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減圧症にぢらおいだめに

会報21号で当クラブ顧問の吉村成子先生が、2

002年にダイビング事故が多発した事を書力珈て

いますも特に死亡などの大きな事故が中高年に多い

とありました。今年もその傾向は続いていると聞い

ていますb普段から健康管理、スキルアップに心掛

けたいものです6

年を重ねるにつれ、減圧症が発生し易くなると言わ

れていますも減圧症の予防に関して考えてみました。

"減圧症予防のポイントは、のんびりゆっくり”

＊ダイビングコンピューターの限界まで潜らず、余

裕を持ちましょう。

コンピューターはメーカーによって限界が異なり

ますも多くのガイドが使用しているアラジンは限

界が甘いので、自身のコンピューターをこまめに

チェックして自己管理を行うようにしますb

＊浮上はゆっくりと､減圧を出来る限りゆるやかに、

時間を掛けて行いましょう。

特に浅くなるほどゆっくりと浮上するように心掛

けま式

＊潜水後はゆっくりと静かに休みましょう。

潜水後すぐに激しい運動をしたり、熱いお湯に飛

び込むのは避けるようにします6

＊次のような場合、窒素が排気されにくいので、休

息時間を長くとるようにしましょう。

低い水温でのダイビング、浅い深度で長時間のダ

イビング、冷え性の人。

＊潜水後の高所移動、飛行機搭乗までの待ち時間も

たっぷり取りましょう。

伊豆などで潜った時、帰りは回り道しても低いル

ートを取った方が安全ですb

＊航空機搭乗に関するDANのガイドライン。

1日に複数回のダイビングまたは複数日のダイビ

ングした場合、水面休息時間は最短18時間。減

圧停止を必要とするダイビングを行った場合は、

更に長い時間が必要となる。

この蘭ににご意見、ご質問のある方は編集担当まで

お願いしますb

（編集担当：大隅楠夫）
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SDCダイビングポイント情報刀

ボルネオ島周辺

赤道直下､世界で3番目に大きな島ボルネオ島は、

英蘭の植民地だった影響を受けて分割され、マレー

シア領、インドネシア領、更にその間に小さいが、

お金持ちのブルネイ国がありますb

ボルネオ島は、地球上で生物多様性が飛び抜けて高

い地域の一つであり、1億年かけて進化してきた生

物学的遺伝子の貯蔵庫と言われています6

ボルネオ島周辺の島々にはダイビングポイントが点

在していますb北ボルネオすなわち、マレーシア領

の島々に点在する主なダイビングポイントとして、

ラヤンラヤン、シパダン、マブール、カパライ、マ

タキング、ロシュリーフ等がありますb

この他にもダイビングリゾートのある島やビーチが

ありますが、詳しい情報が未だ得られていませんb

インドネシア領（カリマンタン）には、デラワン、

サンガラッキ等がありますb

Oラヤンラヤン

＊コタ・キブメバル

タ

窓ロシュリ

タラカン＊

センポルナ

lOマタキング
⑥マアール

oシパダン

べﾗｳｦ8寵勇二”

ボルネオ（カリマンタン）島

四
画
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①交通

マレーシア領のポイントの入り口は､成田から週2

回（月、木）直行便（5時間）のあるコタ・キナバ

ルですも勿論クアラランプール経由でも行けますが、

直行便が便利ですb各リゾートへは通常、コタ・キ

ナバルで1泊した後国内線で移動することになりま

す6コタ・キナバル泊の場合、安くて美味しい屋台

料理が食べられる事も魅力です6

ラヤンラヤン：

コタ･キナバルから19人乗りの小型機で1時間弱、

飛行機を降りるとリゾートの入り口ですも

シパダン、マブール カパライ マタキング：

コタ・キナバルから国内線でタワウ（45分）へ、

タワウから車でセンポルナ（1．5時間）、センポ

ルナから各島へボートで行きます(45分～1時間)。

ロシュリーフ：

コタ・キナバルから国内線でタワウ（45分）へ、

タワウからボートで行きます（40分）

インドネシア領のデラワン､サガラッキ:に行くには、

マレーシア領から入るコースとシンガポール経由で

インドネシア領から入るコースがあります6

A)コタ・キナバルータワウータラカンーデラワン

このコースは昨年6月にSDCのツアーで使われま

した。タラカンーウデラワンのボートは、長時間（3

～4時間）の海路コースなので海が荒れた場合は辛

いですも

B)シンガポール→バリクパパンーベラウ＝デラワ

ン

このコースはボートの時間が約2時間と短く、ベラ

ウからしばらくは川路のため穏やかで､海路が短く、

こちらのコースがお勧めですb

サンガラキはデラワンから更にボートで1時間弱掛

かりますも

②リゾート

ラヤンラヤン：

島には飛行場に直結したラヤン・ラヤン・ダイビン

グ・リゾートがあり、島の東側にはマレーシア海軍

の施設がありますも海鳥の繁殖地でもあり、バード

ウォッチングができますもリゾートは、会報21号

の表紙にもあるように「極上のプールサイド」を有

し、料理も美味しくゆったりと過ごせますb

SDCのツアーも何回力石われていますb

4

シパダン：

10数年前にボルネオ･ダイバーズによって開発され

た小さな島が、大物、ノl物何でもありの超人気のダ

イビングポイントとなり、ダイビングサービスも5

つまで増えました。SDCツアーも毎年2～3回組

まれ、これ以外にも個人で毎年数パーティーが通っ

ている人気の島ですbしかし5つに増えたリゾート

から発生する生活用水などにより海は急速に荒れて

しまいました。マレーシア州政府は、シパダン島の

海の自然を守るため、ダイビングサービスの閉鎖を

決め、リゾートの営業は今年の12月31日までと

なっていますbその為今年の10月と11月にSDC

のツアーが組まれ､この他12月に行くグループもあ

るようです6

マブール：

10年ほど前から、シパダン人気の後にマクロ天国と

して人気が出た島です。1番古くからあるシパダ

ン・マブール・リゾート（日本人は少ない）、水上

コテッジで日本人の多いシパダン・ウオーター・ビ

レッジ、そしてシパダンから移ってきたボルネオ・

ダイバーズ・マブールがありますも

シパダンの閉鎖により、マクロ派だけでなく、シパ

ダン・ダイビングの基地ともなりそうですも

いずれもコテージは､シパダンに比べると快適です6

カパラィ

/一、

シパダンのブロウ・シパダン・リゾートがマブール

の近くの砂洲に立てた水上コテージですbここもマ

ブールと同じく、シパダン向けの基地ともなりそう～＼
ですb

マタキング：

シパダンの3倍の面積の島に、昨年から日本向けに

も営業を始めたザ・リーフ・ダイブ・リゾートがあ

りますもリゾートは40～60人収容できる宿泊施設が

ありますbロングステイしたくなるという人がいる

くらい居心地の良いリゾートのようです6

ロシュリーフ

一周5分ほどの小さい島に、ロシュ・リーフ・リゾ

ートがあります。全室オーシャンビューのコテージ

10棟､水上コテージ1棟のこじんまりしたリゾート

ですも食事も中華風で美味しく、スタッフもフレン

ドリーだそうですb唯一の不満は、真水がないこと

くらいと聞いています6



デラワン：

周囲2km、1周30分足らずの島にあるデラワン・

ダイブ・リゾート。水上コテージを含め全25塁

食事は中華風で美味しく、スタッフもフレンドリー

というリポートがありました（会報19号参照）。

サンガラッキ：

デラワンからボートで更に1時間弱の小島に、全1

2室のサンガラッキ・アイランド・ダイブ・リゾー

トがありますb

③ダイビングスタイル
ラヤン・ラヤン：

島は環礁なので、主にボートで外海をドリフトダイ

ー、ブとなりますb環礁内ではセルフでビーチダイブ(マ
クロ）が楽しめますも冬場は荒天のためクローズし

ます65月頃深場から上がってくるハンマーヘッド

が売り物の一つですb

シパダン：

シパダンは、リーフエッジからいきなり水深500m

のドロップオフの切り立った島ですb島にステイし

た場合は、このドロップオフをセルフで潜れるのが

魅力でしたが､来年からこの楽しみがなくなります6

ポイントは島の周りでドリフトですb

バラクーダポイント：バラクーダのトルネード、ハ

ンマーヘッド、バッファローフィッシュ大群（朝）

ミッドリーフ・パッチ：ギンガメ大群

ドロップ・オフ：ギンガメアジ、ツバメウオ、バツ

/垂､‐ファローフィッシュ（夕）、
ウエストリッジ:ハナゴイ、スズメダイの群

この他アオウミガメやマクロのアケボノハゼなども

楽しめます6

マブール：

ポイントは島の周りが多いのですが、カパライの周

辺、更にボートで30分のシパダンにも行きますb

島の周りのポイントは水深が浅く、透明度もあまり

良くありませんが、ニシキテグリ、ハナイカ、ホタ

テツノハゼなどマクロ派に人気の生物が見られますb

セルフダイブができるビーチポイントもありますb

小さいものが見えない、見ない？シニアダイバーの

中には、あまり見るもののないポイントと言う人も

います6

5

カパライ

マブールとシパダンの間にあり、マブール同様に島

の周りはマクロポイントですが、シパダンに行く基

地ともなりますも

マタキング：

島の周りのポイントをボートで潜りますb同じよう

なポイントが多いそうです。ニシキテグリの卿Bを

観察できるなど、やはりマクロ系の生物が多いと聞

きました。

ロシュリーフ

ポイントは全て島内周辺のリーフで1本ごとにコテ

ージに戻るといったスタイルです可。海の中ではレベ

ルをみて、結構勝手に潜らせてくれるそうですもこ

こもマクロ系生物が主のようです6

デラワン：

セルフで潜れるポイントを含め、マクロ派向けのポ

イントとして有名ですが､一寸遠出すれば､大物や、

流れのあるポイント、サンガラッキ、マラトウア、

カカバンなどのバラエティにとんだダイビングを楽

しめますb会報19号にレポートがありますので参

考にして下さい。

サンガラッキ：

ここはマンタポイントで有名ですも随分前に行った

SDC会員がマンタ50枚にびっくりしたと聞いた

ことがあります6

(情報提供：333阪上洋、449大石和明他）

今回は、網羅的なまとめになったため、各ポイント

の細かい点まで触れることが出来ませんでした。

次回からは少し片寄っても、もう少し詳しくポイン

トの特徴をお伝えできればと思っていますも

次号では国内・伊豆のポイントを調べようかと考え

ていますbSDCの潜りやすいポイント、潜りにく

いポイントに関して情報をお知らせ下さい。良いと

思った所、悪いと思った所、気に入っている所など

何でも結構ですb

皆さんからの情報が頼りですbどんどん情報をいた

だければこの特集も充実してくるものと思いますb

よろしくお願いしますも



SDcフリツ
｢ア胸バー始｣に鋤て

277堀田恭正

会報20号で百野さんのスポーツダイビング全日

本室内選手権大会の記事を読み、国内にそんな競技

会があったのか、と興味深く読みました。その後、

辰巳の国際水泳競技場で、定期的に行われるSDC

のフィンキックのスキルアップの集まり「フリッパ

ーの会」にお誘いをいただき、6月7日初めて参加

し、その後の月2回の定期練習にも出て、指導を受

けるようになりました。

辰巳の国際水泳競技場・フロントに14時30分

集合し、15時から2時間の練習ですが、その内容

の濃さに驚きました。実はフインのスキルといって

もダイビングでいつもやっている足（フィン）の使

い方で良いのだろう位に考えていたのですが、指導

コーチの杉本さんからは、早く綺麗に進むにはどう

いう姿勢が良いか、フインの使い方はどうするか、

同じく指導コーチの鈴木さんからは、水中で強い底

潮に向かって進む練習や、フイン・マスク・シュノ

ーケル等が潜水中脱落した時の回収と装着法、片フ

ィンでの泳ぎ方、遭難者を助けながら水面を移動す

る方法等々、本で読んだことがあっても実際にやっ

たのは初めて、ということばかりでした。繰り返し

50mプールをインターバルで泳ぎ、かなりハード

な、息が上がる練習内容でした。

しかし、そこはSDC，隣のコースで練習するど

こかのスイミングクラブの中学生や、一般の若い人

達に負けない迫力で泳ぐ様（さま）はさすがで、参

加している皆さんの頑張りには、いつもながら驚き

つつ練習していますb

終わって新木場駅前の居酒屋でのワイワイガヤガ

ヤが、これまた盛り上がり、水中も陸上も元気一杯

のシニア集団で、SDCの面目躍如といったところ

でしょう力も

12月5日には全日本室内競技大会（フイン・マ

スク・シュノーケルをつけスピードを競う）が、昨

年同様辰巳で開催されるとの事で、私は今回「フリ

ッパーの会」で練習した成果を試そうと初挑戦する

つもりですが、（われこそ）と思われる方、一緒に

出場しません力も

パー の会

6

最後になりましたが、リーダーの百野さんはじめ

会をお世話くださる方々に心からお礼申し上げます6

「刺ﾉｯバｰ蝋列吃」

364百野博久（フリッパーの会会長）

今年4月より始めたフリッパーの会も杉本コーチ

のご熱心な指導に加え6月よりは鈴木コーチ、8月

には小沢コーチの参加を得て贄沢なコーチングスタ

ッフに恵まれ月に2回東京辰巳国際プールで開催し

ていますb

10月以降の予定は下記の通りです6

10月04日（月）、20日（水）

11月10日（水）、22日（月）、29日（月）

時間：15：00－17：00

参加費：500円

初めての方もぜひ一度お出かけ下さい！

参加申込

1)E－メール

hmomonoafio.odn.ne.jp

ryouenji@t・vodafone.ne.jp

r-sugar@jcomhome.ne.jp

2）ファックス

03－3784－3920

03－3381－3801

百野博久

良縁寺悦子

佐藤道子

良縁寺悦子

佐 藤 道 子

へ

へ



う心臓バクバク。まず、BCのポケットからフロ

ートを取り出すのが一苦労b次回は携帯方法要改善

フロート付属のロープ6mはチヨット長すぎ、これ

も要改善その先には5009のウエイトをつけて

いたから、ウエイトの錘でロープが勝手に伸びてゆ

く。フロートの入り口にオクトパスを差し込んで2

～3回空気を送ると、突然シュルシュルと上がって

ゆく。このときあわててロープをつかむと一緒にあ

がっていくから、絶対ロー

プをつかまない。指で作ったわっかの中をロープが

すべってゆき、上がりきれば止まる。上がったフロ

ートもほっとくと海面で寝転がっていたりするから、

時々は海面を見上げて、フロートが寝ていたら、こ

ら！とばかり、ロープを引っ張って立ち直らせなけ

ればならない。海面見たりダイコン見たり、Kさん

に助けられながら3分間クリア。

朝、5：30に起きて飛行機に乗り、八丈島に着

いたばかりの日に、なんと3本も潜ってしまった。

さらに翌朝は早朝ダイビングも自慢じやないが長い

人生で1度も運動部に所属したことがなかった私が、

この年で体育会系強化合宿状態を経験することにな

るとは夢にも思わなかった。

翌日も同じようにひたすら中層を流す、逆らう、

横切る、フロートを上げるの繰り返し。

要するに、数をこなしてひたすら流れに慣れること

が、ドリフト克服の極意と理解した。フロート上げ

も少しづつ慣れてきたし、人間慣れが大事慣れる

までの繰り返しが大裏

ダイビングスキルを磨くより先にお魚を撮影する

ことに夢中になってしまった私は､流れがあるポイ

ントですとか、今日はちょっと潮が速いです、とか

言われると､すぐビビっていたので､以前から流れを

克服したいと思いぶちアイランドのKさんにドリフ

ト講習をお願いした。

時は7月中旬、講習場所は、いつも流れていてド

リフトダイビングがあたりまえの八丈島

普通なら、エントリーしたら根に行って、そこでお

魚に囲まれて写真撮ったり、その辺グルーッと回っ

て戻ってくるというダイビングなのにさすが、ドリ

フト講習のダイビングは、あ1ユウゼンだ！ナメモ

ンガラー！などと喜んでいる暇もなく、潮を求めて

根を離れては中層を遠回り、途中遠くにツムブリと

かマグロとか大きな魚を指差されてもそれどころで

はなく、根から根へ潮を横切っていくときには、フ

インキック練習に参加しといて良かったあと思った

り、ドリフトは楽だという定説はどこへやら、潮に

乗るというより潮にゆさぶられKさんにくっついて

いくだけで精一桐も

地上で、潮目について説明を受けるけど、潮目の見

えない私にはちんぷんかんぷん。とりあえず、Kさ

んと同じ深度をキープすることを注意される。

2本目からは、今までアクセサリーと化していた

フロートを生まれて初めて打ち上げることになる。

Kさんを信頼してるとは言うものの、船の上でのに

こやかさを見ていると、どうやら私の実力を買いか

ぶっているみたいだし、流されながらの安全停止だ

けでも緊張なのに、さらにフロート上げるなんても

へ

へ

灘＃
.識

蕊
鹿

臼4里

議鍵
蕊

鰯

和

晒

必
・
》

鞍
完
ゞ
露
盛

賦騨

蕊
ユウゼン
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スキルアッ弱講習＆ﾌｧﾝ叡ｲ罰
8月4日、5日

講師ナッソー柳田満彦リーダー411須永勝子

｢ス制 」

518中島三沙子

8月4日天気快晴、城ケ崎海岸駅に全員7名集合

して海洋公園、午前はプールにてウエイトの事、

中世浮力､フィン､緊急時のフロートの上げ方､等々

を講習して午後から海洋実習ですb

海洋公園のビーチからのエントリーですb幸いに潮

が引いていたのでエントリーはまあまあというとこ

ろでしたが、午前中プールで講習した事が今役に立

っているかどう力披に翻弄され、岩にぶつからない

ようにダイブ歴の浅い私には頭の中が真っ白になっ

ていました。

またエキジットが大変で寄せる波で一気に岸へ上が

るのですが、岩やゴロ石にタンクや足や腕もぶつけ

必死の思いで這い上がってきました。

お陰で次の日は筋肉痛で、その次の次の日は打ち身

で痛い々々・・・ ◎

2日目は伊東へ移動し、1本目五島根、2本目は

満根と、此処で参加者の野本さんの100本記念が

あり、海中で綺麗な花の付いた帽子を被った野本さ

んを中心に全員ハイ・ポーズでカメラに納まりまし

た。終了しての感想はスキルアップは大切な事なの

で時々受ける必要はありますが、もう少し波の少な

い海で講習を受けたいですb

ナッソーの柳田様、アシスタントのみどりさんのお

2人には親切丁寧に指導頂き感謝しておりますb

全員無事に和気藷々のうちにスキルアップ＋ファン

ダイブは終了しました。また、海で逢える事を約束

して解散となりました。皆様お疲れさまでした。

一 一

8

｢叙イビング1⑥幟蹴思うこと」

489野本貞子

今から何年前でしょうか？

いつも通っているスポーツセンターでプール横のレ

ーンを3点セットで潜降・浮上を繰返し練習する人

を驚異の目で見ている私に「やってみません？」

コーチの一言に年齢のことも忘れて、フィンとシュ

ノーケルを借りてやってみました。水の中を自由に

泳げることに夢中になりました。更にスキューバを／一､
勧められて学科講習と実技指導を受けたのが199→

9年の69歳ですb

海洋実習は2000年3月グアム島で受けました。

ライセンス取得後初めてのファンダイブはボート

の2本ですが、恐怖でゆとりは全くなく、周囲を見

るどころ力初めてのバデイーばかり見ていて、一刻

も早い浮上を願っていました。こんなことが何で楽

しいのかと思いました。その後回を重ねる度に、こ

れが最後、いつまでや卦1,るか、いつ止めるべきかの

繰り返しです6

2002年の暮、SDCのことを知って入会させて

頂きました。

2003年の新年会に初参加その5月の石垣島の

ツアーに会長の関川さんとご一緒させて頂きました。

1）1日2本と決める。2）バデイーの重要性。～、
3）中性浮力をしっかり身につける。関川さんのこ

の言葉がとても新鮮に印象に残っていまれ

更に10月には阪上さんがリーダーのシパダンに

同行してダイビングを堪能することが出来ましたが、

この時が有終の美と思っていました。ところが20

04年6月のSDCの総会に出て皆様の熱気にふれ、

海のビデオを見てしまうと「まだやれる」という気

持ちになりました。

須永さんの企画による8月の伊豆海洋公園でのスキ

ルアップ講習に参加し、実習を受け、海洋実習を一

本。明けて5日のボートダイブ2本で丁度100本

になりました。ただ今74歳で100太夢のまた

夢が実現しました。

これで本当に有終の美を飾れたと思っているのも本

心なら、いま一度と・・・正直言って迷っている昨

今なのです6



これだけ元気なのだからまだまだ、「どうしてそん

なこと言うの？」「もっと高齢のダイバーが沢山い
るのに・・・」と単純に思っていたのですが、野本

さんとのお付き合いで分かってきたことは、彼女に

とって元気な状態でダイビングツアーに出かけると

いうこと自体がまず一仕事であるということ。

それにも増して、彼女にはダイビングだけでなく人

生において「人に迷惑をかけたくない」という確固

たる基本姿勢があるのですb

つまり人にいたわられ・助けられながらダイビング

するということを潔しとしない。それとダイビング

の度にご家族に心配をかけているということ。

私はやめどきは自分から決めなくてもイヤでも向

こうからやってくる。・・くらいにしか考えていま

せんでした。

ダイビングとのかかわり方って、大げさに言えば命
がかかっているだけその人の性格とか生き様が表れ

るのだと思わずにいられません。でも健康が許す限

り少しでも長くダイビングを続けていってほし晩

私たち友人としての願いですb関川会長というすば

らしい目標もあるのですから。

私から野本さんに贈ったダイビング100本記念の

お祝いの言葉は｢200本も夢ではない！」でした。

｢野本さんの100本記念を祝って！」
41l須永勝子

野本さんが今回のツアーでダイビング100本記
念を迎えました。

唾

、
Ｐ
Ｊ

器

耳

… 溌曄、

へ

、‐--.-..“‘…鰯

野本貞子さん

これまで彼女の口癖は「これで最後のダイビングか

もしれない～」でした。「そんなこと言わないで～」

と私たち｡ダイビングに行く前のいつもの会話です。

その人が100本を迎えるというのですから、こん

な嬉しいことありません。

＝ー

鯛

一

参加者：416芦野みどり、5l3澤田栄子、436志林秀子、518中島三沙子、

489野本貞子、195向山雅子、411須永勝子
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SDCのングダイ畦を考え特集：るど
会報22号では、ツアーリーダーの方々から頂いたアンケートの結果を掲載しました。

本号ではその後皆さんから頂いた意見を含めて、SDCダイバーのあるべき姿としてまとめ

てみました。これに対して、賛成､反対など色々ご意見があるものと思いますbまた、この

他にもSDCダイバーのレベルアップとなる提案・改善点などお持ちと思いますb

ご意見を、是非編集担当者あるいはSDC幹事までお寄せ下さい。

本テーマに関しては、今後も継続して考えて行きたいと思いますb

（編集担当：大隅楠夫）

1)SDCのダイビングは、安全優先と自己管

理が原則ですも日頃から健康管理、ダイビング

スキルの上達に心掛けましょう。

＊自分で何でも出来るようにしましょう。

器材の保守・点検と装着・確認。

＊自分の肉体的、精神的状態を確認しましょう。

良いダイバーは状態が悪い場合、自分がダイビン

グすべきでないという慎重な決断が出来る人で魂

レジャーですから「頑張らない」が基本ですも

＊基本スキルを身に付けましょう。

マスクスキル、中世浮力スキル、器材の取扱スキ

ルなどをしっかり身に付ける。

ダイビング技術は必ずしもcカードのランクや経

験本数だけでは測れません、加齢による体力低下

に伴う技術低下もあります。自己の技術レベルを

常に再確認することが重要ですb

＊トラブルが生じた時にも落ちついて対応しましょ

う。

パニックにならないためには、止まって、気分を

落ち着けて呼吸し、トラブルの状況を把握、対処

法を考え、行動するようにする。

＊バディシステムを守りましょう。

特に潜降および浮上の時にはバデイの状態を確認

する。ちょっとしたトラブルは、お互いに気が付

けば水中でも解決できますも

＊現地ガイドの注意事項、ブリーフィングをちやん

と聞きましょう。

ガイドの指示には基本的に従うべきですが、安全

への不安を感じたらはっきり意思表示を行います6

ガイドの意見は尊重しつつも、自分自身で安全に

ダイビングする姿勢が大事ですも

10

2）ツアーに参加しましょう。 へ

＊ツアーに参加を希望する場合、リーダーに問い合

わせますもその時そのツアーがどのようなダイビ

ングを目指すか、どのようなポイントを潜るかも

聞いてみますb自分の好みに合うダイビングが出

来るか、自分の技量で大丈夫力等を判断しますも

＊ツアーに参加可能な場合、リーダーに参加申し込

みをして、参加確認書を必ず提出しますb

＊リーダーからの事前資料は、よく読んで、ツアー

行動に関して理解しておくようにする。

＊参加申込は責任を持っておこない、基本的にはキ

ャンセルしないようにする。

＊病気、怪我、身内の不幸などやむを得ずキャンセ

ルする場合は、出来るだけ早くリーダーに連絡す

る。

＊キャンセルする場合、相割渥好走音のシングルチヘ
ャージ増加分を負担していただく場合があります6

＊部屋藷llりなどの関係から、次の事項に該当する人

は自己申告を行う。

極端に冷房に弱い人、喫煙者、イピキなどが大き

い等6

3）ツアーに参加したら能動的に楽しみましょ

う。

*ツアーを楽しくするのは、参加者がそれぞれ得意

な分野でリーダーを助けたり盛り上げてくれる時

で-する参加者各自の持ち味を発揮して下さい。

*悪天候など期待通りにならない場合もしばしばあ

りま式その中でも楽しみを見つけることができ

ますb色々な会員とゆっくり話し合える良い機会

となるかも知れません。



6）最後に。

＊ツアーリーダーに協力しましょう。

SDCの原動力はツアー活動ですbリーダーは添

乗員ではないと言っても気を使いますb天候はリ

ーダーの責任ではないのに、悪天候に遭い落ち込

んでしまうリーダーもいますb過去何人かのツア

ーリーダーがもうやりたくないと言って降りてし

まうことがありました。それはツアー中、リーダ

ーの決定を無視して勝手な行動をとられた場合が

ありますもまた、参加者の間で諄いが起きて納ま

りが付かなくなった場合などもありますbSDC

の活動を不活性化するトラブルメーカーにならな

いよう気をつけましょう。

ツアーを楽しく盛り上げるのは、参加者全員の役

目ですbちょっとしたトラブルでリーダーだけが

苦労しないよう、参加者全員の協力が大事ですb

*是非一度リーダーを経験してみましょう。

一度リーダーを経験するとツアーはリーダーだけ

では成功しない、皆の協力があってこその楽しい

ツアーになるということが良く分かりますb

*SDCは節度ある団体行動をしましょう。

人間は群れるとどうしても、傍若無人な態度をと

りがちになりますbツアーにしろ､懇親会にしろ、

TPOをわきまえ、周りに気配りした行動をとり

たいものですb

＊ダイビングにより、普通の人が体験できない水中

の世界を覗いてしまったSDCの会員ですb他に

も興味のある事にはどんどん#戯、参加しましょ

う。

*SDCではダイビング以外にも色々なサークル活

動が活発になっていますbなかなかダイビングの

ツアーに参加できない人もこの様な会を活用して

世界を広げません力も

4）自分の好きなダイビングスタイルを探しま

しょう。

＊ダイビングの楽しみ方は色々ですb自分の好みの

スタイルが見つ力ればダイビングは益々面白く

なりますb

*好みが同じ仲間を見つけましょう。

ダイビングスタイルの好みが異なるダイバーが一

緒に潜っても同じようには楽しめませんb好みが

同じバデイや仲間がいるとさらに楽しめますb

*多くの有名なダイビングポイントは大物狙いにし

ろ、小物観察にしるそれに応じた技術力糒わって

いないと楽しめないし、随行者に迷惑をかけるこ

とになりますb経験を積み、技術レベルを上げる

ことによって色々なポイントを楽しめるようにな

りますも

＊ダイビングを楽しむ技術の基本は､中世浮力ですb

その為には自分の適性ウエイトを知ることから始

まりますb重過ぎても軽過ぎても危険です6会報

19号、20号に載った柳田さんの「くたびれな

いダイバー」を読み直してみましょう。

/~､

5)SDCの付き合いで世界を広げ、ランクア

ップしたシニアダイバーを目指しましょう。

*SDCの付き合いで良い事は、なんと言っても、

今まで自分が知らない世界を歩んできた人達と知

り合いになれることですb

*今までの人生観で殻に閉じこもっていては世界が

広がりませんb特に過去の社会的地位などに拘っ

ていると、その世界に入れませんb

＊自分の経験のみからの価値観で判断するのはやめ

るようにする。

世の中は広いですb見方を変えれば価値観も変わ

る可能性がありますb

*会話を上手に楽しみましょう。

会話は相手の話をよく聞く事から始まりますb人

の話を聞く我慢が足りなかったり、自分の事ばか

り話したがることに気をつける。

＊しやくる人は自分が何を言いたいか、整理して話

すようにする。何を言いたいか分からないと聞く

方が辛くなりま-する

＊分からない事は聞いてみましょう。

いくら年を重ねても知らないことは多くあります6

知ったかぶりをしないで分からない事は何でも質

問するようにする。

*年を重ねるとどうしても忘れっぽくなりますbク

ラブ内の情報のやり取りは、電子メールを含めて

文書にて行うようにしますb

へ

酌“●●●垂●●｡…｡●●.e●“｡●｡●●‐“◆●､●~…｡｡｡“●や函●e~●■一曲～奇…｡●－－”｡ー｡…●“…申白一●ー■申一一ゆ‐一｡一一“…｡｡｡－｡画、

２

SDC斡事

I012関川清一：会長

:005大脚南夫：副会長、広報

；197宇留賀適准:鶉鯛、広報i
：378西村麻美：広報

；018坂東正朗：総務

：411須永勝子:総務

：124高木元子:総務

；464庄司堯子：会計

i356栗本はるみ：ダイビング計画、

.==－－－－－－－－::会謎蜜___－－－≦､
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インダビコー企画

支部活動Iさ任せてお'十1N｡.z
海と山の両方を深く観察できる環境にある今の自分が幸せです！

東北・北海道地区幹事245今村孝さん

今村さんがリーダーを務めた「ねぷたツアー」に参

加し、ツアーの合間にインタビューしました。

I
ヨ

東北･北海道支部幹事の斉藤さんと今村さん

Q今芯,ffはねる絶のがが誉やった以白細勉

のが介筈やった弘卿冒とな在ぜてお"乱'瀞

cです万《元々どの迦…ですか？

今村：青森生まれの青森育ちですも在職中は仙台市

と滋賀県の草津市に合計14年ほど居ました。

Q今馴れる淀ツアち一壱今梯ｲ,の綴と言うか現

在の鋤筋るから鯛"たと葱Z1ますら

が介撤Z1つ鰯'ら始めたのです汐ちまた､が介馴ご

ばと〃うな難汐域あ〃Zるのです診､？

今村：「ねぶたガイド」は毎年7月の初めから8月

6日の「ねぶた」が終わる日までですもガイド仲間

12人と期間中、団体と個人を含めて2,500人

程の観光客に「ねぶた」の歴史や造られる工程等々

総てを紹介しますb

「白神山地のガイド」は私の場合、「津軽ネーチャ

ーガイド協会」に所属して、そこから派遣されて主

に「暗門の滝コース」と「ぶな散策コース」を担当

していますも期間は6月から10月一杯までで魂

来るゲストは旅行社などが募集した団体客ですb昨

年は25回､人数にして500人程を案内しました。

自分の出来る日だけ登録しておいて出掛けます6
12

Q今＃猶ｲ,ぱ8月末の.鄙ツアーの4トターでもあ

4ﾉ湊すガベこのね5槌ﾂｧｰ湛全ぐ手余も〃ツァーで

あり翻鬮ごど潮なされたと鄙'ま或このツ

アー差やろ元憩ったきっか/ｿな〃ですか？

今村青森県は北海道と同じ北国ですが､1髄道に比

べて何十倍も観光客が少ないので九観光客を呼ぶ

為に役所は随分と税金を使って来ました。しかし

役所で企画する大々的なセレモニーとしての施策は

花火みたいな物ですbそれよりも、県民一人一人が

青森県を宣伝し、知人友人に青森県に目を向けて貰

う、その為の「もてなしの心」が一番の観光施策な

のですbこの事は二つのガイド業を手がけてから、

県および市の観光担当者と話し合う機会が増え、そ

れなりに出した結論でした。青森県に来られた観光

客の方々が「ああ、来て良かった」と思われた時が

ガイドをしていての一番の喜びを感じる時ですも

来られた方々も､ガイドした方も共に感動を覚える、

それが生きがいです6

Q掴ぱ今回のツアー肱ねs従f聯人として参”

できること鰯差芽ち参”を穂しましたカベ今回

参加全貿力概ﾒ次卸二…ったこと頑ｲ報＃層

卿…と鯏減Lたb4ﾉｰﾀ砧してば今齪酔

んな縦もちましたか？

今村：青森に住んで、今まで「ねぶた」の客は何百

人もお世話しましたが、16人全員跳ね人として参

加されたのは初めてですも着付けの人も、懇親会の

割烹の女将も驚いていました。皆の年齢が年齢だけ

に、しきりに､何の団体なのですが？と間力珈て説

明に困りました。しかし、歳にしては異常なくらい

の、この興味深々の行動はSDCだからこそ出来た

のだと思いますbSDC万歳です6

砿〃ご壷溺など夢く…縦矛Zて~Z1ると鯛’

てZ1まず万《なかなかだしいです為ダγ直ﾝｸな字

に胴ちい行ってZ1ますか？

今村：ダイビングの他の趣味は乗馬と水泳とビデオ

撮影とガーデニングで寸一も乗馬はサブのイントラと

して月に4回から6回ですから年に60回ぐらいで

へ

へ



八

/~

すbダイビングは年に3回か4回、多くて6回ぐら

いでほとんど海外と沖縄です6

Q… 白……あ賑した力〔脇っ

て臓墜言ること…て溺れるガチ電海b

蝿の 'ること忽漂’

でずれ今紺紗にとってタγ直ﾝｸな逵紛な飾善

芽ってZ1茨すか？

今村：山と海の両方を深く観察出来る環境にある今

の自分が本当に幸せに思いますbダイビングは美し

い海を見られると同時にその反面の環境の謝上も地

上に暮らしている人々よりは早く知る事が出来ますb

それは山も同じ事が言えますb両方を身近に見られ

ると言う事は、今の地球の状況を普通の人々よりも

早く知る事が出来ると言う事ですも知る事が出来て

も一人では表立って何も出来ないのが悔しいです6

Q…タブ直ﾝグ善する…説,壱感誌宛た塚

麓耐ないと恩Z1まず坊（ダγどﾝグ善はZ初たきつ

か"なな宛ﾊだったのですか？訟蹴鮒鯏で

瀞ってZ淀のですか？

今村：南の島に遊びに行った時にダイビングをやっ

ているのを見て､自分もやってみようと思いました。

この地では竜飛岬で潜っていましたが、ホッケのよ

うな黒っぽい魚しかいませんb

Q…入会したきMV龍何司威たが？

今村：たしか、日本経済新聞の日曜日の特集記事を

見て、その日に初代会長の上村さんに電話して入会

しました。

Q… て秘九まず

力〔そ例､われば何ですか？

今村:良縁寺さんのトラック諸島のツアーで､10人

ぐらいの参加者の中で男は私一人だったんですb飲

み会の時に男が一人なので冷やかされっぱなし、そ

こで一人で粋がって「そちたちの様なオナゴの中に

おると、麻呂は幸せじや､ホッホッホッホー」

と駄酒落を言った時からあだ名が即「麻呂」になっ

た訳です6

Q蕊泌･種差馳宮って弓も鋤､住毬どころば

かなり卿てZIまずよれそれ 歪｡…

する鮒大溺夢です為

るための柵3と〃弛匡とと思われます万ら

今村：支部行事を会員が持ち回りで担当する事、行

事で出来るだけ顔を合わせる事につきるのではない

13

でしよう力も

Q鯏勉方笠注でも

虎てZ1る茄移いの乱,ょ劾ら

今村：それは中央に住んでおられる方々に比べると

何倍も少ないと思います610月の行事の「ロタ島」

のツアーが一人でも多く集まってくれればと思って

います6

Q地方の舗の靴賦勝など切綱猿京

鮒聯九る鮒不卦蝋ZD気方柵虎まず万〔

と笥思われます薄ら

今村：反対に地方で懇親会があった場合に中央の

方々が集まるのかと言えば、絶対に参加人員が少な

くなるのは確実ですb地方に住んでいるとたまには

都会に出たいものです6

Q…ツ罪ですもツ剛…

劇,乱'て治伽祷るム邸､邸,っぺとな弘4仁

外委やることも罐爽ぞ噸頑…る

轍芝甑縦棚た蝿…蒄､財･北

臓 … 鮒 な れ 感 … 献

綱"て言法する

今村：私の今回の「ねぶたツアー」は本当は大変で

した。しかし、今はやれた事の満足感を味わってい

ますb来年もまた、ゲストが集まれば同じ事をやっ

ていると思いますも

（インタビュー＆まとめ大隅楠夫）

■■■■■■■■■■･■・■■■･■･■･■■■■■■■ロロ･■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＄
■ ■
■■
■■

:SDCでは本部幹事の他に次の会員に地区幹事§
■ ■

§をお願いしています6§
■ ■
■■
■■
■■

§九州・四国・中国地区：：
■ ■

091山下和俊、098"l1清氏：
■

■

■ ■

§関西地区:090南勇台､471立木博信§
■ ■

§中部地区:304小野忠雄§
§東北･北海道地区：§
■ ■

039斉藤靖子、245今村孝：
■

■

■ ■
■■
■■

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



バリ島ムンジャガン･ダイブ＆温泉ツアー
インドネシア・バリ島

2004年5月18日（火）

リーダー294三粛制頻黄

クラブツアー

～5月25日

レポート

OIo.416)

（火）8日間

415加藤京子

このたび､中部地区メンバー主催の第20回記念､ク

ラブツアーに参加して楽しい思い出となりました、

このツアー概要と私の感想を述べますb

成田空港搭乗阻は18名､私は今回で参加3回目､顔

馴染みの方が多く初対面の方は8名、相部屋は藤平

さん、バデイは江田隆さん、事前の写真でお顔がわ

かっていたので初対面には思えませんでした。

11:00GA881便で一路バリ島空港へ直行7時間半、

17:30到着､出迎えのバスに乗り先に到着の名古屋

搭罪組5名が待つクタ地区のプラザバリヘ寄りムン

ジャンガンへ。途中果物店でバスを止め買い物、レ

ジの計算が遅く止めたバスで道路渋滞、バリ島の皆

さんすみませんでした。

バスに揺られること4時間、22：30「ミンピリゾー

ト・ムンジャンガン」に到議すでに部屋は決まっ

ていて宿帳の記入もなくキーを貰ってすぐ部屋へ、

取扱旅行社の手配良好､感謝

関西空港搭乗の2人はここ迄剛行動で私達より遅く

24：00到着、これで25名全員無事到着しました。

このリゾートは何と温泉が出て、部屋の前には植木

で囲んだ露天風呂があり、これ幸いと起床後温泉に

浸かり眠気を覚まし、その後浜辺のレストランで朝

食朝食のメニューには粥があってシニアダイバー

には一番の人気でした。

ダイブスタイルは10:00レストラン横のダイブショ

ップ前より1艇に4人のダイバーと船長、ガイドだ

け、ガラガラの船6隻を連ねムンジャンガン島へ出

発、約40分で到蓋午前中1ダイブ、昼のお弁当

を島で食べ休憩、午後1ダイブ615:00にはリゾー

トに戻り水泳、エステ、温泉、散歩、昼寝、すべて

がこんな調子で、ゆったりのんびりした1日が始ま

ります6

1日目、コーラルガーデンとボス2．

ニチリンダテハゼ､アカククリの幼魚､モヨウフグ、

アオリイカの卵、驚いたことに海底からも温泉が湧

いていて、この場所は冷水と温水が混ざり陽炎のよ

うな現象が起き急に水温が上がり寒がりの私は大喜

び．

2日目、ケーブポイントとムンジャンガンスロープも

ケープの中へ入り､中より幻想的な外洋を眺め移動。

イナヅマヤッコ､パープルビューティ､カスミアジ、

14

我が家の傘立てにしたい良い形のツボカイメン､ピ

ンクスクワットエビ(日本にはいない)、ポップコー

ンシュリンプ。日本で見られないと聞くと何力得し

た気分も船上より見える岩穴「バッドケーブ」にコ

ウモリが溢れ入り口迄真っ黒まだこの辺は自然が

豊かで餌となる昆虫が豊富な証拠であろう。リゾー

トへ戻ってプールで潮抜きをしていたら何と、Iさ

んとKさんの潜降の練習が始まった。プールサイド

では皆さんがこれを見ながらビールで乾杯､美味し

そう私は横目で見ながらエステヘ急ぎますも

3日目､沈船ポイント､右と左。

プールサイドで参加者全員の記念撮影をして出航

昼休憩の時､島のお寺参りに来た現地の人達に出会

う。正装してお供え物を手に女性は綺麗な容器を頭

に乗せて歩き､あまりの艶やかさにしばし見とれて

しまいました。

I 華 J 〒 尋

インドネシア語でムンジャンガンとは鹿のこと､本

物の鹿の家族が現れて海に入り海水浴？一寸ピック

ッリ。

4日目､ケーブポイントとバッドケーブ6

今日､Bグループの船2艇は3人づつです､昨日Tさ

んとKさんはデコサインを出し、気づかずエクジッ

トの為ダイコン停止､24時間のダイブストッブ謹

慎中､プールでフインキックの練習ですb

このポイントは水温が27度と低め､大きい色とり

どりのウミウチワがたくさんあり印象的。

5日目､ガーデンイールドロップオフと砂地

ムンジャンガンのナンバーワンポイントで､見渡す

限りのガーデンイールが長～く体をゆらゆらさせて

へ

へ



所にあり良く見るとユーモラス。また男性のトイレ

入り口のレリーフにはレディが大喜び、わけは書け

ませんが確かめたい方はミンピリゾート・ムンジヤ

ンガンへお出かけください。手入れの行き届いた広

い庭園が気持ちをゆったりさせてくれますbインド

ネシア語でミンピとは夢、まさにここはダイブ、温

泉、エステと夢のような毎日でした。ダイビングも

至れり尽くせりの殿様姫様ダイブでスタッフも親切、

いつまでも滞在したい気持ちでした。

5月24日、13:30リゾートを発ちバリ島の段々 畑を

見ながら空港へ向かい、途中、行きに寄ったプラザ

バリで買い物をし､最後の食事は美味しい中華料理。

ここで名古屋搭乗組の見送りでお別れ、8日間の楽

しい思い出を一杯詰め帰国の途につきました。

私達を迎えてくれ、その上をハタタテダイ、マルコ

バンの群れが美しく舞い楽しませてくれ、ロングク

ロシュリンプ（日本にはいません）、何世紀も生存

していたようなコブシメ、オニダルマオコゼ、色々

な色、形のウミウシもたくさん見ることが出来まし

た。
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幹事、副幹事、参加者の皆さん、楽しく印象に残る

「旅」を、ほんとにありがとうございました。とて

も感謝していますbまた是非参加したい気持ちで一

己

今日はダイブ最終日､ディナーの時､西谷さんの300

本、堀田さん鶴田さんの100本達成記念パーティを

実施参加者皆さん提供の大きなケーキとワインで

祝い、またレストラン前の砂浜では、我々の為に取

扱旅行社とリゾートが糊Ij提供の民族舞踊と楽器演

奏ジェゴグが満天の星空の下で開催され、なおさら

盛り上がった一時でした。

このレストランからのロケーションは、“抜群”

ジャワ島プロモ山のサンセットは、夕暮れのたびに

うっとりと見取れてしまいました。

リゾート内の通路にはチョットエッチな道標が至る

杯ですも

川畑和弘、高岩辰司、杉本康行、児島慎之介、

石田邦明、鈴木誠也、江田尚子、近藤秀子、

加藤京子、江田隆、立花佐知子、藤平三枝子、

百瀬由美子、三宅尚、布澤信子､長野恭子、

浅原昌子、石岡弘至、国師三起子、三輪勝廣、

堀田恭正、鶴田廣子、西谷サヨ、横井康江、

渡辺靖明、（参加者）25名。
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小笠原母島･父島ロングツアー
6月24日～7月7日栂島3泊・父島8泊）

リーダー464庄司堯子リポーター434百獺由美子

リーダーの庄司さんから「キャンセルが出たの、

行きませんか?」のﾒｰﾙに、2週間会社休んだら‘‐雪一具一驫

撫 霊黙認…i薮

蕊 苧
便でした｡戦時中、小笠原から八丈に学童疎開にき鯛－“‐､－『ー垂
た子供達が乗った船が撃沈され、その慰霊祭が行わミズタマヤッコ

れるのです62 本 目 は テ ン グダイ・ナンヨウハギ・ヒレナガヤッ

また、26日、27日は、「母島・父島返還36周．をさらりと流し、3本目は母島のメーンポイント

年記念式典」のお祭りがあり、花火大会や屋台がた四本岩（シホンイワ）でイソマグロをじっくり観察

くさん出ると聞きました。「陸の楽しみも増えたね最初は壁にへばりつき吐く泡がマグロにかからない

～。屋台は何が出るンだろうね～」と食い意地を張ように進み、帰りは水深をマグロの目線近くまで上

る3人 組 で した。げ「ぎょろり！」とガン飛ばされながらも心の中で

このツアーは母島に3泊その後父島に渡って8泊の『ぎや～～！やったぜ～～！うれし～～い！すご～

計恒児父島の東京骨小笠原間の待合室は広くて居心～い！すごすぎ～!』と叫んでいました。写真は？

地いいが、母島丸が出航する伊豆諸島開発の待合室私も写したかったのに残念ながら暗すぎてシャッタ

は照りつける太陽の頂重い器材を運ぶには遠く狭一がおりなかった。そして帰りはハシナガイルカが

く、少々戸惑いながら母島丸に乗船したのでした。うじやうじやと登場b船に伴走したり競争したりひ

いよいよ26日、初めての母島ダイビング！としきり遊んでくれました。「さすが～！小笠原…。

1本目、あれ？そうか！そうか1チェックダイピンこれだからあこがれるンだなと納得も明日から待望

グだからこんなモンカもしかたないわな。2本目、の父島というのに台風8号が発生1大丈夫だろうか

やっぱり、うむ？3本目、なんじや～13名中の…。」と心配しつつ、いびきをかいてぐっすり眠った

約1名がSDCをなめんなよ！とばかりに素敵な抗のでした。

議「これじや母島の海は素晴らしかった！と、と

E

i:葱■ル
ー

い奴なので感激その1。

16

へ

へ



こうして心から満足した小笠原のダイビングは終わ

ったのでした。

父島に着いたらちょうど小笠原丸が東京に向け出港

するところ。我々3人は見送る事に…。3人し力銭

っていないということは次の便まで3人？これはい

いぞ！と思いながら見送るためにショップの船に乗

り込んだのでした。我々の船は小笠原丸に伴走し、

最後にわが友、寺さんは船からダイブ！それも2度

も。本当に元気なウンX歳ですb

「台風8号が小笠原めがけてやってきそうなので潜

る時に潜っておきましょう。直撃となれば3日は潜

れませんから…」のオーナーの言葉に見送りの後さ

っそく支度をして2本も心配していた通り台風はも

る直鼈1日位なら骨休みでグダラグダラもいいけ

れど3日間はしんどいな～～と考えた末、庄司さん

と私はナイトロックスを持ってないのでこの際、取

ろうか！？とにわ力勉強する事になったのでした。

講習を受け、長年ナイトロックスって何？の疑問が

解けました。台風が来なければ講習を受ける時間も

受ける気にもならなかったことだろう。台風のお蔭

というべきか…？

ひとりぽっちにしたにもかかわらず嫌な顔ひとつし

なかった寺さんにも感謝1感謝1でした。とんだ台

風のお陰で、残るところ後3日しかありませんb

憧れのケータに潜る事が出来るのだろか？台風の余

波で水温が低く（台風前に25℃あったのが20℃

まで下がった）、気温はそれなりに高いため陸上は

ガスッてま魂当然こんな日はドリフトダイビング

出来ませんからポイントもいまいち…。そんな冷た

い海にふるえながら私は3本、他の2名はプラス・

ナイトダイビングまでこなしたのでした。明後日は

帰る日だというのにこんな小笠原ばかりかしら？と

心配しているのが判ったのか、「明日、ケータに行

きましょう17時出発｡朝ご飯は船の中でおにぎり」

の言葉に「やった～！」の大歓声でした（この時か

ら我々を入れて18名･3グループに分かれました)。

憧れのケータ。最初はマグロ穴へ全員セッティング

○K!？グループごと一列に船の後に並んで次から

次へとうねりの海に巻き込まれながら一気に潜降1

噂は間違いない！確かにすごい1水温が低いのもす

つかり忘れ50～100匹のイソマグロの回遊をた

だただ目を大きく見開き見上げていたのでした。

嫁島後島Partn(通称サメ穴)も噂にたがわず、

サメ・さめ・鮫1インクブルーの海に良く似合いま

すもダイビング途中に､す～！と近寄る気配､なに？

さめかい？違う1イルカだ～～1タンクを背負って

いる我々と一緒にいったりきたり遊んでいてくれ

る1嘘でしょう？何と人なつこいのだろと興奮しま

くりで船の上が賑やかだった事賑やかだった事･･･。

灘
蕊

騨一浄

軸

』
嘘

灘
癖

識脅導

学

鍵凰： 勵好
．：篭

長

溌露M靴

二基騒鑿糞'し力
へ

参加者：426寺島和子、434百瀬由美子、464庄司堯子

SDCツアー･レポート･ガイド

投稿されるツアー原稿は､下記要領にてお願いいた

しますも

1．レポートは会報2ページを目安に､最大4ペー

ジとする。

2ページの原稿字数の目安は、写真3枚の場

合、2，500字位、写真4枚では、1，90

0字位です6

2.参加者名､全員集合写真があることが好ましい。

3．パソコン使用が可能な場合は､電子メールによ

る投稿をお願いする（編集者の入力の手間、入

力ミスをなくすため）。

一

以上、よろしくお願いいたしますも

会報編集担当者
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安良里ツアー瑚轍のおきけつき
2004年6月28日

リ ーダ ー3 97 桜井憲義レポート378西村麻美

なんと、集合が三島駅8：25！新幹線を使えば､東

京駅発7：30に乗れば○K!金はあるけど時間がな

い(？)現役にはうれしいゆっくりの出発｡しかも、

三島駅でピックアップしてくれて西伊豆どこでも車

で連れてってくれて、終われば三島駅まで送ってく

れる三島のショップならではのツアーj・これから

もよろしくお願いしま－すも

参加者は女性は6名。桜井さんはたった1人の男性

でしかもリーダーでしかもダイブマスター｡だから、

良縁寺さんともども、皆さんのセッティングを手助

けしたり、いろいろ気を使ってくださった。そして

タンク背負ってさあ出発というときに桜井さん、良

縁寺さん両ベテランが、そろってウエイトベルトを

忘れると言うハプニングが。気を使わせてすみませ

んb皆さん、準備やセッティングは誰の手も借りず

にできるようにしましょうね。

透明度は5～8m･水温は23度。これならぎりぎりウ

エットで大丈丸老成した巨大イシダイ、マダイ、

コロダイ、かわいいアオサハギなどなど。

朝、良縁寺さんから、お昼休憩にDCカードの取材

があるとは聞いていましたが、1本潜って港に戻る

と、記者さんとカメラマンさんが待ち構えていまし

た。まず、そこで集合写真。海から上がったあとが

1番ひどし顔なんだけどなあ・・・と思いつつ。そ

して、施設の2階で昼食をとりながら、記者さんの

質問に答えることになりました。テーマが「趣味の

継続」ということだそうで、いつダイビングを始め

たのか、SDCに入って良かった事など、ひとりづ

つ聞いてゆき、結局、私たちがこうしてダイビング

を続けていけるのも、良き仲間、家族の理解、協力

のおかげということを、改めて感じました。20代

後半のような記者さんも聞けばダイバーだそうで、

でも暇とお金がなくてあまり潜れないといっていま

した。

フムフム。若いうちはせいぜし働いてください。

午後からの2本目は朝と同じポイントに潜ったけど、

もう透明度がすっかり落ちて、近くに見えたトビエ

イもシルエット状態で残念。それでもワイワイガヤ

ガヤと相変わらず落ち込まないSDCツアーでし

た。

DCカードの機関紙「GRAN」に載った全員集合写真

参加者：026良縁寺悦子、356栗本はるみ、357御慧誉子、378西村麻美、397櫻井憲義、

431桐||美恵子、506国師三起子
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土肥DVと温泉の旅
7/14～7/15

リーダー026良縁寺悦子

7月14日三島駅集合､プチアイランド金子さんのガ

イドで土肥未開のDVポイント「サク根」「飛鳥沖」

を潜った。

金子さんは昨年の“沈黙の八丈帰港'の折電話で話

した事はありましたが、今回が初対面でした。帽

像していたより大きくてやさしし感じでしたね－)。

「サクネ」「飛烏沖」は土肥港からボートで松崎方

向へ20分くらい南下した所にありカラフルなソフ

トコーラルに覆われ、ダイナミックな地形である。

コーラルに群れるキンギョハナダイの群れ、コロダ

イ、石鯛、モロコ、アイゴ、クエ、トビエイ、ニシ

キベラ値郵）など多くの魚が見られた。

透明度には恵まれなかったが、魚は多く、秋になっ

たらもう一度潜りたいと思わせられる魅力があった。

DV後スタジオ101(プール付きで設備が整って

いる）で器材などを洗い宿へと向かった。

宿泊の「玉樟園新井」は、建物が鮒1形式で配置さ

れており、高台に位置した我々の部屋からは駿河湾

が一望でき最高のアフターDVとなった。

花登こばこさんの「細うで繁盛記」はここで執筆さ

れ、玉樟園の女将がモデルになったらしし＄

又囲碁の本因坊戦や将棋などの対局場にも使われる

由緒ある旅館でもある。

レポート356栗本はるみ

金子さんのお勧めで土肥のダイナミックなポイント

を知り、風情ある旅館にも泊まれたし、これからも

違った引出しを用意してくださることを期待してお

りま式

いろいろと有難うございました。

騨 鋤伽『蚤Ⅷ
29職〃14{～15

参加者：026良縁寺悦子、172島尾愛子、193北島三保子、281鈴木忠、

356栗本はるみ、357佐藤道子、434百瀬由美子
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伊東･白根DV&花火
7月29日－7月30日

リーダー＆リポート026良縁寺悦子

「コンパスナピやナイトロックス・ダイビング」等

の講習ツアーがあっても良いと感じた。

翌日も台風は居座ったまま､ホテルに戻り温泉三昧、

飲んで、語って解散となりました。いつも笑顔で楽

しいツアーにして下さった参加者の皆さん、ナシソ

ーさん、心から感謝しますbありがとうございまし

た。

今年で6回目となる恒例のツアーなのだが、台風

10号が伊豆半島上陸の当日に当たってしまった。

中止にするか、天気予報ばかり気になる。ホテルの

キャンセル料も発生している。どうしよう、散々考

えたが「台風上陸でも決行しますも午前9時30分

伊東駅集合」と参加者に連絡した前日の夜、キャン

セルが3名、顔〕pするがゆっくり温泉でが2名あっ

た。やはり中止にするべきだったかと不安な気持ち

で伊東駅に着いた。改札を出ると、賑やかな笑い声

が聞こえてきた。台風どこ吹く風の顔、顔、ナッソ

ー･柳田さん､原さんの出迎えでツアーが始まった。

“こんな日にこんなに多く来て頂いて嬉しいです、

任せて下さい､頑張りまず'との言葉に元気が出る。

2台の車で早速海洋公園のプールへと向かった。

レスキューの講習をして下さると言う。全員参加で

始まった。荒れ狂う海を横目に、午前中は自分のト

ラブル対処法、午後は他人のトラブルの対処法と大

変丁寧、親切で心のこもった内容の講習だった。

自分が、仲良しバデイが、身内が、万が一の時知ら

ないよりは知っている方が良いに決まっている。

本当に目からウロコの思いがした。

最後に、水深3メートルのプールで各自のフロート

を使ってみた。メーカーにより何回力梗ってみたほ

うがよいものもあった。
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2004年8月19～25日

リーダー333阪上洋518中島三沙子

昨年7月に入会はしたものの会報をみると皆様の

スキルの凄さにピビってツアーに参加出来ずにいる

時、リーダー阪上様の初心者歓迎の文字に惹力れて

憧れのシパダンツアーに参加させて戴きました。

成田に全員6名集合し機上の人に成りました。

夕刻コタキナバル空港に着きホテルへ、そして夜の

街へ繰り出し夜店を見たりし、野外の食堂で夕食で

すbどれも皆珍しく又美味しく戴きました。

翌朝6:10発の飛行機でタワウへ其処からバスで

1時間､ボートで1時間(一寸したジェットコースタ

ー並みの揺れ方）でやっとシパダンに上陸です6

着後早速チェックダイブがあり其の後1本潜り夕食

ですも食べ物は豊富に有り飲むも食べるも自由ですb

翌日に備えて早々と各部屋へ引き上げて休息となり

ました。

21日いよいよ本格的なダイビングが始まりますも

シパダンに来たらバラクーダと思うのが誰しも思う

事は一緒ですが一向に現れずバラクーダは何処？ヤ

ット出会えたのが午後から移動する日の朝に潜って

ヤット見る事が出来ました。バラクーダの居ないシ

パダンはシパダンでは無いと言うくらいですから全

員大喜びでしかも2度も見る事が出来ました。

ギンガメアジの大群は圧巻ですb河の様に層の

厚いギンガメアジが次から次へと流れて行きます､

このギンガメアジで私には一寸したハプニングが

ありました。バックロールでエントリーすると、も

_一

う其処はギンガメアジの河でした。先にエントリー

した人の姿がチラリと見えたきりで、タンクの泡も

何も見えず、近くにあった岩にしがみつきギンガメ

アジの過ぎるのを待ち、波に流されながら浮上する

がボートの姿も何も見えず、どうしょう力栽ながら

大変だと思い周りを見ると岩礁があるので其処まで

行って岩礁に這い上がり、波に榛まれながら海に向

ってボートが通るのを待ちました。

ボートが見えたので手を何度も何度も振りカメラ

のストロボを光らせボートが分かってくれた時はホ

ッとしました。ヤッパリ無理なのかな－と思ったり

(66．7歳でCカードを取榊、友人等がもう年だか

らと言う言葉が耳元で聞こえるよう。でも変わり身

の早い私は此処まで来たのだから楽しまなくては、

図鑑でしか見たことの無い魚達が沢山居るんだから

楽しまなければ損と考え頭を切り替えて。カパライ

の水上コテージは素晴らしいの一言ですもデッキの

下にはツバメウオ(Yg)、ダツ、ヤガラの4漁の渦巻

き等々がいて最高のリゾートですb又他国の文化に

も少しでも触れることが出来て、だからダイビング

は止められませんb同行の皆俵やリーダーの阪上様

には大変お世話になりました。又イツパイ勉強もさ

せて戴きました大感謝ですも

SDCのスキルアップがあれば何でも参加しますb

皆さんに迷惑を懸けない為に巧くなりたい唯これの

みです6

参加者：333阪上洋、412青木太器一、518中島三沙子、524且美鈴、青木由美子、鈴木直子
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阿嘉島ツアーSDCﾏｹﾛに劉臓！
2004年6月28日～7月2日

リーダー006大隅照子レポート146 佐竹綾子

今回利用したショップ『オケアノス』は、大隅さん

達が何度力訪れたショップなので、事前にメールで

お願い事をしたりして、とても気さくな感じで良か

った。この船はキャプテン兼ガイドなので必ずアン

カーリング、自分のカメラはロープで水中に吊るし

ておく。これは水没チェックができ、エキジット後

ゆっくりと引き上げられるので安心だ。

3本目「アダン下」、楠夫さんがじっと岩穴の所で

ビデオを回している。何？何？とみんなで覗いてみ

たら、大きなウツボがうっとりとベンテンコモンエ

ビに口の中までクリーニングしてもらっている。照

明を拝借パチリ・・デジカメでは無理

でした。残念4物は難しい！

初めての阿嘉島ステイ、「各自手配」とはどうし

たらいいの？

今迄は旅行社の案内、請求、振込みで申し込んでき

た私にとって自分でエアーチケットを取るのは初め

て・・でも電話1本で早割、席の指定、支払いもカ

ードで出来てしまうなんて、凄い！勿論その他はリ

ーダーがして下さった。

へ

28日午前9時、さすがシニア全員羽田に集合、い

ざ阿嘉島へ。あっと言う間に沖縄に到着b泊港近く

の船員会館で､昼食､ビール･泡盛で乾杯となった。

ボトルキープしてありますから．.どうぞ・・

クイーン座間味で阿嘉島へ、大きな橋とショップの

森山さんが出迎えてくれた。

宿は賑登城』3階建、ジヤクジーのあるテラスの

広い酒落た作り危

30日、「カビ島海底砂漠｣は透明度抜群、見渡す限

りの砂漠、どうして海の中にこんな風景が出来るの

かしら？神様って、自然って素晴らしい。

ここのポイントは《ヤシャハゼ》、大隅夫妻が海底

に腹ばい状態でじっと狙っている。良い写真を撮る

コツは忍耐と心から魚を愛する事なのでしょう、き

っと。私達は別の所で1メーターの刺し棒のずっと

先にいるのを見たがシャイなのかすぐ引っ込んでし

まって・・これまた残念！

29日、晴天、港まで5分、物凄い照り返しで顔が

熱い。1本目13楠夫さんの600本記念、台風7号

の余波の為ポイントが限られていたが、透明度抜群

の「ヤカビ」で明日誕生日の照子さんと2人ビール

で水中乾杯！おめでとうございますも水中乾杯の

ビールはその夜特別な味でした。
へ
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公設市場2階の食堂、凄く威勢のいい活気溢れた店

と言っても仕切りがあるわけではない。お奨めコー

ス、10品程の料理が次々と出てくる。

早い事早い事､ビールを味わっている暇も無いほど6

でも料理も美味しかった。食後市場を散策島ラッ

キョウ試食、お土産に買ったが臭くって大変！思い

がけなく買い物ツアーになってしまった。又荷物が

増えてしまいました。

打ち上げはホテル内の「南風」、グルクンの唐揚、

マクロの練習にパチリ残念1ソーメンチャンプルも

美味、何と言ってもガチガチに冷えたグラスの生ビ

ールは美味しかった。みなさん飲める人達で良かっ

た。

予定では明日まで楽しむ筈だったのに迷走台風7号

のせいで明日はクイーン座間味が運行しない萌旨性

が高いと言うことで、DIVは2日間で終了。とに

かく明日の宿を那覇に確保しなくては。ところが船

員会館は「世界サンゴ学会」で満室、オニヒトデの

大発生で大変らしい。幸い大隅さんの友人の世話で

すぐ近くのピースランドホテルを確保出来た。でも

明日船が出なければセスナをチャーターしなけれ

ば・・大変な事になった。

その夜は照子さんの誕生日祝いと残念会と称して乾

杯！平野さんの指導で皮細工の牛を作る、簡単そう

で難しい。とても可愛い牛が5頭揃いました。あら

っ雨だ！折角乾いた器材が・・

その夜は楠夫さんが森山さんに持参のパーカーに6

00本記念の素敵な絵を描いて貰いました。43度

の泡盛も半分になって阿嘉島の夜は更けてゆきまし

た。

7月2日11時チェックアウト。

那覇空港のホールで3日DIVが2日になってしま

った私達の為に？沖縄民族舞踊保存会の素晴らしい

踊りが三線の民謡に合わせて披露された。わつと現

れた獅子の踊りはこれまた迫力満点．．と最前列に

いた照子さんがグワッと食べられてしまった。良い

こといっぱいあるそうな。最後、踊り手達の誘導で

みんな輪になって踊る｡あははは･･笑顔いっぱい1

乾杯も何度した事か、DIVと観光？の楽しい想い

出が出来ました。感謝！

みなさまの笑顔に助けて頂いて・・お世話になり有

一

7月1日、晴天bどこに台風がいるのかしら。

どうなるかわからないので宅急便に預ける荷物を詰

め込んだとき、「ボンポンポンポーン｣と島内放送、

クイーン座間味が座間味島から出るというアナウン

ス｡阿嘉島から渡し舟で座間味へ行くことになった。

森山夫妻と別れを惜しむ暇もなく．．また来ます～

あんなに大騒ぎしたのに「クイーン座間味」に乗れ

たのは運が良かった。船内は寒いほど・・でもほっ

として眠ってしまった。

泊港は暑い、手荷物をホテルに置き、タクシーで市

内へ、国際通り、ここはいつ来ても賑わっている。

難う御垂いました。

参加者005大脚南夫、006大隅照子、

128平野昌子、190西谷サヨ、

188森繁美智子、146佐竹綾子
一

》
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＃シｬｽﾗｲｱを楽しむ会し「SDC･…ｿｱｰに寄せて」

ダイビングサービスOCEANUS(オケアノス）

代表森山敦

415加鯨子

…P甲守七

一億蕊§露

「じや行きましょう加と世話役の千野さんが言う

と、小雨の中アマンドの前に集まっていた私たち男

5人と女7人の参加者は、ほど近い地下へ降りてい

きました。そこは英国式のパブですも開場までの小

一時間をビールでも飲みながらと言う千野さんの計

らいですbお互いに自己紹介したり、ダイビングツ

アーの情報交換をしたりして、初対面の硬さが取れ

てきますもこれも世話役さんのご配慮、有り難かっ

たですb

真夏の夜のひととき“ハワイアン＆フラダンスを

大いに楽しみましょう”と、六本木のライブハウス

「スイートベイジル･STB139」に向いますb入り

口付近は､入場する順番待ちで結構な混雑振りですも

程なく案内され席に、舞台に向かって2階のカップ

ル席も入れ300名くらいの会場で-炎開演するま

での1時間半ほどの間に、飲み物と食事をオーダー

し、飲みかつ食べながらお喋りですもスタッフもテ

キパキしており、一人ずつの精算にして頂いたので

気兼ねなく好きなものを注文する事が出来ました。

やがて開演、少し物憂げな、ハワイアンの伴奏が

始まりました｡観客は圧倒的に女性陣が多く、90％

くらい占めています6フラダンスが流行っているの

がうなずけますb

アルコールで良い気分になった頃、“アロハー”の

掛け声とともに、舞台には沢山のフラダンサーが登

場、思わず乗り出す男性たち、幾つになっても変わ

らない習性で魂ソロあり、群舞あり、歌ありでス

ローなしっとりとした音楽は、自然と体が揺れ、馴

染みのある曲には口ずさみしている内に、アンコー

ル曲。2時間はアット言う間に過ぎ去りました。

六本木駅で再会を約して、それぞれ腰を振りながら

GotoHome!でした。

１
１

大隅夫妻とは数年来お付き合いさせて頂いており、

とても生物好き、OCEANUSのスタイルに合った

陸上・水中共「お行儀ヨの良いご夫婦でありますも

「来年の7月にSDCツアーを組んだので行きま

す」と予約を頂き、ちょっと戦々恐々な感じもあり

ました。が、実際に一緒に海に潜りガイドをしてみ

たら、みなさん若くて元気で活発で活舌なのに驚き

ました。台風7号が沖縄を中心にしてコンパスで円

を書くように、ゆっくり移動し東からの強烈な風と

南からの大きなウネリの影響で、内海にしか行けな

いという状況で、ポイントの選定も思うように行か

ず「こりや、イカン」状態でしたが、みなさん苦言

も口に出さずに1日3本のダイビングを無理無く出

来ました。

ツアー目的の一つに｢4物を楽しむ｣があり、エビ、

カニ､ハゼ､ウミウシなどをガイドしていくうちに、

「2cln以下のものは良く見えないので2crn以上

の物にしてほしい」と言われましたが、どうしてど

うして皆さんちやんと撮影していましたね。

少々の流れの中をアゲンストで移動してもヘッチャ

ラなのは、普段大物三昧ダイビングのお陰でしょう

か？ガイドしていて最初の心配も1日目の1本目で

吹っ飛んでしまいました。

海の状態が今一つでしたが、みなさん笑顔が絶えず

とてもリラックスし、楽しんでいたようにお見受け

しましたが、、、合っていますか？

夜も毎日小宴会が続き、夜の強さにも卿艮した次第

ですb私なんぞまだ4僧ですb

本来3日間の予定のツアーでしたが、定期船の欠航

が予想され1日早くに那覇へ出たのは痛かった…い

や､残念でした(翌日は全便予定通りでしたから)。

いつもだとこの時期台風襲来の可龍性は低いはずで

すが、地球が少々壊れかけているのか台風発生彬

動の軌跡が年々ずれてきていますも

これに懲りずにまたいらしてください。･･･秋も良い

ですよぉ～。

へ

へ

参加者：

007大西亀美代、036奥平泰成、056石田邦明、

128平野昌子、146御ｳ綾子、166島田美世子、

279金子公子、、472高木剛准、475池田宮子、

415加藤京子、加爵瑛之、370千野正勝（世話人）

*本同好会は約2ヶ月に一度開催していますも

興味のある方は、世話人（千野正勝）までお問合

せ下さい。
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奄美大島ツアー斜例噸台 て

9月1日～8日

ﾘー ダー 007大西亀美代ﾘポー ﾀー 358渡辺靖明一
この8月は、アテネオリンピックのメタツレラッシ

ュで日本中が沸きましたが、台風のほうも新記録間

違いないと力も

8月最後の週末に台風16号が通り過ぎた後の9

月1日、ちょうど良い時になった積もりで奄美大島

に出かけました。奄美空港で全員集合し、数年前か

ら見ると格段に良くなった道路で2時間とちょっと

で、島の最南端にあるマリンステイション奄美に着

きました。

2日間は予定通り大島海峡でダイビングも台風の

余波が残って透明度は今一だったけれど、コブシメ

が興奮してネオンサインのように光って獲物に襲い

掛かるのを見たり、面白い動きをするヒメクロイト

ハゼを観察したり、珊剛の上に群れるケラマハナダ

イ等を楽しみました。

3日目になると、それまで台湾に進むと見られて

いたあの金メダル級の台風18号が、誰が呼び寄せ

たのか、急に北に向きを変えてきました。

海も荒れ気味になってきたので、ダイビングを中

止して島内観光に切り替えました。台風で折れた枝

が散らばる金作原原生林をヒヤヒヤしながらドライ

ブb大島紬村を訪ねてとても手がかかり、高額なの

も無理もないと納得し、また田中一村の記念美術館

にも足を運びました。

帰宅予定の5日になると風がひどくなって飛行機

は全便欠航に決まり、このままホテルに留まる事に

決める。そのうちに風も雨も次第に強くなって、つ

いに停電2晩に亘って暗闇が続いてしまった。一

番酷い時には、ガラス窓に雨風がドドーッという感

じで襲い掛かり怖くて廊下に逃げた人もいたようで

した。東京で経験する台風とは違い、風雨が激しい

だけでなく、とてもゆっくりで抜けるのに長い時間

がかかりました。

こんな状態でも一人ではないからと皆さんはあま

り心細くはなく、ろうそくの明かりでの会食もロマ

ンチックな雰囲気で、何回乾杯をしたことやら。時

間がたっぷりとあってこんなに長い間懇親を深めた

ことはありませんでした。皆さん経験の深い方ばか

りで、一番経験の浅い私にとってはとても貴重な話
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最後の日I詞毎もすっかり穏やかになって、ホテルの

前の海で女性方は全員スキンダイビンクもゴマモン

ガラがいて怖かったと力岐珊瑚がきれいで大きなク

マノミが居たといって楽しんでいました。

結局､予定より3日延泊して帰ってきたのですが、

これでこりごりだという人は誰もいなく、来年また

来ようという事になって大体の日取りまで決めてし

まいました。

奄美大島で出会った人たちの親切で、暖かい気持

ちに触れてみんな感激していたからでしょう。あの

厳しい状態の中でいつも暖かく我々の面倒を見てく

れたマリンステイションの従業員の方々、停電の暗

闇の中でもいつもと変わらない食事を準備してもら

って本当に感謝の気持ちでした。

「一生忘れられないツアーになったね、という全員

の感想でした。」

参加者:002－ノ洞專司、007大西亀美代

026良縁寺悦子、038川上湫子

357佐藤道子、359渡辺光栄子､358渡辺靖明



一一~

大島，月3~6日
グー197宇留賀達雄レポート124高木元子

_一

おらず、説明とは違う方向へ進んでいたようだbそ

のためか、エキジットした所が船長の予想とは違っ

ており驚いていた（中の流れが強くて…と説明して

た)。

？の③…5mで安全停止のはずが、フロートを上げ

たガイドはそのまま浮上（オイオイ)。

でもまあ、それなりに楽しんだし、この日で帰る

先陣隊にとっては今回最後のダイビングとなる2本

目に期待を込め、早目のお昼を食べる（この時ろく

に食べずにいた人は、後で「食える時に食え」が教

訓となった※参照)。

台風17号が去ったと思ったら、すぐまた18号

沖縄に接近との事で海況が気掛かりの中9月3日か

ら大島入りした先陣隊4名に、4日、船・飛行機で

参加の3名、計7名の“楽しい楽しい大島ツアー”

の始まり始まりい～》

ボートダイビング4本にピーチ4本で、目指すは

ニタリ1勢揃いした4日は新しくボートポイントに

するというトリプルアーチ、ビッグサンダー版耐

へ。大島のボートも侮れませんb3つのアーチをく

ぐったり、1m以上のクエに出遭ったり、芳賀さん

が恋焦がれてたマツカサウオは「あっちへ行け」と

言うほどいたし大満足の1日目。

至竺

2本目は秋の浜の沖「泉津境」へ。ニタリに逢え

ますようにと念じながらエントリー。やはり中は結

構流れがあり、皆に遅れまいと一生懸命キックして

根の先端に到着ガイドが「ここで大物を待ちまし

ょう」とボードに書くやいなや右手から大きな一つ

の影。特徴ある長い尾鰭..、ニタリだ！（！の①）

待望のニタリ登場！岩にしがみついている我々の目

の前を悠然と通り過ぎて行く。感動の高鳴りが納ま

らぬ内に、西村さんが「上、上」と指すb見上げる

と頭上をニタリが左から方、（1の②2度の遭遇

に満足満足と我々も移動。2，3ノットもあるとい

う流れに乗りながら浮上の合図を待ち、5mで安全

停止。すると、またもやガイドはフロートと共に水

面へ（？の④)、3分が経ち次々浮上するメンバーを

見上げながら私は波酔いを避けるため船が来るまで

水中でピックアップを樹幾この時点で潜水時間約

30分、残圧100、まだまだ余機ところが、3

分待っても、5分待っても、10分待っても、船の

迎えがない。残圧も90，80，70．．．と減って

くると、これは只事ではない1時々ガイドが下を覗

く（人数瀧認洲ものの、持っているボードに何も

書いてくれないので状況が分からず不安増大！そん

な時、水面にいたリーダーの宇留賀さんが水中にい

る我々の所に降りてきて一緒にいてくれたのが本当

に心強かった。水面にいたメンバーには泉津港が目

の前300mほどで、突堤に釣り人がいて我々を見

つけている様子なのが分かり、気待ちの上でゆとり

があったようだ6が、依然船は現れない。とにかく

皆と離れないようにすること、落ち着くこと、と自

－ 一
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巨大クエ

期待の2日目7時半スタートI心配した天気もう

ねりもまあまあで「今日はいいのに出会えそう」と

高揚した気分で港に向かう。…ところが、港に着い

てセッティングも済んだのに船長が来ない。連絡が

取れぬまま待つこと数十分b出発時間を聞いてなか

ったんだと言いながらやって来た船長と船に乗り込

んで、いざ1本目のポイント「ゴードー」へ！

思えばこの辺りから「？」と思うことが続き、最後

にはとんでもないことが起きた2日目でした。

？の①･･･ドリフトしながら根の先にそそり立つロウ

ソク岩に行ったけど、どうもロウソク岩じゃないみ

たい…。

？の②･･･そういえばエントリー前に船長が、地形や

方角を指差しながらガイドに説明しているのに見て
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八

分に言い聞かせる。すると水面の人達が一斉に動き

始めた。水中にいる我々も遅れまい、離れまいと移

動開始どこまで行くのか、フィンキックする足は

もうクタクタ。でも頑張る1明日の新聞に載らぬよ

う頑張る！何やら目の前にコンクリートの垂直の壁

が見え、「お！遺跡か！？」と思ったら、堤防の基礎

だった。先に着いた人がそこの梯子状の鉄棒を上っ

ているのを見た時、「助かった」と思いホッとしたの

も束の間､ここまでやって来るだけで足はガクガク。

垂直の壁を上れるだろうか…ウェイトを落とそうと

して外すと「よこせ」の声b見上げると男の人（釣

り人）が梯子を水際まで降りて来てウェイトやフイ

ンを受け取ってくれ、さらにBCをつかんで引っ張

り上げてくれるのだった。これで本当に助かったの

だ、心から礼を言い、へなへなと崩れながら向こう

に見えたのは､我々を必死に探し回ったであろう船b

そうなんです、我々はi灘寸前の体験をしたの危

（1の③

1の④…全員無事エキジット（これがエキジット

か？救助だよ）できたからいいけれど、ガイドから

も船長からも、「不安な思いをさせ､疲れさせ、申し

訳なかった」の言葉一つかけられなかったこと（責

任問題はともかく、我々はハーフボートをしてたん

じやないよ)。

無事に生還できたのは、潮の流れが強かったにも

関わらず、島から離れる向きではなかったことが幸

いしたが、何よりも全員がSDCのメンバーであっ

たこと。お互b頓を見合わせることで落ち着き、パ

ニックに陥らなかったことである。これがもし、た

またまショップに集まった寄せ集めのメンバーだっ

たら、このように落ち着いた行動はできなかったと

思うと、仲間とのツアーの長所を感じました。

最終日の6日は、さすが台風の影響で西側は大き

なうねりが出ていたが、東側は静かなもの。秋の浜

でビーチ2本を楽しんで無事大島ツアー終了。

めでたしめでたし》

折りしも「神子元でダイバー2名行方不明｣、「大

瀬埼で女性ダイバー死亡」のニュースが入ってきた

が、我々は一つ間違えると命にかかわる遊びをして

いるのだという事を肝に銘じながら、次何処へ行こ

うと思っている私ですb
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※教訓「食える時に食え」少ししか食べなかった人

は「あれを食べておけばよかった」と空腹による体

力消耗を感じたようですから。

鋤ﾛ者：197宇留賀達雄、124高木元子、

128平野昌子、225芳賀幸子、

342山口知子、378西村麻美、393高橋馨

＜大島のリーダーから＞

本事件に関して、ショップのオーナーから丁重なお詫

びのメールが入りました。その内容をお伝えします6

「先日は大変お疲れ様でした。そして日曜日のボート

では、大変な思いをさせてしまい大変申し訳有りませ

んでした。

皆様が帰られてから､スタッフ全員で話し合いました。

（略）流れに乗って離れすぎたら、岬の先端に視界を

さえぎられてボートから見えなくなる可能性が有るこ

とを考え付かなくてはいけなかったと思いますbまた

水面を泳ぐとき泳ぎにくくてもフロートを上げて泳い

でいればボートから見つけることが出来たかもしれま

せんb船長はうねりや波があり泡を追いきれなかった。

（略）いくつかの条件が重なり、ピックアップを逃し

てしまったと思われま戎いずれにしても我々が日頃

殆どボートダイビングをしていない為様々な海況下で

のリスクを読みきれず“つめ'，が甘かったと反省して

おりますb私どもとしては今回のことを肝に銘じてボ

ートダイビングの安全をもう一度練り直し徹底してい

きたいと考えておりますb」

ダイビングの2人、行方不明

11日午前9時20分ごろ､静岡県下田市沖の神

子元島付近で､ダイビングをしていた横浜市西区の

会社員奥西敦さん（28）と同市戸塚区の会社員山

本恵美子さん（31）が行方不明になった。通報を

受けた下田海上保安部などが捜索している。

同保安部によると、2人は東京のダイビングショ

ップが主催したツアーに参加｡ほかの参力賭3人と

インストラクター1人とともに､同日午前8時50

分ごろから潜水していた。約30分後、ボンベの酸

素がなくなりそうになったため､インストラクター

が浮上するよう指示したが、2人は海面に現れず、

行方が分からなくなったという。(時顎菌信9月,,日）



SDCのHP$LI

確叡ｲビﾝゲに関する情報交換

SDCのHP(ホームページ）のbbs(掲示板）

で交換された情報ですbbbsも面白いおしやくりだ

けではなくて、こんな真面目な議論もなされていま

すbまだHPをご利用されていない方は是非覗いて

みてくださし＄

柵珊舵び つ<&I●●●

。

2004/09/15/21:54

元祖ひまわり

5年前神子元で私もコワーイ思いを致しました｡地元

のショップではありませんでしたね－。

2回目、3回目とNASOさんで潜り今年は何百匹と

いうハンマーに会えました。DVを重ねるたびに思

う裏いかに安全に潜るかという課題です6

3回目の神子元で大ベテランのEさんが2本目をパス

いたしました。それを柳田さんは．えらい．と褒め

称えましたよ。わたしも自分をもう少し知るように

つとめます6

30q●●･ﾛ｡｡ーゆ●与●｡■｡‐
~ ~ ① ● ＝

叩 ” ホ ームルジ

http://sdcj・cside5.com

SDCホームページは次のような情報を提供し

ていますb

clubinfonnation:SDCの紹介

news:SDC行事の案内など

tourinfOnmtion:SDCツァー計画表

bbs:掲示板、非公式ツアーの提案・報告、写真

展、飲み会などの徴旙など

1inks:関連のダイビングショップ、旅行牡、S

DC会員のホームページ・アドレス

photogallery:会員が写真を自由に投稿できる

コーナー

slideshow:会員の作品によるスライドショー
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潮ﾄ剣剖〃卜

2004/09/09/18:32

サンマルク

海外で度々ドリフトをしますが、安全停止の時にフ

ロートを上げて、安全停止を充分にして、水面に全

員が顔を出すと、船員が人数を数えながら近づいて

来ますb

絶対に此方からは船には近づきません。船が来るの

を待ちますb

先週も64分間もブンブン流されて・・・も、船は

直に迎えに来ました。安全ですも普通は！

鰯ﾄ脚何卜い引曙

2004/09/09/21:01

野次馬イチニさん

私がフロートを買ったのはインドネシアのドリフト

で怖い思いをしたから。日本に帰ってすぐ買いまし

た、もう何年も前のことですb

でもストレスのない楽しいドリフトも最近体験しま

した。

ブンブン流れて一人二人と浮上していき、最後はガ

イドとゲスト二人となりました。信じられないほど

の透明度、真っ白な砂の上をカレントが縦にさあ－

と走り竜巻もありますbそこを避け流されながらパ

ノラマを楽しみ5mラインでフロートを上げそのま

ま流されますも今までのドリフトは安全停止は一箇

所に止まってというのが多く、スキルがないときは

流されそうで大変でした。でも今回のは止まらず5

mラインを流されながら進み3mでまだ流されそし

て水面に顔を出すと近くにボートが来ていてすぐに

ロープを投げてくれました。ガイドと船長の意思疎

通が十分なのでしょうね。本当に美しく忘れられな

い海でした。ありがとう。

/‐､
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自撚あおとら甑脚す

2004/09/13/19:45

宇留賀適准

先ず知るべき事は、自然は人間の及びもつかない深

く大きな物だということですbダイバーの事故がH

Pで言われていますが、どの様なスキルを持ってし

ても避けられない事故も有りますbでも多くは起こ

るべくして起きる事故が多いように思いますb

神子元に関しては、事故は圧倒的に都内のショップ

が募集するツアーですb実は恥ずかしながら僕も7

年ほど前、たかだか100本程の経験で都内のショ

ップに応募し神子元のダイビングに参加しました。

結果は、20mから一気に48mまでのダウンカレ

ントに巻き込まれ、2本目は20mからアッパーカ

レントで水面に吹き上がるというすさまし体験をし

ました。

僕は兎に角ワイド派大物狙いのダイバーですので、

豆南諸島に行く為八丈島の波太郎の船長カズさんと、

ぶちアイランドの金子さんの指導の下、半年間八丈

島に通い特訓を受けました。ダウンカレント・アッ

パーカレントとは如何なるものか、またその見分け

九ダウンカレントでは自分の吐く泡が上に揚がら

ず横に散らばるという力拡がるのですb

ダウンカレントにあったときの対処方、例えば一気

にBCにエアーを入れること、素早く横に移動する

こと、ウエイトをはずすこと等状況に応じ機敏にし

なくてはいけませんbでも簡単なようでこれが難し

b,｡

兎に角経験豊富なダイビングショップを選ぶことこ

そ肝要ですb分からなければ地元のショップのガイ

ドでなくては絶対に駄目です。

珊瑚が綺麗で穏やかな海を楽しむなら未だ安全ですb

潮の流れがあるところならリスクは付き物ですbで

もより安全を期すためには、自分のスキルを知って

無理は絶対しないこと。そして信頼できるショップ

のガイドで潜ることに尽きるのではないでしょう力も

今年は神子元でハンマーの当たり年b数十匹から数

百匹のハンマーは高確率で遭遇できると力も今月又

出かける予定ですも僕は山を愛する山男ですが山も

海も同じですb美しいものを見ようと思ったら、そ

れだけの覚悟も必要だということ。自然は限りなく

美しくまた限りなく怖いことを知らなくてはいけま

せんb
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自分の実力？

2004/09/14/09:09

シャチ

mamidaさん、ダイビング事故に関する情報有難う。

宇留賀さん、ダイビング事故防止に付いての参考情

報有難う。

今回の事故を見ると比較的若い人が事故に遭遇して

いるようなので、スキルの問題と東京方面のDSが

ガイドしていることから宇留賀さん指摘のような事

故対策が重要と納得しました。

一方我々シニアー・ダイバーは、比較的経験本数を

有しスキルを過信し、無謀なダイビングをしてしま

うことがあるかも知れませんね。

我々の現実は、年々確実に老化をし体力も落ちてい

るのですが、なかなかそれに気づかなし＄

体力維持とスキル・アップににうリッパーの会に参

加出来ればよいのでしょうが、現役で仕事をしてい

るとなかなか参加出来ないので、せめて近くのスポ

ーツ・クラブで体力維持だけでもするように心掛け

ようと思っていますb

また、人によっては、中高年特有の成人病等で薬を

常用している場合もあり、定期的な健康検査や自分

の常用薬のダイビングへの影響等も医者に聞いてお

く必要がありますね。

大分前になりますが、私の職場で風邪薬をH晩して

無理に仕事を続けていた人が、仕事中意識不明状態

になったことがありました。

その時の医者の説明では、高鯏上すると常日頃飲ん

でいる風邪薬のようなものでも、その時の体調で意

識不明になるようなことがあるそうですb

色々心配したら“海に潜るのは危険だから止めるべ

きだ”言うことになってしまいそうですが、やはり

あの美しい海に危険があるからと潜るのを止めるわ

けにはゆきません｡

お互い注意して今後も素晴らしいダイビングを続け

ましょう。



鹿且尾島の海

トカラ詞腸ダイロZクルーズ

“トカラは直前の中』E

197宇留賀達雄

昨年念願の豆南諸島のソウフ岩に2年越しの夢を

叶えて、今年はトカラ制覇と考え、台風7号＆8号

の動きを注視して、よし大丈夫と期待に夢を膨らま

せた途喘に、7号が進路を変更11前日に中止の知

らせb諦め切れず取り敢えずは鹿児島に…。全く期

待していなかった鹿児島の海に潜ってマタマタピッ

クリ。錦紅湾はハナハゼ、アカオビハナダイ、ネジ

リンボー等マクロのメッカ。外洋はコバルトの海に

カンパチ、イサキ、グレーリーフシャーク、キハダ

マグロ、シーラ、カツオ、ツバメウオ等の群れてい

ること。カンパチの群れなどは人懐っこく、ダイバ

ーの周りを何時までも回っているでは有りません力も

潜ったポイント以外にもボートで1～2時間の所に

まだまだすごいポイントがあると瓶何と言うこと

でしょう。殆ど知られていないこんなビッグなポイ

ントが日本にあるなんて。

鹿児島の海絶対お勧めですも

僕も暫く鹿児島の海を沢山潜ってみたいと思ってい

ますもそして来年こそトカラに再1ﾂ戯1トカラは6

月がベストと瓜

(SDCHP7/7/2004のbbsより）

鋤ﾛ者：047竹腰憲江、197宇留賀達雄、

356栗本はるみ、

長

トカラ列島
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…8/23-28

トカラ中止から得られた備報

005大隅楠夫

宇留賀さんから、錦江湾はマクロのメッカとの情

報がありました。アカオピハナダイ数百匹の群れは

壮観、大きなネジリンボウがゴロゴロいたという。

ハナダイ好きの私は直ぐに興味を持ちました｡また、

大きなハナハゼがいるとの言葉に、ハナハゼ好きの

照子も乗ってきました｡早速教えられたショップ｢海

案内｣のホームページを見てますます興味が高まり、

急謹8月末に行くことにしました。ところが出発3

日前、台風16号、17号発生の台風情報に、こり

やダメかな、日程をずらそうかと迷いました。でも

潜れなくても初めての鹿児島です、温泉巡りでも良

いかと考え、予定通り行くことにしました。その旨

「海案内」の出羽さんにメールすると、海がダメな

ら淡水（湖）もありますよ（笑）との事で、気が楽

になり出発しました。

結果は非常にラッキーなことに、16号は西に向

かい、17号は速度が遅く我々の日程には影響しま

せんでした。我々が帰る日にボートを上げてダイビ

ング中止という申し訳ないようなタイミングでした。

栗本さんから、錦江湾は暗くて冷たい海だと聞いて

いました｡確かに緑がかった少し濁った海でしたが、

水温は27－29度と暖かかったので助かりました。

潮の流れが複雑と言うこともあって、他のショップ

ではほとんど潜らないという話ですもその為海の中

は荒れていませんbネジ畑というポイントなど、そ

こらじゅうにネジリンボウとダテハゼの穴が見られ

ますもムチカラマツの林にアカオビソ､ナダイ、イラ

がいる風景は、サクラダイに置き換えれば、大瀬の

外海のようでもありますb

錦江湾は生物観察の好きなダイバーには、未だ何が

出るのか興朱津々の海で爽我々はウミウシを見て

いるときにニタリにも会いました。マダラトピエイ

や大きなカンパチなども出るそうですも

我々も暫く通わなければなりませんb

鋤Ⅱ者：005大隅楠夫006大隅照子

一
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四国遍路雨伊予･溌転の海
久遠路遙（435金子忠司）

CM(countrymusic)おやじの海
海はヨー海はヨー流転の海はヨー

俺を育てた親父の海だ銭の苦労で白髪も増えて

遍路疲れが骨身に沁みて後ろ姿のしぐれてゆくか

南国土佐の宿毛を後にして、急勾配の山道を登る

と県境の松尾峠に至る。いよいよ伊予の国「菩提の

道場」へ入る。伊予（愛媛県）は東予・中予・南予
に別れていて、ここは南予。同じ伊予でも東と南で

は人々の性格がまるで違う。南予の人はおっとりし

ていて人がよく、輻されやすい。東予の人は人情味

に欠けるという｡中予は政治･文化の松山市が中心。

JR時刻表の地図が物語っているが、鉄道は宿毛が

/~、西の終点、南へは宇和島が終着駅である。即ち宇和
島から宿毛までは陸の孤島である。今回の遍路で一

番楽しみにしているのが、その最果ての地、宮本輝

氏の長編小説「流転の海」第2部地の星の舞台であ

る｢南予の一本松･城辺の町を探訪｣する事である。

松尾峠からだらだら下り、車道に出ると旧国道交

差点に一本松役場前バス停がある｡鄙びた古い町並、

角の酒屋で缶ビールとスルメのげそを買い、店の人

に市松劇場は何処かと尋ねると､今は無いとのこと。

（第2部の冒頭で主人公：松阪熊吾がバスを降りて

まず向うのが市松劇場）次は熊吾の故郷の原点：日

枝神社を探す。田植えを終えた田園の先にお寺の屋

根が見え、その左に鎮守の森がある。日枝神社は荒

れ果てて人影も無く、熊吾のライバル：わうどうの

伊佐男と遺恨相撲をとった土俵には雑草が生えてい

ノーhた｡境内の木立を抜ける風の音も物悲しく聴こえる。
田園の真ん中に立ってぐるりと360度を見渡すと、

「低い山に取り巻かれた大きな土俵に立っている」

と熊吾が語った、血の騒ぎがつたわってくる様だ。

魚茂の闘牛を鉄砲で撃ち殺した晩、熊吾は4歳の息

子（宮本輝）を肩車して、この田園に立ち、荘然と

なって満天の星（地の星）を見上げたのだb

足元の畦道には黄色の5弁の野草が咲き乱れ、里

山には野生の藤が咲き競う。蛙が鳴き、雲雀がさえ

ずり、春霞ににじむ農家の空に鯉幟がはためいてい

る。今日は一日熊吾の足跡を辿って流転の海をさま

よう。広見から札掛峠を下り切った処で遍路道と分

れ惣川に沿って深浦港へ出る。熊吾の盟友：和田茂

十の本拠地である。深浦は地名の通りリアス式の奥

深い港で、日本海軍の特殊潜航艇の基地であった。

漁業組合のCokaCoraの自販機で自分と同名のドリ

ンクTHDASを発見1名前は忠司(タダス)である。

今日の宿は小説に3回登場の城辺の玉水旅館である。

女将さんには予約の時に宮本輝ファンを名乗ってあ

った故か、輝さんが執筆した特上の部屋で寝て、熊
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吾や輝さんが酒宴を催した部屋で私一人夕食をとる。

その上ご主人の河野忠夫さんから、宮本輝さんとの

エピソードを聴くことが出来た。執筆中のある日、

輝さんと愛媛新聞の記者と河野さん3人で三升酒を

飲み、お父さん（熊吾）の思い出話や、3人が共通

して大好きな山頭火へと話が弾んだ時、酔った輝さ

んが矢庭に床の間の掛軸に、落書きを書き始めたと

いう。今や玉水旅館の家宝になった山水画の掛軸を

拝観さして頂き、デジカメに収録する。

絵の中心に達筆な字で【父の生まれし田園にたち

荘然と星をあおぐ我の血また騒ぐなり】と書かれ、

その回りを【うしろ姿のしぐれてゆくか】【雨ふる

ふるさとはだしで歩く】【草しげるそこは死人を焼く

ところ】【冬は必ず春となる】と山頭火の句が取り巻

いている。そして、圧巻は輝さんが満1歳の誕生日

（昭和23年3月5日）に神戸で撮影した一家の記

念写真をコピーさしてもらう。流転の海を読んだ時

に想像した通りの熊吾がそこにいた。切れ長の眼は

眼光鋭く、口髭も眉も濃く、男一匹やくざも恐れぬ

強さを内に秘めながらも、情け深くてお人好しの感

じである。そっくりな有名人に例えれば角栄親分と

いった感じ。お母さんは愁いを含んだ和風美人で熊

吾がヤキモチを妬いた様子がよくわかる。

翌4月30日玉水旅館に別れを告げ、宇和島まで

43Kmの強行軍だ。7時に愛媛で最初の札所、40

番観自在寺を参拝。今日も良い天気だ、遍路道は内

海村役場から山道に入るのだが、何の変哲もない道

と聞いたので､西に内海を眺めながら海岸の国道56

号を北上。内海トンネルの左脇に人と自転車専用の

「内海ふれあいトンネル」がある。天井が低く人が

通過する時だけ証明が点灯する軽便トンネルである。

優しい壁画が描かれ、歩き遍路にとってはご利益の

多いトンネルである。宿毛湾から内海を経て宇和島

湾までは、入り組んだリアス式の海が続く。細長い

半島や小島の緑は濃く、栄養豊富なエメラルドグリ

ーンの海には、真珠養殖の棚が延々と続いている。

足元を覗くと小魚が一杯だ、潮目の良い磯場なら大

型の魚影も濃い筈だが、釣り人の姿無し。岸から渡

し板で結ばれたテニスコート程の大型筏の上には、

長屋が建てられ、屋内では大勢のオバチャン達が真

珠の種付けに勤しんでいろ。筏ハウスは海上だから

地代も固定資産税も不要で、南予の漁民の知恵が生

み出した傑作である。もうひとつ、ここの漁民が創

りだした傑作は「ジヤコ天」である。なかでも天下

に有名なのは「宇和島のジヤコ天」が名高い。

（つづく：次回は石鎚山の山開きに挑戦編）



連蔵魚の国からの〆ツセージVol④□□□□

『テンロケケボIﾉの巧みな知恵』

〃o功&Ebmy伊藤勝敏（水中カメラマン）

プロフィール

伊藤勝敏ITOKATSUTOSHI

マリンダイビングの第5回水中写真コンテストでグ

ランプリを受賞。以後フリーカメラマンとなる。現

在、伊豆の魚種やカラフルなソフトコーラルの豊富

さにほれ込み、東伊豆に拠点を置いて、さまざまな

生物の生態を精力的に撮影し、新聞、雑誌などを中

心にした写真作家活動を行う。

著書に「龍宮」「海の宇宙」「魚達の世界へ」「伊

豆の海」など。日本写真家協会会員。

一一

へ

’
樹木のような枝を広げるウミトサカの中に、殼長

約1センチのテンロクケボリが居座っている。貝殻

を覆う薄い外套膜はピンク色の水玉模儀で、トサカ

の表面に散らばるポリプと、色も形も見違うほどよ

く似ている。貝を保護するだけでなく、見事なカム

フラージュ効果だ6しかも、この宝石のような優雅

な貝がトサカに寄生して、そのポリプを遠慮なく食

べ、そこに卵を産みつけるのだから驚く。

多くの生物は寄生者と共に進化してきたといわれ

る。けれども致命的な害を与える寄生者は、結局宿

主もろとも滅びさるため、上臓的害の少ない寄生者

を伴った生物が現在まで生き延びてきたといえる。

ヒトもまた、昔から回虫などの寄生虫に苦い経験

を重ねてきた。しかし、日本をはじめとする先進国

では、医療、衛生面の進歩により、やっかいな寄生

虫はほとんど駆除されてしまった。
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テンロクケボリガイの外套膜の模様と皮弁は宿主のトサカのポリプに擬態している
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ところがその反面、アトピー性皮膚炎や花粉症のよ

うなアレルギー疾患に悩む人が急増している。現に

寄生虫駆除率の低い国々 では、アレルギー疾患が非

常に少ない。寄生虫は人体に有用ではないが、被害

もさほど重大なものではなく、人が死に至ることは

まれである。もしかすると、ヒトは寄生虫を持つよ

うに進化してきたのかもしれない。

海の中では、迷惑そうなようすもみせず、寄生者
とともに暮らしている生物によく出会う。自ら寄生

者を除去する手だてを持たないとはいえ、彼らはじ

やま者を徹底的に排除しない。ひょっとすると彼ら

は、ヒトより優れた生活システムを本能的に察知し
ているのかもしれない。

取材協力：富戸ダイビングサービス

0557-51-5877

7月に封切された映画DeepBlueは、雑

誌､新聞などで、‘笥脚決画の枠を超えた芸術作品”

と紹介されました。

SDCのbbsでも前評判も高く、封切り前から話

題になりました。

さて映画を観たSDC会員の感想はいかがでしたで

しょう力も

反応1）すごいです1波が頭からかぶりそうになっ

たり、鯨の尻尾で張り倒されそうになったり、あの

大画面ならではの迫力映像ですも

今までにテレビで見たシーンもあったけど、何度見

ても驚鰐1カメラマンを尊敬！

反応2)TVで放映されたシリーズのベスト場面を

選りすぐった映像なので確かに迫力はあるが、その

反面ストーリー性が失われてしまった。

また、色使いがどぎついのとBGMが大き過ぎたの

が気になった。

この映画はドキュメンタリーもので優れた作品を

発表しているBBC嘆国放送協会）が、世界20

0ヶ所の海を5年の歳月を掛けて撮った映像を映

テンﾛｸｹポﾘ方ｲの宿主となるオオトゲトサカ

－

B I u e
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画化したものですも元の素材の映像は2002年8

月と12月にNHKで「ザ・ブルー・プラネット」

の題で8回のシリーズで放映されました。

反応2）を示した人の多くは、TVで放映されたシ

リーズの作品を見ていた人です。その為上臓的クー

ルな評価となっていますb

TVの放映時間約400分に対して、映画は約90

分と4分の1以上短く編集されていま式TVでは

1回ごとにあったテーマのストーリー性が、映画で

は失われてしまった事はやむをえないかもしれませ

ん。

この映画は我々スポーツダイバーでは見ることので

きない、美しく厳しし梅の世界を見せてくれますb

ダイバーとして1度観る価値はあると思いますb

シニアは千円で観れるのでありがたいですも

TVで放映された映像が、DVD版とVHS版でタ

イトル「海．青き大自約として発売されました。

8巻セット販売なので、結構な値段ですも

「海．青き大自約全8巻+WII編1巻

各巻49分一括払価格38,000円

発行：大日本印刷販売：ユーキャン出版局

賊茂礼呂）



SDCゴルフ会も回を重ねて

ゴルフ会会長熊倉政美

☆第3回ゴルフ会

倒隣田口澗恵（46．50＝96）

ベスグロ酎寸陽一郎（45．44＝89）
B.B戸塚明夫

SDCのゴルフ同好会を作ろうという声に応え、熊

倉政美会長､岡野博副会長の下第1回のゴルフ会が

昨年春に「鬼怒川カントリー倶楽部」で開催されま

した。

それから回を重ねて、先日7月30日「大日向カン

トリー倶楽部」で第5回のSDCゴルフ会が開催さ

れました。

第1回大会は昨年4月13日、鬼怒川温泉観光ホテ

ルに宿泊し翌14日男子5名、女子7名合計12名

で行われました｡前日の宴会では11啼邑ぎまで多

いに盛上がり熱気は翌日まで続き、関川会長夫人の

好プレーと、プレーしたことの無し湫山真美子さん

が貸しクラブ＆シューズで1ラウンドを回られた

り、元々シングルプレーヤーの岡野さんが初回大会
でいきなりホールインワンを達成されたので､三重

の驚きと感激を皆さんと享受いたしました。

第2回のゴルフ会は風月カントリー倶楽部で9

月25日に開催第3回は11月10日にジュンク

ラッシックカントリークラブで､第4回は益子カン

トリクラブで今年の4月1日に､そして今回7月3

0日大日向カントリー倶楽部で開催と回を重ね､そ

の度に親睦の度も深まり内容も楽しく充実したも

のになってきておりますも

第1回～2回は新ペリア方式で､第3回からは申
告ﾉ､ンデによるコンペ形式を取ってきております。

このSDCのゴルフ会はその腕を競うということを

目的とするのではなく、あくまでゴルフを楽しむこ
とを主眼としておりますも

ゴルフをやられた経験があり、会員の方々でまだ一

度も参加されない方も沢山おいでですb是非次回の

ゴルフ会にご参加ください｡講田は右枠の「第6回

SDCゴルフ会」のご案内をご覧下さい。
伽筆・宇留賀）

☆第4回ゴルフ会

優勝川上秋子

ベスグロ宇留賀達雄

B.B千野正勝
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☆第5回ゴルフ会

優勝熊倉政美
ベスグロ高木忠雄

B.B金井達雄
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卓堅

(大日向カントリー倶楽部で、スタート前に）

SM第6回ゴルフ会のこ案内

（ゴルフをされない方も1泊2日でご一緒しませんか！）

11月25日～26日下記の勢頂でゴルフの集いを

開催いたしますb

福島県いわき市の「ハワイアンズ｣で宿泊、ポリ

ネシアンショーを見ながらの夜会＆ゴルフの集い

ですも今回はゴルフをされない方もハワイアンズ
で温泉＆ショーで楽しめる企画ですも奮ってご参

加ください。（送迎バスは各場所10時発）

記

☆1泊朝食1.5プレー＆温泉・ショー付16,742円

☆ゴルフ無し、1泊朝食ショー付7,875円

☆ゴルフ場：小名浜カントリー倶楽部

☆送迎バス付：東京・親盲・さいたま新都心発着

☆連絡先：熊倉政美携帯：090-8011.0361

Email:ml86"beige・ocn.nejp)
以上

今までの戦續

☆第1回ゴルフ会

優勝岡野博（45

ベスグロ宇留賀達雄（38

B.B西村麻美
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☆第2回ゴルフ会

優勝戸塚明夫

ベスグロ岡野博

B.B清原れい子
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グ尾沫頁ノ、一rキニノ
リーダー056石田邦明リポート450竹内千草

7月11日（日）、西武観光・尾瀬ハイキングツアー

に8名の会員が参勤pしました。横浜で4名、池袋で

2名、所沢で2名が乗車、バスは24名乗りで満員

でした。

私達は最後部の席でビール片手に(私だけ飲めない）

海の話題で盛り上がっているうちに、4時半頃「水

上プリンスホテル」に到着で式温泉に入った後、

おいしいバイキング料理を食べ、飲み、その後また

へ部屋に集まって飲みながら食べながら、またまた海
の話が続きました。

＝

翌12日（月）はハイキング日和、バスで尾瀬の入

り口「鳩待蝸に向かいます。いよいよスタートで

す。「鳩待峠｣からすぐに急な下り、夏ウグイスやカ

ッコウの声を聞きつつ山清水を飲んだりして「山の

鼻」まで行き、ここで休憩。

あたりが開けてきてここからいよいよ「尾瀬ヶ園、

至仏山を背に燧ケ岳を前方に眺めながら平坦な木道

を気持のいい空気を吸ってひたすら歩きますb

ミズバショウの季節は過ぎて葉のみが大きく茂って

いましたが、木道の両側には小さい花が次々顔を見

せてくれますも白いカラマツソウが私は好きですb

シラカバがぽつんと立っているのもなかな力絵にな

る風景ですもすれ違う人はツアー客がほとんどでホ

テルに泊まる人が多いようでする

「牛首｣で休憩、「竜宮ﾉj屋｣ではお弁当で大休止で

すもその後は我々の体力と、ゆっくり花を見ながら

歩きたいので、「ヨッピ吊橋」を回って「牛首」に戻

る道程を選びました。

池塘にはオゼコウホネ、ヒツジグサが浮かびイトト

ンボの姿が涼しげですも

木道を取り替える資材をヘリコプターが運んでいる

光景も見ることができて、なかなか興味深かかった

ですb

ハイキングの後半にはお目当てのニッコウキスゲの

群生がみられ、黄色い花々が少し疲れてきた私達を

元気付けてくれました｡春には熊が出たとか､「熊に

注意」の立て札も何ヶ所かありました。

最後は急な登り、がんばって「鳩待峠」に到着

「初心者コース」約17mn、歩いた時間は5，6時間

だったでしょう力も

簡単に着替えてビール飲む人、ソフトクリームを食

べる人・・・一息つきました。

バスは15時50分に発車、東所沢19時、横浜2

1時に着き、それぞれ家路に。

私は40年振りの尾瀬でしたが、元気に歩けてホッ

としました。

海もいいけどハイキングもいいですよ、次回はあな

たもどうぞも

鋤ﾛ者：005大陶南夫、006大隅照子、018坂東正朗、056石田邦明、

166島田美世子、310戸塚明夫、450竹内千草、475池田宮子
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197

宇留賀達雄
7.25~26八方尾根自然研究路・トレッキングツアー ＞

’

SDCの集いや楽しみもダイビングだけでなく、｢ヴ

ィンテージな会」「散骨を語る会」「ゴルフ会」「テニ

スの会」「フリッパーの会｣等多岐に亘るようになり

会員同志の交流の場が増えてきた。

僕が局1,1で生まれ育ち、山歩きを永年趣味として

きた関係も有り、一度ｲ割|､|の自然の美しさを是非味

わって頂きたいと、トレッキングを計画

候補地には｢上高地」「乗鞠「美ヶ原」「蓼利等々

色々考えたが、無理なく登れて、日本アルプス.後

立山連峰の雄大な自然を味わうに最適な「八方池」

に決めた。

白馬村の八方からゴンドラとリフトで乗り継ぎ、八

方池山荘まで行くと、もうそこは北アルプスの景観

が目の前に迫ってくる。そこから約1時間30分急

峻ながら、整備された山道を高山植物の咲き乱れる

中を進むと、白馬・鑓・杓子の白馬三山が見渡せ、

その姿が池に逆さ三山となって映し出される絶景ポ

イントに到着する。

八方は僕のスキーのホームグラウンドで有り、勝手

知った所では有るがガイドするとなると話は別。

5月の連休明けから2回下見で登ってコースを検分。

更に白馬の散策路と宿決めに所用を兼ねて行ってき

た。

コース概要は、先ず初日大糸線｢白馬綱に集合、

そこから白馬連峰が吊橋越しに見えるポイント｢大

出吊橋｣に行き、余り知られていない木流川(きなが

しがわ)を遡る散策路を歩いて宿に。

翌日は朝早く宿を発って八方池に行き雄大な白馬三

山の雄姿を満喫して下山。昼食に信州名物の蕎麦を

食べ、露天風呂から残雪を戴く白馬連峰が即僅でき

る塩の道温泉｢ガーデンの湯｣で汗を流すというもの。

まさに白馬の山のテンコ盛りツアーである。

準備は万端1後は当日好天に恵まれることを祈るの

み。梅雨明けからお盆までの一番好天が期待でき、

しかも天気が安定する日程を組んであるので間違い

ないと信じるのみ。

いよいよ当日、僕は早朝車で一路信州を目指すb

天気予報では気象状況が不安定とは言うものの、夜

明けの空は青空が広がる。

甲斐路を過ぎ、信州に近づくあたりから八ヶ岳の

雄姿が、見られるはずなのが、もやに霞んでその姿

を見ることが出来ない。晴れていてももやがかかっ

ていたのでは白馬の山々の美しさを見ることが出来

ない。

何とか、すっきりくっきりの天候にして欲しいと願

いつつ松本には9時前に到着b

両親の墓前に御参りし、好天を祈願する。

一般道を通って穂高の｢大王わさび園｣に立ち寄る。

今回白馬．八方尾根とこの安曇野の散策をと当初考

えたが無理な行程を避けて中止した。

湧水の綺麗な水でしか育たないわさびは静岡の伊豆

と並んで有名である。穂高の中でも｢大王わさび園」

はその規模の大きさはダントツで、大きなわさび園

を巡る遊歩道がある。名物のわさび入りソフトクリ

ームを食べ、わさびを買い求めて白馬にと向かう。

車組みは大隅ご夫妻と、狩野ご夫妻と僕の5人。後

の7人は大糸線直通の｢スーパーあずさ11号｣を利

用。13時40分、参加者12名全員は白馬駅に集

合。早速大出吊橋に向う。

15分程で大出吊橋に到嵩ここは白馬三山を麓から

見るのには一番の場所で、日ごろは絵を描くために

沢山の人々が集まる場所である。

今

至唐松岳(3時脚

へ

八方
、

ケルン
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ﾃﾘｱ黒菱
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それが今日は一人も絵を描く人が見当たらない。そ

れもそのはず、うす曇に加えもやが取れず、山の頂

上はおろか麓さえ見られない。

大出吊橋の脇にある茶屋で休憩。茶屋では親切なお

じさんがお店を守っていて味噌ときゅうり、お漬物

それに果物等次から次へサービスの品々がテーブル

に運ばれてくる。大喜びで美味しし実味しいを連発

して口にほおばる。思わずビールが欲しくなって注

文b

空の様子が怪しくなってきたので、サービスの品々

に未練を残しつつ、木澗l1の散策路を通って宿に急

ぐことに。

空は黒い雲が拡がって来て、遠くで雷の音さえ聞こ

えてくる。散策路をゆっくりと山野草を見ながらな

んて余裕も無く、2キロ強の道のりを雷の音に追わ

れるように到嵩宿に着く間もなく激しい落雷とと

もにバケツをひっくり返したような大粒の雨が…。

まさに危機一髪であった。

御宿ひふみでそれぞれの部屋でくつろ盆6時か

ら夕食の臭心尽くしの美味しい料理に皆舌鼓ビ

ールやソフトドリンクを飲みながら、何時ものSD

Cの超元気印で盛り上がる。

食事が終わった後は地下のカラオケルームで更なる

盛り上がり。何時までも歌と会話の途切れない中、

明日に備えて11時頃終演

翌26日、未だ多くの人が目覚めない5時前起床

して空を仰ぐ、昨日のもやがすっかり消えて、青空

がくっきりと爽やかな朝である。ゴンドラの発着駅

である八方駅まで往復の散歩b八方の頂上が美しく

聟え立っている。祈りが通じたのか！

6時半に朝食をとり、八方池を目指して出発、八方

駅へ。

ムッムッー、早朝のすっきりとした青空は何処に行

ったのか､雲が覆いつくし山が見えないではない脱

万が一見晴らしの悪い時に備え、八方池ではなく近

くの栂池に行き、そこから栂池パノラマロープウエ

イで高山植物が見られる「栂池自然園」のコースを

考えていたので、一瞬迷う。でも晴れを信じ八方池

を目指すことに。全員トレッキングシューズに雨具

も持参b備えに怠り無し。ゴンドラ・リフトを乗り

継いで八方池山荘に。ここから約1時間半急峻な山

道を登ることに。

周りには今が盛りとばかりに高山植物が咲き乱れる。

「シモツケソウ」「ハクサンイチゲ」「マツムシソウ」

「ハッポウアザミ」「ハッポウタカネセンブリ」「チ

ングルマ」「クルマユリ」「タテヤマリンドウ」等々
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(ﾉ嚇也“γ》から見え愚まず鰯

数え上げたらきりが無し位の種類が可愛く咲き乱れ

ている。

八方池に予定通り到嵩頬を伝う風が冷たく心地い

い。でもここから見える筈の美しくも気高い白馬の

山々は、霧の彼方に姿を隠し、その一端すら見せよ

うとしなぃウーーーン、残念

天候が怪しくなってきたので予定を早めて下山する

ことに。全員11時無事に麓に下山。一安心

早めに八方での蕎麦の有宅店で昼食を取ることに。

後は｢ガーデンの湯｣の露天風呂からの白馬の山々が

見えることに託すのみも

食事の後3台の車に便乗して塩の道温泉「ガーデン

の凋に行き、帰りの電車の時間までくつろぐこと

に。ここは塩の道温泉という様に、塩分濃度の高い

白濁した温泉である。露天風呂から後立山連峰の山

肌が申し訳程度に時々雲の割れ目から姿を見せる。

どんなに素晴らしい景観でも見えなくては全てがパ

ー。この素晴らしい雄大な景観を是非味わっていた

だきたいと企画した今回のトレッキングも誠に悔い

の残る結果ではあったが、でも何分の一かでも自然

を愉しんで頂けたのではないかと、自らを慰めるツ

アーでした｡(ちなみに延泊した大隅ご夫妻は天候に

恵まれ白馬連峰を剛僅できたそうです）

一

参加者：大隅楠夫・大隅照子・良縁寺悦子・狩野幸繁・

狩野千代子・平野昌子･森重美智子･芳賀幸子。

熊倉政美・栗本はるみ・佐藤道子・宇留賀達雄
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ねぶた＆八甲田登山一一
8月5日～8月7日

リーダー＆レポート245今村拳

8/5(木)晴れのち曇り

各地から続々と青森に集合、迎えの私の携帯電話は

鳴りっぱなし。本日からのツアーリーダー今村、S

DC遠来の客大挙16人を相手に声を張り上げての

大奮戦の始まり始まり－－－－。希望者だけと言っ

てもほとんどを「ねぶた」を造りそして保管してあ

る場所の「ラッセランド」に案内、「ねぶた｣が出来

るまでと「ねぶた」に関する故事来歴の説明。実は

私、この「ラツセランド」で青森市の観光協会から

依頼状を受けての｢ねぶたガイド｣｡今日の皆さんの

宿「ハイパーホテル青森Ⅱ」へ案内、大抵のホテル

は「ねぶた」期間中は2倍も3倍も吹つかけての商

売が普通の中、このホテル、シングル－泊税込み、

軽い朝食付きで4,725円。でも、この「ねぶた」の

最中の16部屋の確保は綱渡り、ひやひや物だった。

15:30頃から懇親会を行う割烹「永くら」の別部屋

を借りての「ねぶた衣装」の着付け。この衣装男

女同じ、浴衣をはしょってピンクの腰巻、赤い蔭に

黄色のの腰帯､頭に花笠、浴衣に鈴を20も30もぶ

ら下げて超派手、まるでチンドン屋。着付師も三人

掛かり、着替えの部屋の男女の間仕切りを今村忘れ

ていたが、そこはダイビングでお互い裸は見慣れた

もの､老々男女入り乱れてスパスノⅧいでの着替え、

これには着付師びっくり。割烹の女将共々偕さん

は何の団体なのですか?｣と聞かれた事は言うまでも

なし。16:30予定ぴったりで懇親会開始、初めての

方もおり、自己紹介を挟んでの和気あいあいの懇親

会、されど、着慣れない物を着こんでの為と興奮の

為か皆さん一様に小食b

「ねぶた」では参加して踊る人達を｢跳ね人」（はね

と)と呼びま戎

18:40，16人の跳ね人が本日運行の全｢ねぶた｣22

台の内の青森青年会議所の「ネブタ」の「跳ね人」

の中に入る。18:50花火を合図に運行開始、轟く太

鼓、雰囲気最高潮。動きは飯炊き状態の「始めチョ

ロチョロの中パッパッ｣､要領を掴む程に大胆に跳ね

始める。

皆､歳なので30分もしたら列から離脱と思っていた

ら何のその、半分以上が、終わりの合図の花火の十

分前の20:30まで跳ねていたと言う信じら
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れない状饅さすがにSDCの会員はダフ。

寺

ねぶたの前の跳ね人（村上さん）

8/6(金)うす曇り

今日は八甲田登山の日、斉藤、永松、小笠原夫妻は

今朝で帰途へ､山は生|曽の霧雨､参加者13名は人甲

田ロープウェイで田茂萢岳へ、登山者名簿を出して

赤倉岳経由で井戸岳へ、道の傾斜がきつくなる程に

皆言葉を発しなくなる。晴れていれば景色値千金な

れど今日は100m先も見えない霧雨､所々にイワブク

ロなどの高山植物を見ながら大岳過誤劇､屋診、ここ

で昼食、本来なればここから往復一時間の大岳

(158伽)へ登る予定なれど視界悪く変更して毛無岱

経由で下山。毛無岱は湿地帯で高山植物の宝庫、乳

色の霧の中の木道を一列で進む。今はキンコウカの

真っ盛り、霧の中に黄色の絨毯、共にその風景一服

の画の機帰りの2時間は下りだけ、足に来た人も

多いが、どうにか全員無事目的地の酸ケ湯温泉に到

着温泉で一風呂浴びてから今日の宿の唐荷温泉」

へ｡この温泉､明かりは｢ランプ〕で全国的に有毛。

ちなみに台所の冷蔵庫はプロパンガス使用、風呂は

4箇所、内2箇所は男女別、後の2箇所の中の露天

風呂は20:00から21:00は女性タイム、「ランプ｣の

下での湯浴み、山奥の温泉情緒たっぷり。津軽三味

線の実演付きの懇親会、「ランプf｣「津軽三味線」膜

流の音｣、日本人の心にしみる120%のBGM付き。

皆食事の箸を止めて目を瞑りその環境に酔いしれる。

全員言葉も無し◎窓外に目をやると蛍が2匹そして

3匹､津軽三味線の音に舞う。「ランプ｣の元では2

次会の声が小声になるのは不思議｡青荷温泉の夜は、

静かに、そして静かに更けて行く。

へ

へ



ここでアクシデント発生、今日の目的の暗門の滝へ

の道が一昨日の雨で橋が流されて不通皆と相談の

上、見所の一つの津軽峠にある白神山地の「ぶな」

の中でもつとも大きな大木の通称｢マザー･ツリー」

に行く事に。樹齢400年、さすがにでかい、ここで

白神山地の「暗門ルート」のガイドをしている今村

「ぶな」についての講釈を一席、皆真剣に聞いてく

れていたのは目を見て判り満足。岩木山の真下、百

沢温泉の今日の宿の国民宿舎「いわき荘」へ。この

宿は日本経済新聞の全国調査で､｢リピーター度合い

全国NO2」に選ばれた事がある宿、ちなみにその時

のNO1は黒川温泉｡値にたがわず部屋､料理､風呂、

応対、ともども満足行くもの。その日の懇親会はカ

ラオケを入れて賑やかにそして、三三七拍子の手締

めで21:00終了。

八
甲
田
登
山

へ

8/8(日)晴れ

今朝は宿から青森の「ねぶたの里」へ直行、屋内を

暗くして展示してある「ねぶた」10台余りを見てか

ら近所の「わら家］で灰麩羅付き釜上げうどん」

の昼食、食後はいよいよお別れタイム、電車組を駅

に送り、レンタカーを返却し空港組を空港に送って

総て終了。

振り返るに、多分，不行き届きの点あったと思うも

一人での添乗に免じてお許し願いたい。最後に、青

森県に来ていただいて有難うございました。リピー

ターとしての、またのお越しをお待ち申し上げてお

ります6

8/7(士)晴れ

快晴、朝風呂、温泉の浴室の中から見える緑の草木

の鮮やかさが目にしみる。朝食後目的地の白神山地

に向かう､途中田舎館村の役場(この庁舎はお城を模

している)屋上の天守閣に登りある物を見る事に｡そ

のある物とは｢稲アート｣、毎年作られているが今年

は版画の棟方志功の｢釈迦十大弟子｣｡稲の黄色と黒

と緑のコントラストが鮮やか､皆一様に｢ホオーッ｣。

弘前駅前で村上さん帰るのでお別れ、レンタカー1

台返却､3台に12人が分乗一路白神山地の入り口の

西目屋村へ､「白神山地ビジターセンター｣で白神山

地の映画鑑賞､超大型映像システム｢アイマックス」

によるプログラム「いのち輝く森」はあたかも自分

が白神山地の中にたたずんでいる様な臨場感と圧倒

的な迫力の中で世界遺産白神山地の四季を紹介して

くれる。

一

マザー・ツリーの下で

参加者：

005大隅楠夫､006大隅照子、

038川上秋子、039齋藤靖子、

060力眼識筒子、132岡野博、

197宇留賀違錐､217小笠療守、

218小頚東明美、245今朴孝、

276熊倉政美、283永松ふさ、

356栗本はるみ、357佐溺宣子、

372米倉綾子、417村上あいこ、

475池田宮子
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第14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b未

だSDCに馴染みの無い方も、SDCの方々と知り

合え、情報交換するのに最適な集いですb是非ご参

加ください。

記

日時：11月30日（火）17時30分～21時

会蝪：新宿西口・都庁前

ホテルセンチュリーハイアット東京27階

くうプソディー＞

会費：5,500円（500円値上がりしました）

当日、つり銭のない様にお願いします6

申込：メール又はファックスで（11月20日週

E-mailurg529@a3.ocv.ne.jp

Fax O44-969-3009

宇留賀達雄

第13回ヴンテージな会にて（関川会長）

45

ヴィンテージな会に初めて参加しきして

517松村斉

9月9日、初めてヴインテージな会に参加させて

頂きました。SDCの会員である親友のお医者さん

の紹介で一年半前に入会させていただきましたが、

SDCの皆様とどの様に懇親を深めたら良いのか分

かりませんでした。そこで会報で広報を担当されて

いる大隅さんにメールにて会員の皆様との交流の深

め方を聞きました所、ご親切に懇親会への出席、ツ

ァーへの参加等､とても良いアドバイスをいただき、

初めてのヴインテージな会に妻と参加致しました。

会場では皆さん初めての人ばかり、妻と緊張気味で

したが、挨拶しますと良い人ばかり、あ～と云う間

に、皆さんと打ち解けてしまいました。ダイビング

が未熟な私にとりまして、周りに座った人のダイビ

ングの体験談、アドバイス、他にハイキングでのハ

プニング､散骨の会(飲み会みたいです？)など、人

生の参考になる話ばかりで、美味しい摘み、お酒、

音楽力珈わり大満足な会でした。

帰りの車中、妻と私ども夫婦、ロータリーとかソロ

プチミストとか幾つかの会で活動してますが、SD

Cの会がこんなにも楽しい会である事知りませんで

した。皆様とこれからも、懇親を深めたいと実感し

ました。未だ現役で会社を経営してますが、これか

らは暇を沢山作り安全で楽しいダイビングを、楽し

みますbこの度のヴイテージな会を企画して頂きま

した宇留賀様有難うございました。



SDCツアー計画一覧表I(2004 ~2005年3月）

N◎ ポイント名 日程 毒員番号 リーダー名 旅行社他 概算費用 ツアー概要 空き

455 ロタ 10/4-10/8 080 中村清 パイナップルツアーズ 9万円 北海道･東北支部主催ツアー､DV費別(2DV$110) C

423 シパダン 10/7-10/13 333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 21-22万円 全食事､ダイビング付､初心者歓迎 C

408 伊豆大島 10/19-10/21 065 狩野幸繁 ｸ゙ﾛーﾊ゙ﾙｽﾎ゚ ﾂー 6万円 平日2泊3日、死滅回遊魚観察､6～7名 B

454 八丈島 10/中旬 026 良縁寺悦子 ぶちアイランド 5.5万円 伊勢海老食べ放題､2泊4ボート､交通費別 C

417 ランテンガ島 10/20-10/27 287 石岡弘至 ﾜーﾙドﾂｧーﾌ゙ﾗﾝﾅーｽ． 16万円 全食事､10ボートダイブ付､成田･名古屋発着 C

409 伊豆海洋公園 10/27-10/29 066 狩野幸繁 ナッソー 5.5万円 平日2泊3日、海洋公園Tennis&Dive,8～12名 C

444 伊豆･田子 10月28日 397 櫻井憲義 ｺーラルウェイ 16,202円 2ボート､ランチ付き､4名以上 A

424 シパダン 11/4-11／10 333 阪上洋 ｵーｼｬﾝﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙ 21-22万円 全食事､ダイビング付､初心者歓迎 B

450 ボホール 11／16-11／21 406 立木博信 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 12.9万円 バリカサグ2本､カビラオ2本､パングラオ4本､副ﾘー ﾀ゙ 栗ー本 B

439 ﾊ゚ﾌ゚ｱﾆｭーｷ゙ﾆｱ･TUFI 11/6-11／13 012 関川清一 パイナップルツアーズ 24万円 8名限定､中世浮力の取れる方 C

461 シパダン 11／15-11/22 287 石岡弘至 カンガルーツアー 16万円 全食事､ダイブ付､成田発着 C

413 ﾊ゚ ﾌ゚ｱﾆｭーキﾆｱ･ﾛﾛｱﾀ 11/20-11/27 005 大隅楠夫 パイナップルツアーズ 18万円 全食事､3DV･4日間付き､8名 A

447 フィンキック全国大会 11/末-12/初 026 良縁寺悦子 社会ｽﾎ゙ ﾂーｾﾝﾀー 4,000円 出場者募集､練習有り､参加費 A

463 サイパン 12/12-12/16 356 栗本はるみ ディドリーム $465 宿泊､6DV､航空券自己手配､ｺﾝﾊ゚ ｽ､ﾌﾛー ﾄなど練習 A

462 グアム 12/18-12/21 378 西村麻美 個人手配 9.5万円 4DV付､個室3泊､前泊､後泊､現地集合･DVのみ参加可 A

460 ガラパゴス 12/25-1/3 505 永吉拓也 ﾌﾘー ｳｴｲﾂー ﾘｽﾄ 未定 ダイビング･動物観察両方楽しめるベストシーズン A

2005年

506 タイ･カオラック 1／17-1/24 287 石岡弘至 ﾜーﾙドｯｱーﾌ゚ﾗﾝﾅーｽ， 17万円 中部主催､全食事･ダイブ付､名古屋･成田･関空発着 A

516 伊豆 1月18日 066 狩野幸繁 ナッソー 未定 ドライで潜ろう冬の伊豆、日帰り A

501 モルディブ 1/20-1/28 090 南要次 ﾌﾘー ｳｴｲﾂー ﾘｽﾄ 未定 パラダイスアイランド A

511 ポﾎー ﾙ勝,渚 -1ﾁ25-ザ29- 440 石川勝 7万円 6DV､全食事付 ア判 A

502 パラオ･ペリリュー島 2月初旬 356 栗本はるみ パイナップルツアーズ 19万円 コロール前後泊(PPR)､ペリリユー4泊､食事､8DV付、 A

521 ボホール 2/26-3/3 406 立木博信 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 13.2万円 バリカサグ､パングラオ､アロマ､カビラオ各2本 A

503 パラオクルージング 3/8-3/13 225 芳賀幸子 スポートツアーズ 19.3万円 ベストシーズンのパラオクルーズ B

ﾎけ'･-ILt'@一ヲ7ﾗﾌ フ2．，．、形
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N◎ ポイント名
507 モルディブ・･南。

ファンアイランド

504 ポナペ

508 パプア･ケビァン

513 サイパン

514 リロアン

517 石垣島

512 トカラ列島

510 紅海

518 伊豆

515 スキルアップ白浜

505 ココ島クルーズ

(ｱﾝダーｼーﾊﾝﾀー）

519 大島

520 伊豆

509 パプア･マダン

日程

3/17-3/24

6月

5/14-5/21

5月中旬

5月中旬

5月下旬

6/20-6/25

6/29-7/6

7月上旬

9/2-9/5

9/5-9/19

(人気のﾎ゙ ﾄー）

9月中旬

10月下旬

11／19-11/26

_覧表．《雲..､年‘月_，SDCツアー

会員番号 リーダー名 旅行社他 概算費用

287 石岡弘至 ﾜーﾙドﾂｱー ﾌ゚ﾗﾝﾅー ｽ゙ 18万円

356 栗本はるみ 未定 17万円

287 石岡弘至 カンガルーツアー 20万円

005 大隅楠夫 MOC 12万円

406 立木博信 ﾜーﾙドｯｧーﾌ゚ﾗﾝﾅーｽ‘ 9.5万円

066 狩野幸繁 アクアガーデン 未定

197 宇留賀達雄 セブンテンス 21-23万円

440 石川勝 ﾌﾘー ｳｴｲﾂー ﾘｽﾄ 22万円

066 狩野幸繁 ナッソー 未定

080 南要次 マリン 5万円

172 島尾愛子 ﾌﾘー ｳｴｲﾂー ﾘｽﾄ 60万円

066 狩野幸繁 グローバルスポーツ 未定

066 狩野幸繁 ナッソー

287 石岡弘至 カンガルーツアー 18万円

（
！

ツアー概要

中部主催､全食事付､グｲﾋ゙ ﾝｸ゙ ○P､成田発着
名古屋､伊丹､福岡は空路成田へ無料

マンツ＆バキン環礁8日間、10DV

中部主催､全食事･ダイブ付､成田発着

火炎樹の綺麗な時期に､のんびり潜る､6～8名

マクロ中心､全食事付､1日3DV付

4泊5日

ダイビングクルーズ､10名、300本以上の経験者(流れ強

DV10本､全食事､ビﾗﾐｯド等カイロ観光付

アオリイカの産卵観察､1泊2日

2泊5食､ビーチ＆ボート指導料込(ﾌｱﾝDV4.5万円）

ナイトロツクスが必要､6名限定､2004年11月末締切、

予約時点からｷｬﾝｾﾙ料$1,047(申込金と同額)が発生

3泊4日

2泊3日、テニス＄ダイブ

中部主催､全食事･ダイブ付､成田発着

2004年6月10日

*ツアー計画を改定しました｡No.462とNo.506-520が追加されたツアーです。

*空き情報A:空きありB:少し空きあり、C:キャンセル待ち

*詳しくは､直接ツアーリーダーにお問い合わせ下さい。
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賛助会員通信
＊鰊）マリン／大阪ダイビングカレッジ ＊ナッソーhttp://www.nasodive・cony

少しづつ秋の気配を感じさせる気候になってきまし

たが、白浜でもイセエビやオトヒメエビはもちろん

サンゴも増え熱帯性の魚や大型回遊魚がたくさん見

られますb毎週末の白浜ツアーのほかにも､パラオ・

バリ島・お正月フィリピン・アニラオなどの海外ツ

アー、近場では日本海や和歌山方面へのツアーも予

定していますも特にこれからのシーズンはドンドン

透明度も良くなっていきますbすべてのコースにイ

ンストラクターが同行しますので安心してご参加く

ださい。また、日本最大級のダイビングプールでは

マンツーマンでスキルアップの講習も毎日受け付け

ていますのでご希望の方はぜひお申込お問い合わせ

下さい11

ナバリ島ダイビングツアー11/19(金)-11/24(水）

ツアー費￥159,0005泊10食4ダイブ含

ナお正月フィリピン・アニラオビーチ＆マニラダ

イビングツアー12/30(木)－1/4（火）

ツアー費￥238,0005泊10食･6ダイブ含

http:/www.marinejp.com

大阪のダイビングショップ＆スクール

代表取締役山本進

Tel:06fl91-6333Fax:06-6191f330

E-mail:marine@alex.ac

伊豆のダイビング、スキルアップ

代表柳田満彦

Tel:0557-51-7400ax:0557-51-7400

E-mail:naso@izu・co.jp

＊（株）オーシャンダイビング

シパダンを得意とするダイビング旅行社。

代表取締役阪上洋

Tel:03-3877-7351FBx:03-3877-7352

E-Inail:odc@Wa2.so-net.ne.jp
~ｰノー、

＊グローバルスポーツ

http://www.global-ds・com/

大島のダイビングサービス

代 表 柳 場 潔

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

E-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:0980-89-2152Fax:0980-89-2158

E-Inail:a-g337@sirius・ocn.ne.jp
一
『その他の賛助会員

＊(株)ビージエープランニング(50頁広告参照）

富商スポートツアーズ＊蛛）

http://www.tomisho.co・jp/sport/

パラオ、グレートバリアリーフ、ノWWW・bjc.co.jp/

海外ダイビング旅行会社

担当：大井出結花里

Tel:03-5458-5845Fax

E-mail:info@bjc・CO・jp

パラオ、グレートバリアリーフ、パプアニューギ

ニア・ダイブクノレーズ

担当和田亮司

Tel:03-3865-0130Fax:03-3865-013803-3462-5076

sport@tpmisho.co.』囮E-mail

＊ぶちアイランド＊蛛)P.I.nhttp://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：祠毛徹Tel:03-3466-6482

mail:diving"it-diving・com

旅行部門：藤井徹Tel:03-3466-6489

-mail:groupa)it-diving・com

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

八丈島で営業するダイビングサービス

代表金子弘之

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

E-mail:petitmlighway.ne.jp
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＊株）フリーウェイツーリスト

www.fWt.co.jp

遠隔地が得意な海外ダイビング旅行会社

担当永吉1石也

Tel:03-3231-0730Fax:03-3231-0731

E-mail:nagayoshi@fWt.co.jp

＊サンドウエーブ（51ページ広告参照）

http://home.att.ne・jp/blue/sandwave/index.htmﾉ／

ダイビング用品、水中写真:紺販売店

☆ウエット＆ドライスーツ（ﾉf-ﾚﾋ゚ ﾝｸ）

いとうTel:03-3345-8790

☆号罰オ（サンドウエーブ）

こんどうTel:03-3345-0201

戸一三匁實繩ﾒ瀞穂l"-)
＊鰊）阪急コミュニケーション

ウミウシガイドブックなどのネイチャーブックシ

リーズを発行、近刊に「シニア・ダイビングガイ

ドブック」がある。

デジタル事業局金森純子

Tel:03-5436-5735

第6回｢鮪を盛る会」の細らせ

＊日時：11月17日（水）

5時30分～8時30分頃

＊場所:親喬IB噸』

＊会費：4000円

＊参加希望者は11月12日（金）までに大隅へ

連絡ください。

世話役大隅照子(NOOO6)

金井灘(NO390)
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484小林幸枝

お元気ですか？

モンゴルの夏も大変暑く寝苦しい夜もありまし

たが、きょうはとても涼しいですb

短い夏と花のシーズンを楽しみたいと思い、モ

ンゴル中を飛び回っていますb草原に生えてい

る草はすべてハーブで郊外に出るととても良い

香りがしますbそれらの草を食べた馬や牛の糞

も良いにおいで、乾燥したものをストーブで焚

くと、ゲルの中がハーブの香りで一杯になりま

すbモンゴル人はこの香りがみんな大好きです

と言いますが私もすきですb一緒に咲いている

沢山の花は高山植物で名前をよく知らないのが

残念ですb写真を撮ってついでに押し花にしま

した。ハーブの香りに包まれて花のなかでおし

っこをするのは気持ちがいいですね。

ナーダムが終わると秋といいますが夏の祭典ナ

ーダムは7月11，12，13日に行われ私た

ちも開会式を観に行きました。草原のバッタも

大きくなり大変な数ですb

フブスグル湖ではこのバッタを餌に魚釣りをし

ました。飛んでいるように針に付けるのがこつ

ですbフブスグル湖（琵琶湖の4倍）の周りで

は花が咲き乱れて、山の所々は木が生えていな

いのですが、登ってみてびっくり一面の花畑で

す6さまざまな種類の高山植物で斜面が覆い尽

くされていますもその向こうには青い湖こん

な花畑がいっぱいあるフブスグル湖は、やっぱ

り素敵ですbアメリカやヨーロッパからの観光

客が多く、モンゴル人にはなかな力垳けないあ

こがれの場所なのですb同行してくれたのはウ

ルタ嬢、モンゴル国営テレビの経済ニュースキ

ャスターで、研修のため日本にいたことがあっ

て日本語が上手ですb

明日はテレルジに行きますbモンゴルの上高地

といったところでしょ力も2回目ですが楽しみ

ですbまた馬に乗って花の中をぼくぽくと歩き

ますbzI柄なモンゴル馬は乗りやすくて可愛い

ですよ。

ウランバートルは夏になってから渋滞がほとん

どなくなりました。モンゴル人はみんな夏休み

を取って田舎に行っているようですb

●面一｡●酌 ◆申げ



霧バｲﾅﾂブﾙﾂｱー ズで行くⅧ
当たる?か外れるか?わくわくどきどき下見して来ました！

合回のお勧めはココ1ベストｼー ズﾝ突入の
メナドの沖に浮かぶイキイキ珊瑚と豊饒の海モルディブﾁｯｸ･リゾート

「ガﾝ力｡アイランドリゾート&ｽパ」

湊十隈離島曇11-認Line-M

諺"罵黙認蕊嘉。
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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,熱ビﾝｹ用品販売店 日本全国通販III!
平日ひる12時からよる8時まで

日祭日ひる12時からよる塒まで
定休日水曜日
〒160-0023

東京都新宿区西新宿1-16-10小勝ビ
81Fウエット＆ドライスーツ専門
パールピンク
電話03-3345-8790
メールpinkmail@zab.attnej

I↑東京都庁
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2F器材専門店
サンドウエーブ
電話03-3345-0201
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3F水中カメラ＆ビデオ
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表紙に寄せて

005大隅楠夫

海の他には何もないリロアンの夕方、ダイビング

が終って上の写真のコテージのデッキでビールを飲

んでいると､二人の子供が磯遊びにやってきました。

ある朝この浜を散歩していると、現地の人が砂から

掘り出した不気味な生き物を食べろと言って分けて

くれました。ビネガーにつけて食べると聞いてリゾ

ートで調理してもらいました。歯ごたえのある貝の

ような味で、なれると酒の肴に合いそうですb

日本に帰ってから日経の文化蘭に「これぞ珍味ユム

シいかが」と言う記事を見つけました。福岡県でユ

ムシの食用研究を行っている人の記事でした。私の

食べたのも、多分このユムシの類だと思います。そ

のうち珍味として世に出てくるのが楽しみです6

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。S

DCでは新年会や懇親会等の集いや年60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b

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。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。

入会希望の方は事務局まで連絡下さい。

編集雑感

寄せられたツアー報告を拝見し、例年より多く襲

来した台風の影響で予定変更を余儀なくされている

ツアーが多く、各リーダーのご心痛、ご苦労が察せ

られました。

また、これも台風の影響でしょうか、今夏は海難

事故がひときわ多く報告されています。自分の身を

守れるのは、自分の体質、体調、スキルを1番良く

知っている自分だけですから、海を甘く見ることな

く、自己管理のできるダイバーを目指したいと思い

ます。（西村麻美）

ここ2ヶ月で、新入会員が急増しています。これ

は偏に読売新聞とDCカード｢グラン｣にSDCを紹

介する記事が掲載されたからに他なりません。読売

耀鯛輸溌ご欝総嘉溌、
0件にも及び、殆どはCカードを持たない人で、簡

単に楽しめるものだと誤解されているようです。会

員の増加は結構なことですが、一方でビギナーの人

達のスキルを高め、どの様に会のレベルを上げるか

も大きな課題だと思っておりますb

（宇留賀達雄）

SDCの活動はダイビングに止まらず、山歩きな

ど種々陸上のイベントも活発になってきました。海

にしても山にしても自然を相手に遊んでもらう際に

はリスクが伴いますも自己の体力・技術力・精神力

に応じて楽しみたいものですbSDCのイベントに

参加すると世界が広がります。特にリーダーは苦労

もありますが、得られるものも大きいです。ﾂｱｰ

ﾘーダーあるいは新しいｲべﾝﾄ燃手鱒埠みませんか。

SⅨ。Jamn加年10月No.路号

エス・ディー・シー

日本シニアダイバーズクラブ事務局

〒215-0018川崎市王禅寺東1-22-5宇留賀方

TelO90-3109-8221FaxO44-969-3009

E-mail:urg529@a3.ocv.ne.jp

URL:http://sdcj.cside5.com/

編集：大隅楠夫、宇留賀達雄、西村麻美

発行：関川清一価格300円




