山村を降りた広

野の集落で案内書が奨める「たかはし食幽へ着く
と、3月末で閉店の張り紙、ならば他の食堂を訪ね
るも何故か休業ばかり、最後の一軒「長平茶園に

飛び込むと同時に店の人が暖簾を下ろした、昼食最

後の客となる。

店内は法事の団体一組の宴会のみ。女将さんが「今

3

日は貸切なので巻き寿司しかありません」と宣告さ

れる。

この店以外に食事処はなく巻き寿司と生ビール追加

を注文、お勘定の時お寿司は接待させて頂きますと

きた。法事客の残り物とはいえ、暖かい気持ちが身

にしみる。

5日目の朝、16番観音寺の前で道路掃除をしてい

たお婆さんが｢お遍路さん」と寄ってきて、「皆さん

にも分けてあげて」と飴玉を一掴みお接待される。

その日の午後、徳島市内で信号待ちをしていた時、

隣のお婆さんと目が合う、横断歩道を渡りきった所

で100円のお接待をうける。その10分後徳島市営

球場の裏通りで60位の自転車に乗ったおじさんに

捕まり、歩き遍路の体験談を話していたら、｢冷たい

ものでも飲んで下さい｣と千円ものお接待を受ける。

昔のお遍路さんは、身障者や、悩みを背負った困

窮者が殆んどで、しかも路銀は少なく宿も無く、野

宿が続く苦行の旅人に対し、地元の人がお米や農作

物や、お金をお布施したよき伝統が、今も連綿と生

きている。

【周りの人、先祖に感謝】

7日は蒸暑い雨降りの中、第二の遍路ころがし鶴

林寺を登り、四国道を降りて那珂llを渡る。この時

うっかりして杖を使って橋を渡ってしまう。遍路の

心得に「橋の上では杖をついてはいけない」の危

それは宿を断られたお大師様が、橋の下で野宿され

たことがあり、そこでお休みのお大師様を起こさな

いように、杖は突かない鋪己りをすることですb

橋を渡り､600mの山頂にある太龍寺の登りに入る。

雨の降る中をしばらく登ると、足元に2cm程の沢

蟹が目に入る。一歩ごとに一匹、また一歩登ると一

匹沢は遠いのに山路は蟹だらけ、おまけに蛙もゾ
ロゾロ、5月の雨降り時にだけ見られる不思議な現

象でした。

頂上の太龍寺は寵の中で展望は不能、長居は不要な

り、22番平等寺を目指して歩く。

5月1日1番*L所をスタートして以来6日を経過、

この間、新聞も本も読まず、テレビも天気予報とニ

ュースだけ。朝は6時に起きて7時に出発、山を眺

め川を覗き、世の暮らしを垣間見ながら、次なる札

所に向かってだだ黙々と歩く。すると日頃の生活や

仕事の中では得ることの出来ない「無」の世界に没
入して行く。こころが解き放なされると言うのか、

無我の境地になる。そして頭に浮かぶのは、父母、

祖母、若くして故人となった兄、早死にした親友達
の霊界の人との思い出がまず浮かぶ。それから仕事

の相棒や友達であり､現在の自分が元気でいるのは、

この人達のお陰である。自分が人生を切り拓いたの

ではなく、周りの人のお陰で自分が生かされている

の箔（次回は高知遍路編）
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ダイビングを「核」に、「ササラ型」の大人のクラブに

010上村敏郎さん

･同世代の人とアフターダイブが楽しめれば私たちのクラブは来年､創立10周年を迎えます｡そこ

で､今号と次号は｢創立10周年特集｣｡設立にご尽力

された初代会長の上村敏郎さんにお話をうかがいま

した。

なぜ､シニアのダイビングｸﾗプをつくろうと思わ

れたのですか。

上村ショップが組んだツアーに10年くらい参加

していましたが、まわりは20代の若い人たちばか

りですb若い人と仕事上での付き合いはありました

が、若い人の話題とか、話し方に接したのはそのと

きが初めてで、まったく話が合わなし＄異星人と遊

んでいるみたいでした。

潜ることには不満はありませんでしたが、せっかく

高いお金を使って海外に行くなら、アフターダイブ

も楽しみたい。年齢が接近していれば､話が通じる

のではないかと考え、そういうクンレープをつくりた

いと思ったのですが、手がかりがありませんb

そう思っていたころ、「マリンダイビング」を読ん

で、水中造形センター社長の館石昭さんを講師にし

た水中写真を撮る会のツアーに鋤pしたんです6行

き先は西表島でしたが、台風が接近していて、到着

後1本潜って翌朝石垣島に戻りました。空港のバー

カウンターで2～3時間、飛行機のキャンセル待ち

をしたとき、館石さんがなぜ水中写真家になったの

かの話をしてくれました。

もう1回は、モルジブに行ったときですb館石さ

んが年配の外国人女性と話をしていました。あとで

わかったのですが、女優のレニ・リーフェンシュタ

ールで、ベルリンオリンピックの記録決画「民族の

祭典」を撮った監督ですも現在は100歳ちょっと

の方ですね。2度の出会いで、館石さんに私の記憶

はあるはずと勝手に決めて、「年齢の近い人たちの

グループをつくりたいが、手がかりがないので、雑

誌できっかけをつくってくれない恥会の運営は自

分たちでやります｣という趣旨の手紙を出しました。

ダメでもともとと思っていたのですが、編集を担

当していた鷲尾さんから電話がかかってきて、「さ

あ、シルバーエイジ軍団を結成しよう！」というテ

ーマで、大橋禄郎さんを司会に、溝口寿茂さんと大

明美代子さんと私で座談会をしました。そして、座
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.『きれいな海｣へのあこがれで､ダイビングを

どうしてダイビングを始められたのですか。

上村私は､博多の生まれです毛子どものころから、

海は近くだし、川も近くでした。水泳を覚えたのは

博多のど真ん中を流れる那珂l1で、昔はきれいな川

でした。博多湾の先端は、元憲と金印で有名な志賀

島ですb晦の中道」として開けているところは外

側が玄界灘で、あまり知られていませんが、いまで

も日本でいちばん美しい海岸だと私は思っていますも

松原で、文字通りの白砂青松。当時は、ほんとうに

きれいな、さらさらの細かい砂でした。ずいぶん遊

びに行きましたが、水の中に入ると足の下に魚が潜

り込んでくるんですよ。ですから、海はひたすらき

れいなものという思い出が残っています6

少年時代に｢海はきれい｣とｲﾝブｯﾄされたんで

すね。

上村そうそう。サラリーマン生活を定年になって

何をしようかと考えたとき、どうせやるなら、海の

中を見てみようというのがダイビングを始めたきっ

かけです661歳でライセンスをとりました。

へ

4
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談会の最後に「本座談会に出席された上村氏の提案

により、シルバーダイバーのグループ結成を考えて

おりますbご希望の方はご連絡ください」というコ

メントが載り、希望者の手紙が私のところに送られ

てきました。

それがクラブのスタートだったのですか。

上村まさかできるとは思っていなかったので、ノ

ウハウはありませんb「クラブをつくりますが、入

ります刺と連絡をしたら38名が入会し、最初に

名簿を作りました。会の運営をどうするかなど、大

橋さんや溝口さん､大明さんが協力してくれました。

会の名は、「年上」という意味の「シニア」を使お

う。海外にもシニアのダイバーはいるだろうから、

シニア・タシrバーズ・クラブ・オブ・ジャパン、日

本シニア・ダイバーズ・クラブとしたのですも将来

はシニア・ダイバーズ・クラブ・オブ・ザ・ワール

ドになればいいと考えたのですが、外国人は年寄り

だけで集まって何かをやろうという発想はないので、

ワールドはできないかもしれませんね。

グをするというチャンスはなかったと思いますbク

ラブのダイビングに参加された方は、よかったと思

われているのではないでしょう力も

若い人たちとダイビングへ行っても、男性は話が

合わないだけですが、女性はもっと年齢差を感じる

のではないですか？自分がダントツでおばさんb

話は合わないわ、若いピチピチした人と、かなりた

るんできた人と……。

そんな失礼な(と､抗議！)。

上村男性の場合はものの考え方とかのギャップで

すが、女性のギャップは深刻だと思いますよ。

そうですけれど……｡10年経ってこれだけ会員

が増えているのは､それだけ必要性があったというこ

とですよね。

上村マーケティングの言葉で、「消費者のニーズ

があったから当たった」と言いますが、ニーズがあ

ったのだと思いますもその後、会員を増やすための

努力は何もしていないんですが、いちばん大きいの

はダイビング計画をつくり、チャンスをつくったこ

とでしょうね。

1994年9月3日SDC第1回懇親会

･メチャメチャ魚がいる海が好きです

ｸﾗブﾝ、の入釧ま､同蜘人選ごｱﾌﾀー タもfブを楽

しみ劃,､a,､荊､醗的こ割Yですね。

上村クラブをつくって、よかったと思いますbも

う少し話の通じる人たちと潜りたいという思いで、

ほんとの思いつきで衝動的に手紙を出したんですが、

つくらなければ、年配の人たちが集まってダイピン

5

現在は係を分担していますが､最初は上村さんお1人。

たいへんだったでしょう？

上村5年間で会員が370人ぐらいになりました

から、1人ではたいへんでしたね◎入退会の名簿の

管理や会費の管理など、事務局の仕事はパソコンが

あったからできました。

事務局が存続して、総会・新年会、ダイビング計画

があれば、会は続くと思っています6



上村さんにとってのグｲﾝゲの魅力を？

上村地上は日常的に経験できますが、海の中は非

日常の世界ですbダイビングは、別世界を経験でき

るところがすばらしい。470～480本ぐらb糟

りましたが、南太平洋の海はどこを潜ってもいいで

すね。

お気に入りのポイントはどこですか。

上村シパダンがいちばん好きですね。私は、魚が

めちやくちやにいないとダメなんですb単純なので、

海の中は魚がいるはずだと思うわけですも海の存在

理由は、魚の数で決まると（笑）。すべての魚がい

るココ島が、究極のダイビングポイントだと聞いて

いるんですが……。

これからいらしたら。

上村ココ島はちょっと遠すぎますね。世界の海を

かなり潜ったので、もういいかなと思っています6

･文化人鮮､歴史学．．…･と､読書三昧の日々

すごい読書家ですよね。

上村私は大学卒業後、約10年は経済雑誌の編集

者をしていました。大学も経済学部で、経済雑誌で

しよ。経済評論家になれたらいいなと思っていまし

たが、クラブをつくったのも偶然でしたが、まこと

に得がたい一期一会の出会いがありました。経済評

論家の高橋亀吉さんと下村治さんですb日本経済の

高度成長のとき、お2人は経済動向を100％正確

に予見した。経済ほどむずかしいものはないのに、

天才だと思いますもそれを見せつけられて、経済評

論家はあきらめました。

いろいろな本を読んだのは､定年になってからですb

いちばん興味をもったのは文化人類学で、そのおも

しろさを気づかせてくれたのは会田雄次の「日本人

の意識構過ですも日本人はこういうものの考え方

をする傾向があるのかと思いました。あとは、乱読

ですb雑学ですよ。

雑学といっても､ハイレベルで。

上村ここ数年、必死に読んだのは「第二次大戦」

についてです6私は最後の兵隊で、20年1月から

9月まで新兵で軍隊に行っていました。戦争をナマ

で知っている最後の世代ですb嫌な目に遭ったけれ

ど、私の人生にとって第二次世界大戦はどういう意

味があるの力も自分にとっていちばん気がかりでし

たので､歴史の本を系統立てて読みました｡これは、

勉強になりましたね。戦争を遡っていくと、明治維

新にぶつかるんですb「物事を歴史的に見る」こと

が大事だと思います6

6

これから何をなさりたいですか。

上村もう年ですからね。時間があれば､本を読ん

でいるか、昼寝をしているか……。死ぬまで、読書

はするでしょうね。

養老孟司の「バカの閏は、おもしろいですよ。人

間の脳はコンピュータのようなもので、脳の中の方

程式はy==axだと言うんですbyは出力、xは入

力、aは係数ですb人間は興味あることしか理解し

ようとしませんbaの係数がゼロだと、xという入

力に反応しませんbつまりaがゼロだとyがゼロに

なり、情報が遡斬され、情報が伝わらなし％クラブ

の人間関係でも、話が通じる人と通じない人がいま

すが、まず触れ合わなければわかりませんね。

集まって潜りましただけでは、ちょっと寂しい。異

質な人間が集まるところに、このクラブのよさがあ

ると思いますもいろいろなキャリアの人が集まって

いるのですから、話し合える人が1人でも2人でも

増えればいいなと思いますも

丸山真男の「日本の思想Jでは、「文化の型には

「ササラ型と「タコツボ型」がある。ヨーロッパ

は「ササラ型で、日本は「タコツボ型だと言っ

ていますが、「ササラ型とは、元のところが共通

で先端が枝分力mしているという意味で、茶道で使

う茶せんのイメージですね。ダイビングという趣味

が骸」となって、ゆたかなふれあい力戦に広がっ

ていく。1人の人間と1人の人間が、趣味を通じて

別の人間関係を結晶そういう大人のクラブがつく

れたらいいですね。

今回は、新編集長が同席このほ力、宗教､個人主

義……などなど、次々と繰り広げられるお2人の知

性あふれるやりとりに、己の「浅学さ」を感じ、ま

たまた圧倒されたひとときでした。

（まとめ・清原れい子）

:インタビュー後の9月8日、レニ・リーフェンシ；

;1タールが101歳で亡くなりました。館石昭さ：

；んの回想録では、レニと一緒に潜ったのは、一度；

；だけ、92年2月モルディブとありました。上村：

；さんはたまたまその場に居合わせたことになりま；

;す6

：レニと館石さんのコラボレーション写真展の直；

;後、レニの映画「ワンダー・アンダー・ウォター；

;原色の海」を渋谷で公開中の言ﾄ報でした。水中映！

；像関係者には大きな話題ですも

:参考：日本経済新聞9月13日文化館石昭；

角
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来年2004年は、SDCが創立されて10年とな

りますb今号と次号ではSDC創立10周年の特集

を組みました。ここでは､設立当初からの会員・数

名の方から「SDC創立10年を振り返って」のコ

メントを頂きました。

003岩本充子

｢あの日から10年ですね」

私がダイビングを始めて､2年目でした。中･高年

を中心としたダイバーの集まりを作りましよう、と

いうマリンダイビング誌の談話記事がありまして、

さっそく仲間に入れていただき、第1回目の集いが

天王州アイルにてありました｡30余名の出席者が初

顔合わせにもかかわらず、目を輝かせて話が弾み、

その時の飛躍的な行動に驚き、目からうろこが落ち

ました。お開きの後も話が尽きなくて、浜松町駅の

ホームで長い時間立ち話をした事を懐かしく想いだ

しますも

それから10年で10倍の会員になりましたことは、

役員の皆様のご協力に糊侵しますb私は2年間の短

い役員手伝いでしたが、皆様のご協力とご指導で多

くの勉強が出来ました事感謝致しますb

私の拙い投稿も創刊号の「オクトパス･ウォシュ

レット｣に始まり、「自己管理OK？パートI･Ⅱ｣、

「オーロラを観に」、「3度目のパラオで｣など、い

ろいろ載せていただきました。ありがとうございま

すbこれからも、できるかぎり、お手伝いをさせて

いただきますも

安全を第一に、楽しいダイビングとSDCの益々

の発展をお祈り致します6

002－ノ澗専司

へ

その頃、話題になっていたシパダンに行きたい！

若い人と行くのも気が重いし,何処かいい潜り仲間

はいないものか？とあちこち探していた時、たま

たま買ったマリンダイビング誌に、大橋さんの司会

で、上村さん、溝口さん、大明さんの座談会が載っ

ていて、シニアクラブを作ったら、と言った様な話

が出ていました。これだ！と飛びつき、直ぐ上村さ

んに申し込みました。6月天王州アイルの「喜鵲楼

酒家」で発会式があり、早速のツアーは秋のシパダ

ンでした。

その時の魚群の濃さ大きさは驚きの連続で、ギン

ガメアジなど現れたと思うと前後左右からモクモク

と湧くように増え、辺りが暗くなるほどでした。魚

群にすっぽり包まれ、魚に観られ、カスミどころか

雲の中に居るような感じだったのを覚えていますb

メンバーは関川さん、上村さん、溝口さん、堀木さ

ん、中野夫妻、大明さん、川上さん、一ノ瀬の9名

でしたが既に、溝口さん、堀木さんは他界、中野夫

妻は神戸大震災が起因で脱会、残るは5名。

やはり10年の歳月を感じますもそれでも会員総数

は40名から500名にと大発展で嬉しい限りですb

昔は、若い1元気！と言われると、喜んで少々無理

もしていましたが70歳を越えると体にガタは来る

し、喜んでばかりは居られず、此れからの年齢にふ

さわしい生き方潜り方を模索している所ですb

今挑戦しているのは階段を登れる電動車椅子の

開発(苦労しています)。それと息抜きとしてやって

入るのが{爵l｣グッズの考案

たとえば、ずれない眼鏡､遠近両用乱視入りの水中

マスク、視野が広くてクッキリ見える高級レーペ等

……ですb興味の有る方はご一報下さしち

へ

018坂東正朗

私がCカードを取得して4～5年たった頃ですも偶

然見たダイビング誌で、中高齢者のダイビング、ク

ラブが設立されそうな記事を見て、設立の時はぜひ

仲間へ入れていただきたいと、お願いしてSDC"､

入会しました｡会が出来て10年になろうとしていま

す6同じ趣味を持つ同年代の皆さんとのダイビング

は本当に楽しみでした。初めてのツアーでも、何度

も一緒に行ったように気楽にお付き合いをさせてい

ただきました｡会員も10倍以上になりました｡役員

の皆さんは大変なご苦労をされたと思いますb今で

はダイビング以外にいろんな趣味の会が出来ている

ようですb大いに楽しみたいですb私も最初から御

7



世話になっている会なので、6月からSDCのお手

伝いをさせていただく事になりました。何が出来る

か心配ですが少しでもお役に立てればと思いますも

北海道から沖縄まで興味を持って入会した会員

の皆さんに総会や新年会、ツアー等に気軽に参加し

て頂くような会になれば良いと思います6

023山岸雅

「SDC10年と私」

1991年に63才で念願のライセンスを取得し、以

来我が家から､1時間足らずの真鶴琴ヶ浜を中心に、

夫婦での伊豆半島ポイント巡りにはまり込んでしま

いました。

当初は同じ頃ライセンスを取得した家族同士で

のダイビングで、潜った後のお弁当を交換しながら

のダベリが楽しく、またサザエ根やお花畑、アオリ

イカの産卵判降化など海中の四季折々に触れ、とう

とう1年で100本近く潜ってしまいました。冬は5

ミリのスーツでは手がかじかむ程の冷たさですが、

澄みきって透明度の高い、素晴らしし梅に魅了され

た懐かしい思い出ですb

丁度その頃月間マリンダイビング誌(MD調に前

会長上村さん達のSDC結成呼びかけの座談会が掲

載されました。その趣旨に共感し、早速入会申し込

みをしました。

当時はMD誌編集局がその結成に関わっておら

れたようで、年寄り夫婦の新参ダイバーに興味を持

たれたのか､連載中の「シルバーエイジダイバーの

アクティブライフ」の取材として、鷲尾編集長がわ

ざわざ拙宅まで来訪されインタビューされました。

MD誌1994年7月号にシリーズNO.2として、

華々しく1ページを飾った、私にとって面映い記録

となりました。その後このシリーズには大隅夫妻は

じめSDCメンバーが多く登場されておられますb

SDC発足以来、諸先輩、お友達との交流で家内

はあちこちとお誘いを受け、遠くはバハ・カルフォ

ルニアなどアシカとも泳ぎ、ハンマーヘッドの群れ

には息を殺し、後残すはジンベイザメに脚､たいと

言っていますb私はまだ少しばかりの勤めをしてい

ますので長期ツアーには参加できず、専らチンして

留守を守っていましたが、数年前のフィリピン・ス

ル海クルージング・ツアーや関川会長のお誘いを受

けたフイジー・マナ島ツアーなど大変楽しく思い出

多いダイビングとなり、態謝していますも

ここ3年程、少し遅れてできた孫たちに振り回さ

れ、海にはご無沙汰でギアは錆び付いているようで

8

すbそれでも暑い昼下がりには、船縁からのバック

ロールで水中へ、そして旨く耳抜きのできたときの

快感を思い出したりしていますも

私ども戦中派には「同じ釜の飯を食った仲間」意

識と言うものがありますb学校の寮生活、軍隊の内

務班で同じ釜の飯を食った仲間には、その期間の長

短に関わらず断ちがたい絆がありますb

私はSDCも、若いとは言いがたい世代の方々が同

じ船に乗り、同じ海に潜り、特に同じ釜の飯を食う

ところに原点を求める事が好ましいのではないかな

どと考えていますb

今後のSDCの益々のご発展を祈念し、拙い文にな

りましたことをお詫び申し上げ、この稿を終わりま

潮:一見鮒し総

ケージ篭溌333阪上洋

私が、グレートバリアリーフへもぐりに行ったと

きは、10年以上前で、日本人ダイバーはいない

ので、欧米人と一緒にもぐりました。ガイドはつ

かず、ボート上で水中の地形をボードに書いて、

ポイントの説明をして、「エアーは半分になった

ら、もどってらっしやしもハイ、では、いってら

っしやい」と放り出して、おしまし＄1人のアメ

リカ人が、カメラを持っていて、一緒についてく

れというので、「M」と一緒にもぐったところ、

突然、爆破ショックを胸に受けました。どうした

のだろうと見ると、私のゲージから、盛大に泡が

でているではないです力もゲージの付け根のオー

リングがだめになり、エアーが吹き出ているとこ

ろでした。ゲージをよ～く観察すると、泡の割に

は、エアーが減らないことに気がつきました。エ

アーの噴出力で、水温計は、見る見る下がってい

ました。大勢に影響無しと判断して、バデイーに

状況を合図して、バディーより、浅いところで待

機して、最後まで、ダイビングを続けてることが

出来ました。危ない目にあったと言えば言えま

すが、落ち着いて対処すれば、なんでもないと、

体験で実感しました。

/へ
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篭きの達発クラブツアー初鋤
マレーシア。レダン島。クラブツアー

2003年5月14日(水)～5月21日（水)8日間

リーダー304小野忠雄レポート493近艤子

初めて参加のクラブツアー申し込んだのは1月末。

3月中旬より始まった、米軍によるイラク戦争も4

月始めには終わりに近づき、予想されたテロも起き

ずに、やっと安心して海外リゾートでダイビングが

出来ると思っていた矢先、今度は中国の広東省を発

生源とする重症急性呼吸器症候群(サーズ)力塔港、

シンガポール等へ飛び火。さらに台湾、斗陳、カナ

ダ等へ拡大し、4月始めには新聞・テレビが東南ア

ジア方面の被害拡大を連日報道､私のSDC入会後、

初めて参加のクラブツアーに暗雲がかかり始めまし

た。ツアー中止の連絡も無く、迷いに迷っているう

ちに旅行代金振込み日が近づき、私が調べた少ない

情報によれば、マレーシアはサーズ発生直後に汚染

地区より来た人が発病し死亡したのみで国内の拡散

は無く安全であると自分を納得させ、旅行代金を振

り込み、参加することにしました。

出発日、この状況ではかなりキャンセルがあり参

力賭力鰔っていると思いながら成田空港の集合場所

へ､集合場所にはこのサーズ騒ぎの最中に何とあき

れた事に18名のシニアダイバーズが集まり、ガラ

ガラの待合所を占領、井戸端会議の真っ最中、唯唖

然、さすが危険を伴うダイビングを趣味とするシニ

アは違うと感心しました。

いつもなら出国ラッシュ時間帯9:00ですがチェ

ックインも通関も空いていて嘘みたしも10:30発の

マレーシア航空でクアラルンプールへ、やはり機内

は定員の3割程度ガラガラ状態､航空会社も大変だ

なあと同情しました。乗務員によると機内は完全に

消毒済み安全ですから私達はマスクをしていません

安心してフライトをお楽しみ下さいと言われました。

クアラルンプール空港内で名古屋空港搭乗者6名と

合流参加者全員揃い24名で通関へ､空港ではサーズ

汚染地区より到着の乗客と完全に通路が分けてあり

一切接触は無し、私達の通路は期待していた熱感知

カメラも無く拍子外れでした。しかし汚染地区から

の到着の乗客は厳重に検査されており機内で乗務員

が自信を持って言った事は事実かなと思われました。

クアランプールで1泊、翌朝、飛行機・車・船を

10

乗り継いでレダン島のベルジャヤリゾートへ昼前に

到着、慌ただしくランチを済ませチェックダイブ準

備、現地ダイブサービスは若者揃い、“鼻息荒い”

自分の父母なみの年齢のメンバーに恐れを為したの

か､24名のダイバーを扱った事が無いのか､てんや

わんやの大騒ぎ、お祭りマンボ1状態で幕が上がり

ました。ところがどっこいメンバーの方々は場慣れ

しているのか、マイペース、無駄の無い動き、そし

て自己主張などなど、どれもこれも目を見張るもの

ばかり、この時私などは小娘噴けた」ヒヨコなの

だと痛感しました。早起き・長旅で着いた途端に、

どうしてこんなに元気に振舞う事が出来るのか？S

DC会員はお化け？ビックリしていました。

それに比べ私は体調を崩し始め食欲もなくなり卿も

ず、気が抜けて・・・情けない状態でした。

海中は残念な事に、これまで経験の無い程濁って

いたが、命ある生物・珊瑚は沢山見られるのに、今

一つ気持ち良いダイビングにならず2本もパスして

しまいました。陸上は好天気、素晴らしいロケーシ

ョン、マレーシアの祭日で家族連れが多く賑やか、

ビーチの寝椅子で大好きな海を見ながら本を読んだ

り昼寝をしたりして静かに時が流れていきました。

里≦一

熱帯の灼熱の太陽は上リヒリと肌を刺し強烈、肌

を保護するのも忘れて、時折吹く爽やかな風と椰子

の葉ずれの音、そして耳|貫れない喧しい程のローカ

へ

へ



へ

へ

ル言語の中で、ゆったり癒され、この場にこうして

居る幸福を感じていました。

今、怒涛のようなツアーが終わり、部屋のベランダ

いつぱいに広げた器材やウェットスーツや衣類を見

ながら「私の修行が終わった」と溜め息をつきつつ

次の修業は何処へと、またまた懲りない私ですb

これまで「自分はリゾートダイバー」だと言うチ

ョッピリ誇らしげな気楽な部分も片隅にあったもの

のレダンの地で弱点を認め、もっと人生の垢を付け

て暹しく強くなりたいと思いました。

ツアーの中で唯一の収穫、石井幸子さんという素敵

なバディに出会えた事、油っこいマヨネーズ味でも

なく、濃いソース味でもなく、さりとて酸っぱいケ

チャップ味でもなく、体調を崩した私にキレとコク

がありながらも、サッパリした醤油味のアドバイス

を頂いた事

バデイ潜水が初めての私は石井さんから離れないよ

うにずっと注意していたので海中散歩を楽しむ余裕

もなく、何を見たのか、何も見なかったような気が

します6

蟻
蓉率

… 当

拝

輔斡J
主 r

～会
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白い先割れのフインを追いながらチョッピリ、スキ

ルを盗んで「私も人からスキルを盗られるようにな

りたい」と思っていました。

私の体調に気を使って頂いた皆さん、そうでない方

も、ありがとうございました。またどこかのツアー

で、おめにかかれた時は笑顔で再会出来る事と願っ

ています6

旅のデーター

5月14日10:3O成田筌蕊蕊発マレーシア航空

17:05クアラルンプール着1泊

5月15日07:30クアルトレガンヌヘ国内便

08:20クアルトレガンヌ着50分

08:50空港より車で港へ40分

10:30船でレダン島へ 70分

剖室割り昼食後チェックダイブ（ボート）

5月16日～19日4日間昼食を挟み2ボート

5月20日14:00リゾート発帰路

全食事・9ボートダイブ付き、ベルジャヤリゾート

乾季・全日晴天・透視度悪く5m～15m・水温30度

鋤賭24名後列左より

鈴木正雄､永松輝夫､石井幸子、江田尚子

鶴田廣子、堀田恭正、星野明子、小野忠雄

立花佐知子、向山雅子、石岡弘至、三輪勝廣

原勝代、栗本はるみ、近藤秀子、加藤京子

福田幸子、石川勝、吉嚇ﾛ子、河原信子

芳賀幸子、三宅尚、日置恵夫、長野恭子



海のセレモニー
(小笠原ダイビング）

小笠原を、人にたとえたらどうなる力も

私にとって、例えばパラオは、「浅黒いポリネシ

アの陽気なダンサー」。小笠原は畷の力xおりが全

身からにおいたつ、縄文系の若者］、そんなイメー

ジを思いえがいていた。

だいぶ感じがちがっていた。小笠原は、磯のかおり

がぜんぜんしない。なぜなのか、そのわけをリーダ

ーの岡野様が説明してくださった。

二見湾には、海苔、わかめなどの海草が育たない。

海底が石灰質なんだそうだb小笠原は、石灰岩が隆

起してできた島なんだもだから職のかおり」がな

くて、地中海のピーチのようなん危

「縄文系のお兄ちやん」というのも、あたらない

小笠原は沖縄とはまったく雰囲気がちがい、いわば

聰の軽井沢」、洗練された東京都のリゾートであ

る。

闇歩（かっぽ）しているのは、あごの細い、足の長

い、かつこいし都会の若者ばかり。

街は舗装され、しゃれたイタリーレストラン、フラ

ンス料理店､高級なパン屋､喫茶店bカフェテラス。

白亜の教会、郵便局。こったデザインのダイビング

ショップもみどりの蔦をからませたペンションも

そして、小笠原丸私は10日間、どんなにこの船

に入れ込んだことだろう。私のこころを、なぜ力揺

さぶる船小笠原の島々の生命線をにぎる船b小笠

原丸は週に1便、東京と小笠原(父島)を結ぶ。25

時間かかるので朝10時に東京･竹芝撰耗識島到着

は明日の11時である。

総トン数6679トン全長131メートル

速力22．5ノット/h定員1,031名
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263関村深雪

再来年4月には18時間で小笠原に行ける高速艇が

周航するとのこと。しかし私は25時間かけてやっ

とのことで行ける、そういう小笠原が好きなのであ

る｡ファンネルマークい､笠原海運の印)は美しし＄

紺の地にあざやかな赤の二本線。おなじマークの旗

がひるがえり、船の最後尾には、国籍をあらわす日

章旗澗夏には｢小笠原諸島返還35周年記念｣の横

断蔦

SDCのメンバー8名のうち、4名が小笠原丸に

乗船して、東京へ帰る日がきた。ロングステイの4

人が、ショートステイの4名を波止場で見送る。炎

天下、送るものも、送られるものも、かなりの根性

を要する大仕事bしたたる稲

「さよなら～！元気でね～」と声が項れる。

飛行機で帰るのなら、民宿の門で送れば十分b

船の別れは、そうはいかなし＄小笠原にとって、小

笠原丸を見送るのは、島をあげての神聖な行事、い

や、たいせつなセレモニーである。

とどろく「小笠原太鼓」。はげしいリズムと踊り。

やっと瞳の光」がかかる。4拍子である。

私は裸足になり、焼けたコンクリートの上に走り出

て1.5メートルの赤いパレオを左右になびかせて

振り、「蛍の光｣にあわせて､横にステップを踏み、

別れのワルツを踊った。

小笠原、とくに父島は、週に一度の小笠原丸の入

港、出港のカレンダーにあわせて島中の人々の生活

が動く。出航の日は、メインストリート（港湾通）

のすし屋が、すべて売り切れ状態となる。

名物「島ずし」をほとんどの乗客が、直前に買い込

んで乗船するからである。これは、ほんとにおいし

しもパン屋のパンも、ほとんど売り切れる。

そして船が去った翌日は町中が灯の消えたようにな

り、店はすべて定休日となる。

それから6日後、ロングステイ組4人の乗船日とな

った。二見湾風浪高し。三角波が砕けている。う

ねりも、かなり感じられる。今日は見送りの船から

の、小笠原名物「別れのダイビング」はないかもし

れなしも少々危険だもしかし、われわれは期待して

それを待っていた。大鯨によりそい、じやれかかる

イルカのように、ゆるやかに出航しつつある小笠原

へ

へ



へ

一

丸を追い慕って、小船の群がエンジン全開で伴走す

る。見送りの船たちの、心意気と楜生の見せ所なの

危ショップの船、大漁旗をひるがえす漁船､観光

船bぜんぶで20艘はあろう力もどの船が、さいご

までついてくる力もどの船から、何人飛び込む力も

IDAT剛Ⅲ景父島タクシー、FishEye・・・

われわれのショップ「パパスアルファー」号からは

真っ先に飛び込んだ6スタッフはぜんぶで8人。あ

るものは甲板から、あるものは舳先から。そして、

大荒れの海面でそろってバンザイ。みごとなチーム

ワークを示した｡力強い立ち泳ぎだ6豆粒のように、

波間に遠ざかる半裸の若者たち｡PAPAYA号が、さい

ごまで追いすがってきた。ただし、これは飛び込み

人数はゼロ。しだいに小笠原丸は速度を上げ、見送

りの船をすべて振り切り、二見湾をしずかに出てい

く。小笠原は､若者の島

人のこころとこころが10日間で固く結ばれ、また

風と白波に引きちぎられ、裂かれていく。

この「別れのセレモニー」に私はいつもこころを揺

さぶられ、しばし涙が止まらなくなるのである。

鋤賭:"ll清野村深雪、永田民子、芦野みどり、

芳賀幸子、志村秀子、久保田健靖、岡野博
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奄美焔で･･･｡。
166島田美世子

雨そして台風をくぐりぬけて8月25日から29

日の4泊5日で奄美大島へ行って来ました。参加者

は6名です6

目的は私の200本記念ダイブですも

奄美に決めた理由はある時、沖縄の帰り飛行機から

見た景色がすばらしく、ここで200本目を潜りた

いと考えていたのですbこんな私に気持ちよく同行

していただいた方達に感謝申し上げますも

さて、奄美空港に着いてからは迎えの車にて約2時

間ほどの移動で南部の泊まる「マリンステーション

奄美」に到着しました。途中コンビニに寄りお弁当

と滞在中の飲み物（大量とつまみを購入し、揺れ

ながらのお弁当を皆もくもく食べていたのが印象に

残っております6

期間中ちょうど大潮にかかり、朝1本、15時から

1本で、昼食後のお昼寝がお兄様たちにはなにより

うれしかったと思います6

目的の200本目ダイブでは70～80センチぐ

らいの「カメ」が現れ、長い間ゆっくりと草を食べ

る姿を見ながら移動。お別れは“さようなら”では

なくこれからのんびり、ゆっくり生きなさい術き

なさいかな？)と言われているような気がしました。

カメさんありがとう！！

ボート上ではペットボトルにシヤワーヘッドをつ

けて太陽に当てておき、上がってから暖まっている

このペットボトルのシャワーは最高でした。（シャ

ワーヘッドは東京より持参）これ皆さんにお勧めし

たい。

最終日はホテルにて島料理の「鶏飯」をいただき

奄美をあとにしました。

絢台笑い声の絶えなかった仲間達(みな先輩ですb)

と出会えて200本が達成出来幸せでした。本当に

皆さまありがとうございました。

宿及びショップは｢マリンステーション奄美｣で-ずお

お食事は美味しく量も多い。ダイブは親切そしてゆ

っくり行動できる。

参力賭：鈴木誠也、田辺絢子、関川清一、島田美世子、

坂東正朗、児島慎之介



第Z回散骨下見お楽しみツアー
リーダー：006大隅照子サブリーダー：390金井達雄、435金子忠司

めんそうれ凧嘉島､めんそうれ散昌を語る雲
370千野正勝

散骨を語る会による第2回散骨下見ツアーが、慶

良間諸島の阿嘉島で行われました。今回は大西亀美

代さんの義母上の散骨もあわせ行う事となり、初め

ての散骨実施ツアーとなりました。期間は6月30

日から7月4日迄を全員が参加するコア期間とし、

その前後は各自の自由裁量でのツアーでした。

参力賭は女性3名男性7名の計10名で、平均年齢

は約63歳でしたが、体力・知力とも元気なメンバ

ーばかりで、楽しいDVを堪能出来ました。またア

フターダイブは夜遅くまで泡盛を飲みながら、SD

Vを語り人生を語るなど、大いに盛り上がった毎晩

でした。

主目的であります散骨は、金子さんのご尽力で大

西さんの名前から亀のオブジェを貝殻で作って頂き、

海底の砂場でオブジェを中心に、大西さんの散骨を

全員で見守り合掌しました。また民宿のオーナーの

比嘉さんによる連続30回のバブルリングにより、

義母上の魂が海中から空中へと旅立ち、感動の散骨

セレモニーとなりました。

散骨下見DVでは、言うまでもなく変化に富んだ透

明度の高い多くのポイントで、マンタを初め美しい

魚達と出会いを十分堪能出来ました。散骨場所は何

も遠くの海外に行かなくても、沖縄の美しい海でも

多くの満足が得られるとの認識を持ちました。

アフターダイブでは、大隅照子さんと金井さんの誕

生日会を天城展望台で行い、美しく雄大な夕日を見

ながら、お二人の健康を祝しました。本来であれば

プレゼント贈呈のセレモニーがあるはずですが、お

二人ともプラン1靭壱好はないとの一方的な考えで、

満天に輝く星空からお好きな星をプレゼントしまし

た。

これでお二人の散渭場所は海ばかりでなく、自分の

星にも散骨が出来る事になったわけですも

今回のツアーを振り返りますと、メンバー皆様と

の新しい絆つくりと、民宿・ショップの暖かいサポ

ートに感謝し、何よりも小さな島ですけれど森と原

野に覆われ自然に恵まれた阿嘉島で、新しし溌見と

感動に出会う事が出来た日々でした。
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故郷[ふるさと〕の海に園かえ]った姑[はは］
007大西亀美代

今年3月、姑が97歳で亡くなりました｡50を過ぎてか

ら海に潜るなど、とてつもないことを始めた嫁をい

つも応援してくれていたのは沖縄・首里生まれの陽

気な姑でした。

｢女は海などつかるものではない｣と教育された世代

でしたが、「沖縄の海は赤や青のサンゴがびっしり、

色とりどりの魚が泳いでいてまるで竜宮のようだと

か！行っておいで､見ておいで｣と言って留守宅を護

っていてくれました。

葬儀の後遺品を整理しているとノートにいくつかの

歌が･･･その中に

.枝垂れ咲くハイビスカスの庭先で

歯をみがき居し父鉢植えに浮かぶ

･歯痛にて母の背知りし六ツの日を

昨日の如く恋しく思う

思えば第二次世界大戦の勃発。戦後長期に及ぶアメ

リカの統治時代にぶつかり両親の死に目にも会えな

かった姑そうだ私はダイバー、故郷の竜宮と言っ

ていた海に連れて行こう。でも夫はノンダイバーし

かも入院中､1人じや淋しすぎる。早速【散骨を語る

会】の大隅さんに相談､｢姑の散骨を沖縄でやりたい

のだけれど｣､唯しておきなさい｣二つ返事で引き受

けて下さいました。そして今回の阿嘉島でのお心の

こもった手作りのセレモニーb懐かしい故郷の青い

海でキラキラ輝く白砂と一緒に昼は魚達に囲まれ夜

は満天の星を眺めながら姑も喜んでいる事と思いま

すもお世話頂いた大隅さまご夫妻､【散骨友の会】の

幹事でセレモニー進行役の金井さま、同じく幹事で

色々ご意見を出され精魂込めてお供の亀さんを造っ

て下さいました金子さま、ご理解の上参加協力して

頂きました皆々様、この紙面を借りましてお礼申し

上げますも有難う御座いました。

へ

へ



阿嘉島散骨の体驍記

散骨友の会・幹事390金井達雄

切れとか、色々有ってなかなか散骨が始まらない

ようやく本番となったら、フィルム・ケース1個だけ

のお骨は、蒼い海に微かに白く痕跡を残し白砂の上

に沈んで行き、アシと言う間に消えてしまった。良

く見ると砂の上にお骨の小さな破片が一際白く光っ

ていた。

大西さんは、そのお骨と白砂を両手で掬って海中に

撒き散らし「お姑さん、サアーこの蒼く美しい故郷

の海で安らかに..．」と心の中で祈っていた様だ

った。

最後は、民宿「あかさ」の主人でイントラの上臨さ

んの特技「水中○リング」、この比嘉さんの○リン

グは、1度に30個位続く素晴らしいものだった。

散骨友の会メンバーが第2回散骨下見ツアーを阿嘉

島と決めたとき、○さんから、「この会のメンバー

は、皆が元気過ぎて何時になっても散骨が実現出来

そうもないから、今度のツアーでは食後の魚の骨で

散骨の予行練習をしよう」との提案があり、「それ

も面白そうだからやってみよう」という話になって

いた。ところが､その後､大西亀美代さんから、「私

の姑は沖縄出身なので、散骨友の会のメンバーでは

ないが、阿嘉島ツアーで散骨させてもらえない刺

との問い合わせがあり、二つ返事で引き受けること

となった。

いよいよ我々の初めての散骨が実現とあって、出

発前から皆張り切っていた。

特にKさんの熱の入れようは大変なもので、散骨

実施の前日より浜で拾い集めた貝殻で亀を作った。

この亀は、菅笠の下で笑っている表情がとても可愛

く、大西さんの身代わりとなりお姑さんを竜宮城な

らぬ天国に案内すると力も

そして当日は､全員が午前中のダイビングを1本中止

して、Kさん企画演出によるセレモニーのリハーサ

ルを民宿のテラスで実施し、散骨の円滑な遂行に万

全を尽くしたはずだった。

いよいよ阿嘉島の前之浜の夏日がカツと降り注ぐ

蒼き海で本番開始b

皆がボートよりエントリーした所が、上手い具合に

真っ白な砂地に手頃な4岩があり、セレモニー舞台

に最適、早速そこで散骨をすることとなった。

全員が海底に揃ったので、私は予ねて用意の横断幕

をBCのポケットから取り出そうとしたが見付から

ない。「そんな馬鹿な？」と思いつつ、マスクが邪

魔してポケットの中が見えないから、しっかり者の

○さんに私のBCの中を探してもらったが、やはり

無いと言う。「もしかして、私が誰か別の人のBC

に入れたのかも知れない」と「皆のBCのポケット

を調べてくれJとジェスチャーでお願いし、私は慌

ててボートに戻り船上を探したが、やはり見当たら

なし＄念の為にマスクを外してもう1度BCのポケッ

トを覗いたら、何とポケットの内側に張り付いてい

た。

皆々 様ご迷惑申し訳ありませんでした。やはり、ダ

イビングは､バデイーシステムに従って2人以上で確

認が大切なことを再認識し、反省しておりまfや

っと横断幕を広げて全員集合の記念撮影となるも、

やｵ1横断幕が水平でないとか、某氏のカメラが電池

蕊
》

蕊
ゞ
灘

画
醍
』
恐

蕊へ

鍛霧

；

露‘電 母

棒

4

〃

騨繭

竜,鰯
‘&ゲャ竃

恥q

錘
”
い
‐
． 蕊畦1

繭
■

季，霞、溺

幽

'ぬ。 鰐“－℃
バゾルリング30連発

勿論散骨が終わった夜も盛大な飲み会となり、第1

回の散骨では、リハーサルまでしたのに色々反省点

もあったが、今後「散骨の後の一杯会」は、「反省

会」とか「お清め」とせず、「海帰宴」（怪気炎？）

と称することなった。

今回の散骨セレモニーは、当事者の大西さんか

|ら､明るく楽しい会にして欲しいとの希望があり、

|このような企画・演出となりました。今後も出来

|るかぎり、ご本人、ご遺族の希望に沿った形の散

|骨を行うことができればと考えております6

へ

ところで､後日カレンダーを見たら7月2日ぱ‘友引”

でした。「はて・・・、これは散骨が続くことを意

味しているのか？次は誰か？」が、気になるところ

だが､誰でも何れ死ぬのだし､散骨友の会としては、

「また誰かの夢を実現出来る」、そして職骨を考

える人は、海が何寺までも美しくあって欲しいと思

ってくれる」と言うことだろうから、むしろ友引で

良かったと思う。
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〈472高木忠鯛

沖縄の手造り散骨会は素晴らしかった。

私の散骨会はニューカレドニアにしてと家族に遺言
しておこう。当分、まだまだ遊べそう。

〈435金子忠司〉

短歌（峻剛と川柳，三題

･故郷の海に還りし垂茅眼の

骨散る今に垂幕いずこ

〈342山口知子〉

初めてこの会に参加させていただきましたが､皆様、

朝から夜遅くまでエネルギッシュで、徹勧とは

ほど遠いパワフルな方々ばかりでした。

･酒呑みて亀鶴りると吹呵切り

貝を集めて亀美になりけり

･男岩見て互いに老いを認め合い

鷲

〈326酒井冨調

散骨時はフインで砂をまき上げてはいけないと4.5

m程の岩の上から上半身乗り出して拝見していまし

た。

犬西さんが散骨後、回りの砂と一緒にお骨を両手で

水面の方に、まき上げられました。

その時に両手を上に挙げながら、顔も水面の方に向

かれたので、僕の目に表情が入いりました。

其の顔は、まるで天使のように晴れやかで、すがす

がしく思わずこみ上げて来るものがありました。

いい経験と思い出になりました。

主鎧一一ﾏ．

b

覇

忠

へ

謹
灘
睡鐸

貝殻で作った亀のオブジェ

〈364百野博久〉

・微禄や美ら島の海星月夜

阿嘉島の散骨ダイブはまことに有意義な経験、忘れ

られない思い出となりました。

ケラマの海は美しく魚も可愛く充分に堪能しました

が、それにも増して阿嘉島の夜景のすばらしさは眼

に焼きつきました。

最後の夜にはトラックの荷台に乗せてもらい阿嘉大

橋，慶留間橋を渡り野生のケラマ鹿（ライトに照ら

された眼の輝きが印象的）に感動し、さらにガイド

リなさんのとっておきの場所に案内され、一面にホ

タルの群飛び掌に運ぶ幽玄の世界を経験する事が出

来ました。阿嘉島に行かれる方々には絶対にお勧め

ですも

〈005大隅楠夫〉

今回は、企画・内容共に充実した楽しいツアーでし

た。私・ビデオ班としても、散骨という、めったに

ない映像を撮れる機会に恵まれました。

〈006大隅照子〉

誕生日、夜空の星を1つプレゼントされました。何

と素晴らしいIこの星が流れ星になるまで生き続

けようと思いました。

へ

騨審“…迩冒轄寧」‐一‐ 聯
弓

鯉蕊
『踊守凸

写真･左から、千野正勝、大隅楠夫

山口知子、大西亀美代、高木忠雄、

金子忠司、百野博久、大隅照子

酒井富義、金井達雄

…

司寓

譲
与

『

‘r

水中散骨セレモニー「米子さA梅に還る」
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へ

へ

季ラワンツアー ･しポート

憧れのデラr7ﾝ厨ｿｱｰに鋤肋て

047竹腰憲江

同じ行くならその海のベストシーズンに1

永年の念願叶って、この度のデラワン島ツアーに参

加する事が出来ました。

リーダーの宇留賀さん、サブリーダーの良縁寺さん

デラワン非常勤ガイドの神作さん、大変お世話様で

した。ご一緒させて頂いた皆様、お陰様で思い出

に残る、Wonderfulldive&Enjoyafterdivel!j

になりまた。

今回の5大初体験！

①。・・19名の大所帯ツアー

②・・・スーパーカレント＆ダウンカレント

③・・・100,200,300,400本同時記念パーティ

④・・・2時間半の辛い航海？

⑤。・・一気潜行の後の中耳炎

①の大所帯、一緒に潜る方が半分以上、楽しいダイ

ビング＆アフター・ダイブを有難うございました！

やはりSDCのメンバーはパワフルで素敵な方ばか

りでした｣〉

②特に強烈な印象だったのは「マラトウア島」のス

ーパーカレント・ダイブでした。ブーメランの形の

島の内に向かう潮目を待って、全員セーの！で25

mの棚を目指して一気潜行1マイナス浮力で垂直に

潜行している筈なのに～～強烈なカレントの為身体

が横に・・・視界が開けた所で棚にへばりつき、ホ

ッ（笑）。棚の辺りにはそれなりに魚がいて、ドリ

フトで軽く流しながら、いよいよ話題のスーパーカ

レントのコーナーへ！何度力搭ったパラオのブル

ーコーナーでの流れを思い出しながら。でも、マラ

トウアのカレントはその比では無かった＊＊＊。

正に海のジェットコースター11快適｣ツルで、思わ

ず横で一緒に流されている良縁寺さんに“気持ち良

い－つ1最高11''って叫んでしまいました。

安全停止も潮に流されながら、5m？～ン？10

m？？・・これがダウンカレントなのか11日頃

の耳情報が役に立つ。インフレータに吸気＆排気を

こまめに実行し全員無事浮上。浮上した時の全員の

驚きと満足しきった笑顔は最高でした。

17

潮の関係でしょうか・・マラトウアに潜れなかった

方には本当に申し訳無いのですが、又行きたいポイ

ントになり、300本の心に残るanniversarydive

でした。

③の記念パーティもとても楽しく、この様に揃う事

はそうそう有りませんね。E子&H美さんの手作り

ブーケ、有難うございました！

シェフからのケーキプレゼント。めちやカラフル？

トロピカル？

④のタラカンからデラワン島までの船。・・2時間

半の航海は～～お印げかしいお話ですが・・頻尿者

にはそれはそれは辛い航海でした。シニア世代の年

少組(笑）でもこの「我慢」は大変なもの、次回は

船を選ばせて下さ～い！！この思いは私だけなので

しょうか．.。

⑤の出来事は・・耳抜きに何時も苦労していて「耳

が抜ける薬」を分けて頂き、飲んで潜ったところ～

～何もせずにドンドン耳が抜けるでは有りません

か，少調子に乗っていたらば・・・夜になって激痛

が襲い6閲もぬ一夜を過ごす羽目に・・・後で中耳炎

と判明。薬のせいでは無く貴女の耳が悪い！とは地

元の医者の弁でした。

デラワン島の桟橋下の魚影の濃さがまだ眼に焼き

ついていますも次回は桟橋だけでも？？そんな島

でした。

島民の住宅もとても清潔でホッとするデラワン、レ

ストランの食事もとても美味しかったし、スタッフ

もフレンドリー！全てに感謝・感謝1ですも



網が絡んで動けなくなって岩場の上にいた亀を男性

陣が網を切り助けたのは感激でした。切っている間

中、裏返ししても身動きしなかったので、瀕死の状

態なのかと思っていたのですが、自由になった時驚

く程の速さで泳いでいきました。亀も助けられてい

るのが分かっていたのでしょう。今浦島の皆さん竜

宮城にいけるかもね・・・11

強風の日は村を散歩しましたが、家は綺麗で平和

な豊かな生活を楽しんでいる様子が伺え、元気な子

供達と仲良くなりました。最終の夜は民族舞踊を見

たり体験したり、楽器の演奏に合わせて踊りまくり

ました。

皆様の暖かい助けを戴きながらのダイブ、思い出

一杯で書き切れなし位です6次はどこにお供させて

戴けるのでしょう成夢はふくらむばかりですb

今後とも宜しくお願いいたします6

宗ラワン･ダイビングﾚポート

343内山教子

昨年のサイパンに続き、今年はデラワンにjｿ戯し

ました。6月9日から緊張した11日間でしたが、

生涯忘れ得ぬ記念となる楽しい思い出となりました。

10年間やめていたダイビングを再開しても年間

の回数が少ないため、いつも初心者なので、同行の

方々にご迷惑をおかけしないように気をつけるのが

精一杯ですも行事が発表されても、自分からは申込

み出来ず、今回もキャンセルが出たからとお声をか

けていただき、参加を決意した次第ですb

説明会の時、今回は流れが強いので流されないよう

にとの注意があり、私もいよいよ太平洋の魚の餌に

なるのかとピビリマクリました。入水したら海底で

集合とのことでしたが、未経験なのに出来るか心配

でした。初回はやみくもに潜りましたが、会を重ね

る毎に仲間を見る余裕が出てきました。

デラワンの日々は浜辺のコテージ泊りで、5時に

起床、桟橋から美しい日の出を眺たり、とれたての

魚の売買を見物したり、ボートダイブ3本の他に、

希望すると、早朝も夕刻も潜ることが出来ました。

お陰様で、100本の祝いをして戴けることになり

ました。200本、300本、400本の方々と一

緒に見事なケーキ、手作りの花で祝って戴き、全員

のサインのあるTシャツまで戴きました。

今

宗ラワンの思い出

026良縁寺院子

ノ1浬卵行機と船をチャーターしての、デラワン島

ダイビングツアー。まず、コタキナバル市内のビバ

リーホテルに1泊、このツアーは全食付なのだが、

1日目だけは各自払いとなっていた。しかしジスコ

さんのご好意で、朝食と部屋の冷蔵庫内の飲物は無

料とのこと、ヤッター！なんて皆大喜びだった。

翌朝、チャーター機にて、タラカンヘ、タラカン

から船に乗り換えデラワンなのだが、この船が凄か

った｡デコボコ道をジープですっ飛ばすようなの危

体の小さし湫山さんは船の天井近くまでバウンドし

たくらいだった。やっとの思いでデラワン島に着い

た。

そこは、私好みの夢のような島だった。自然だけの

島、元気な笑顔の子供がいっぱいの島、ゴミ－つな

し情潔な村､そして何よりなのが心優しい人ばかり

の島だった。

着いたその日から潜る、潜る、食べる、食べるの

7日間、なんたって、早朝5時、太陽が水平線に見

え始めると島のスタッフ達は用意して待っている。

朝食前に1本、直ぐ前の桟橋からジャイアントでエ

ントリー、潜行して卿､た、桟橋の下にはあらゆる

魚達がゾロゾロ行列していた。壁のように、川のよ

うに、玉のように、私は嬉しくてこのポイントに1

日に2本位は潜っていた。2日目あたりから流れが

出始めた。大潮に入ったらしい。流されるダイバー

索

リ
へ

１
１

2班に分かれ、毎日場所を変え、美しし漁、カイ

メン、ウミウシ等種々の群れも楽しみ沈船もめぐり

ました。マンタを待つ為に流されないよう注意しな

がら堪えた時間も3回ありましたが現れず、トラフ

サメには何回も遭遇しました。他の班は逆でした。

心に残るのは、イルカの群れが船と平行して泳い

でくれた事と亀を救ったことでした。巨大な亀が多

く、岩の苔を食べているのを数多く見ましたが、魚
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のために船も用意されていた。私のバディも流され

てしまったが、水面に浮上してみたら、すでに助け

の船がいたとのこと。一生懸命に対応してくれる人

達に気持ちだけでもと心付けをと思ったが、チップ

の習慣がないとの事で、7日間、好意にあまえるこ

とになってしまった。

ポイントはバラエティに富んでいた。サンガラキ、

カカハン、マラトウア等の島にも出かけた。大物、

4物、体験したことの無いカレントなど面白い海だ

った。

思い出はつきなしも夕食の時、島尾愛子さんがゆ

かたを着て現れたら、現地の人達は、「おしん、お

しん」と喜んでいたり、11名の女子が食事の時間

を忘れてしまい、水中のビデオに夢中になってしま

った裏勿論、リーダーには「いい加減にしなさ

い！！」なんて叱られて、大きい目が怖かった事、

100本、200本、300本、400本と5人の

記念があった裏シェフにケーキを頼んだら、「ひ

ょうたん型」のケーキに仕上がった。柵､のケーキ

の習間無いので困ったらしい

飲み、夜は更けたのでした。

翌朝は来た時と逆のコースで、コタキナバルヘ行

き、ここで3時間の待ち時間、大変だなあと思って

いたら、3時間だけのホテルの部屋を確保してある

と言うではありません力もこれは嬉しかった。ゆっ

くりシャワーを使い、一休み、コーヒーをご馳走に

なり、一路成田へ・・・おつと忘れていました、毎

日の食事の美味しかったこと。21本のダイビング

も出来て大満足のツアーでした。

｢潮職能語る会｣の調鵬せ

7月にケラマで散骨を実施し、自信を付けた（？）

友の会b次の実施はいつの事か分かりませんので、

それまではおしやくりしながら、飲みながら、待

ちましょう。

へ

＊日時

*場所

*会費

＊申込

11月26日（水）、17:30～20:30頃

報喬「BOX」

4,000円

11月20日までに大隅照子-へ

この日、めったに見られない散骨実施のビデオを

上映する予定ですも少し早いですが忘年会も兼ね

て楽しくやりましょう。散骨の話が不愉快な人以

外はどなたでも振るってご参加ください

世話役:006大隅照子390金井達雄

裳

蕊
い

一

第11回ヴインテージ移会への由認1

島の草花を摘んで5人のブーケを作った。とても可

愛く美しかった。100本記念の内山さんにリーダ

ーが用意したシャツに皆がコメントを書いた。内山

さんは72歳になられる、水泳、スキーのインスト

ラクターなのだb皆さんのコメントの一部を紹介し

よう。「先は長いぞ、1000本をめざせ」、「先

は短い、急げ1000本」、「めざせダイビングイ

ンストラクター」などなどもこの内山さんが親切に

してくれる現地のガイドさんに、日本から持ってい

った、おもちやの“打ち出の小槌，をプレゼントし

たそうですb「お願いしたいことを言いながら4槌

を振ると、願いが叶うのだ」と教えたら、「マンタ

出ろ､マンタ出ろ」と願ったそうですb私だったら、

金、金、金なんて言ったかもなんて笑つちやいまし

た。本当に心慶しい人達で感動してしまいました。

最後の夜は、島内の青年や娘さん達と踊り、歌い、

新宿の夜景を見ながら､飲み．食べそして楽しく語

らう集いを下記野頂で開催いたしま龍未だSD

Cに馴染みの無い方、新入会員の方々も、他の会

員と知り合え、情報交換する良い機会ですb是非

ご参加下さい。

記

日時：12月11日（木）17時30分～21時

会場：ホテルセンチュリーハイアット27階

“ラプソデイー”、鞠盲西口。都庁前

会費:5,000円先着:25名

申込:E-mail又はFaxで12/1までに

Emailurg529@a3.ocv.ne.jp

FaxO44-969-3009

宇留賀達雄
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宇留賀達雄

*再度の気持ちに燃えて

「東京都・豆南諸島まるごと探検」（山下和秀）と

言う本を手にしてから、豆南諸島・嬬婦岩と言う聞

きなれない名前にとりつ力珈、“ダイバー究極のポ

イント”と言うこの場所に行きたい！ただそれだけ

を目標に、八丈島に通った。

昨年梅雨明け、波太郎の船長カズさんの許可もお

り、ようやく豆南諸島・嬬婦岩に向け出航という時

になって､遠く台湾沖に台風11号が発生し中止とな

ってしまった。

大きく膨らんだ気持ちがその途端一気に萎んで、

もう行かない、嬬婦岩よさようなら…。

本当そうに思っていたのに年が明けると、何と無

く「豆渤「嬬婦岩」と言う言葉が引っかかる。

そこで良縁寺さんに声を掛けてみる。

「どうしましょう」

「そうですね，どうしましょう、行ってみますか」

昨年の『何が何でも』『どうしても』と言う懸力れ

たような思いとは全く違って、やり残したものを片

付けないと、と言う気持ちでリベンジ・豆南行きの

計画が再スタートした。

*とうとう豆南の海をダイビング

参加メンバーは良縁寺・千徳（良縁寺さんの弟）・

狩野の昨年のメンバーに藤本・山崎の2名が新たに

加わって合計6名。

日程も昨年より何故か短縮されて、7月24日出港、

28日帰港と知らされた。

いよいよ当日、朝一番の飛行機で羽田を出発、八丈

島に向かう。台風も幸い通過して今度ばかりは嬬婦

岩に向かって出港できそう危八丈空港に無事到嵩

八丈島は風がやや強いものの、薄日が射すまずまず

の天候。

空港には、今回のガイドをしてくれる「ぶちアイラ

ンド」の金子さんの出迎えを受ける。
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まず剛i頂調…と思いきや､今日は風が有って波が高

い為出港できないので、明日に延ばし、今日は八丈

島で潜るとの裏～☆◇×§▲▽▼、又も暗雲！何

となくいや～な気分も

仕方なく波太郎に乗船し、本番に備え練習がてらの

ファンダイビン英

翌25日、いよいよいよいよ出賎一路嬬婦岩を

目指す事に。

でも1日遅れの出港なら日程が後ろに延びるのだろ

うか？それとも短縮日程？？当然タンクのエアーを

チャージするコンプレッサーを積むはずなのに積み

込んだ様子も無く、積み込んだタンクも少ないみた

い一体どういう事なんだろう？一切の詳細説明も

されず、聞く事も出来ず疑問を残したまま。

八丈島を出て青ヶ島までの4時間程は、潮の流れ

がきつく、波も高く揺れも大きかったがその後は穏

やかな海況が続く。

22時間夜を徹して走行し､翌早朝に豆南諸島の最南

端、目指す嬬婦岩に到着正にインクをたらしたよ

うな群青色の海に孤高に聟える嬬婦岩が朝日に当っ

て岩肌が美しい

海底1000nlから立ち上がり、海面100mも聟え立つ

姿

“嬬婦”とは未亡人と言う意味だと恥絶海の太平

洋に、激し↓風雨・波浪に耐え孤塁を守るその岩の

姿から想起させた名称なの力も

今日はここで3本潜ることに。

先ずは1本目｡かねてから言われて練習したように、

マイナス浮力で全員が一気に海面下20mに見える

岩棚に潜隆

人と人との間隔を開けると、その間にサメが割り込

む危険性が有るというので、間隔を詰めて、時計回

りに岩に沿ってダイビングも途中から反対側迄通じ

る岩の切れ目、洞窟に入る。これが又大きな呼吸を

している様に2～3m入ったかと思うと、逆に一気に

揺り戻される。強烈なうねり危洞窟から吐き出さ

れると、待ち構えていたように2～3mのメジロザ

メがウヨウヨ。丁度目線の位置に居るだけに一瞬ひ

/‐

へ



るむb壁に張り付いてやり過ごすb

海は蒼く限りなく透明で、イソマグロ・メジロザ

メ・カッポレ・ツムブリ・ヒラマサ・カスミアジ・

タマカイ等々大型回遊魚の種類も多く、数も、居る

が、果たしてこれが“ダイバー究腫のポイントと言

い切れるのか･･11？”

休憩を挟んで2本目｡今度は反対廻りにダイビングも

凄い！ただその一言さらに他のポイントではめ

ったに見れないと言うキハダマグロの群を交え大型

回遊魚のオンパレードも他にツバメウオ・ムレハタ

タテダイ等の大群が彩りを添える。

う－んまさに究極のポｲﾝﾄ。
3本潜って、嬬婦岩を後に今度は訓吐、烏島を通っ

て須美須・白根を目指すb潮の状態が良ければ白根

を潜るとのカズさんの言葉b白根は海底温泉が湧き

出ており嬬婦岩に負けないダイナミックなポイント

と力も嬬婦岩から須美須迄は11時間｡夜エンジン音

高く航行b夜船底での狭く蒸し暑く、エンジン音の

凄ましさに眠れないまま朝を向かえ、夜明けと同時

に、須美須に到着

朝食前に潜る事に。潮もそんな思ったほどには早く

なし＄

ここも蒼く澄み渡った海で、40～50mの透明度はあ

る。岩に捉まったり、カレントフックで固定しなが

らのウオッチンクもここも凄いの一言大型回遊魚

は何でもござれの世界。ハンマーヘッドが深場から

海面に向かって体を揺らせながら上がっていく。そ

れもあっちに、こっちに。

全員満足顔でエキジット。さ－もう1本。

な・なんと、船長カズさんは、ダイビングはこれ

で終了。八丈島に向かって帰るというではないか1

マジかよ～へ~bこんなに遠く、わずか14トンの小さ

な漁船に揺られ、船底に押込められてきたのにたっ

たの4鵡それはないぜ･･･の世界b

何を言っても仕方なく、ただひたすら八丈島に向か

って帰るのみもここから八丈島までは、11時間の行

漫夜の航行も長いけれど､昼間の何も出来ない11

時間は辛く長しも夕闇が迫る頃やっと八丈島に到着

民宿・自由が丘荘で打ち上げの臭

幸

爵,~
畳

~咄

経
嘘

～蝿へ

一

(波太郎の船上から朝日に羅蝿諾をパｯｸに）

潜った海は確かに噂どおり、半端でなく素晴らしい

の一言特に大物系・回遊魚系であれだけのポイン

トは稀有なのではない力も

でもわずか14トンの4型漁船で、16ノットの速度

で22時間強の航海の辛さは、筆舌に尽くしがたし＄

幸いと言うか、不思議と僕は船酔いをしなかったけ

れど、殆どの人は程度の差こそあれ船酔いをし、寝

たきり状態の人さえあった。

乗船する前は、酒を飲んで甲板でマットを敷いて横

になっていけば良いと気楽に考えていたけれど、と

んでもない。

外洋に出れば、とても波を被って甲板になど横にな

れず、夜は危ないからと締め切った狭い船底に閉じ

込められ、会話すら出来ないエンジン音の中でうず

くまっていなくてはならない。まさしく密航船に乗

った不法入国者はかく有らん、と思わせるような状

態

参加者の誰かが、「こんな辛い思いをし、わずか4

本のダイビング61本当たり10万円のダイビングフ

ィー、物好きも居たもんだ」

‘|鉛直なクルーザーで来て、この海を潜れたら素晴
らしいの一言なんだろうが、便利になればこの海の

素晴らしさはたちどころに失われてしまうだろう。

－神は全てを満たす我儘を許さない-も

へ

*豆南諸島ダイビングの総括。

豆南諸島、とりわけ嬬婦岩に行ってどうだったかと

言われたら一体どのように答えたらよいのか･･･・

無条件で「素晴らしかった、又是プ術きたい」とは

素直にいえない、何かが引っかかる。
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で心結局ダイビンケとはなんなのか。
SDC顧問大橋禄郎

4.無
Z．鮭．

ダイビングの一般的な目的

ダイビングがイコール「マリンスポーツ」でない

ことは、以前、この会報でお話ししたことがありま

すbその理由を繰り返しておきますと、

α競伎性がない。

②体力・気力の増強という要素が少なし＄

③パフォーマンス性がない（人の前でなにかを演

じたりしない）。

……ということになります6

水中写真コンテストには競伎性がありますが、こ

れはダイビングそのものの競技ではなく、創作活動

に関する競技ですから、これはスポーツとは別物と

考えなければならないでしょう。

では、ダイビングとは何なの血

人により、場合により、目的は異なりますが、おも

なところをあげると、以下のとおりですも

①未知の世界への旅

②写真撮影

③海洋生物の観察または研究

④浮遊感覚の体験

⑤異次空間における研究

⑥スポーツ（フリッパー競泳など）

⑦障害を持つ人の治療

⑧魚介類の採捕（漁業者）

⑨調査、作業、工事
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以上のうち、レクリエーションダイバーがおもに

楽しんでいるのは①~③でしょう脱こうしたレク

リエーションダイビングの現状を見ると、来るべく

してここに来たようにも見えますが、実際には、ダ

イビング雑誌や指導団体などが、いろいろの試行錯

誤をした結果、ようやくここにたどり着いた、とい

うのが私の実感ですもかつては、「水中ナビゲーシ

ョン」とか｢水中スポーツ大会」とか｢氷中考古学」

とかの道を探ったこともあります6また、魚介類の

採捕や救助訓練などに熱中するダイバーも少なから

ずいました。

特筆すべきは、西伊豆・三津浜（みとはま）の水

深10海のところに海底ハウスを建てた人がいるこ

とですbここは、入室したらウエットスーツを脱い

で、食事やゲームができる不思議な空間でしたが、

資金難や訪問者の事故によって1976年には閉鎖さ

れてしまいました。企画した田中和栄（かずひで）

さんは、その後、交通事故に遭い、重い障害を負い

ましたが、いまも「㈱海中居住研弼、を名乗って

仕事をしておられます6

「豊かな人生」を中心としたイメージ

ダイビングは、基本的には水中を歩くことですか

ら、陸上でできることはなんでもできる、と考えて

しまったほうが話は早い。海の中には、いずれは住

宅や街ができ、会社や学校などができたとしても、

海底ハウスを27年も前に体験し私には､さほど驚く

ことではありませんb「ダイビングとは、人間が水

中に、もう1つの社会を作る1プロセス」というの

を、この文章の結論にするのも一案でしょう。

しかし、ここで考えておきたいのは、「ダイビン

グとは、われわれの人生にとってどういう意味を持

つのカリという点ですも

以前私は、『マリンダイビン刎誌で、聡と人生」
というコラムを連載させてもらったことがあります
が、このテーマは、若い人が中心のダイビング誌に

は最適とはいえなかったかもしれません。それに、

へ
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個人が雑誌を購読する期間は1～2年、長くても

3～5年ですから、目先の話題、ダイビング誌であ

れば、旅行ガイドや磯材ガイドに追われる格好にな

らざるを得ませんb

こうした事情を考えたとき、シニアダイバーとい

うのは、ダイビングの楽しみや意義を長期間にわた

って考えるのに適した位置にいる､といえそうですb

若い人のように、趣味やレクリエーションを通じて

自分を発見してゆく時期でなく、残りの人生を、こ

こで出会った人やレクリエーションとじっくりつき

会いたい､と考える人が多いのではないでしょう力も

それは、残りの人生を充実させる手堅い手段となる

ことでしょう。

そういう人のダイビングスタイルは、ダイビング

へ繍毫菱纏二塁繍鬮室鰯雲
を棚Rし、人気のアイドル生物とはひととおり出会

い、それを仲間にアピールする……そういうのでは

ない楽しみ方があるはずですb

それが次のイメージですが、この場合、軸足はダ

イバーのほうではなく、人間らしい、ハッピーな人

生のほうにありますもこの視点は、ダイビング雑誌

の守備範囲を越えますから、該当者が自分でイメー

ジし、実行していかないとなりませんb

◆シニアダイバーのダイビングスタイル

《ダイビングの目鋤

①自然や野生生物の多様性を実体験し、それを仲間

と共感し合うこと。（共感する相手が必要）

へ②やがては自分が帰ってゆく大自然の雄大さ、優し

さに触れ、自然と対話をする。それは自分の人生

を問うことにも通じる。（老化防止、ストレス解

消といった陳腐な意味づけをしないこと）

佑醐

①バディシステムの厳守も相手に合わせる謙虚さを

最大級の課題とする。その努力こそが若返りの秘

訣

②行動はテキパキと。スピード、スタミナの低下を

自覚し、準備、エントリー、エキジット、後かた

づけなどを人より早め早めに行なうこと。（若い

人に依存するのを厳に慎む）

③ガイドの説明は最前列で聞く。説明中の私語は自
己コントロールの欠如と心得え、特に恥じる。水

中でも、ガイドの視界の中にいつも自分を置くよ

うにする。

④海の生物の名や生態をしっかり覚える。「年だか

ら覚えが悪くなった」という言い訳をしない図
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鑑を開く、水族館や講演会、写真展に足を運ぶ。

専用のノートを作って聞いたことを書き込むこ

とを習慣にする。

《コミュニケーション》

①よい聞き手になる。海の感想、生物の生態、ダイ

ビングの楽しさ、写真撮影のコツなど、いろいろ

の話題につき合う。「オレがオレが」は年長者が

かならず嫌われる定番。もう自己主張の時代は過

ぎ、若い人を受容し、共感する世代に入ったこと

を自覚する。「仏の○○ちやん」になることを良

しとする。それでは出番がなくてイヤだと思う人

は、司会者の道を選ぶのも一案話し合いを進展

させ、適切な問いかけをすることによって、尊敬

の対象となる｡ただし､みのもんたは悪しき見本b

小堺一機（「ごきげんよう」）、黒柳徹子（職

子の部屋」）あたりをイメージしよう。

②梅体験を人に伝えるスキルを持つこと。これまで

の職歴､趣味歴、人脈を生かして、海体験を情報

として発信する。、胸、短歌、詩、エッセイ、写

真、ビデオ、絵画、絵手紙、文章、歌、舞踊、パ

ソコン……あらゆる表現手段、伝達手段との関連

を模索してみる。ここに不備があると、どうでも

いいところで「オレがオレが」が出やすい

③仲間や同行者の氏名を正確に覚える。目の前の人

を呼ぶのに「ねえ、彼女」「おい、君ぃ」などは

絶対に避ける。かならず名を呼晶覚えにくし場

合は、メモを携行してすぐに書くようにする。こ

れがコミュニケーションの大原則

これらは、人によっては理想論に見えるかもしれ

ませんbしかし、それらを電戎目標とすることは、

生きることの動機にもなり、結果的に侭弱涛命（自

分の世話は自分でできる年糊を延すことにつなが

るでしょう。ダイビングは、レクリエーションであ

り、“たかが遊び'に違いないのですが、その遊び

に人生をかける意味を自問してはいかがです力も

伽除ムージ比s(M)"1

8/21/2003o62狩野幸蕊

Cカードのランクアップについて

モルジブでダイビングに関する法制化の動きが

あり、今年10月からアドバンス以上でないと2

Om以上潜れなくなる可能性がありますb

モルジブ行きを計画している人はアドバンスに

ランクアップをした方が良さそうです6



SⅨ広報担当005大潤南夫

7月27日付日本経済新聞の、全国の60代、70

代1300人を対象としたシニア読者調査によると、

全体の42％がインターネットを利用していると回

答していますb

そして主に利用しているのは、「情報収集」と「電

子メール」との事ですb

SDC会員ではどうなっているでしょう力も200

3年の名簿にEFImiladdressを登録している会員数

は、全会員の45％でした。E-mailaddressを登録

していない会員もいらっしやると思われるので、我

がSDCでは、おおよそ会員の半数がインターネッ

トを利用していることと予想されま戎

さて、SDCのホームページ(HP)は会員にど

の程脚開されているでしょう戒インターネット

を利用している人の中でもSDCのHP利用率に関

しては大きな差があるように思われますも毎日､朝・

晩HPを開けている人から、時々開ける人、更には

全く利用していない人もいるでしょう。

SDCホームページは「情報収集」だけではなく一

部の会員同士の間で、小ツアーあるいは飲み会の提

案などにも利用されていますbもっともっと多くの

会員に活用していただければと思いますb是非、

http:"sdcj.cside5.coIn/にアクセスしてみて下さ

いb

SDCホームページの内容：

。･･･.･･.｡。｡。･･･････････…･･車。｡.･････････････.････…･･････.｡◇｡.．p･････････…｡｡..｡.･･････････.･･･････…･･･.。.･弓

clUbinfbnmtion:SDCの紹介

news:SDC行事の案内など

tourinfOnnation:SDCツアー計画

bbs:揃叛､非公式ツアーの提案･報告､写真；

展､飲み会などの訪誘など

links:関連のダイビングショプ、旅行社､SⅨ；

会員の個の人ホームページ・アドレス；

photogallery:会員が写真を自由投稿できる場；

slideshow:会員の作品によるスライドショー；

~｡“･ﾛロ･申申ﾛロ｡・・｡･･･｡｡◆････････e･･･・･･･、｡｡“｡｡●・車中申･甲④｡◆･･･｡･･･｡､･･◆・････“･･･“･･･“･ﾛ■.｡■..．．・・・..・・・・・・｡e・・・・・・5

bbsの活用例として、仕事をお持ちで、なかなかS

DCツアーに参加できない会員が､急に時間が取れ、

どこかに行きたい時に、bbsで呼びかけて小ツアー

が成立する事もありますも今までは2名のケースの

み成立していたと思いますが、今回初めて3名の海
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外ツアーが成立しました。このツアーのご苦労､顛

末を次の欄で報告してもらいました。

このように、情報を得るだけではなく、短期間にア

クションを起こす手段としてもSDC・HPはもっ

と活用できるのではないかと考えていますb

また、未だインターネットを使われていない会員の

皆さん、今からでも遅くありませんb是非取り組ん

でみてはいかがでしょう汎SDC最年長の関川会

長も80代になってから始められたようですが､今で

はFInailを駆使して情報伝達､情報交換を活発に行

っているようですb負けてはいられませんね。

… 聯 勝 つ 鱈 ダ オ 鰐 ツ ア ー

378西村麻美

事の発端は、「この8月にどこかに行きたいけど、

SDCのツアーは平日が中心で、休みが取れない現

役には参加できない」という武田さんのSDCホー

ムページの掲示板への書き込みに、そうだそうだと

思い、「行きましょう！」とレスを書き込ん危し

かし､書き込んだものの､お会いしたこともないし、

どう具体的に話を進めればよいのか、と思っている

ところへ､掲示板に大隅照子さんのIB砿での飲み

会」の誘いの書き込みがあったので、これを利用し

ようと思い立ち、「行きます」とレス。大隅さんに

直接メールか電話で、「行く」と伝えればいいもの

を､わざわざ掲示板に書いたのは、脈行の意思が

あれば来て欲しい」という武田さんへのメッセージ

だった。その私のメッセージを敏感に感じ取った武

田さんが､当日､突然MXに現れてくれた！そして、

具体的にいつ頃,どこあたりと相談して､フィリピン

かタオ島に候補を絞ったところで、掲示板に高木さ

んの「私も行きたい」の書き込みが！

一度、お会いしてしまえば、あとの話はスムーズに

すすむb休日と旅行日程の調整をして、1ヵ月後の

8/20夜出発の8/25朝帰国の4泊6日8ダイブとい

うハードスケジュール旅行が挙行されることになっ

た。今、思えば、あのMXが、運命の分力珈目だっ

た。

今回の旅行が他のツアーと違うこだわりは、まず、

ホテルは追加料金を払って4泊ともシングノレルーム。

往復の飛行機の席は、全員が通路側希望のため、横

並びではなく縦並岱

食事とダイビングはワイワイガヤガヤだけどプライ

バシーはしっかり守るという、良く言えば自主独立、

悪く言えば、ただのわがままツアー？

/‐、
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しかし、タオ島は遠かった。出発日は、夜到着して

バンコク泊。翌朝飛行機でサムイ島へ飛び、タオ島

への船は出航が遅れて、ようやくタオのホテルに到

着したのはもう夕方の4暁移動で1日がつぶれて

しまった。時間のない現役には痛い。

しかし、タオ島の朝は早かった。ダイビングは、2

日間とも朝の6:35にホテル併設のショップ集合も港

へ移動して、ゆったり目の2階建ての船で出舳ポ

イントまで約30分の間に朝食のサンドイッチを食

べる。われわれ3人に、池さん、こうちゃん、めぐ

ちゃんというイントラ3人がついてくれるという豪

華叛！ラッキー！しかも、セッティングはしてくれ

るわ､タンクも背負わせてくれるわ､エグジットは、

はしごの下で、フイン、ウエイト、BC全部はずして

くれるわ、スタッフが次のセッティングしている間

へに私たちはスイカほおばって術憩タイム。こんな楽
してるともう他では潜れない体になってしまったか

も。

2本潜って､11時30分頃ホテルに帰り昼食後､12:30

分ショップ集合bまた船に乗って2ボートして、夕

方5時戻り。6時にはショップでログ付け｡7時に夕

食というダイビング三昧スケジュールb

2日間とも1本目は、ジンベイが出るかもというチ

ュンポンピナクルという豪|央なポイントで、いかに

もジンベイが出そうな雰囲気むんむんだったけど、

残念ながら会えなかった。ここの透明度だけは15～

20mで良かったけど、残念ながら、タオ島近くの他

のポイントは､透明度が8m前後と悪くて､武田さん

の透明度の悪し梅のベスト2～6を占めてしまった

へらしい。それでも、私にとってのお初のハシナガチ

ョウチョウウオ、ワヌケヤッコ、5cmもあるミナ

ミハコフグ幼魚と、1m級の巨大ゴマモンガラ、タ

イワンカマスの群れ､ハナビラクマノミのコロニー、

トウアカクマノミファミリーと、楽しめた。

そして、ここでのダイビング中に、武田さんが50

本、私が150本、高木さんが180本到達でもどう

せ通過点ということでお祝いはなし。淡白な3人で

あった。

ホテルは、タオコーラルグランドというタオ島では

新しいリゾートで、ホットシャワー付きということ

だったけど、シャワーはちょろちょろ、窓はせっか

くの網戸つきなのに、なぜかガラス窓をあけること

が出来なくて、いろいろ、不満はあったけど、ダイ
ビングサービスの日本人スタッフのフレンドリーで

一生懸命なサービスの良さに、ホテルの不満はすべ

て帽肖しになった｡ホテルの食事もおいしかったし、

帰る日はタオ島のメインストリートのほとんどのお
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店を冷やかして、船もたっぷり、飛行機もたっぷり

満喫して帰ってきた。

おっとり高木に、ほんわ力武田、仲を取り持つせっ

かちマミダと、適当にゴウイングマイウェイの3人

は、お互い気も使わずに過ごせたことが、なんとい

っても良い旅行だった。

､W一壱個こ融ﾉて

今号に2004年ツアー計画を載せました。

これらのツアーは予定が変更になる場合もありま

すので、詳しくはツアーリーダーにお問い合わせ

下さい。また、新たなツアー計画が固まり次第追

加いたしますb今回、新たなツアーリーダーとし

て数名の方に名乗りを上げていただきました、あ

りがたいことですもリーダーは勿論、大変苦労さ

れることもあるかもしれませんが、得るところも

大いにあると思いますb皆さん、ツアーリーダー

になってみません瓶そうすればSDCの活動は

更に活発になってきますb是非次号に計画を載せ

られるよう、提案をお願いしますも期待していま

すb

連絡先：ツアー担当幹事356栗本はるみ

Tel&Fax:03-3368-8062

e-Inail:haruchan@foresight.bias.ne.jp

SDCホームージbbs閲詞嗣制I
8/31/03012関川清一

第18回ダイビングフェスティバルは、2004年2

月6日より8日まで東京ビッグサイトで開催され

る。



No

344

346

345

302

307

343

329

330

331

334

339

340

341

401

402

404

403

405

406

407

408

409

410

411

412

ポイント名

安良里

八丈島

大瀬崎

伊東白根DV&秋祭

モルディブ北マーレ

石垣島

シパダンッァー

シパダンッァー

シパダンッァー

ｺーﾗﾙｼー&ﾖﾝｶ゙ﾗﾚｯｸ

タヒチ･ランギロア環礁

-1一ｶﾚドﾆｱ･マラブ
■■■

一ﾕーｶﾚﾄ゙ﾆｱ･ｲﾙﾃ゙ﾊ゚ﾝ
ﾛ■■■

ｲーｽﾀー島&ﾊ゚ﾀｺ゙ﾆｱ

ﾗﾊ゚ｽ･ﾎｪーﾙｳｵｯﾁﾝｸ゙

サイパン

ﾓﾙﾃ゙ｨﾌ゙･ｶーﾌ゙環礁

伊豆海洋公園

伊豆海洋公園

伊豆大島

伊豆大島

伊豆海洋公園

サイパン

阿嘉島

八重山方面

賊 WI

日程

03年2003/10/17

10月27日～29B

11月21日

10月15～16B

10月20～27日

10月5～9日

10月2～8日

10月20～26日

11月13～19日

11月24日～12月2日

10月14～21日

11月10日～18日

12月8日～13日

04年1月9～23日

2月16～21日

1月21～25日

2月18日～

1月下旬

7月上旬

9月中旬

10月中旬

10月下旬

5月中旬

6月又は7月

6月又は7月

SDCツアー計画一覧表I(2003年 2004年）

会員番号 リーダー名 旅行社他 概算費用 ツアー概要

397 櫻井憲義 コーラルウェイ 16,2002ボート､ランチ付き､4名以上

26 良縁寺悦子 波太郎 70,000伊勢海老食べ放題ツアー､旅費､宿泊､4ボート込み

398 櫻井憲義 コーラルウェイ 8,9002ビーチ､2名以上

26 良縁寺悦子 ナッソー 27,0002ボートDV,旅館1泊､OP2ボート有り､現地集合10名

287 石岡弘至 ﾜーﾙドｯｱー ﾌ゚ﾗﾝﾅー ｽ゙ 150,000全食付､DVはオプション､往復マーレ直行便

6 大隅照子 アクアガーデン 120,000現地集合現地解散､のんびりボーとしたい方向き

333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 200,000往復運賃.宿泊.シパダンでの全食･DV込み

333 阪上洋 ｵーｼﾔﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 200,000往復運賃･宿泊･シパダンでの全食･DV込み

333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 200,000往復運賃･宿泊･シパダンでの全食･DV込み

26 良縁寺悦子 スーパースポーツ 28～30万 8泊9日,10名定員

505 永吉拓也 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 348,000魚影の濃い時期､8DV付、日本人在籍ｻｰﾋﾞｽ利用

505 永吉拓也 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 298,000ニューカレ北部の秘蔵ダイブリゾート､8DV付

505 永吉拓也 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 188,000ベストシーズンのダイブサイト､4DV,延泊可

505 永吉拓也 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 650,000神秘のモアイ像観光と1日ダイビング､ハ°ﾀゴﾆｱ･ﾄﾚｯｷﾝｸ
●

505 永吉拓也 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 18～20万 ザトウ､コククジラ､運が良ければシロナガスクジラが

356 栗本はるみ パイナップルツアーズ 105,000ｲー ゲﾙﾚｲ･ﾂｱー ､6ポー ﾄDV､ﾗﾝﾁ付､夕朝食別､6～8名

356 栗本はるみ ﾜーﾙドﾂｱー ﾌ゙ﾗﾝﾅー ｽ゙ 209,000アイランドサファリ号クルーズ14DV,7～9名

62 狩野幸繁 ナッソー 11,000平日日帰り、ドライで潜ろう､現地集合､4～5名

63 狩野幸繁 ナッソー 32,000平日1泊2日、アオリイカの産卵観察､6～7名

64 狩野幸繁 グローバルスポーツ 60,000平日2泊3日、ニタリに遭いたい､6～7名

65 狩野幸繁 グローバルスポーツ 60,000平日2泊3日、死滅回遊魚観察､6～7名

66 狩野幸繁 ナッソー 55,000平日2泊3日、海洋公園Tennis&Dive､8～12名

5 大隅楠夫 M○C 10～12万 火炎樹のきれいな時期に､のんびり潜る､6～8名

6 大隅照子 オケアノス 10～12万 カメラ練習のためのダイビングツアー､5～6名

390 金井達雄 未定 ～12万～ 第3回SDC散骨下見お楽しみツアー､～10名

26
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SDCﾂ鼻計画一覧表II(2004年 ，

N◎ 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

413 マレーシア方面 10or11月 5 大隅楠夫 未定 ~20万 マレーシア方面､6～8名

414 シパダン島 1月19日～26日 287 石岡弘至 未定 16～20万 全食事､14ボートダイブ付､成田･名古屋発着

415 ネグロス島 3月18日～25日 287 石岡弘至 未定 16～20万 全食事､10ボートダイブ付､成田発着

416 バリ島 5月18日～25日 287 石岡弘至 未定 16～20万 全食事､10ボートダイブ付､成田･名古屋発着

417 ランテンガ島 10月20日～27B 287 石岡弘至 未定 16～20万 全食事､10ボートダイブ付､成田･名古屋発着

418 コタキナバル 4月8日～12日 333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 14～15万 初心者向､ダイビング2日間､朝食･昼食･ダイビング付

419 マブール 4月29日～5月5日 333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲピﾝｸ゙ 26～27万 マブールからシパダンヘ､全食事､ダイビング付

420 ランカヤン 5月13日～19日 333 阪上洋 ｵー ｼｬﾝグ化.ﾝｸ゙ 19万 初心者向､サンダカンでオランウータンを観る､全費用込

421 シパダン 6月3日～11日 333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 24～25万 シパダンDV後､オランウータンを観る､初心者歓迎

422 サンガラッキ 6月27日～7月6日 333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 27～28万 ｢マンタの男｣と呼ばれている島､初心者歓迎

423 シパダン 10月7日～13日 333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 21～22万 全食事､ダイビング付､初心者歓迎

424 シパダン 11月4日～10日 333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 21～22万 全食事､ダイビング付､初心者歓迎

425 北海道 2月中旬 320 清原れい子 未定 未定 北海道サホロスキー

426 アラスカ 3月上旬8日間 320 清原れい子 未定 未定 オーロラ鑑賞とアラスカスキー

427 八方尾根･安曇野 7月25日～26日 197 宇留賀達雄 個人手配 2.5万 ゴンドラに乗って八方池ﾄﾚｯｷﾝｸ゙ ＆安曇野のんびり散策

428 大島 9月4日～5日 197 宇留賀達雄 グﾛー ﾊ゙ ﾙｽﾎ゚ ﾂー 4万 前泊･延泊自由

429 紅海 9月又は10月 197 宇留賀達雄 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 28万 紅海グｲビﾝグｸﾙー ｽ゙ とﾙｸｿー ﾙ･ｶｲﾛ観光、日本人ガイド

430 コモド島DVクルーズ 5月31日～6月8日 245 今村孝 サンテクノ企画 US$1,845 ｸﾙー ｽ費用のみ､航空費別､中級以上､ｺﾓドﾄ゙ ﾗゴﾝ観光

431 ねぶた＆八甲田登山 8月5日～8月7日 245 今村孝 個人手配 4～5万 青森まで各自手配､延泊、白神岳､岩木山登山可､7名

432 伊豆･海洋公園 8月中旬 411 須永勝子 ナッソー スキルアップ＆ファンダイブ､初心者歓迎､平日日帰り

433 ﾊ゚ﾌ゚ｱﾆｭーｷ゙ﾆｱ･ﾛﾛｱﾀ 2月14日～20日 18 坂東正朗 パイナップルツアーズ 19万 全食事､ダイビング付､成田から6時間､空港から近い

434 ﾒナド 9月27日～10月4日 18 坂東正朗 パイナップルツアーズ 14万 全食事､ダイビング付､生き生き珊瑚のドロップオフ

435ｲﾝﾄ゙ ﾈｼｱ･スライヤール 6月中旬 378 西村麻美 ﾀｶﾎ゙ﾈﾗﾃﾏﾘﾝｻーﾋ゙ｽ 20万 日本人開発の新リゾート､6ボートDV付､6名、延泊可
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ファミリーダイビング 連載小説最終回

千夏のCカード取得の巻

O1S白木清美

前号までのあらすじ

千夏は家族で沖縄･北谷に来て､憧れのcカード取

得の許可を得て､挑戦する事になった。

海洋実習も何とか終了し､後はペーパーテストを残

すのみとなった。

ペーパーテストに合格すると､千夏も晴れてダイバ

ーの仲間入りすることが出来る。

シャワーを浴びてさっぱりした気分で、さあ、テス

ト勉強をやらなくつちや。（中燗ペーパーテスト

は良い点数が取れました。

「殆ど満点に近かったのに、引っ掛け問題で見事に

引っかかっていたぞもホントに理解できていなかっ

たら問題だけど、ちやんと分かっているくせに、さ

すがおつちょこの千夏だ」

「引っかけ問題なんて汚い」

「俺が出題しているんじやないよ、指導団体が作成

したやつだから」

「部分点を半分プラスしてくださるとか、そういう

救済の道はないの？」

「有るわけ無いだる・甘い」

「ちぇっ、でも、明日はお父さん達とボートでファ

ンダイビングに行けるでしよ？」

「ああ､天気が良くて､波が出なし事を祈るんだな」

昨夜みんなで作った「照る照る坊主」にお願いし

たのが利いたのか、今朝の沖縄はピーカン1雲ひと

つ無い空は、ギラギラ。海の表面はまるで湖水みた

いにさざ波一つ無し＄

今日は希にみる好条件なので､海人も私やお父さ

んお母さん、千秋さんやマキちやん鮫さんたちと一

緒に召煽の先にある泊港からダイビング専用ボート

に乗って慶良間諸島にある渡嘉敷島に向かって海面

を飛ぶように走る船上の人となりました。

慶良間までは所要時間およそ40分も波が無いの

で思いつきり調子良く走ってくれたようですb

ボートのデッキは広く、フィンまで履いて後部の

一段低いデッキからジャイアントストライドエント

リーも記念すべき初めてのボートエントリーですb

思っていたより簡単簡単。
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一歩ボートより大きく踏み出した足の下は「渡嘉

敷の野陶というエントリーポイント。

水面から水中を覗き込んだ瞬間、私の口から出た

のは、声にならない悲鳴

ブリーフィングの時、アンカーポイントで水深

15～6メートルと聞いていましたが、私の悲鳴は

高所恐怖症の人の悲鳴と同じでした。

「水がとってもクリアーで透明度が良かったよ」

何度も耳にした事のある言葉ですが、自分が鱸食し

てみてここまでクリアーな海が有るなんて111

体の下には水なんてまるで無く、ただ空間がある

の溌薄いガラスの板の上に自分の体が寝そべって

いるみたし＄

水中を泳いでいる魚たちは、レーザーディスクで空

間に描き出された映像にし力思えない海底から

15メートルの上空に浮かんでいる私の頭の上には

「ドラエモン」に貸してもらった「タケコプター」

がついているみたい次にエントリーして来た千秋

さんに「OK?」と聞力れ、「OK!!」と答えますb

親指を下に「潜降」の合図私も同じく「潜陶

のハンドシグナルで応える。

ボートの後尾のデッキ脇にはロープが垂らされ、先

に重りのウエイトがくくりつけられていますb

このロープを手繰りながら耳抜きをしつつ、水深を

下げていきますが底は直ぐソコに見えているのに随

分潜降に時間が掛かりますb

透明度が余りに良すぎるので、距離感が狂ってし

まっているのでしょう。

錘のつけられたロープは途中までしかなかったの

でそこからは自力でフリー潜降b

海底に降り立った私たちをまず迎えてくれたのはブ

ルーの体に紺色の「のの字lの書き損ない…「の｣％

という字を習字の筆で書いて遊んだような体におし

やれな黄色い三角型のシッポ。この南洋ハギも可愛

かったけれど次に見た魚も負けず劣らず、神様の悪

戯書きそのまんま。「モンガラカワハギ」

タテジマキンチヤクダイに至ってはサングラスをか

けているしか思えないキザな目元
「渡嘉敷島の野崎」は憧れのファンダイビング第1

本目としては申し分なし最高のポイントでした。

/~、
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昼寝とスキンダイビングを堪能して今日の2ダイ

ブ目は陵室島の益田」というポイント。

ここも透明度は40数メートル有って、本当ならば

ベストコンデションなのですが､今朝ほどの｢野崎」

があまり良すぎた為感激度はイマイチb

それでも、ちゃんと魚は色々たくさん見てきまし

た。2本目もなかなか充実した中身の濃いダイビン

グが出来て、沖縄まで連れてきてCカードを取らせ

てくれた両親に感謝しますb(中略）

潮はあんなにピーカンでべた凪だったのに、ホン

の少しの時間で海の表情は変わってしまうのね」

吟日のダイビングは2本とも鯛の前の静けさ』

状態のお陰でとても沢山の魚も見えたし、透明度も

最高だったので、ストレスもなくてよかったわね」

「ウン、とても楽しいファンダイビングだったわ」

へ「でも、明日からは台風の影響を受け始めるから、
うねりが出る外洋や南岸は赤旗が出て遊泳禁止にな

りそうだな」

「ちゃたんの砂辺も？」

「砂辺は反対側だから、風がでなければ大丈夫かも

しれないけどベストコンデションではないぞ」

「風が出るとダメなの？」

「ああ､南にある台風に向かって風は吹き込むから、

才陳の風が吹いて風波が出る」

「ダイビングは？」

「もちろんダイビングも不可能になるさ。」

「明後日は」

「それこそ、もう台風のまつただな刺

あと一日半沖縄で過ごせる予定だったのですが、

へ台風のお陰で明日の朝にはもう沖縄を発たなければ

ならなくなりました。名残惜しいけれど、仕方あり

ませんb

これからショップに帰ったら、まず千秋さんにサイ

ンを貰うつもりですb記念すべきファンダイビング

の第1号バデイとして、ログブックに彼女のサイン

を。

サインを書いて貰ったら、バディとしてのコメント

も書いて欲しいですbきっと岡山に帰ってもログブ

ックを読む度、今日のファンダイビングの事を思い

出すでしょう。何度も。何度も。

そして私も千秋さんのログブックにサインをして、

いっぱいお礼の言葉を書きたし＄

こんなにダイビングが素晴らしいものだったなん

て、今までも色々な海に付いていってスキンダイビ

ングを楽しんでいたけれど、エアータンクを使って

のスクーバダイビングの感動は、経験したものにし

か分からないでしょうね。
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マスクをつけて水の中に顔を浸けた瞬間から、私は

地上の一切から解き放されて、海の水と一体になり

ました。

どんなに感動的な映画の世界だって、小さな魚の

計算されていない可愛らし↓壮草には負けてしまう

でしょう。

水中の浮力感は身体中のすべての体重を忘れさせて

くれ、まるで自分がピーターパンになれたように、

妖精になって空を飛ぶ事だって出来ますb亀のよう

に手だけで泳いでみたり、イルカになってドルフイ

ンスイムも出来るし、水中では蝶にも小鳥にも変身

する事が出来るのですb

呼吸もレギュレターを使って、地上と同じように

する事が出来るので、苦しくなんてないですb

あなたも私たちと一緒にスクーバーで遊びましょう。

但し正しいスクーバーの基本を習ってからね。

ショップの探し方は､タウンページで探しても砿

だけど、できればどのようなダイビングスタイルの

ショップか知りたいですよね。

そんな方はダイビング雑誌などを見たり、現にダ

イバーが身近にいればその人から情報を仕入れる事

も良いでしょう。

自宅に近いとかツアーが多いというのも大きなウ

エイトですよね。でも、たくさんのショップの中か

ら自分の価値観と同じ価値観のショップやインスト

ラクターと出会えると素晴らしいですよ。

そして、ダイビングは2～3年だけの短い遊びでは

勿体ないですb楽しくて安全なダイビングライフを

あなたも永く楽しんでくださいね。

私ももちろん､おばあちやんになるまで頑張りますb

では、そろそろ、飛行機の時間になりました。

チャオ、沖縄！

待っててね。魚違

（了）

永い間連載しました、白木清美さんの4説も今回

を持って終了することになりました。

編集責任者の交代など諸々の事情から、白木さ

んの了解を得たとは言え、不本意ながら、途中か

ら中略を交えダイジェストにせざるを得なかった

事を深くお詫びする次第でする停留賀）



巨六マンボーに遭い琴した

（II齢ｿアー419村上あい子

今年は一度でいいからマンボーを見たいと思い、

主人も早めの夏休みを取りインドネシアのレンガボ

ン島へと思いをはせパイナップルツアーズの大井出

さんに七月五日から行きたい旨お伝へしました。

そうしたらパイナップルツアーズの二十周年記念の

バリ島ツアーと日にちがバッチリあって「ムンジャ

ガン＆レンボガン周遊ダイブ9日間」にのっかって

行ってきました。SDCからの参力賭6名、他4名

のベテランダイバー、さらにトッレッキング組10

名、総勢20名という大所帯でデンバサールから一

路、最初の目的地ムンジャガン・ジャングル＆ビー

チリゾートをめざし、送迎バスで3時間半の国立公

園の一角にあるというリゾートに到着しました。

夜遅い到着にもかかわらずスタッフの暖かい出迎

えや夜食などの心遣いで、長旅の疲れも一度に吹き

飛んでしまいました。このリゾートは、出来て一年

位ということで、まだ日本の人達には、ほとんど知

られていないのではないかと思われますbなんと言

っても国立公園の中にあるのですから広大敷地とエ

コリゾートなので、すべてが自然を生かして、とっ

ても居心地が良く、五つ星ホテル並のキメ細かいサ

ービスで、こうゆうリゾートがあること事態うれし

くなって、次の日からのダイビングにも楽しい予感

がしました。

敷地があまりにも広大なのでどこに行くのも車で

移動ですbダイビングボートに乗り込むまでも車で

送迎、その途中で野生の鹿、野豚、野鳥などを見な

がらのジャングルと海の一挙両得の2日間でした。

ダイビングスタイルは午前一本で昼食荊木息は無人

島で、午後一本というのんびりスタイル、海もおだ

やかで、サンゴも元気で楽しいダイビングでした。

海から帰ると水着のままリゾートの露天風呂といっ

た感じのジャグジーで体を温め、またﾗ企ルで泳ぐ

人もいたり、どっさり出してくださるおやつをコー

ヒーや紅茶をサーブしてくださるのを楽しみ夢心地

夜は二十周年記念ツアーということで特別だっ

たのでしょうが、ホテル側の好意で、普段は目にす

ることがない民族楽器ジュゴグの伴奏で、素晴らし

い民族舞踊を見ながらのディナー。
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最後には、ジュゴグ剛申聖な楽器なので女性には触
らせないというものなのですが、私達にも叩かせて

いただいたり、踊り手さん達と一緒に写真を撮った

りと本当に楽しませていただきました。
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このリゾートは何せ、お客さんの数の何十倍もスタ

ッフがいるので、そのホスピタリテイーは素晴らし

いものがありました。三泊した後、うしろ髪を引か

れる思いで、ムンジヤガンを後にし、サヌールで一

泊し、次の目的地レンボガン島へと向かいました。

宿泊はココナツリゾートで、ここは山の斜面にひな

壇状にとてもかわいらしい円形コテージが建てられ、

どのコテージからも海が一望でき快適でした。

さてお目当てのマンボーは、ここの海なのですも

二泊だけなので、はたして遭えるかどうかは運次

第I午前二本、午後一本というスタイルで潜りまし

た。初日勿論マンボー狙ﾙ､で潜りましたが、現れて

くれませんでした。マンボーには遭えなかったけど

たくさんの種類の魚がいて、とても楽しめました。

ただ水温が低く五ミリウエットでもちょっと寒いぐ

らい、潮にもよるでしょうが、ちょうど逆流で、流

れもかなりきつかった。

翌日あまり期待しないで、流れがきつくないこと

だけを望みながら一本目ヌサペニダのクリスタルベ

イというポイントに潜りました。流れは、やはりア

ゲインストでいやだなと思いながら進んでいくと突

然、水温が冷たくなったその時遠くの方に大きな丸

い岩のようなものがあり近ついて見たらなんと大き

な大きなマンボーでした。ヤッタ11と心の中で叫

びました。何とじっとして動かないのですもこちら

もじっと動かず観察しました。カメラを持ってくれ

ば良かったと思いましたが後の祭、昨日の流れがあ

まりにもきつかったので、誰もカメラもビデオをも

持ってきていませんでした。マンボーは一匹だけで

はなく、もう一匹（あまりに大きいので二枚って言

うのかな？）ただただ感激、初めて出遭ったマンボ

へ

へ



-bすごく大きいけれどとても可愛かった。後でガ

イドの方が、あのマンボーは四メートルはあったと

言っていました。レンボガン島には、たったの二泊

だったのに念願のマンボーに遭えて本当にラッキー

でした。全員大喜びのダイビングでした。

こんなに盛りだくさんの欲張りツアーを企画、

添乗してくださったパイナップルツアーズさんに心

から感謝です6

SDC鋤賭：鈴木清子、刺li清、近藤朋子

市鳴健一、村上彰、村上あい子

SDC｢Tennis&Diving」
へ9/9～9/11062狩野幸繁

へ

SDCも本来のダイビングだけでなく、散骨・ゴル

フ・ハイキング・スキー等々色々な分科会が出来、

それぞれに活動して会員同士の親密さも増しており

ますもそんな中で、ダイビングの場である海ではな

く、どう言う訳かスキー場で､ひょんなことから｢テ

ニスとダイビング」という企画はどうだろうかとい

う話が出て、実現の運びとなりました。

両方安直に出来るのは伊豆方面が良いのではないか

という考えで、ダイビングはSDC賛助会員である

「ナッソー」さんにお願いする事にして、近くのお

宿とテニスコート探しを始めました。以前に、伊豆

海洋公園が主催している「JFC」が会員になって

いる「エクシブ伊豆」を利用した事があり、テニス

コート4面、室内外プール、温泉、露天風呂・サウ

ナも整い、食事、ムードもなかなか良かったので、

丁度家内が「エクシブ山中湖」のオーナー会員の一

人になり、何かと便宜を図って貰えるので、泊まり

とテニスはここを利用することにしました。

3月の「ヴィンテージな会」で日程を決めたのです

が、当初一泊二日のつもりが、どうせなら二泊三日

の方がゆっくりと楽しめるという意見が出て、従う

ことになりました。

発起人はスキーの時に室内コートでテニスをした4

人なので、仲間を集めようということで、以前事務

局の採ったアンケートの趣味の欄に「テニス」と書

いた方々を対象にお誘いしました所、最終的に10

人の方が申し込まれました。

計画段階で、発案者の方達に一日目と二日目はE

食前に2ダイブ､昼食後2時間テニス｣、三日目は、

昼食前に2ダイブ、昼食後解散」という線でご賛同
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を頂いていたのですが、これを参加される方達に発

表したところ、「大変なハードスケジュールだ］・

「殺人的だ」という意見が出て、ナッソーの柳田オ

ーナーも「これは大変です刺と言われたので、と

にかく1日目やってみて、様子を見てから二日目以

降を考えようと思っていたのですが、蓋を開けてみ

たら､皆さんタフなこと｡難なくこの日程をこなし、

しかも夜は食事中は勿論、食事後も持ち込んだアル

コールで盛り上がり、これでは「散骨」は当分ご縁

がないと大笑いでした。

ダイビングは、三日間とも伊豆海洋公園で､柳田、

森､織田の3人のインストラクターにお世話になり

ました。今年の海は異常で、冷水塊が居座っている

のか、20mより深場へ行くと20｡C以下ではな

いかと思われるくらし怜たい水になりますb例年な

らば、もう少し透明度も良くなりゆっくりフィッシ

ュウォッチングを楽しめるのですが、いまいちの感

はありました。それでも海の中は賑やかで魂イサ

キの子供達・マアジの子供達・カタクチイワシの子

供達・ヤマトカマスの子供達等がそれぞれ群れを作

っている中へ、大きなヒラマサやマダイが捕食に廻

ってきたり、稲妻のようなスピードでソーダガツオ

が突っ込んだりします6また、ツユベラの幼魚、テ

ンスの幼魚、ミナミハコフグの幼魚等の可愛らしい

面々もいますも海の宝石といわれるウミウシも一寸

シーズンから外れてきましたが、何種類か見つけら

れました。3mmのスーツで頑張る人もいて、全員

予定のダイビングをこなしました。最後のダイビン

グが､丁度村上さんの100本目だったので､水中・

陸上で記念撮影b

一日目と二日目は海洋公園で昼食後、ホテルに戻っ

て3時からテニスの時間です610人の方が彦劫ﾛさ

れたのでコートは2面、各2時間取りました。ゲー

ムの好きな人、練習の好きな人、色々おられました

が、皆さんキャリアがありしっかりしたテニスをな



さっておられました。

当初はダイビングの疲れで、何人かはお昼寝かなと

思っていたのですが、全員参加で、2面2時間フル

といかないまでも、それに近い消化振りでした。

三日目は、2ダイブ後、中華料理の「天山」で昼食

を摂り解散皆さん車で来られていたので、ビール

が飲めなかったのが残念そうでした。

参加メンバー:=jil明子(451)、宇留賀達雄(197)、大隅楠

夫(005)、照子(006)、太田允康(141)、金井達雄(390)、藤

巻静枝(452)､本田稔(153)､村上信一(423)､狩野幸繁(062）

:後日談:参加者の一人がこのツアーのことを、s

;DC顧問の吉村せいこ先生に話したところ、次の

§ような注意を受けました。「ダイビング後の激し

;い運動は窒素が抜けにくくなり、減圧症になりや

;すぐなるため控えなければいけない」。幸いにし

;て､今回のツアーでは問題は生じませんでしたが、

:今後、テニスに限らずダイビング後の運動は、慎

;むくきものとの教訓を得ました。また、熱いお風

；呂、強いお酒等にも注意が必要となります6

SDCに巡l会えて
506国師ヨ起子

私は退職後の2001年のお盆にCカードを取りまし

た。私を引き受けてくれた岡山のお店では私のよう

な高齢者を指導するのは初めてのようでした。カー

ドを取って、さあ、始めようと張り切って数回ダイ

ビングに行ったところで、母の入院などで、中断し

てしまいました。

翌年2002年5月の連休から再開しました。半年

ぶりでしたので、前にやったことをすっかり忘れて

いる、ゼロからやり直しだと人をつけてくれたので

すが、結構高いお金をはらいました。連休から9月

までに9回行き、本数は70本を越えていました。

0Wですが､若い人と一緒ですから､水深30メート

ル以上も何度もいきましたし､ナイトもやりました。

うまくみんなについて行ける日もあるし行けない日

もありました。中性浮力が完全にとれていないから

でしょう。浅場になると浮上しやすい、水中でフイ

ンをしめようとしてちょっと体勢を崩したとたんに

浮上し始める、浮上が始まると自力で建て直しがで

きないのが一番の問題でした。いつもお店のツアー

で行くのですが､一緒に行く人は30歳前後の独身の

若い男女がほとんどでした。彼らの両親がみんな私
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より若いのですb時には孫のような人もいました。

私の仲間といえるような人がいないのも悩みでした。

本数を重ねても、もう大丈夫と自分で思えるように

はなっていませんでした。

10月10回目のダイビングは愛媛県西海でした。

そこで櫻井憲義さんとお会いしたことがSDCに入

会させていただくきっかけになりました。私たちは

インストラクターと若い男性3人の5人でした。櫻

井さんは奥さんと旅行の途中に私たちと同じボート

でダイビングされました。私は一緒にダイビングす

る仲間がいなくて困っていることをお話ししました。

そうしたら東京にシニアダイバーズグクラブという

のがあると教えてくださいました。自分のうちに会

報（表裏表紙に櫻井さん撮影の写真が掲載されてい

る）があるからと送ってくださいました。入会申込

書は11月ごろ送りました｡その時点で新年会の日時、

場所もわかっておりましたので、新年会には是非出

席しようと年内から楽しみにしていました。

新年会では一緒に海外のダイビングに行ける人が

みつかるといいと願っていました。素晴らしいリー

ダーの良縁寺さんと同じテーブルになったのは本当

にラッキーでした。その場で4月のグアムツアーに

加えていだだくことがきまりました。出席者はみん

な明るく非常にパワフルな方々だったので、私も元

気をもらいました。これから楽しいダイビングがで

きそうだと胸ふくらみました。

一方、お店の人は私がグアムヘ行くと知って大反

対（？）しました。

私の力ではまだ海外は無理だと。ガイドさんは遅れ

た人がいてもほっておいて行く、どんな人とバディ

になるかわからない、中性浮力が完全にとれない、

海外では潜行ロープなんかない、フリー潜行ができ

なければ駄目危ただ、自分の店で行くのならいい

と。いろいろ言われたのですっかり落ち込み、とて

も不安な気持ちをいだきながら参加しました。

グアムではﾉI型台風がきてダイビングができたの

は2日目の午後でした。その日はパラオからの人も

合流し16人でした｡4人に1人ガイドさんがつきま

した。今日は波があるからロープで潜行しましょう

と言われました。

私が今まで若い人たちとやってきたダイビングのこ

とを考えると危険なほどの波とは思えませんでした

が．・・・私たち最後のグループのためだけだった

のかもしれませんが、船尾から船首まで太いロープ

が張ってありました。それを伝って船首シ､行きロー

プで潜行しました。帰りはロープは引き上げてあり

ましたが、主任インストラクターの河野さんが私た

/ヘ
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ち3人の手をつないで船尾まで誘導してくれました。

途中1回浮上した時には河野さんがあがってきて私

を抱え再度潜行させてくれました。本当に力強いサ

ポートでした。

エキジットの時は梯子に手をかけると両側からフイ

ンをはずしてくれました。

先にあがったガイドさんかアシスタントの方だった

のでしょう。

船上で休憩中にはスタッフの方がタンクを取り替え

てくれ、こんなにしてもらっていいのと思うほど至

れり尽くせりのサービスでした。日本できいていた

のと大違いでした。向こうでいろいろお世話くださ

った馬塲さんの顔とお骨折りのお陰だったことも大

きいと思います~6同行の方々はみんな気持ちのいい

方でした。私ができなくてもみんなきた道だからと

暖かく優しい言葉をかけてくれました。みなさんか

ら行かれたところの話をきいたり、情報もえられま

した。ダイビングの諸先輩からアドバイスやご注意

をいただいたことも有り難たく参考になりました。

日本から抱いていた不安や心配はどこかへ吹っ飛ん

でしまいました。私はグアムヘは観光旅行にも行っ

たことがなかったので、初めての人が訪れるような

場所も行けたし、夜はおいしい中国料理をみなさん

と一緒に食べられたし、豪華デイナーショウも特別

いし傭で見られたしと、SDCツアー初参加は本当

に楽しく忘れ難いものになりました。ご一緒してく

ださったみなさん、お世話くださった馬塲さん、良

縁寺さん本当にありがとうごさいました。

次に行くSDCのツアーもいくつか決まっています6

今SDCに入会させていただいて本当に良かったと

思っていま-ｳ玉

新 会員紹介
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一

SW§位10鵬鎗ﾉﾄﾃｨｰの予告！SDC§位10鵬鎗ﾉﾄﾃｨｰの予告！

ＩSDC設立10周年記念の会が2004年1月

31日に計画されていますb皆さん、予定を空け

ておいて下さい。

SDC設立10周年記念の会が2004年1月

31日に計画されていますb皆さん、予定を空け

ておいて下さい。

名 …丁名…丁

2004年1月に名簿を改訂いたしますb住所、

電話、メールアドレスの変更、新規登録などある

方は、12月6日までに、事務局までお知らせ下

さし％

2004年1月に名簿を改訂いたしますb住所、

電話、メールアドレスの変更、新規登録などある

方は、12月6日までに、事務局までお知らせ下

さし％

－
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SDC・ダイビングの方迄

(1)目的

クラブ活動の主なものは、会員が自主的にバディやグループを作り、ダイビングをする
ことを支援するものです。その活動を円滑にするため、クラブでのダイビングが設定さ
れています。

(2)運営の原則

クラブ．ダイビングは安全優先と「自己責任」が原則です。リーダーは参加グループ
を確認する窓口の役割を持っていますが、旅程及びダイビング等ツアーに関する全ての
事項に関して一切責任を負いません。ダイビングは全て自己責任であり、現地のガイド
の指示によって行って下さい。

(3)参加砿潔方法

参加確潔は、クラブ規定の様式で行って下さい。それ以外の様式で参加を確潔するには
時は、次の項目を必ず記入して下さい。

①ツアー名

②会員番号・参加者名

③経験本数・経験年数

④緊急連絡先の氏名と住所・電話番号
⑤同意署名

参加確潔は手紙、ファックスなどで行い、電話だけでの確認は避けて下さい。参加確認
の証拠が残らないと、トラブルの原因になります。

(4)定員と締切日

定員は原則として8名としますが、増減出来ます。
締切日は定員に達したとき、又は2ヶ月前とします。

(5)ダイビング計画の条件

計画上の日程や概算費用は、あくまで暫定的なもので変更されることがありますのでご
了承下さい。
ダイビングに関する費用の支払いは、原則として旅行会社と参加者の間で行って下さ
い。リーダーに金銭上の負担をかけないようにして下さい。
リーダーは全てにおいてボランティアでやって頂いております｡旅行社の人でも、添乗
員でもありません。失礼の無いよう感謝の気持ちをお忘れのないようお願いします。

(6) レポート

リーダーは所定用紙による報告書を事務局に、又会報掲載用レポートをリーダー又はリ
ーダーから指名された参加者はダイビング終了後、SDC広報担当に（写真添付）提出
して下さい。

レポートは直近の会報に掲載いたします。
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させ、記憶の糸を手繰り寄せました。10年以上経っ

ていてもちっとも変わっていなくて…お子様連れに

時の流れを感じました。

《写真展を終えて！》
468通山多恵子

晦で感じたきれい楽しい気持いい」を伝えたく

て水中写真を始めました。

あれからン…十年！ダイビング歴･水中写真歴とも

に長いのですが、写真展（個展）は「99,大胴に

次いで2回目になりますも

感嘆の言葉やお褒めの言葉を素直に受け取り、苦

労？が報われた思いですも

それもこれも、東京の皆様のご協力の賜物と、キモ

に銘じていますも有難うございました。

写真1枚1枚、どこで、どういうシチュエーションで

撮ったか、覚えていますbそれだけ思い入れがある

から、でしょう力も撮影地は…モルディブ・マブー

ル＆シパダンラパス・リロアン・沖縄（伊江島。久

米島。阿嘉島）・柏島・鯉i海岸b

熟訟型鐸

へ
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画
[キレイ・カワイイ・カラフル]をモットーにワイド

から4物・ウミウシまで、80点！（写真にして115

初、魚の生態の面白さ（クリーニング。捕食・抱

卵・ラブラブなど）、幼魚､エビ・カニ、ダイバー

アート等々、多彩に揃えました。私の集大成ともい

える作品たちです6

P

b

へ

使用器材は…ニコノスV型．20ミリ／15ミリレンズも

ハウジングはネクサスマスター。ニコン801S/105ミ

リレンズ＋1.4倍テレコン。ストロボ…SB105・YS30

（2灯）。フイルム･･･ベルビアとプロビアF100。

河

k|鋤 9月からご褒美のダイビング三昧ロードゾ、「柏島」

で新カメラのテストをして、6月にドタキヤンした

「デラワン」〃、そのあと「リロアン。トロパラ」

へ。帰りに「マクタン・PcomCebu」に寄り道合計

で100本を予定しています6

水に入るとホッとします6開放感を味わいますbか

けがえのないシアワセなひとときですb撮影中、魚

たちに話かけています･･「かわいいわねえ」「こっ

ちを向いて」「もう少し出てきてくれないかなぁ」

「あ、待ってよう」…だから「T岨加さん又しやくっ

てましたね」と、言われることもしばしばですも水

中では結構声が聞こえるものですも

東京での『写真展』（7/30～8/5）はお天気にも恵ま

れ､好評のうちに終えることができました。SMから

は33名の方々 に御来場頂きました｡会長様｡皆々 様、

有難うございました。

沢山の嬉しい再会…少なくなった脳細胞をフル回転
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ログブックには、撮ったモノを書いていますbフイ

ルム整理の際に参考にするからですb

(撮れなかったけど珍らしいものは（）内に）忘れ

ないうちに1ダイブ毎に記入。遠出の時も船上で…。

1日4ダイブがノーマルですからまとめて書く、なん

てムリ無理このところ記憶にアリマセン、状態が

多くて…。

以前は、3ミリスーツで潜れる所、でしたが現在は5

ミリスーツで潜れる所、になりました。

「伊豆」…興味はあれど、水温がネックですb暖か

い海でマイペースダイブ…これに尽きますも潜れる

間に潜りたいだけ潜ります！撮ります1ワンチャ

ンス！ワンシャッター！

夢に届けばさらにまた夢終わりの無いことは

素晴らしい！

私のダイビングと宗ジカ〆

390金井灘

SDC大隅編集長よりデジカメ奮闘記の投稿依頼

を受けていたので､何か書かなければと思いつつ､8

月3日に通山さんの写真展を覗きビックリ!｢SD

Cにはプロ以上の凄い写真家が居るんだ！」

「これでは私ごときが、写真について何力書くこ

となんてできないよ。」と編集長に断わろうと思っ

たが、考えてみれば「私がデジカメを始めたのは、

通山さんのような芸術的写真を撮ろうと思ったから

ではなかったのだ」と思い返してこの原稿を書くこ

とにした。

私がデジカメを始めたのは、ダイビング中に魚の

名前を聞いても直ぐ忘れてしまうし、ログ・ブック

に見た魚を全部書くのもメンドクサイと言う誠にお

粗末な事情からです6

SDCのメンバーには、年酋猪が多いので記憶力

やログ・ブックに関し、私同様の事情の方もいるの

ではない醜そんな方でこれから水中写真を始めよ

うという人にデジカメを勧め「仲間を作ろう」と本

文を書くことにしました。

ズバリ言って、デジカメは、まだまだ銀鉛カメラ

のような芸術作品を撮るには多くの問題がありますも

先ず、第一にシャッター・チャンスですが、シャ

ッターのタイム・ラグがあるので動きの速ﾚ漁など

を撮るには苦労する。ときには｢あっち向いてホイ」

とシャッターを切り、上手く合えば良いが、なかな
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かそうは問屋が降ろさなし＄置ピン（シャッターを

半押しにして待つ）を使えば良いと言うが、これも

なかなか上手く行かないものである。

でも、デジカメの良いところは、結果が直ぐ分か

ることとメモリ次第で撮影枚数にフイルムの場合の

ような制限を受けないことだ6失敗だったら何枚で

も撮り直せば良し＄そして後でコッソリ失敗作を消

してしまえば誰にもバレない。但し、バッテリー切

れには注意をせねばならない。

第二には､発色とピントだが、深く透明な蒼ﾚ梅

の色と太陽を入れたワイドは、上手く撮れない。ま

た大きく引き伸ばしてもボケないピントは銀鉛フイ

ルムに追いつけなし＄

しかし、芸術作品を撮ろうと思っているのでなけ

れば､デジカメで十分ですb何より有りがたいのが、

アフター・ダイブで撮ってきたばかりの映像を見な

がらワイワイ盛り上がれること。それから一緒に潜

った人等にインターネットで簡単に写真を送れるこ

とですbインターネットもメールに添付では大変で

すので､例えばPhotohighway等の専門サービスを

使うと便利ですも

F
～、

デジカメは、その↓臘呂を日進月歩の凄いスピード

で向上させていますbですから、もしかすると、私

がここに書いたことが会報に持競されるころには、

昔話になっているかも知れません，そんな訳でこれ

からデジカメを買うなら最新版のカメラ雑誌で調べ

る力溥門店の人に良く説明を聞いて機種を選ぶこと

をお勧めしますも

20号原稿募集

20号の雑誌発刊は、2004年1月初旬を予定

していますも会員皆様からの色々な話題に関する

寄稿を期待しておりますも締め切りは12月6日

ですも原稿は005大隅楠夫まで､出来れば電子メ

ールでいただけるとありがたいで-すラコ

一
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賛助会員通信
＊鰊）オーシャンダイビング
2004年シニアダイビング日程

来年は、シパダンばかりでなく、ボルネオの他の
地域や、ダイビングプラスαを企画しました。

1）4月8日（木）－12日（水）コタキナバル(初

心者向き）

宿泊は､すばらしいリゾート､ステラハーバーですも

ダイビング後のくつろぎ時間も、ダイビングの醍醐

味と思ってますb水深は、最大で20m｡2ボート

1ピーチダイブですbこのピーーチダイブが楽しい。

白い砂浜で、ギンガハゼ（黄色とグレーの2雛）

があちこちに居て、浅い為、エアーの心配は無用で

すbエアーがなくなれば、そのまま、歩けば、ピー

チエキジットです6

2）4月29日（木）－5月5日休)マブール(初

心者でも、OKですb心配要りません）ゴールデン

ウイークですbシパダンは高いため、ボルネオダイ

バーズの新しいリゾート(平成15年7月オープン)、

マブールリゾート宿泊です。

新しい高速ダイビングボートでシパダンにもぐりに

行きますもマブールでは、4物を見ますb航空機の

席がブロック出来てませんので､申し込みあり次第、

予約をしますもご希望の方は、出来るだけ早くお申

し込みをお願いしますも遅いと、航空便の予約が取

れなし、場合もありますも

3）5月13日（木）－19日（水）ランカヤン(初

心者からOKです）

ここは、サンダカンからボートで行きますも小さい

綺麗な島ですb主にd物ですが、こぶし大のジョウ

フィッシュがいるので有名です65月から6月に、

ジンベイが出るところですので、運が良ければあ

こがれのジンベイに会えるかもしれませんb絶対期

待しないで下さしも往路力帰路にオラウータンを見

に行きます6

4）6月3日（木）－11日（金）シパダンとサンダ

カン・スカウ（初心者からOKです）

シパダン陸SR宿泊)で南十字星を見て、ダイビング

して、帰路、サンダカンに出て、オラウータンを見

ますもその後、車で1時間ほどのスカウに行き、ボ

ートで川をさかのぼって、天狗猿を見に行きますb

運が良ければ、ワニ、野生の象に会えるかもしれま

せんb翌日は、ゴトマン洞窟を見てから帰路の予定

です~bサンダカンでは、宿泊するところの裏山に欄
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を見に行きますもこのツアーはダイビングだけでな

く、ボルネオの野生を覗くツアーです6

5）6月27日（日）－7月6日（火）サンガラッキ

（初心者からOKです）

サンガラッキはマンタの島という意味ですも満月の

日は､マンタがいっぱい出ると言われていますので、

現地で満月を迎えるように、日程を設定してますb

小さい島で､カメは､毎晩産卵のために30~40匹上

がってきますb運が良ければ地面が持ち上がって、

小亀が出てくる場面で出会えるかもしれませんb

6）10月7日休）－13日（水）シパダン(PSR

宿泊、初心者OK)

7）11月4日（木）－10日（水）シパダン(PSR

宿泊、初心者OK)

阪上洋（333）蛛）オーシヤンダイビング

東京都知事登鋪椛行業第3-3462号
Tel:03-3877-7351Fax:03-3877-7352

odc@wa2.so-net.ne.jp

＊コーラルウェイ

コーラルウェイは静岡県三島市にあるダイビングス

クール＆ショップですも

初めて掲載させて頂きますも

コーラルウェイの得意とする分野としては、ライセ

ンス取得コースはもちろん、その後のスキルアップ

の為の各スペシャリティコース、CMASのインス

トラクターコースも随時開催していますも

SDCの櫻井様もダイブマスターコースを修了され

ています6

また、ファンダイビングのツアーも充実していまし

て毎日西伊豆を中心に伊豆の各地へ、年に4～5回

は沖縄｡海外へも行っております6

得意とする地域もやはり西伊豆でした,今の時期で

すと可愛らしいイザリウオや、タツノオトシゴなど

を見つけに行ったりしていますb

また、大きい根や洞窟など地形も楽しめるポイント

がたくさんありますも

それから大物にある神子元や銭州も得意な地域の一

つですb

海外ではパラオ・サイパンを得意とし、店のオーナ

ーはサイパンでインストラクターをしていた経験も

ありますので自信を持ってご案内できます6

へ

へ
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砿剖

器材各一流メーカー取り揃え

最大60%OFF

これからシーズンのDRYスーツも激安¥69,

00～

SDCの方、器材・DRYどちらとも3年間傭

付け致しますも

器材・DRYどちらとも3年間保証お

担当者：矢島伸浩

Tel:055-967-8502

E-Inail:coralway@izu.co.jp

その他の賛助会員

＊鰊）ピージェープラニング

戸､9ページ広告参照

*P.I.Thttp://www.pit-diving.com

ダイビングショップ＆ツアーデスク

ダイビング部門責任者雨尾徹

Tel:03-3466-6482

E-Inail:diving"it-diving.com

旅行部門責儲松山中、小材健一

Tel:03-3466-64890

E-mail:tarvelQ)it-diving.com

＊ナッソーhttp://www.nasodive.cony

伊豆のダイビング、スキルアップ

代表柳田満彦

戸、Tel:0557-51-7400ax:0557-51-7409

E-mail:naso@izu.co.jp

*Y・A・Planning

http://www.dairitenhp.com/yap/

海外旅行傷害保険の他保険釧受

担当者新井良子

Tel:044-861-0512Fax:044-861-0503

EF1囮il:arai@intoss.com

*G~FRMDIVINGSERVICE

http://www.g-free.net

石垣島のダイビングサービス

代表林豊

Tel&Fax:098r812191

E-mail:info@g-free・net

39

＊グローバルスポーツ

http://Wwwbglobal-ds・com/

大島のダイビングサービス

代表棚暘潔

Tel:04992-2-1966Fax:04992-2-3914

_mail:giba@global-ds・com

*アクアガーデン

http://www5.ocn.ne.jp/~agarden/

石垣島のダイビングサービス＆ペンション

代表社領孝

Tel:0980-89-2152IEx:0980~89-21258

E-mail:a-g337@sirius.ocn.ne.jp

*富商スポーツツアーズ

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

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

Tel:03-3865-0130Fax:03-3865-0138

E-mail:sport@tomisho.co・jp

*ぶちアイランド

http://home4.highway.ne.jp/p-island

八丈島で営業するダイビングサービス

Tel:03-3495-7015Fax:03-3495-7054

-inail:petit@highway.ne.jp

＊鰊）フリーウェイツーリスト

WWW・fWt.co.jp

海外ダイビング旅行会社

担当者永吉拓也

Tel:03-3231-0730Fasx:03-3231-0731

E-mail:nagayoshi@fWt・co.jp

ダイビングツアー、スキルアップなどをご検討の

際、SDCの会員と言って賛助会員に相談すれば、

色々便宜を図ってもらえると思いますもどしどし

ご活用下さし＄

これらの賛助会員からは、協賛金によりSDC活

動の支援を得ています6

一
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一表紙に寄せて＝ホソカマスの群れ

昨年5月久米島で撮した1枚です。

ラッキーな事に､あまり近づけない群れがお魚の

方からどんどん近づいて来てくれ､頭上でポーズし

てくれました。

私は声は出ませんが､キラキラ光って美しい！と

いつも話しかけます。

いつも感動シーンに出会うと、私ときたら露出を

忘れたり､フラッシュはあっち向いてホイ！です。

いつも思うのです｡アー落着いて撮せる様になり

たい…と。

それでもめげずに頑張って海へ行く私です。

270河原信子

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､地域は斗臨道

から沖縄まで全国に拡がっていますろSDC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、雑誌の季刊発行を行うと共に、ダイビング

以外の趣味の会、懇親サークル等様々な活動を通し

て会員相互の親睦に努めていますも

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b自己責任で、常に

スキルアップを心掛ける方なら、入会可能ですも

入会希望の方は事務局まで連絡下さい。

編集雑感

今号から編集責任を大隅楠夫さんにバトンタッチ

しました。当初、照子奥様は大変心配されておりま

したが、本人はやる気満々で、初めての経験と言い

ながら、その生真面目な性格と努力でなんなくクリ

アーしてしまいました。

前任者は、頂いた原稿や写真が見つからないと言

っては大騒ぎしたり、締め切り間際にならないと編

集作業を始めないなど、いし伽減さとずぼらさの典

型でしたが、新編集長は、何のトラブルも生じさせ

ずお見事の一言で､安心して交代する事が出来ます万

この会報は会員の皆様を結ぶ2wayコミュニケー

ションとして大切なツールですも大いに活用し、交

流の輪を広げましょう。停留賀達雄）

編集長とは言っても全くのド素人の私今19号

は、前編集長の指導の下に悪戦苦闘の結果ですも

前編集長からは､褒めすぎの、おだての言葉を頂き

ました。幸いにして前任者が伽領していた原稿があ

ったり、新任の編集長を気遣って投稿に協力してい

ただけた会員があったりして、これだけの原稿が集

まりました。しかし、原稿の枠組みに一生賢明で、

写真などに余裕を持ったスペースを割くことが出来

ませんでした。今後、改善したいと思いますち

また、原稿集めに苦労する代わりに得るものも有

る事が分かりました。それは今まで以上に多くの会

員と直接、間接にコミュニケーションできる機会が

増えることです6400名近い大世帯のSDCですか

ら交流は限られたものになりかねませんb皆さん、

色々なツアーに鋤pして下さいまた、ホームペー

ジを活用して交流を広げて下さい。折角のSDCの

機能を有効に使いましょう。会報への投稿、意見も

どしどしお寄せ下さし＄（大隅楠夫）

SDCJapan2m3年7月No.19号

エス・ディー・シー

事務局

〒215-0018川崎市王禅寺東1-22-5宇留賀方

'relO90-3109-8221FaxO44969-3009

Bmail？urg529@a3.ocv.、e・jp

URL:http://sdcj.cside5.cony

編集：大隅楠夫、宇留賀達雄

発行：閲||清一
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