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減圧症に移鞘↓晦肋にZ

減圧症とダイブコンピューターに関して、

DanJapanの野澤徹さんのお話を聞く機会

がありましたので紹介します6

Cカード取得の講習では必ず使うダイビング表であ

るが、現実には減圧表で計画して潜ることは皆無と

思われ、ダイブコンピューターにより自己管理され

ている。

減圧症や動脈肺塞栓は体内にできるアワ（窒素また

はその他の不活性ガス）によるとされる。

身体に溶け込んだアワがどのくらいになったら減圧

症になる可能性があるか示すのがダイブコンピュー

ターである。
イー､

減圧表にしたがって潜っても80％はアワが出来て､

いる。繰り返し潜水では先ずアワが出来ていると考

えて良い｡アワができるのは全組織と静脈であるが、

静脈はだんだん太くなるのでアワの量は多くない

動脈側に入ると先細になるので組織がアウトになる。

急速浮上や上がったりさがったり繰り返し潜ると物

理的に動脈側に入る可能性がある。また息抜きのバ

ルサルバ法で強くいきごむと力を抜いた時に動脈に

動く可能性がある。

浮上後30分から1時間が一番アワカ緋出される。

体温が低いとアワの排出速度は遅くなる。

以上から注意点をまとめると；

＊バルサルバ法による息抜きは軽くマメに行う。

*減圧停止ギリギリまで潜らず安全域で潜る。-R
＊浮上はゆっくり行い5mの安全停止を守る。

＊上がってきてから、5mくらいの深度に長くいる

ようにする。

*安全停止時に水中でゆるやかな運動をしたり、上

がった時に体を温めて代謝を良くして早く排出す

る（ただし、熱い風呂などに入って急速に体温を

上げるのは厳禁）。

＊1日3回以上潜るときは特に休息時間をたっぷり

取る。

40歳以上のダイバーが過激なダイビングをすると、

神経のダメージが大きくまた回復しないといわれて

いますbシニアらしい潜り方を心がけましょう。

（担当大隅楠夫）
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第11回全日本スポ豈一ツダイビング室内

一一SDC今年も大活躍！

選手権大会
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一
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大会は12月5日（日）に東京都辰己国際水泳場に

て開催されました。SDCからは日頃の"SDCフ

リーッパーの会"の成果を発揮とばかり10名がフリ

ッパー種目に挑戦しました。またほぼ同数の応援団

も駆けつけました。

第11回ズポーツ叡ｲビﾝヴ室内選手権記念大会

に鋤Ⅸ〃て
39 3高橋馨

私は見よう見真似で覚えた我流ですがバタフライ以

外は一通り泳げますbクロールも出来ますがフロー

ト板を持って素足のキックで泳ぐと進まなく2度、

3度とプールの底を足で蹴らないと25Mを泳ぎき

る事は出来ませんでした。ダイビングでピーチでも

ボートでも海面を50M以上泳いだ経験は無かった

ので、4月から始まったフリッパーの会には最初か

ら参加しました。

第1回目にまずはトライアル参考として50Mフリ

ッパータイムを計測し53″07でした。

杉本、鈴木両コーチの熱心な指導を頂き、百野会長

良縁寺さんに背中を押され競技会に選手として出場

しメダルは逃しましたが､第4位タイムは40"07

で何と当初より13"の記録更新出来ました。

大会当日は我々SDC選手10名にその他大勢の応

援者が彦効pされ、数十年前の小学校運動会を思い出

され我が子の運動会でもない、孫の運動会でもない

シニアー本人自身の楽しい運動会でした。

本当にフリッパーの会に参加して良かったなあ－と

痛感した次第ですも

皆さんも来年度はぜひ参加されては如何ですか？

最後に本大会のプログラムに次の一文がありました。

「・・海は千変万化しますも潮の流れ、波の力はダ

イバーを痛めつけ、時にはその命も奪いますb

そこでダイバーは自分を痛めつける海の力を予測し、

海の力から脱出する能力、体力が自分にあるかどう

かを判断して、自分の活動範囲を決めるか、活動の

条件を整えまれつまり遠く、力強く泳ぐ事が出来

る体力があればそれだけ活動範囲が広がり、安全

性も向上し、ダイビングがより楽しくなりますも」
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364百瑚専久

昨年は4名の選手出場でしたが今年は10名の選手

をSDCとしてエントリー、参加しました。

（男性は関川、杉本、堀田、高橋、百野の5名、女

性は内山、良縁寺、佐藤、西村、安部の5名）

結果は下記の通り

最優秀選手賞関川清一

男子100Mフリッパー第1位杉本信也

50Mフリツパー第1位堀田恭正

第3位百野博久

女子50Mフリツパー第2位佐藤道子

第3位良縁寺悦子

以上6人が60歳以上のクラスで金､銀､銅メダルを

受賞しその他の方も全て入賞の栄誉を得ました。

今年のSDC新年会の折に関川会長よりお話があり

競技に出ること、タイムを競う事のみが目的ではな

くより安全な、楽しいダイイングを目指して4月よ

りフリッパーの会を立ち上げ､幸いにも杉本､鈴木、

小沢さんと最高のコーチに恵まれたお陰と改めて深

く感謝撤します6

応援団

頼りない幹事役でありましたが、良縁寺さん、佐藤

さんの暖かいご協力により無事に勤めを果たせまし

た事、そして何よりも楽しい仲間が集まり良き思い

出になった事は本当に幸せでした。

12月10日には会員の川上秋子さん経営のスナッ

クに17名が集まり打ち上げ、忘年会を大いに盛り

上げより良き来年に乾杯しました。
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SDCダイビングポイント情報Z

伊豆半島

関東粛毎地方のダイバーにとって、日帰りで行ける

魚影の濃いポイントが身近にあるのはうれしいこと

ですbでも、実は近いようで遠い？西伊豆は電車バ

スの便は不便だし、東伊豆、南伊豆も車だと時間が

掛かるし、帰りは混むしで結局、沖縄や海外にひと

つとびという人が多いのも事実

二ｺH

虻巨嘩

でも、こんなに近くて面白い海に潜らないのはもっ

たいない1今回は伊豆に通っていらっしゃる会員約

20名の方々から寄せられた情報だけで､この紙面を

作りました。

さあ！あなたも今日から、伊豆をホームグラウンド

にして潜り倒しませんか！（担当西村麻美）

派

尹二.．
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富戸 伊東

お勧め時期は9～11月。ピーチポイントは講習など

で使われる程度で､ボートダイブが通常｡白根五島

根ポイントは、魚影の濃さ、ダイナミックな地形、

ソフトコーラルの美しさで、SDCワイド派に支持

された｡施設が使い易く､船着場のすぐ前でセッティ

ングが出来る｡Exしてスーツのまますぐに入れる温

泉もある｡ボートは漁船イルカのいる施設もある。

現地サービスの伊東ダイビングサービスは1人でも

申し込める。

函夏でも水温が低いことがあり､時期によって
当たり外れもあるので、前もってショップに問い合

わせたほうが良い｡｢白柚は流れていることが多い。

SDC人気N0.1に輝いたのは富戸！お勧め時期は6

月～7月がアオリイカの瀞ﾛ｡9月～11月は季節来遊

魚｡マクロ派向けのビーチとワイド派向けのボート

と両方楽しめる。En&Exはスロープがあって楽

隣の海洋公園が荒れていても、富戸は潜れることが

多い｡ピーチの｢ヨコバマ｣ポイントは､砂場､岩場、

小さなホール､イソギンチャク畑など地形が楽しい。

通年､生物が多く海の四季が楽しめる｡思いがけない

ものに出会える｡ボートは、トサカが林立する｢マエ

カド」ポイントがいい。

施設は簡易だが､整っている。「ヨコバマ」にもトイ

レ有り。レクチャールームのトイレは綺麗だけど､ド

ライエリアなので注意｡スーツのまま入れる温泉丸

の温泉は本物。

園産卵に来たｲｶを追いかけないで!。
「ヨコバマ」は駐車スペースから、En地点まで距離

があるので、タンクは背負わないけど、他の機材を

持って歩くのに体力が必要だから忘れ物をしたら

大 変

庁夛手洞…水着やウエットのまま入れる施設がな
いため、雨の日は不便

伊豆海洋公園(1.0.P)

日本のダイビングシーンをリードしてきた生物の宝

庫施設も整い、50mプール、水深5mのダイビング

プールも有り､スキルアップも出来る｡賛助会員のナ

ッソーダイブは、ここなら毎日1人からでも潜るこ

とが出来る｡夏以外の､特に透明度の良くなる9～12

月がお奨め｡冬場は透明度が30，を越えることも有

り、水温も20度くらいで、それほど低くならない。

週末はダイバーが多いので､1箇所のEn&Exが混み

あうため、出来れば平日に行きたい｡Enは1箇所だ

が、そのあとのコース取りで4箇所のポイントがあ

り、砂場、岩場、ドロップオフ、ゴロタといろんな

地形とそれぞれに住みつくいろんな魚、生物に会え

る｡魚影が濃く小物ウオッチングも楽しいが､ニタリ、

マンボウの目撃例も有る｡特にEnから右側の「2の

根」までの水中散歩は地形が楽しい。

園波が荒いときのEn&Ex｡慌てず落ち着いて波
に合わせる。

伝う手洞･･En&Exが1箇所なので混み合う｡波が
あるときは苦労する。

|ショップ情調・・ナッソーダｲプ(海中の生物につ
いての知識が豊富で説明も面白い、海に詳しくガイ

ドの仕方が丁寧で親切）
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伊東の船着場前にて、ナッソー柳田さんとSDC会員

熱海
へ

アクセスの良さで電車派に人気の熱海｡ドロップオ

フ、沈船など通年楽しめるし、透明度の上がる秋が

お薦めだが､11月～3月限定の小曾我洞窟も楽しい。

園沈船は尉柴で35mになるので､澗王に注怠
夏は透明度が悪いことが多い。

|ショップ情報・・マリンレジャーYGM(冬には簡
易温水プールを用意｡ビーチポイントはショップの

目の前船は自前のダイビング専用船何故か外人の

お客が多い）

II1奈

お勧めの7月8月はソフトコーラルが綺麗で、トビ

エイにも会える確立が高い｡秋にはハゼ天国となる

ピーチポイントにはスロープがありEn&Exが楽

|ショップ情報・・・川奈日和梅､生物に詳しい）
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八橿野

お勧め時期は9月～12月｡特に11月からは海藻類が

岩肌からはずれ、地形がくっきりするので水中散歩

が楽しい｡透明度が上がり､水温もそれほど低くない。

「アジネ」「前の島｣の一回りが楽しい｡ビーチ近く

に美味しい手打ち蕎麦屋がある。

圏港からボー ﾄが出入りするので､浮上の際は
注意が必要

神子元

大物遭遇と魚群の多さで大物好きにはこたえられな

いポイント｡お勧め時期は9～11月初旬｡ただし、8

～9月の黒潮が入った時期には、インクブルーの海

に何百というハンマーヘッドが川や壁を作り、メジ

ロザメにも出会える。

園中級以上のｽｷﾙが必要とされている｡ポイ
ントまで時間が掛かる｡外洋の為波があるので船酔

いに注意｡流れているのでEn&Exは前の人に続いて

スムーズに行う。流れが有り、潮が複雑なので、必

ず神子元を知り尽くしたガイドで潜ること。

|ショップ鯏･･SDC会員はナッソーダｲブ利用
が多い。（施設はリフト付船の福丸）

大瀬崎

某誌の日本ベストダイビングポイント投票で1位に

なったこともある超有名ポイント｡富士山､緑､海の

ロケーションも美しい｡マクロ派は1年中楽しめる

が､特にお勧めは9～11月｡ﾀ砿でのマンボウ遭遇率

が高いのは2～3月頃

「湾内」「先端「一本松」などポイントによって

いろいろなタイプの海を潜れる。「湾内｣は砂地のピ

ーチポイントで､どこからでもEn&Exができるので、

マイペースでセルフダイビングが楽しめる。「湾内」

「先端」は、初心者でも安全にダイビングできる。

点在するムラサキイソギンチャクが美しい。

函「先端「外梅｣はゴﾛﾀなのでEn&Exの
時、足元に注意bまた流れていることもあるので、

現地ショップから情報を得る。

夏から秋の週末は陸上も海中も混み合う。海中では

他のグループについていかないように。

|ショップ鯛。・はごろも(駐車場と海に近い｡タ
ンクチャージ料金だけで安く潜れる｡ガイド付の場

合も少人数で丁寧、民宿併設なので風呂も使える）

大瀬館マリンサービス脈館内にあるので設備力灌

っている）。コーラルウエイ（三島駅でピックアッ

プしてくれるので電車派に便利｡施設はごろも利用)。
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大瀬崎先端のサクラダイ

井田

大瀬崎から、車で10分民宿、施設が整っている。

キンギョハナダイがきれい。

EaEn&Exが､づﾛﾀなので転ばないように注意。

土肥

魚影が濃く、地形、回遊魚が楽しめる9～10月がお

勧め｡20ほどのポイントがあるが、月によってクロ

ーズするポイントもあるので確認する｡施設はプー

ルからお風呂まで完備されている。ガイド無しで潜

れるピーチポイントもある。

園流れが速いことがある｡施設使用料が高い為、
人数が3人以上そろわないと､DVフイーが高くなる。

甕良里

5～6月はトピエイ目撃例が多いポイント。トビエイ

ねらいの時は現地に泊まって朝一番のボートが確率

が高い｡秋は魚影が濃く、珊剛も海も美しい。

園ｿﾌﾄｺー ﾗﾙを傷つけないように中性浮力
をちやんと取って欲しい。

|ショップ情報・・タツミダイビングｻー ピｽ(施設
良好でスーツのまま入れる風呂がある。透明度が悪

くてもいろんな生物を探してくれる。コーヒーお茶

など自由に飲める)。アラリダイピングサービス(港

の目の前で設備が使い易い）。

黄金崎

安良里のピーチポイントといったら､ここ｡ハゼなど

のマクロ生物が楽しめるほか､春先にはトピエイ、9

～11月は､透明度も良く季節来遊魚がたくさん見ら

れる｡陸上からの景色がすばらしい｡施設がとても充

実している。

園ｴﾝﾄﾘー の際の足場がちょっと悪い。

一

輿堅



扇祠
＊「玉樟園新井」（士'四：高級旅館なのに1泊2

食¥9,000。

＊｢吉衛門｣棲見):伊勢エビづくし1泊2食¥9,000。

＊民宿「高尾」（雲見）：料理が安くて美味しい

＊タツミダイビングサービス民宿（安良勘：食

事が美味い｡特に¥800の海鮮丼がお勧め。

＊「伊東ステーションホテル」（伊東駅前）：伊

豆では珍しいビジネスホテル｡バストイレ付シ

ングル¥5,000．前泊に便利｡和朝食は¥650～。

＊岡本旅館(伊東)1泊2食鯛尽くしの部屋食で、

平日3人1部屋で、1人¥8,800は安い！

＊「花吹雪」（伊豆高原）：少々高いが、コテー

ジ感覚で温泉良し、食事良し。

＊日の出屋旅館（伊豆高原）：料金の割に清潔感

があり料理も美味し＄

＊「エクシブ伊豆」（伊豆高原）：会員制だが、

会員の紹介で泊まれる。景色がすばらしく食事

も美味しい｡リッチな気分で泊まれる。(S舵に

会員数名）

關 詞
＊伊東園ホテル(伊東)の駐車場は自由に使える。

＊伊東港前の「松本」の刺身定食にはマンボウが

入っていることがある。

＊伊東市役所の食堂は、最高のロケーションで穴

子天辮700が美味い。

雲見

穴がi輪する牛着岩など、地形がダイナミック。お

奨め時期は6月～9月｡穴から出ると色々な魚が群れ

ている｡遠いので、1～2泊で行くことをお勧め。

園時々 流れが強い｡週末はダｲバー が多く､別
グループとぶつかりやすい｡ライトは必需品。

庁ラテ頭・・後ろからくぐる洞窟もあり､圧迫感が
ある。

F百~夛訶調･･･はまゆ(施設が完備され夕食が
美味しい｡但し、土日は混みあう）

伊百騨悶（へo昼）

「伊豆の海は1年を通して行くと四季が感じられて

楽しめますb春は産卵、太陽の光が海藻の林を照ら

し、夏には稚魚が育ち、秋は南の海からやってきた

魚も加わって華やかになり、魚影が濃く、冬は透明

度が上がりますb南の海にはない楽しみですb」

(NO.302福田孝子さん）

「伊豆の水温は､一番暖かいときでも25～26度くら

いですので、3mmウエットでは厳しいです6インナ

ーを用意して5mmか、6.5mが良いでしょう｡特に

水が綺麗な冬11月～4月はドライスーツをお勧めし

ますもまた､ショップにはそれぞれいろんな癖があっ

たり、お客さんのムードも違います6たとえば、“自

分のことは自分で”式の体育会系ショップもありま

すが、シニアがいても手を貸そうとしないショップ

などは敬遠したほうが良いかもしれません｡自分に

合ったショップを選びましょう。」

伽.062狩野幸繁さん）

八

伊東の緑風園ホテルの露天風呂は¥500。＊
＊

/へ

伊豆高原のケニーズハウスのモカソフトは美味

しい

伊豆高原の食事処「和むら」安くて美味い。

伊豆高原の和食「二本松」美味しい。

宇佐美のDS併設レストランから､海を見ながら

のビールは最高。

「赤沢日帰り温泉鯛(赤沢ダイビングセンター

入り口)は､露天風呂、打たせ湯、ジェットバス

など、4階建ての温泉三昧ビル6

募集ﾉ院ｨ顎ｲビﾝグ希鰭
＊
＊
＊

;伊豆ではセルフでバディダイビング出来るポイ：

:ントが多数あります｡ガイド料金も掛からず、自：

:由なダイビングの出来るバデイダイビング希望：

;者をM.465の梶原昭さんが募っています6メール：

:または葉書、FAXでご連絡ください。

:参加条件;地形を理解したい人｡AOW以上の人。；

:50本以上の経験者で、毎月1回は潜っている人。：

:健康と体力向上の為､週2回以上ポーツをしてい；

;る人。

…粥 ｼｮ守認･･･

＊パパラギ伊豆ダイブセンター…潜水時間が非常

に短し％海に詳しくないのに料金が高い。

＊ルビーナダイバーズ…陸での接し方力穏い｡ショ

ッップも散らかっていた。

＊

……~～～~~ー～~ー~~一一～…~~

情報をお寄せいただいた皆様、ありがとうございま

した。今回はすべてのポイントをカバーすることは

できませんでしたが､情報のないポイントは､今後、

会員の方々に開拓して頂きたいと思いますb

尚、このページでの評価はSm会員の個人情報によ

るもので、一瞬癖価ではありませんb
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特集:SDCのダｲビﾝグを考える3
会報22号、23号ではツアーリーダーアンケートを基に"SDCダイビングの方法”を考察してき

ました｡今回はその締め括りとして東京近郊在住のツアーリーダー経験者に集まっていただき、下記の

ような現状分析、問題点、その解決策などに関し率直な意見を伺いました。

我々の年令になると人からなかな力率直なアドバイスを受けにくくなっていますb前向きのコメントは

勿論、辛口のコメントも良しと受け入れて更なる豊かなSDC活動を目指そうではありません力も

（編集担当大隅楠夫）

1.GgSDCダイビングの方法”に関する現状分析

1）自己責任、安全性

＊「自己責任」の原則から厳しく言えば、SDCEy

アー参加者はダイビングスキルを含めツアー中の

行動を自己管理できることを求められる。

＊クラブの入会に際して、"SDCダイビングの方

法'の理解に関して強く確認する必要があるので

はない瓶

*現実には、ダイビング初心者の会員も入会され、

また会員歴が長く数百本の経験者であってもブラ

ンクや加齢のためスキルが衰えている会員もある。

*バデイシステムを理解していない人がいる。例え

ばバディを無視してガイドにベッタリ付いている

人がいる。ガイド頼りで潜るのでなく、バデイ単

位で潜ることが基本原則であり、それにより無用

な事故が防げる。SDC会員は概ね甘え過ぎてい

る。これは日本のダイブショップの過剰サービス

が原因だが、海外では通用しない。

＊スキルに関して一番の問題点は中性浮力である。

経験タンク数200－300本潜っていて､アドバ

ンスの資格を持っていても実際には中性浮力を取

れない人がいる。本人の自覚のない場合、問題は

深刻である。

＊中性浮力を取れない人の場合、吹き上がるのが怖

いためウエイトを重くするのでどうしても沈んで

いってしまう。ガイドやベテラン同行者にタンク

を上から支えてもらっている場合があるが、本人

は気が付いていない場合が多い。流れのないポイ

ントなら未だ良いが、流れのあるところではとて

もそんな面倒はみきれない。

＊中性浮力を巧く取るには、適正ウエイトを知った

上でBCの吸気＆排気操作に習熟する必要がある。

2）バディやグループ作り

＊クラブツアーなどで仲間を見つけ自主的にツアー

に行くグループの中で、いつも気に入った仲間と
8

だけ行き、他の会員の参加に閉鎖的な人たちがい

る。

＊ダイビングは各々の好みのスタイルがあるので、

同じ好みの仲間と行くようになるのは必然である。

*貴重な自分のお金を使って海外まで行くのなら、

自分の好みのダイビングスタイルや自分のペース

で潜りたいと思うのが普通である。初めての人と

一緒に出掛け、一番低いレベルに合わせたダイビ

ングしかできないというのでは、貴重なお金がも

ったいないと思うのではない力も

＊自主的にツアーを組みダイビングに行くのはクラ

ブの目的にかなっているので大変結構なことだが、

年何回か行くうちの1回くらいはSDC公式ツア

ーとして出してもらえない戒

*SDC公式ツアーとして出す場合にはかなり前か

ら準備がいるので、急に決まる場合はどうしても

仲間内のパーティーとなってしまう。

3)SDCツアーの企画

*SDCツアーはSDCダイビングの目的であるバ

ディ作り、グループ作りのきっかけを攝共する場

である。

*会員数約350名に対して年間50～60のクラ

ブツアーでは絶対的に足りないのではない力も

*新入会員や初心者の会員は、参加したくても出来

ない状態ではないのだろう力も

＊参加なれしている会員が早々と申込んでしまい、

新しい会員が入れない事もあるのではない油

＊実際には全てのツアーが満杯ではなく、参加者が

集まらず中止となるツアーもある。

*初心者が参加するツアーの場合、初心者でもOK

のガイド・ショップを確保する必要がある。

＊初心者およびスキルは衰えたが潜りたい会員のた

めのツアーが必要ではないか。

その場合は外部のインストラクターに頼らざるを

得ないので、ツアー費用は割高になる。

へ

一



戸、

角

潜りたい人はそれでも参加するのではない力もそ

の場合、賛助会員を活用できない力も

＊ダイビングスタイルはそれぞれ好みがあるので、

ツアーの特徴をうたいバラエティにとんだツアー

企画が望まれる。

*急に決まったツアーの場合はSDCホームページ

のbbsで募集するしか方法がないが、新しい書き

込みがあると下に行って読まれなくなってしまう。

4)SDCツアーリーダー

＊ツアーリーダーのなり手が少なし％役員だった人

も役員を辞めるとツアーを出さなくなる事がある。

*皆な最初はクラブの先輩に連れて行ってもらって

行けるようになったのだから、慣れてきたら今度

は自分が新しい会員のためにお役に立ちたいと思

ってもらえない血

＊ツアー経験のベテランは、年に1回はツアーリー

ダーをやって欲しし＄

*経験5年以上、300本以上の人には年1回のリ

ーダー実施キャンペーンをしたらどう力も

*一度リーダーを経験するとリーダーの大変さが良

く分かり､その後のツアー参加の際協力的になる。

*仲間同士で行く場合は、皆自主的に役割を手分け

して行うと思うが、リーダーになると雑用を全て

頼まれるようになる。リーダーをやる場合、参加

者に役割を分担してもらうようにしたし＄

＊リーダーに責任がないとはいうものの、どうして

も責任を感じプレッシャーとなる。参力賭が雰囲

気の分かる人で、色々助けてもらえると楽危

*旅行社との交渉なども二人で担当した方が安心で

きる。

5)SDCツアー参加のマナーなど

*過去、SDCツアーを旅行社の企画と同様に考え

て、やたらと予約を入れてはキャンセルした人が

いたが、もっての他である。

＊ツアー中特定の二人だけで仲良くなり、他の人が

入れないような雰囲気を作る場合がある。ツアー

全体の雰囲気が悪くなるので困る。ツアーは全体

で仲良くするものである。

*ツアー中に課いとなり全体の雰囲気が悪くなるこ

とがある。このケースは女性の場合が多く、男性

では最近は例を聞いた事がなし％男性の場合は、

長年仕事上の付き合いで、ある程度我慢をする事

に慣れているからではない力も

*良く問題を起こす人は結局皆が離れて行き、相手

にされなくなることを知るべき危

9

2．今後の課題と解決策

1）自己責任、安全性

＊自己の技量を正しく認識して、スキルアップに務

め、自己のダイビングスタイル、技量に合ったツ

アーに参加する。

*スキルアップ講習を実施する。

2）バデイやグループ作り

＊ツアーやイベントに参加して他の会員のダイビン

グスタイルを知ると同時に、自身のスタイルを知

ってもらうようにする。

＊ツアーに慣れて来たら、いつも連れて行ってもら

う立場から卒業して、仲間内でツアーを企画して

実施する。

3)SDCツアーの企画

*会員のアンケートを行い、希望者の多いエリアの

ツアー計画をツアーのベテランが企画して、参加

希望者の中からリーダーを選んで実施する。

*初心者およびスキルに不安のある人が参加できる

ツアーを企画する。

*SDCツアー計画表にツアーの特徴を盛り込むb

必要に応じて別途詳しい情報を追加する。

*急に決まったツアーの募集などに関し、更なる

SDC/HPの活用方法を検討する。

4)SDCツアーリーダも一

*SDCの活動はボランティア精神に基づいて運営

されている。ツアーのベテランあるいは世話を焼

く事が苦にならない会員は、自分の計画のうち年

1回はSDC公式ツアーに出すことが期待される。

*主・副リーダー制が推奨される。

5)SDCツアー参加のマナーなど

＊ツアー中は最低限の団体行動のマナーを守って欲

しい（リーダーの指示に従う、他者の意見を尊重

する｡謡いを避ける｡飲んでも羽目をはずさない)。

*参加確認書の注意事項に、守ってもらいたいマナ

ーを具体的に書く。

以上の改善点、クラブとして実施すべきことは出来

ることから対応して行きたいと思います。

個人レベルの改善点に関しては､会員各自の対応に

期待します。

SDCのし〆切,アシカた肱ノ
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ｺﾓド島グｲﾛZクルージング(千ﾔー ダー ）
8月31日～9月10日

リーダー＆レポート245今村孝
＝ _一

★ハラハラ・ドキドキの出発

出発の3日ぐらい前から台風16号が四国と九

州方面をウロウロ、なかなか北上してくれない、

ようやく出発前日の8月30日から北上を始め

る。

その様子をバリ島に先乗りしている今村、NHK

テレビで見てハラハラ＆ドキドキ。

気になって日本時間の8：15出国まとめ役の村

上さんの携帯電話に国際電話を入れる。

現在台風は東北地方を北上中との報告、8：45

再び電話今度は飛ぶ事を確認、ホッ。

結局台風とすれ違いに飛行機が飛んだ訳、本当に

危機一髪の出発だった。

★ダイブショツプ

クルーズに同行は現地ショップ「カクタスダイバ

ーズ」のオーナー松井ヒロミさん、現地人の旦那

と纈昏、二人の子持ち、31歳、在バリ十一年、

インドネシア語はぺラペラ。

★クルーズ船

今回使用の船はバルーナアドベンチャー号、16

2トン、全長30m、幅61n、建造1988年、

改装1995年、乗組員14名、乗客18名、船

室キングサイズペット・ルーム3室、ツイ

ンベツト・ルーム（平圖2室、2段ベット・ル

ーム4皇

今回はキングサイズペット・ルームをシングルで

3名、ツインベツト・ルーム2室を4名で、後は

二段ベツトルーム各室をシングルで使用、快適。

★ダイビング

船に2隻のテンダーボート（定員10名）が積ん

でありそれに乗ってポイントへ、状況が良ければ

ナイト1本を含めて4～5本b

このボートはゴム製で船縁が厚く丸みを帯でい

る、エキジットは海上からカメラ、ウェイト、B

cの順にボートクルーに手渡し、船縁につかまり

懸垂しながらフインで漕ぎ上がるもの、これがま

た中々うまく行かず皆、ボートクルーにマグロ状

態で引きずり上げられる。 へ

★チェックダイブ

9／1チェックダイブはヌサペニダ島のポイン

ト名「SD」、当日出港が遅れたので潮の状態が

激しい時にあたり大変、このドリフトダイブは一

寸した洗濯機の中の洗濯物の状態、皆覚悟はして

いたもののビックリ、このショックと船酔いで珍

しく寺島、庄司の両人シーンとして食欲無し。

夕堅

★船の食事

料理はインドネシア料理、果物は毎食、味、量と

もに満足、刺身は捕った海老が出た。

★お騒がせ料の支払い

ポイントへはテンダーボートの為忘れ物厳禁、い

つのまにか一回忘れるごとに全員にビール各1

本無料配布の自然取り決め､浅原1回､熊倉2回、

今村1回、寺島1回、の計5回発生、やはり年齢

が上だと発生率大、忘れ物の多かったのはウエイ

ト、次にはグローブ、フイン、ダイコンの順、熊

倉さんはBCも着けないでボートに乗船したの

には全員爆笑b

ー
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★コモド・ドラゴン

9月4日コモド島上陸、レインジヤーの案内でコ

モド．ドラゴン3体とご対面、今のシーズンは交

尾の季節なので多くは山中に移動、シパダンにも

同じ様なトカゲは居るがここのはやっぱりデカ

イ、シツポまでだと3mはある。舌をペロペロ、

動きはのろいが一旦獲物に狙いをつけると24

時間休まずにゆったりゆったりどこまでもどこ

までも執勧に追いかけるのでついには食べられ

てしまうらしい。

←・写
弔

い

咳
や

､識

★観れた物、写真に撮った物

リボングランド、ナゴイハナダイ、カイカムリ、

コノハガニ、デビルモズルエビ、ゼブラガニ、ア

ップルシーキューカンパ、インデアンパカボンド、

ゴールデンシュリンプ、オドリカクレエビ､他写

真に撮れた物全部で50種類糧

★パイナップル・シー・キューカンバ

居るポイントは「CANIBAL.ROCK」、ホヤの形に
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似た「なまこ」、色は赤に近い紫、時によって中

心からハタキ状の房が出るとの事、全て出たのを

写真で見せられるもその様な状態の現物には何

回潜っても観れなかった。

★ホワイト・マンタ騒ぎ

9月5日夕食前デッキで涼んでいたら、右舷30

m程の所を大きなシーツかピニールシートが流

れて行くのを発見色は白、マンタと判ったもの

の腹を見肚ていると思った。がしかし、何時まで

も白い状態、クルーがホワイト・マンタと叫んで

から船内大騒乱急遼テンダー・ボートを出して

追いかける。島尾愛子さんは浴衣に草履でボート

に乗り込む、ホワイト。マンタも浴衣を見たのは

初めてか？？？？

★打ち上げ

9月7日船でクルーと一緒に打ち上げパーティ、

夜遅くまで歌いそしてダンスに興じる。

9月8日はサヌールの居酒屋｢漁鯏で今回の参

加者の打ち上げ､久しぶりの和食に皆大いに飲み

そして食べるも一人の費用2，041円、しかし

バルーナ・アドベンチャーのクルーの半月分の月

給と思えば考え複雑

★テロ発生

帰国日の9月9日昼､乗ったタクシーの運転手か

ら今日の10：30ジヤカルタのオーストラリヤ

領事館前で自爆テロがあったと聞く、帰国の飛行

機を聞くも定刻出発と聞いて安心。

☆日本出国時の台風、インドネシア帰国時のテロ

騒ぎとあったがクルーズは無事終了。

参加者

今村孝

熊倉政美

村上あい子

島尾愛子

今澤恵子

庄司尭子

寺島和子

浅原昌子

国師三起子
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最後のシパダン島Ⅳ-ﾄツアー
11月4日～11月10日

リーダー333阪上洋リポーター528平野淑子

三 一

大物を堪能した後、棚には珊瑚がとても美しい、キ

ンギョハナダイ、ハナゴイ、スズメダイ、チョウチ

ョウウオ等色とりどりの魚の舌瞬、そこに身を置く

と心が癒されまさに天国の花園でした。

シパダンはとても魚の種類が多い事に驚かされますも

大物からマクロまでオールスターキャストが揃い大

満足のダイビングでした。

最終日はカパライ島の水上コテージに移動、シパダ

ンで身体にしみ込んだ塩を抜きサッパリ。楽しいツ

アーが終わりました。

阪上様の的確なリード、そしてツアー参加の皆様の

優しさに心から感謝いたしますも

SDCに今年5月に入会し、初めてのツアー参加

に期待と不安の中、いよいよ出発となりました。

シパダン島は自鯛景境保護の為今年で閉鎖しますも

SDCは今回のツアーが最後、そのツアーに参加で

き本当にラッキーでした。

シパダン島の素晴らしし所はなんと言ってもポイン

トの近さ、タンクを背負いボートに乗り込み早速フ

インを付けている間にもうポイント、なんと5分、

そのままエントリー、船酔いする私にはとても有り

難い事ですbそして大物がずらりと揃いますbまず

バラクーダの大群、それは壁、海が暗くなるほどの

群れ、体長1m50cmはありそうな大きさ、それ

が身近に迫ってくる迫力に圧倒され、しばし時が止

まり別世界に引き込まれました。バラクーダの群れ

が行過ぎると今度はギンガメアジの登場､スゴーイ。

シパダンバンザイと心の中で叫びました。

バッファローフィッシュの編隊は、何とその数80

匹、間近に見るその異様な顔に見とれてしまいまし

た。出っ歯の大きい事、大人になる程に歯がよごれ

ている（歯垢かな？）、大きな歯ブラシで磨いてあ

げたいな－んて・・そしてコブの様なザラザラとし

た何とも言えないオデコ、一度は見たいバッファロ

ーフィッシュに会えて嬉しかった。

へ

一

… ｡=ー子

塞ミ 参加者：

333阪上洋（ﾘー ﾀ゙ ）ー

124高木元子

378西村艤

393高橋馨

499鈴木暁美

509前源操、前東篤

510神長葉子

530文字文枝

528平野淑子
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「伊豆大鳥ツアー」
9月14日～16日リーダー＆レポート062狩野幸繁

会報に記載してあったツアー計画では、9月14日

(火)～16日(木)と言う日程でしたが、14日の朝

は、前泊で昨日から大島で潜っていた方、初島で潜

って梯子される方、今朝のジェットホイルで竹芝か

ら来られる方、総員7名で今回のダイビングサービ

ス「グローバルスポーツクラブ」に集合しました。

先週の台風は何処へやらで、暖かく良いお天気に恵

まれて一本目のポイントは「秋の浜」。海外で殿様

ダイブに慣れておられるSDCの皆さんなので、例

え20～30mでもタンクを背負って歩くのはかな

りきついのではないかと危倶していましたが、流石

普段から鍛えておられる様子で、苦もなくスタスタ

と梯子の所まで歩かれたのに吃驚すると同時に感心

しました。

一本目なのでチェックを兼ねて「秋の浜正面」のコ

ース。ジョーフィッシュが主役で､ケラマハナダイ・

カシワハナダイ・アカホシカクレエビ等のマクロの

世界、中層にはイサキの群、最後の上がり際ではカ

マスの群にも逢えました。台風の名残か一寸透明度

が悪く10m程度でしょう戒水温は25℃でした。

昼食後の二本目、今度は「秋の浜右」のコース。南

から流れ着いたツユベラ・トゲチョウチョウウオ・

ツマジロモンガラ達の幼魚を見ながら、トサカ林の

入り口"、大きなソウシイザリウオに吃驚、水深3

Om付近でクダゴンベを見て戻り、梯子の手前の段

落ちの所で、珍しいニセボロカサゴを見ました。

グローバルのスタッフの方達から、「この夏は夕方

になるとオキノスジエビが集団をなして深海から浅

いところへ上がってきていて壮観でした。今でも数

は減っていますが続いていますよ」と聞いて、何と

3本目にサンセットダイビングb全員ではなかった
が5人が参加しました。日暮れと同時に始まると云

うことでエントリー時間を慎重に見計らってスター

ト。場所は一本目に行った正面の左側の壁なるほ

ど日が暮れると壁沿いに沢山のオキノスジエビが深

いところから浅い方へ向かって列をなして上がって

きていました。

最盛期は､後の壁が見えないくらい何万という数の
行進だったそうですbエビが行進し始めた頃には、

サンセットならぬナイトダイビングになりました。

14

2日目は、海況も安定しお天気も上々になり、ボー

トダイビングに挑戦私自身大島でのボートダイビ

ングは一回し力経験しておらず、グローバルさんで

は初めてです6

9月初めのSDCツアーで、インストラクターの不

慣れもあってあわや事故という場面があったようで、

今回は慎重そのもの。ダイビングポイントには、前

日に柳場氏自ら目印のフロートを縛り付けて用意し

てあり万全の構えでした。

一本目は、「王の浜トリプルアーチ」、大物こそい

ませんでしたが、魚影は濃く、水は綺麗で楽しいダ

イビングでした。ただ浮上の際、我々が厳しく膜ら

れている「5m．3分停止」についてガイドさんの

認識が今ひとつ甘いような気がしました。

二本目は、「王の浜ビッグサンダー」、クラックの

沢山入っている大きな根を廻るコースで、根につい

たカラフルな魚を見て回るダイビング6中層にはイ

サキ・タカベの群が舞い、表層にはトビウオが見ら

れました。

3日目､ツアーの日程では最終日でこの日帰宅され

る方もおられるので、朝早めにグローバルグ、この

日もビーチダイビングで、先ずは「秋の浜」へ。ヤ

シャハゼが見たいという希望を入れて正面アサヒの

根の手前まで行く。予定通りヤシャハゼを2個体確

認し、一昨日の夜オキノスジエビの行進を見た壁に

沿って戻る。カシワハナダイ・フタイロハナゴイ・

キシマハナダイ等を見ながら、段落ちからエクジッ

トの梯子診、

二本目は、いつも嗽の浜では……」と言う声に応

えて「野田浜」へ。此処はタンクを背負って歩く距

離が、大島のピーチエントリーでは一番長いと云わ

れており、大丈夫かと懸念しましたが、何のその杷

憂に終わりました。NHKの放送でも有名な、アー

チをくぐり、カンパチの群を見ながら砂場をドリフ

ト、根を周りながらの帰路では、ネコザメの子供が

もぐり込んでいるのがよく見られました。

グローバノレへ戻り、器材を洗って、昼食を摂り解散

と云うことでこのツアーは終わりなのですが、延泊

組が多数おり(私も含めて)、この日三本目「秋の浜

右」診、途中、カガミチョウチョウウオ・ミナミハ

タタテダイ・ツノハタタテダイ・ヘラヤガラ等の所

/全、

/一、
~



偶々、台風の合間を縫ってのダイビングで、天候・

透明度もそこそこ、海況も穏やかでした。ご参加い

ただいた皆様のご協力により、楽しいダイビングが

出来ました。この紙上をお借りして、あらためて皆

様のご協力に感謝いたしますも

謂季節来遊魚を見ながらトサカ林の近くまで行った

とき、長い尻尾を座かせてニタリが出現しました。

二本でお帰りになった方達には本当に｢残念でした」

としか申し上げようもありませんb

そして、エクジットの手前で、NHKが朝の実況中

継で放映した「トゲヨウジ」を見ることも出来たの

ですb延泊組は、更に“もう一度ニタリを”の思い

を込めて最終日も二本嗽の浜」で潜ったのでした

が、残念ながら逢えませんでした。それでも頑張っ

てオシャレハナダイを見ようと深場へ挑戦。チラシ

とは見ることが出来ました。大きな図鑑でないと載

っていない珍しい魚ですも

参加者：

百野博久(364)、立花佐知子(365)、

小西ゆみ子(409)、勤崎光子(413)、

尾形紘三(予)・尾形智(予)、

狩野幸繁(062）

（注）：（予)はSDC予備群

第⑥回｢散骨を語る会｣に初参加
へ

121河村喜美江

い先のご様子。共通の趣味を通して人生経験豊富で

きちんとした価値観を持っていらっしやる方々とお

話ができたことはとても有意義な時間でした。さら

にとても現実的なことをしがらみ』幹ll害関係が無く

会話ができる仲間がいることは素晴らしいことだと

思いますb際限なくNSKが続きそうな雰囲気でした

が、予定終了時刻を少々すぎて9時勵箪散。

「散骨の意志証書」には散骨希望場所を5ヶ所記入

できるようになっている。しかし私は希望箇所を書

けるほど潜っていなしも今後散骨下見ツアーの企画

が予定されているらしい｡ぜひ参加したいものですも

そこはきっと美しい海に違いない。

「散骨を語る会」って何？今回のテーマは「天国

に行く前の大切な準備」とある。散骨には少々興味

はあるがどんな会なのだろうか？予備知識は何もな

いけれど、テーマが明確なNSK(飲む、しゃべる、

食う）はきっと中身が濃いぞ！！と勝手に思い込み

初参加させていただきましたが期待通りでした。

11月17日新橋田0X」にて5時半開始私は少

し遅れて参加。皆さんが集まったところで自己紹介

や近況報告b最近体力や健康上の理由からダイビン

グはもう止めて器材一式を寄付してしまった。とい

う潔い誌楽しく､時には危ういダイビングの話題

ホームページのbbsで「話すのももったいないく

らいすんごくえがったのですbイヒヒ」と書かれて

いたシパダンのスライドショー＆トーク等々。

そして世田谷区でボランティア活動の会長をして

いらっしやる千野正勝さんから今回のテーマである

誰にもくるラストステージについてのお話要約す

ると、人生も後半になると、自分の人生をいかに結

実させるかが大事になる。自分の人生は何だったの

か、老いていくなかでの生き方・生きがい、病気と

死に様､死後のことを考えておかなければならない。

これらについて自分の意思や要望を表すのが遺言、

相続、後見、エンディングノート、老い支度覚書な

どで、できることから早めに準備する心構えが必要

である。と実に気が重くなるような、そしてあまり

考えたくない暗いテーマだが明るく短時間でお話し

下さいました。

それにしても、皆さんまだまだ天国やら散骨やら遠

－

一
蝿
》
甜

一
』
ｑ
Ｉ
碓
弾
嘆

宕
覆
色
詞
冒
鹿
嘩
■
・

才

曝
《

ず

や

顎

垂

参加者：005大潤南夫006大隅照子、049関根一男、

121剛寸喜美江、146佐竹綾子、370千野正勝、

378西村繧、390金手燵雄435金子忠司、

453松山順子、517松村齊､松村夫人、541関谷恭正
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紅海ダイブクルーズ 9月27～10月4日

レポート：505永吉拓也＆392富樫康子 リーダー：197宇留賀達雄

どこまでも言い言い海一一－永吉拓也 クルーズライフの要はなんといってもお食事と

クルーのホスピタリティ。船のグレードは中の上

といったところですが、このソフト面で十分楽し

ませてくれました。シェフの作る料理は毎回あた

たかく日本人の口にもあうのではなかったでし

ょうか。

たまに日本から持ち込んだおかゆや味噌汁もほ

っとしましたけどね。ある夜のいつの間にかのダ

ンスパーティーも忘れられない思い出です。クル

ーが気を利かせてくれて、デッキでディナー。ア

ラビック調のミュージックをかけながらデザー

トまで出たところで、陽気なクルーたちが体でリ

ズムをとりはじめると・・・・SDCのメンバーの

方も得意の!?ダンスを披露してくれましたね。僕

は目立たないように隅っこに隠れていたつもり

が担ぎ出されて・・・上着を脱ぎ、ポロシャツを

脱ぎ始め．.と大変お見苦しいところをお見せし

てしまいました。すみません。ダイビングのハイ

ライト、ラスモハメッド国立公園内・ヨランダリ

ーフ、シャークリーフでの透明度の極みと魚影の

濃さはやっぱりこの紅海クルーズのハイライト

でした。

僕にとって2年振りの紅海。

そして今度はダイブクルーズ。世界に誇る透明度

の高い海を思う存分潜るぞ！と意気込んでベス

トシーズンの紅海のダイビングベース、シャルム

エルシェイクヘ。カイロまで直行で13時間。遠

い!？これでも近くなりました。以前は成田→マ

ニラ→バンコクを経てやっとカイロまで足掛け

20時間を要したものです｡それにくらべれば楽な

ものです。

早速船に乗り込みチェックダイブから開始。スカ

ッツと透明な海は気持ちいい～。その浮遊感・空

中遊泳感覚が僕が海の中でも一番好きな感覚で

す。

何が出なくてもこの海にどっぷりとひたってい

る気持ちよさがなんともたまりません。とくに透

明度、そうですね、30mはまず下りません。自分

の感覚ですが50mはあるのでは？と思ったとこ

ろもありました。

船はシャルムからシナイ半島の先端、世界屈指の

ダイブサイト、ラスモハメッド国立公園内へ。透

明度に加えてハード＆ソフトコーラルの見事な

こと。飽きないダイビングは続きます。大物狙い

の方にはちょっと肩すかしだったかも？

紅海の売り、それはやっぱりこの透明度と珊瑚の

豊かさだと僕は思います。これだけまだ珊瑚がピ

キピキと残っているところは世界的にも少なく

なっていますよね。ウミウチワやテーブル珊瑚、

キャベツ畑のように重なり合うサンゴ礁群。ガイ

ドさんの一番好きだというポイントも、珊瑚の間

のパスを流すポイント。たとえてみるなら何か竜

宮城への参道かとおもえるほど見事な景色。

水温も思っていたよりもずっと高く（すみません、

みなさんには朝晩寒くて5ミリが必要です．なん

て案内していましたが、3ミリでも大丈夫でした

ね。僕は2ミリのほぼスキンスーツのようなウェ

ットで潜っていました）天気はお約束の晴れ。

蒼い海とその先は砂漠の大地。この色のコントラ

ストが目に焼きついて離れません。
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（固有種・セダカヤッコ）

シヤルム最後の夜はベドウインディナー。ラクダ

にゆられてまさに月の砂漠で砂漠の民の夜を体

験。記念ダイビングの方もこのベドウィンディナ

ーでケーキでお祝い！たっぷり砂漠と海を満喫
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へ

一

した後、7千年の歴史を誇る古代エジプトを象徴

するピラミッドへ。ピラミッドの中は暑くてせま

くて大変でしたね。あれは外から眺めるものです

ね。ちょっと冒険で日本食を試してみたりして失

敗I?もありましたが、なによりポジティブで明る

いメンバーとご一緒させていただいてすべて楽

しい思い出とすることができました。

メンバーの皆さん、本当に有難うございました。

･初めて参加のツアー・紅海－－-富樫康子

SDCに入会して3年間ツアーに参加したこと

のなかった私ですが、ダイビングを始めて以来の

憧れの地であった紅海ツアーに心惹かれ、迷いな

がらもようやく今回初参加させていただきまし

た。

9月27日どんな海なのか？スキルは大丈夫？

治安は？と不安一杯の出発でしたが成田で経験

豊富な皆様と集合、すぐにうちとけて大変心強く

嬉しい気持になりました。

ノンストップ便13時間40分でカイロに到着､バ

スでゲジーラ・シェラトンヘ。関空組3名は既に

チェックインしており、現地合流のKさんがロビ

ーで出迎えて下さいました。

9月28日早めの朝食後､国内線で1時間のシヤ

ルムエルシェイクヘ。ダイブセンターにて手続き

後、チャータークルーズ船オリアナ号に乗船。ク

ルーも大変フレンドリーでした。

1本目、ラスカテイ。A)ローカルガイド、ア

ラジンB)日本人ガイド、ちえりさんの2グル

ープに別れて初日のチェックダイブ。塩分濃度の

高い海とのことでウェイトを2キロプラスしまし

たが結果は重すぎたようです。船の下で早速ナポ

レオンのお出迎えを受け感激。上がって昼食。船

のコックさんの料理も美味しく、またフリーウェ

イの永吉さんのご好意で日本食のインスタント

おかゆや味M曽汁の差し入れでホッと一息。重いの

に有難うございました。

2本目、ジャックフィッシュアーリー。宇留賀

リーダーの「大丈夫、同じでいいよ」の声で各自

ウェイト調整。ラスモハメッド公園内のポイント

は透明度40m･珊瑚が美しく青い海に染まりそう

な至福の時間でした。マスクドバファー（コクテ
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ンフグの近似種）バラクーダ、ギンガメ撒因色の

カップル発見。

9月29日1本目、ダンレイバン。イギリスの木

材･香辛料の商船が沈んでおり、BBCで放映され

たためゲストも多数訪れる有名なポイント。2本

目、スモールクレイク。珊瑚がとても見事。途中

ナポレオンが寝ていてビックリ。弱っていたよう

です。3本目、4本目、ステイングレイステーシ

ョン。ここでも大好きなナポレオンとずっとバデ

ィで泳げてラッキー。根に群れるキンギョハナダ

イが美しい。

（ギザのピラミッドの前を行くラクダ）

9月30日1本目、シヤークリーフ～ヨランダリ

ーフ。エントリーすぐバラフエダイの群れ、その

後には大量のバスタブやトイレの便器の積荷が

沈んでいるポイントがありビックリ。こんな珍し

いところ見たことない12本目、ラス・ゴスラー

ニ。バデイがダイコン忘れて一緒に。チェック漏

れでゴメンなさい。大きなウミウチワが印象的で

珊瑚が見事な素敵なポイント。ミルクフィッシュ、

カスミアジ、グルーパー、ブダイ幼魚など。3本

目、ゴードンリーフ。ティラン島へ移動しツーバ

ーシーブリーム〈固有種）特大のマダラトビエイ

が出現。ゆうゆうと泳いでくれて見物サイコー。

アラジンに感謝b駆け寄って来てくれヤッタネー

のポーズ｡年老いていたそうです｡SDCだからか

なあく笑)。4本目、ラグーナリーフ･インサイド。

行きはサンセットダイブ、帰りはナイト。ライト

をお借りしたKさん有難うございました。ライオ

ンフィッシュ5匹が羽根を広げたように優雅ク



トランでローカル食、夕食はフリーウェイのご配

慮で久々の日本食に満足されたようで追加オー

ダーの方も。

10月3日エジプト考古博物館見学｡貴重な展示

品の数々、ラムセス2世のミイラなども見学。改

めてエジプトの歴史に触れました。その後、他の

皆様は空港へ。帰国の途に着かれました。私は皆

様とお別れして車で地中海、アレキサンドリアへ。

翌日海底遺跡で2ダイブ、6日に無事帰国しまし

た。

ルーズ船宿泊最後の夜はデッキでパーティーが

始まりクルーも全員参加して食べて飲んで喋っ

て踊るという愉快な時間を過ごし､SDCメンバー

のパワーの凄さを見た思いです。

気心の合う仲間と出会えて充実のツアーを満喫

出来、楽しい旅でした。船のスタッフは比べよう

がないほど親切で、またカイロの観光ガイド、ア

ビールさんは日本語が堪能、言葉の不自由さを体

験することなく快適な旅をプロデュース下さっ

たフリーウェイの永吉さんに感謝致します。お疲

れ様でした。

ヘ

〈固有種･ゴールデンバタフライ）

10月1日1本目、ジャクソンリーフ。エントリ

ーすぐ、タンクが開いてないよ～とのメンバーの

声がしてバデイチェックの大切さを痛感。水面な

ので難なくクリアです。流れがありカスミアジの

群れ、レッドシーアネモネ〈固有種）など。

2本目、ラス・モシード。バディもお休みで最

終ダイブ6自分の体調を考え疲れた時は休む勇気

が必要でSDCメンバーは心得ておられると納得。

ツバメウオの群れ、バラクーダなど見てダイブ終

了間際にはビキニの美女？出現。実はスノーケリ

ング中のゲストなのですが男性陣約2名は魚より

見とれていたようです。キンギョハナダイはどの

ポイントでも圧巻で気温40℃、水温27℃透明度

40mで大満足の紅海ツアーを終えました。

シャルムヘ戻りホテルにチェックイン。休憩後、

砂漠の民ベドウィンディナーへ。ラクダ乗り初体

験でテントに到着、甘いお茶を飲みりんごの香り

の水タバコを試すメンバーも。チキン＆マトン、

サラダなどの食事後バスで繁華街へ繰り出し自

由行動で各自お土産屋さんやスーパーに。

参加者

062狩野幸繁

343内山数子

439千葉利夫

(成田）

276熊倉政美

442高岩辰司

(関空）
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１
３
５

270河原信子

392富樫康子

526村田恭子

（マルタ島より現地合流）

506国師三起子508安積信

一ー

10月2日ギザのピラミッド＆スフインクス観

光。街中に近くビックリ。第3ピラミッド内を見

学。蒸し暑さには閉口しましたが貴重な経験でし

た。各自写真撮影に忙しいひととき。昼食はレス

(エジプト考古学博物館前で）
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地中海マルタ島で畠0O本
9月15日～28日

2 7 6熊倉政美

一一一一

ば我慢と思ったが・・・初日はイントラと小さな

入江に沈む第2次大戦中の硝戒艇で、エントリー

は岸壁からで波もあり泡立ち滑りまくりやっと

の思いで入った。透明度悪く10M以下には蛸、

オコゼ－匹小物パラパラでガツカリ。2本目に期

待したが岸壁からのダイブは前回と同じくで色

付魚？なしのパラパラ。帰れば薄暗いシャワーの

みの小部屋、このまま一週間も暗い部屋．暗い海

ではと悲しくなったが明日に期待しようと眠り

に就く。

2日目城塞島ゆえ砂浜は少ないとは思ったが、今

日もまた岸壁の父よろしく泡立つ海へ国際色豊

かにドイツ、オランダ、スイス人と島の回りを潜

るがサンゴは勿論のこと軟腸類も無く15cm

ぐらいの紫桃色？の海藻らしきものをサンゴだ

と言うが沢山生えており、魚パラパラは相変わら

ず海藻の下にはムカデ（大きいゴカイ？）が沢山

のみで毒あり触るなと、気持ちの悪いこと甚だし

い。私以外の外人はキレイな海だと大喜び、遠く

沖縄を思い浮かべて今夜も島名物のウサギ料理

にヤケワイン11明日は丁度500本目なのに

と暗い気持ち。

3日目の一本は深場の沈船タンカーだが船その

ものの見学で小魚パラパラ、いよいよ次の記念す

べき500本はドロツプオフ壁沿い水深15Mに

聖母マリア像があるだけで魚は何処にと云う感

じのポイントだが、残り少ない自分の人生を大切

にと心から参拝しこれからの安全ダイビングを

祈るも、明日からはキャンセルだと心に誓う？

結局3日間で見たものは蛸2匹、バラクーダ2，

3匹、オニオコゼ1匹、ミノカサゴ3匹、色付き

小物少しと、食用旬の小シーラ遠影、釣り人と観

光客多数であり、今回は我がダイビング暦のワー

スト10以内となりました。次の日からは早くS

DC仲間と会いたいと思いつつ又、島内ブラブラ

観光と南イタリアのシチリア島に飛び最近噴火

したエトナ火山、古代円形劇場など見学。

28日カイロで紅海クルーズ参加の皆さんとお

会いしたときは紅海ダイブの期待で嬉しく悠久

の大河ナイル川沿水上レストランでエジプト名

物鳩料理で乾杯。

9月29日からの「SDC紅海クルーズ」に参加

する前に世界遺産である地中海マルタ共和国に

滞在した。予てよりグラハム・ハンコツク著

「UNDERW0RLD」を読みマルタを知り興味のあった

島である。

府
際

。

へ

始めの7日間は城砦島の中にある中世に活躍

した有名な聖ヨハネ騎士団の団長宮殿をはじめ

考古学博物館等、沢山の建造物をノンビリと観光

したが総てが正に今では金に換算できないであ

ろう絢燗豪華な世界遺産であった。特に特産のマ

ルタストーンと呼ばれる薄いピンクがかったベ

ージュ色の石で造られた城砦、館はオスマントル

コ大軍の大包囲戦に勝利した後に築かれた45

0年前のまま、非常に優美な雰囲気を醸し出して

いる。ガイドによると騎士になる資格はヨーロッ

パ各地貴族の2，3男で厳格なる規律を求められ

ながらも多額の持参金付でなければなれないと

かであり、誠に贄を尽くした城砦都市の出来る訳

であることが頷けた。ただ、騎士団当初の役割は

戦闘目的でなく、中世十字軍の遠征時に軍団の負

傷者保護と救済であったとは初耳であった。道理

で島内にある騎士団施療院は広大豪著であり食

事は金、銀の食器を使用していたとは驚いた。ま

た、ゴゾ島の神殿は紀元前3000年以上前の構

造物の世界最古であり、今まで長年の風雨にもめ

げず良くぞ残っているものだと感心させられた。

少々贄沢な毎日から愈々後半の期待するダイ

ビングと、毎日観光しながら横目で見ていた絶壁

の下に広がる紺青の海、インターネットでも地中

海ダイビングのメッカと紹介されており、いやが

うえにも胸が高鳴ったが・・・先ず星5つからダ

イビングパックの3つ星ホテルに移り、余りにそ

の落差にビックリした。明日からの海中が良けれ

一
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3月4日
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ただ少しだけ残念な事も｡一つは､教わったのにウェ

イトを重めにつける傾向がある事を忘れてしまって

た裏もう一つ､フインキックを教わるのを完全に忘

れていた事これら二つはツァー中に､メンバーの方

からのさりげない指摘で気づいたのですハフィンキ

ックは直ぐには巧く出来なかったですが､ウェイトを

軽くするのは即実行6当然その次のダイビングから更

に快適に楽しめました。

無事､帰ってまいりました1メナド･ブナケンの海よ

り。約一名未熟なダイバーを含む一行10名､全員無

事に！（未熟なダイバーとはリポーターの私です）

陸上はもちろんの事､海中､海上で本当にいろんな事

があって、とても印象に残る楽しいツアーでした！

もちろん､お世話になったくチャチャダイブロッジ＞

やダイビングポイントが､我々が毎日繰り広げる愉快

でにぎやかな出来事に負けないくらいに素晴らしい

時間と空間を与えてくれた事も､今回のツァーを印象

的なものとさせた大きな要因の一つであったと思っ

ています6

～～という事で､メナドに向けての学習､実習報告は

ひとまず終わり、ブナケン島での出来事一デンパサ

ールから飛行機を乗り継いでメナドもそして船で約1

時間でブナケン島ですbそれだけの時間をかけても行

く価値のある島でした1ロッジを包み込むように広

がる青く美しい海とまぶしい線自然の中に溶け込む

ように違和感無く建てられた素朴で控えめなチャチ

ヤロッ浅見えるのはただ､海と遠くの島と周辺の緑

だけ｡テレビも電話もエアコンも無く、まるで時間が

止まってしまったかのような錯覚に陥るほど､静かな

ゆったりとした時間が流れるブナケン島とチヤチャ

ロッジですb

こんなに穏やかで優しい表に見える自然と一転して、

海中は圧倒されるほどのダイナミックな景観と流1

リーフからどこまでも垂直に降りるウォール6全く底

の見えない深く青い湛そこに平然と？浮かんでいら

れる自分に驚き、喜び､そして楽しみました｡私のダ

イビングは､ただ青の無重力世界で浮遊感と解放感を

楽しむだけの単純なものでしたからここは最高ですb

ただ､流れの強さには驚かされました｡特に3日目1

メナドトウア島近くのポイント､タンジュンコピ11

日目、2日目共に思った程の流れではなかったので

（と､いいながらも2日目の100本目ダイブで失敗

をしたのですが．．）メナドの流れはこの程度なの．．

と､ちょっと安心し始めた3日目ですbけど～～い！

なに～これ～！」というくらいに勘､淵し1いくらキ

ックしたって先へ進まなし＄『グローブ使用禁uの

海､触れてはいけないのは承知の上で､注意深く、サ

ンゴが無く指先にも危険が無いとみえる岩を確認し

ながら掴んで進迩後で聞けばベテラン組もグロー

ブをつけて同じように進んだと力も全く勘､流れでし

た！その3日目は2本とも勘､耐L､そんな状況で

/へ､

メナドという言葉を初めて耳にしたのは昨年9月の

SDC大島ツァーbその時には、「一体それはどこの

国？」と思ったほど､ダイビング技術もポイント情報

も足りない私でした｡その時のガイドさんに詳しく教

えてもらい､更に宿泊した宿にあったダイビング雑誌

で情報収集｡結果・・その時から、メナドは行きたい

憧れの海となったのです6

先にその年の5月｡同じくSDCサイパンツアーに参

加した折､初めて底の見えない深い青の世界に恐る恐

る進み浮かんだその時から､私はドロップオフの持つ

青の世界の虜になっていたからですも

タイミングよくその時の大島ツァーのガイドさんは

く八丈島！＞にショップを持つくぶちアイランド＞

の金子さんbその場で即､八丈島へ行くとの予約を入

れる｡まだ決定とも実行されるともわからないメナド

ヘ向けての練習の為だって～その時点では､私はま

だフリー潜降もしたことがなく､まして鞍全停止を

ロープ無しでなどとんでもない､というレベルのダイ

バー？だったのですから｡そして11月八丈島で特訓

開始1フリー潜降･安全停止･苦手のマスククリア・

エアー消費を抑える呼吸法等など。．繰り返し練習！

その後は､ほとんど毎月のようによ～く出かけました。

そしてやって来た1年がかりのメナド・ブナケン島｡

多少不安もあって､リーダー以外のどなたにもこんな

話しはしなかったのですが､さすがダイビング計画担

当役員･栗本さんb見ぬいていらっしゃいました。「池

田さん随分潜ってきたでしょう～」と最終日、私に。

嬉しかったです～この言葉！

（
、

20



く優しいSDCの皆さんと、スタッフと､気配りと笑

顔の素敵なラフと玲子さんb皆さんのおかげで嬉しい

幸せな100本記念日を持たせていただきました。

覚えているのはサメとナポレオンとツバメウオとス

ティングレイの大物？だけ｡単純･未熟ダイバーの私

としては当然の結果b

こんな素敵な島と面白い？海で､私の記念の100本

目を持ったのですが、しかし、まだまだ経験不足､勉

強不足でした｡ゆるめにつけるようになっていたマス

クがエントリー直後に流れの勢いで顔から浮いた状

態となり、海水がどっと・・・。瞬間何が起きたかわ

からなかった私は取りあえず一旦浮上してセットし

直して再トライ｡だが流れに乗って皆は行ってしまっ

て1人淋しいダイビング(正確にはショップの玲子さ

んと二人ですが)。その100本目。私の為にオーナ

ーのラフがく祝100本＞と書加/したタンクを用意

してくれており、リーダーからも、そのタンクの文字

と私を記念に写してあげると聞かされていたから､も

う～ガックリ。

しかし､その悔しい寂しい気持ちを一気に消滅させる

素晴らしい出来事が､その夜私を待っていました｡私

が疲れて眠っている間に､なんと、皆さんが1時間以

上もかけて近くの村まで100本記念のTシャツを

買いに出かけ､お祝いのメッセージまで書きこんだも

のを用意してくださっていたのです！その上､ショッ

プのスタッフの皆さんも日本の国旗の色の赤と白を

使った手の込んだお祝い用ボードを作っていてくだ

さてたからもうたまりません頬が緩んでいるの力涙

腺がそうなのがわからない状態の私でした。

皆さん､本当にどうもありがとうございました。SD

Cに入会してて良かったです～～！！こんなに暖か

鍵
雪
》
塞
針

＝牌

●

毎
音
醒

一

Ｆ

画

〕

ブナケン島は､島と自然の素晴らしさと共に､人とS

DCの仲間達の素晴らしさを改めて私に教え確認さ

せてくれる事になった大切な島この美しい島と自然

がいつまでも変わらずあるよう遠くから微力ながら

応援していきたいと思っていますも

帰ったばかりだというのに､もう行きたくてしょうが

ないそれほどに人を惹きつけて放さない魅力的な海

と島とチャチヤでした。

海中でも陸上でもなにかと騒々しい私を､優しく穏や

かなそして暖かいまなざしでいつも見守っていてく

ださった坂東リーダ－ありがとうございました｡そし

て､リーダーに本当によく似た優しいメンバーの皆様

ありがとうございました｡またご一緒させていただけ

る時を楽しみにしています6

へ

一

謝1賭：

018坂東正朗

128平野昌子

132岡瑚専

146佐竹綾子

188鱸智子

190西谷サヨ

356栗本はるみ

457児島慎之介

472高木忠雄

475池田宮子
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SDC〆寸ポロZﾅｹﾝ…ソア「・・－」

ブﾅウシ･チャチャ･ダイブﾛｯｼ゙ 玲子&ﾗフ

アルーシャークZ･クルーズ

2 8 4 安 田 孝 子

今年の7月に偶然SDCのホームページを見つけ、

連絡してみようかなと思っていた気持ちが通じたの

か、ひょんなことがきっかけで、SDCの皆様にイ

ンドネシアはメナド、ブナケン島当方ロッジに来て

いただくことに。普段各国のリゾート三昧？をされ

ている皆様には、「ロピンソンクルーソーのような

島」とメンバーの方に表現されるようなワイルドな

島滞在体験、ハードに感じた方改めて大自然の中

に身を置く醍醐味を味わった方と、反応も様々では

なかったかと思います6

おりしも、皆儀が至膳する前日には、周辺を通り過

ぎた台風の影響などもあり、いきなり水温が17℃

という異常低温になり、友人である隣のリゾートオ

ーナーからその異常低温の冷水塊の中で｢オルカ(シ

ャチ）、マンボウ、そして全長10メートルを越す

クジラを目撃した！」という大ニュースが入ってい

たので、密かに「これはもしかして私達も？？」と

期待をし始めていました。

ところがどっこい、晴天なのにもかかわらず、ふた

を開けて見ると、残されていたのは深緑色をした透

明度の激減した海と、場所によっては、いつもにも

勝るほどの強烈な潮の流れbいるはずのないような

所にギンガメアジの大群が出たりもしていたのです

が、なにせ視界が悪く、指差してもよく見えなかっ

たり､写真やビデオ撮影を楽しむのにもイマイチで、

初めの数日間は苦戦続きでした。そんな中、100

本記念を迎えるメンバーの方もいて、他の方からの

冗談攻めプレッシャー？にもめげず奮闘しっかり

ドリフトダイビングも経験し、今回かなり勵甸をつ

けていただけたかも（笑）。夜の宴会用準備の手際

良さといい、宴会の盛り上がり様といい、皆様､正

にツワモノぞろしも3ダイブをこなした夜でもケロ

ッとしていらっしゃる。年齢を重ねないと言えない

ような皆様のジョークのやりとりに唖然としている

私に、こちらのインドネシア米ご飯でしっかり美味

しいおにぎりまで握ってくださる。もうホントに恐

れ入りました1

広大に広がる美しく元気いっぱいの珊瑚礁、そして

大物、4物に至るまでその見れる魚達の種類の豊富

さが自慢のブナケン島ぜひまた#戯しにいらして

下さい皆様との宴会も楽しみにお待ちしておりマ

ース！

10月23日からブルーシヤーク2クルーズに行っ

て来ました。船内は広々として居心地が良し＄ツイ

ンの部屋もダブルベットとシングルが1つ、天井も

高い船酔いする私でも平気でした。食事もとても

美味しいですも食べて寝て潜っておしやくりをして

の繰り返し、何日なのか､何曜日なの力塒が止まっ

てしまったような毎日。何も考えなし最高に幸せな

ダイビングの日々、北マーレから南マーレヘ外洋

を渡ってアリ環礁へ、アリを南から北に上がって南

マーレヘ、毎日がまるで冒険者のようなエキサイテ

ィングなダイビングクルーズでした。北マーレのマ

ンタポイントでしばらく優雅な舞をみて南マーレヘ、

海は次から次と変わり、アリ環礁ではジンベイをダ

イビング中とシュノーケルでしっかり見られて、満

足アリを北上してハンマーを見る。こんな賛沢な

ダイビングはクルーズならではです6

へ

第6回SDCゴルフ会
276熊倉政美

11月25日ゴルフ好き13名が常夏？のスパ・ハ

ワイアンズに宿泊し回列の前鵺でおおいに盛り上

がり翌26日陶妾の｢クレストヒルズゴﾙﾌ倶蕊部」

でコンペを開催しました。全員、元を取る意気込み

で叩きまくり賑やかなﾉﾗ鯖は次の通りですb
グロス倒隣･金井93,準鬮勝･高橋㈱111，3位･村

上優)98，4位。田川（志智郎）111，5位･州l"118,

6位・岡野90，7位･熊倉97，8位・千野103,9位・

川上112，10位･戸塚111，11位･浅田（章)115，1

2位・ブﾐー ビー 清原146，13位･gjil(会長夫人)134

へ

＝

坐

三
Ｆ

寺

＊次回は4月上旬嗜藪剪ll"」にて開催予定で幹

事は金弗清原さんです6

＊沢山叩きたい人歓迎しますのでご遠慮なくご参

加下さしら
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風

へ

(コピーしてお使い下さい）

SDCダイビングツアー参加確認書

SDCのダイビングツアーは、各人が任意の意志で参加されるものです。従ってダイビング

中は勿論、往復の旅行中も全て自己責任で処理することが前提です。

「クラブダイビングの方法」をよくお読みになり、この確認書に署名する事で、リーダー及

U<SDCに対し、万が一被るかも知れない傷害や損害、最悪の事態に関して、当人および当

人と関係のあるいかなる者の訴訟の提起や、あらゆる要求を放棄する事を承諾するものとし

ます。

私は、ツアーNO.
－

の ツアーに参加申込みいたします。

同意署名：－

参加者 氏名・漢字

氏名・ローマ字

会員番号

住所

TEL

E-Mail

生年月日

取得団体

経験年数

－

T

パスポートNo.

緊急連絡先氏名・続柄

住所T

TEL

年

●

性別

FAX

年齢

ランク

経験本数

有効期限

FAX

*過去経験した主なポイント：

*最近1年間のダイビングは何時、何処で：

＊不安な点：腰痛、耳抜き、ブランク、中世浮力、その他（

*①1人部屋希望、②2人部屋希望、③どちらでもOK

－

才

本

）

8
●◆･●cc●琴●●“…be●cc●‐の←●“●●･◆~申●①◆｡●①●●◆◆●･●“●●■.｡●●●~●●●令一●●“一“ロー●由■‐由一“一曲①■■一ー由■●●■由一色●■｡●e“ecDO●岳●･DC●Ce●●●●｡◆●●●●“●●①●一●~一⑪●勺…….●●●。…由一一●■

SDCツアー参加者の心

:1.SDC会員として最低限の団体行動のマナーを守る。

（他者の意見を尊重する、課いを避ける、飲んでも羽目をはずさない等）

；2．ダイビングにおいては現地ガイドのブリーフィングを良く聞き、自己管理のための情報を各自！

：確認する。

；3．ダイビング以外の行動に関しては、リーダーの指示に従う。

；4．リーダーに頼まれたことに協力するのは当然とし、自身の得意技を発揮して盛り上げる。

;=5皇=笠璽窒得ず圭匁墓型とする場合はなるべく早めに連絡し､キセンセル代についても祖談する｡_；
23



－三

最徳のシパダン上陸
2004年10月7日～10月13日

333阪上洋レポート172島毛愛子リーダー

ー__ _ 一

私にとって9年ぶりのシパダンでした。コタキナ

バルからの行程の長さは変わっていなかったけど道

路や船着場ボートは少し快適になっていました。

何年かして再び訪れるとそれなりに変化しているの

はうれしいことです6

りました。いつもは外から群を眺めるというのが普

通でしたが、今回はその中に入って、周り中ギンガ

メという至福の時も味わえました。

ナンヨウツバメウオの大きな塊は海の中に溶け込

んで、ゆらゆらと動く陽炎を見ているような光景で

した｡同じ群でもとても静かで､ギンガメアジやバラ

クーダが勇壮なお祭りなら、これは時代絵巻の中に

いるようでした。

大当たりの毎日でしたので、シパダンでのラスト

ダイブはみんなの希望で、アケボノハゼと浅場のリ

ーフフイッシュウオッチングとなりました。サービ

ス精神旺盛な阪上さんの大活躍で、げっぷが出るほ

どアケボノハゼを見た後、リーフにあがって、サン

ゴに群がるきれいな小魚たちを眺めながらゆっくり

とシパダンの海にお別れをしました。

お約束の物は皆出て来てもらって、海が自らのフ

ィナーレを飾っているかのような毎日に、来てよか

ったと心から思いました。

今年一杯で閉鎖になるためかかなり賑やかなプラ

ウ・シパダン・リゾートでのダイビング三昧がはじ

まりました。チェックダイブでは、恐れを知らない

アケボノハゼ、ソフトコーラルを覗くたびに見つか

るクダゴンベ、窪みにはオドリハゼ、ワイドウオッ

チングのつもりがのっけからマクロの淵Lでまずび

っくりでした。

へ

最近のシパダンの噂は大物の塊を見なくなったと

いうものが多かったので、あまり過去を振り返らな

いように、今のシパダンを見ておこうと思ってツア

ーに出かけたのですが、実は今回は大当たりだった

のですも

2日目にバラクーダポイントに潜ったときなど、

バックロールで入るとすぐ、阪上さんがカンカンと

タンクを鳴らしています｡やみくもに潜っていくと

そこには最近あまり見なくなったといわれていたバ

ッファローフィッシュの80匹あまりの塊が、相変

わらずの怖い顔で眼を飛ばしながら軍団を組んで進

んでいく光景がありました。ヤッター！いたじや

ない！大きいのや年季のいったのが周りを囲み、

中には若い個体が押し合いへし合い。

次なる出し物はバラクーダの集団演技～。強い流

れの中で、カレントフックに助けられながら彼らの

描く壁絵を飽きずに眺めていました｡バラクーダの

大群には4回出会いましたが、その出現には法則が

ありました（今回限りかも）。いつもイエローフイ

ンバラクーダとブラックフインバラクーダ数匹がば

らばらに現れた後に大群が見つかるのです｡最終日

のバラクーダはトルネードを演じてました。その時

は透視度があまりよくなくちょっと残念でしたが、

久しぶりのトルネードに興奮して、自分の脚力を無

視してドロップオフに向かってしまったほどでした。

ギンガメアジの群は相変わらずで、バラクーダの

大群とドッキングするのではないかという場面もあ

護繍"鰯‘掌,’灘鋤@審拳謬箪

職
蠅
繊

（
塁

や
毎
職
蝉
唖

鱗
麺ロヒ．

ー』

，驚房

壷悪1

蝉愚､』

最後の日はカパライに移動してマクロウオッチン父

ハナイカ、ニシキテグリ、カニハゼなどをみている

なかで、ハシナガチョウチョウウオ、キハッソクを

見つけたときは一人で大喜甑

それにしてもカパライ・リゾートとは不思議なと

ころです。干潮になるとわずかに現れる砂洲を頼り

にこんな水上コテージを作ってしまうなんてスゴ

イ！の一言ですb夕方、桟橋の突端に設けられた椅

子にビールを片手にくつろぎながら海の素晴らしさ

を語り合うのに最適なところだと、此処からのシバ
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SDCのツアーのすごいところはダイビングを芯

に集まった人たちがそれぞれにまた素敵な知識や趣

味をお持ちになっていることだと思います｡ツアー

の度に新しい方と出会い、興味深いいろいろな事を

教わることが出来るのです｡ゆったりとした時が流

れている人もいれば､精力的に動いている人もいて、

その方の日常を聞いているだけで面白く飽きないの

はやはり年の功？

ダン通いも悪くないかもと思ったりしました。

今度のツアーで、高島良子さんが50本、伊丹和

美さんが250本になりました。リゾートから記念

のロゴが言動到れたTシャツが贈られたのですが、そ

のアート文字がとても素敵で、プロがいるのかしら

と思ったほどでした。高島さんは植物に避旨が深く

「3時の天使」なんて夢のある名前の花の種を持参

され分けていただきました。この花が我が家の庭に

咲くのが楽しみです6 島に上陸できるのは今年限りで淋しいけど、それ

で回りのさんご礁が生き返ってくれるなら、シパダ

ンに昔の魚達の賑わいが戻ってくるならと自分を納

得させて帰りの途につきました。自然に親しむとい

いながら、自然を壊すこの矛盾からいかにして脱出

できる恥課題の一つです6

弓
~厨~す~~－

三思当 幸 ､
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穂；零

聡鼬
参加者：

長野恭子、芦野みどり、渡辺宏二、高島良子、竹

内千草、阪上洋、須永勝子、中椥ﾛ代子、志村秀

子、伊丹和美、島尾愛子

高島さんと伊丹さん
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南国の休日｡コーラル満喫体驍記
ランテンガ島

0月20日（水）

4三輪勝廣

クラブツアー

～1 0月 27

ブツアー(No.417)

0月27日（水）8日間

レポート194鈴木征男

マレーシア.

2004年1

リーダ ー 2 9

から雨期に変わる時でありシーズンが終わる寸前で

オープンしているのはここ「ブツレーコーラル・アイ

ランドリゾート」だけであった。

ここのダイビングショップは白石さんと言う日本人

のインストラクターとその恋人でアシスタントのみ

どりさん、現地人ガイドのレノンの3名と手伝いの

現地人ポーター2名のみであった。

本来はリゾートでのんびり過ごすのがここの売りで、

普段のダイビング客は4～5人程度という。そこに

我々SDCメンバーが23人も押し寄せた。

雨の中を上陸用の小船で上陸した時、白石さんの最

初の言葉が、「皆さん全員潜るンですか？」と言う

驚きとともに恐'布の言夛農

全員分のウエイトとタンクが無い為に一度に23人

のダイビングは不可能で、ボートダイビングは2つ

のグループを午前中に8時と10時､午後は1時と3

時に分け遅番・早番で交互に潜り、空いている時間

にハウスリーフの無制限ビーチダイビングをする事

となりウエイトとタンクのローテーションが大変、

予想外の記念すべき思い出に残るダイビングでした。

また、悪い事に肉体労働をする現地人スタッフは、

この期間ラマダンで飲食は太陽が出ている昼間は一

切不可、体に力が入らない。結局ガイドが肉体労働

にも借り出される羽目になりました。

[ここはサンゴが一濁

4日間で10本ほど潜ったが､特に珍しい魚にはお目

にかからなかった。それではランテンガ島の売りは

何か、それはサンゴにつきる。

[台風の中の出発］

台風23号、なんと今年10個目の上陸した台風

しかも、その被害は死者25名、行方不明27名、今

年最大の被害だと言う。こんな台風がまさに高知県

に上陸した10月20日の朝､我々18名は成田空港に

集合し、台風を逃げるように日本を胤鰯Lて、一路マ

レーシアのクアラルンプールへ､nIA空港内で名古

屋空港からの4名と関西空港からの1名が合流23

名が揃い、国内便でクアラトレガンヌヘ向かった。

市内のプリムラピーチホテルで1泊し、翌朝ホテル

から観光バスで約1時間、隅田jllほどの大きさのム

ラング河の下流にあるムラング港へ移動。港と言っ

ても隅田川に突き出た桟橋という感じ、いや渡し船

の船着場と言った方がピッタリ。何しろ我々が乗っ

てきた観光バスが船着場に横付け出来ず雨の中を歩

くことになる。

乗った船は、我々が島でダイビングに使うせいぜい

20人乗り中型ボート､これに我々 23人と各々 が持参

した25キロ前後の荷物を載せるのだから､船内は窮

屈そのもの。

乗った船は河口へ向かいユックリと進迩河口から

海へ出る航路はきわめて狭く、ソロリソロリと抜け

出し大海原へ。雨に打たれ波しぶきに濡れ大波にも

まれながら航海することl時間半、気分が悪くなっ

た女性も続出、何とかランテンガに到嵩

へ

へ
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［ランテンガ島］

島のほとんどがジャングルに覆われ、周囲を回ると

2時間と言うからシパダンの4倍程の大きさの無人

島。乾季のオンシーズンの時は3軒のリゾートホテ

ルがオープンしているが､今回は10月末まさに乾期

串時

蹴撹画
蕊
“

一
写

枝サンゴ、テーブルサンゴ、これが砂地やドロップ

を覆い尽くすといえるほど密集している。
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特に大型のテーブルサンゴは3重､4重､､5重と重な

って、それがドロップ地点を埋め尽くし、横から上

から下から見る景色は壮観である。ダイバーがあま

り来ない島のため環境保護が良く、テーブルサンゴ

の傷みがほとんどなく、ほれぽれとするほど見事な

大型サンゴでした。

リゾート前のピーチは、このリゾートの名前の由来

通りでチョット潜ると素晴らしいブルーコーラルが

見られ、ハウスリーフダイブは無制限で体力が許せ

ば何回でも潜れる｡今回5日間の平均は11本であっ

たが、川畑さんは16本、杉本、堀田、原さんは15

本と表彰状ものであった。

珍しい魚は自分としては発見できなかったが、アカ

ヒメジ大群、アジの群れ、カメ、至る所にいるクマ

ノミ、我々Bグループは見れなかったがバッファロ

ーフィッシュの群れなどが楽しめました。

透明度は決してほめられたものではなく、10mより

深場は濁りがひどかった。おそらく季節が雨期に向

かっていたからと思われる。滞在中は夜中の雷雨と

スコールは激しいものがあった。しかし幸いなこと

にダイビングの時は不思議と天気が良く、その意味

では大変ついていたといえる。

[ビールを求めて雨の中］

10月26日帰路につく。我々が去ったらリゾートも

店じまいをするという。我々23人とオランダ人4名

それに観光で来た日本人の娘さん2人を乗せた小さ

なダイビングボートは、クアラトレガンヌを目指し

て離島ガイドの白石さんレノンさんは桟橋から喜

びいつぱいを体中で表現していた。なにせ我々の滞

在期間中はガイドの仕事、器材の運搬、タンクのエ

アー詰め、準備作業で寝る間もないハードな仕事か
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らやっと角轍されたというわけである。

大荒れの海を濡れながら辛抱1時間半、その後バス

で1時間、クアラトレガンヌヘ午後2時半到着、フ

ライトは夜9時半、7時間待ちの為、リゾートを出

発前日マネージャーに食事をしながらビールを飲め

る中華レストランの手配を頼み快諾を得ていたが手

配してなく､ビールを求めて町中をバスでウロウロ

適当な食事と休憩と着替えをする所がない。仕方な

く往きに泊まったホテルで過ごす事になるが。アル

コール類は置いてなく飲める方は残念。

クアラトレガンヌ空港に着き時間表を確認したら、

午後5時半のクアラルンプール行きの便があるでは

ない力もしかも空席がかなりあったとの事、この便

へ乗ればクアラルンプール空港でユックリ食事がで

きビールが飲めたと取扱旅行社へ不満が向かう。

クアラルンプールに夜中の10時半到着､乗り継ぎは

1時間半、ここで関空と名古屋空港のグループとお

別れ解散、27日早朝に無事成田空港到着

幹事の三輪さん、副幹事の川畑さん日置さん手配の

石岡さん、本当にご苦労様でした。参加者の皆さん

ありがとうございました。また次の機会にもよるし

くお願いしますも

［参加者］23名

三輪勝廣、堀田恭正、渡辺靖明、

原勝代、石川勝、永田民子、

鶴田子、江田隆三宅尚、

渡辺光栄子、日置恵夫、長野恭子、

森重美知子、国師三起子、川畑和弘、

鈴木征男、藤平三枝子、橋本良子

杉本康行、

佐竹綾子、

立花佐知子、

河原信子、

石岡弘至、



今年の西伊豆ツアーもお陰さまで無事に終わりま

した。ご参加の皆さんや陰で支えていただきました

方々にお礼を申し上げますb

今年はツアーの回数を減らして3回にしましたが、

リピートの人や新しくご参加していただいた人など

で3回とも楽しく実施する事が出来ました。

1回目は6月24日に安良里の2ボートを実施し

ました｡参力賭は良縁寺さん､栗本さん､佐擁さん、

西村さん、桐llさん、国師さんの7名でした。国師

さんなどは岡山から前泊してのご参加でした。時期

がちょうど梅雨の時期で当日の天候を10日も前か

ら心配で毎日の天気予報を一喜一憂しながら見てい

ました。幸い当日はピーカンでこの梅雨の時期とし

ては奇跡のような日でした。

午前8時半に新雪線の三島駅からショップの車で出

発、10時に目的地の安良里に着き、11時にはエン

トリーしたのですが正直言ってこんなに穏やかな安

良里の海を体験したのは何年も西伊豆の海を潜って

いる私でさえ余り總験がないぐらい穏やかな海でし

た。水温も22℃、透明度も10mとこの時期とし

ては異例なほどの状況でした。

昼にはあるカード会社の雑誌のインタビューを受

けながら食事していて改めてシニアダイバーズクラ

ブの存在が素晴らしいものだと撤惑しました。（そ

の雑誌の記事はどなたが提敵するのではないでしょ

うか)ふ

2回目は8月26日の堂ケ島ツアーでした。今年は

例年になく台風が多く九州や四国近畿方面の方々は

大変でしたが、伊豆でも台風が直接上陸しなくても

沖縄辺りにあってももう海はうねりがあり、ボート

でのダイビングは用心するほどですbそれが今年は

特に多く8月から9月に掛けては何号がどこに上陸

したのかもわからなくなる程でしたd堂ヶ島のツア

ーもそんな時期だったので実施できるか心配でした。

参加者は栗本さん､佐藤さん､西村さん､桐llさん、

鈴木さん、奥山さんの7名でした。堂ヶ島ツアーと

の事で初めて参加してくれた方もいました。やはり

気象予報士のように台風の進路には一喜一憂でした。

8月26日頃は21号台風だと思いますが九州沿岸
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を東北に向かっていた時期でしたので堂ケ島は無理

だろうな思っていました。駄目なら田子の湾内にし

ようかと考えていました。三島駅から同じように堂

ヶ島に向かいながら堂ヶ島のショップに電話して状

況を聞いたり、無理して潜らないで安全を考えて田

子の湾内にしようと田子のショップに連絡したりし

ていた所、船原峠を越えて土肥に入り海が見えてき

たら思ったより穏やかに見えた。もしかしたら堂ヶ

島で潜れるかもと期待したが、実際潜ったらすごく

うねっていたなんてこともある。そんな事をショッ

プのオーナーと相談しながら海岸の道路に出ると余

りうねりもない。これはいけそうだと田子のショッ

プに断りをいれて堂ヶ島のショップに入った。聞く

とそんなに波もないしうねりも有りませんと言って

はいたが、それなら何故堂ヶ島の遊覧船が全面運航

中止になるんですか？と思いましたがお天気は前回

と同様ピーカンだし、波も余りないので見た目では

絶好のダイビング日和ですb

ボートはいつもの所ではなく漁港でした。やっぱり

うねってるんじやない？と心配しながらボートに乗

り込ん危外洋に出ても波はないしポイントに着き

海をのぞみ込むとすごく透明度がいい。流れもない

ようだしロープに沿って潜っていくとその透明度の

良さにびっくり。前回もそうでしたがSDCツアー

は皆さんの心掛けがいいのか海洋状況はいつもすば

らしい日に当たる。海中はやはり多少はうねりがあ

ったが潜水に支障が出るほどではなくむしろ心地よ

いうねりでした。根の周りは大物から4物まで魚達

もうねりを楽しんでいるようでした。

3回目は田子ツアーですb西伊豆ツアーを組んで

初めてのポイントですb参加者は河村さん、佐藤さ

ん、桐llさん、奥山さんと5名でした。いつものよ

うに三島駅を8時半ごろ出発して10時には到着､11

時にはエントリーしましたがまたまたビックリ。天

気は快晴、波は殆どなく、透明度は15m以上、水

温も23度と申し分なしのダイビング状況でした。

また根の回りは根付きの魚の宝庫でした。お昼は田

子ショップのマグロ丼に舌づつみ、午後からの2本

目に#職､沖の根にエントリーしてすぐに"わぁ－”

つと上を見上げるばかりでした。透明度は少し落ち

/‐､

へ



て13mぐらいでしたが海面は何十万匹と思われる

キピナゴの群れが大きな黒い塊になって泳いでいる

所に、カンパチの群れが突っ込んできたかと思うと

他方からはワラサの群れが突っ込み、それらに驚い

たキピナゴの群れが満天の星のように散らばる。そ

の中をカンパチ、ワラサシやシマアジが物凄い勢い

で追い回すも暫くあっけに取られたように見ている

と、キピナゴの群れは何事もなかったように再び黒

い大きな塊になる。すると再び大きな黒い塊が満天

の星の如く散らばる。私たちダイバーがその星の中

に入ってしまうほど散らばり、目の前をカンパチ、

ワラサ､シマアジが交互に物凄ﾚ勢いで泳いで行く。

魚達の生存競争の激しさを目の当たりに見て、時間

の過ぎるのも忘れるほどでした。

露露早?.．一--.一一テーーー〒言･i

西伊豆･田子ｿアー

2004年10月28日

リーダー397櫻井憲義レポート河村議江

快晴、風もなくうっすらと雪をつけた富士山を見な

がら、とても快適で素晴らしいツアーでした。1本

目は「沖のフトネ」、2本目は「沖ノ島」、これは

今年5月にオープンしたそうだが、エントリーポイ

ントの斗刷のブイが伊豆を直撃した台風で吹っ飛ん

でしまったそうですも海中は感動ものでした。表層

をおおいつくすキビナゴの大群、大群、大群！群れ

が群れをなしてそれを追う。カンパチ、ツムブリま

で群れをなしている。潜水時間40分、ずうっとキ

ピナゴに囲まれていましたが、いつまで見ていても

飽きることのない光景でした。

櫻井さんは、海でも陸でも細やかな酉礪をしていた

だき、もう扇謝､感謝でした。おまけに櫻井さんの

お勧めのトコロテン、これが物凄く美味しかった。

たかが寒天ですが、コシのある最高のトコロテンで

した。

SDCに入会して数年経ちますが、正式なツアーは

今回が初めての参加でした。仕事の関係で皆さんと

休みが合わず、またブランクもあり、経験も浅く5

0本をこえたところですので、私から声もかけられ

ず、苦労していました。せっかく再スタートしたの

で問をあけずに潜りたいと思いますのでどうぞ今後

とも宜しくお願いいたしますも

榊一 凹一
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殆ど泳がずに根の上で魚達の生存競争を見ていてボ

ートに上がった時は残圧が20～30ぐらいしか残

っていないほどでした。
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今年の西伊豆ツアーは3回でしたがいずれもお天

気、海洋状況は申し分なく、SDCの皆さんの心掛

けの良さを実感した一年でした。来年はツアー回数

を増やしたり、一泊で思いっきり西伊豆を楽しむツ

アーを計画したいと思いますb

今年も良縁寺さん始め大勢の人たちにお世話にな

り感謝しております6
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10月27日～10月29日

リーダー062狩野幸繁レポート451芦川明子
_ _ 一

10月27日ナッソーに8：30に集合というこ

とで、私はまた狩野さんの車に乗せていただいて現

地に到着しました。

私たちグループ10名のほかに､中山千夏さん(私

と同年代で、昔テレビや、政治家としても活躍して

いた方）が一緒に潜られるというので、めったにダ

イビングに来られない私にはそれだけでも嬉しい･･･

などと思ってしまいました。

数日前に新潟で大きな地震があったばかりで、現

地の方々の事を思うと少々うしろめたく心が痛む思

いでやってきました。

台風の影響もあって海洋公園はうねりがあり八幡

野に変更ということになりました。かなり風も強く

気温が低くて、ベテランの大隅夫人はすでに今日は

潜らないと宣言､初心者に毛のはえた私はやや不安b

ベテランの皆さんはちやんと厚手のコートまで準備

していて、私は他の人からお借りして羽織っている

ほどでした。

それでも海に入ってみると、思ったほどうねりも

なく水も冷たくなく、透明度もまあまあでした。潜

ること事態が新鮮でワクワクしている状態の私は、

潜降するとすぐ近くを泳ぐ魚たちに、「また来られ

ましたあ」「おじやまします」と挨拶をすることに

していますb

ダイビングを始めて4，5年。やつと40本にな

ったばかりの私を、ベテランの皆さんがよくしてく

ださって本当にありがたいです65ミリのウエッ

トスーツでは寒そうだというのでインナーベストを

お借りしました。柳田さんからウエイトが重すぎる

とのアドバイスを受け、またひとつ収穫がありまし

た。1本潜るたびに、何力噺しいことを覚えたり発

見したり、なかな力数多く潜れる状態にありません

が、細く長く続けていけたら100本、200本も

夢ではないと思っています6

2日目は絶好のテニス日和、エクシブのすばらし

いテニスコートも貸しきり状態で思う存分テニスが

出来るはずでしたが、午後から男性5人に女性が私

だけとなると、さすがに男性のスピードあるハード

ショットを受けてのゲームは少々しんどくなり、申

し訳ありませんとパスさせていただいて、プL一ルで
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泳いだり、お風呂に入ったり、のんびり過ごさせて

頂きました。ホテルの食事もおいしかったし、夕食

後のダイビングの体験談、大物と出会ったときの様

子や、写真を見せて頂くのも大変たのしいひととき

でした。

封ﾛ者：005大隅楠夫、006大隅照子、062狩野幸鍵、

14l太田充康､197宇留賀鐵准､423村上信一、

451芦川明子、537奥脚研二

3日目の海洋公園は良い海況で、かわいい南の幼

魚が色々見られました。ウエイトも4キロに減らし

て万全ですb中性浮力を上手に保てるようになるの

が目下の目標ですが、次回のダイビングはいつ来ら

れるのやら…｡毎回初心者気分は当分続きそうですb

この日は宇留賀さんの紹介で、ダイヤモンド社の

方が緊儘志の取材をさせてほしいという事になり、た

またま50歳以降にダイビングを始めて、現在も5

0代の人という条件に合うのが私一人だったので、

海から上がったおばさん河童が、写真まで撮られて

しまい、どういうことになりますか…恐ろしい。

（35頁参照）

色々あった楽しい3日間でした。今回SDC入会

初参加の奥原さんもまた､ベテランダイバーですし、

時々私のような者はSDCにはむかないかなと思う

こともあります6でも年に数回参加させていただく

だけで、心身ともにリフレッシュしていますbスロ

ーペースですがこれからもよろしくお願いいたしま

すも皆さん本当にありがとうございました。

へ

一



風

へ

藷南ダイビニグ&GILつo彊穂ツアー顛末記

(トカラ列麗叩アー①下図も兼ねこ)197宇留賀達雄

豆南諸島のソウフ岩へのアドベンチャーダイブを

昨年2年越しに叶えて、今年は是非ともトカラ列島

をと7月胸を膨らませていたものの台風の影響が有

り頓挫

そのとき潜った鹿児島の海が素晴らしく、又年内に

有志を募って来ようということになり、ダイビング

だけでなくゴルフ又は温泉を絡ませたツアーに仕立

てて9名のメンバーで挙行b

今回は鹿児島の串木野港から船をチャーターし、

口永良部島の民宿に宿泊し、久多島・口永良部島・

硫黄島の周辺を潜るダイブクルーズと市比野温泉で

ゴルフ･温泉を楽しもうと言う企画

鹿児島往復のチケットは新たに賛助会員になられた

「コスモストレック」に手配をお願いし、錦江湾沿

に位置し、桜島を正面に見られる即僅の素晴らしい

東急ホテルのツインルームをシングルユースにセッ

トして何と29,800円の超格安値段

先ず初日は、鹿児島の外洋、とりわけトカラ列島

の名ガイド・｢セブンテンス」の山梨さんの案内で7

月に潜った久多島にデイトリッズ

串木野港から1時間程の所に在る「島」と言うより

「岩」である。

潜った途端、ウムム～～～7月とは全然違う…11

コバルトの海ではなく、暗く透明度も10m位しか

なし＄居た筈のカンパチ･イサキ･グレーリーフシャ

ーク。シーラ・カツオ･ツバメウオ、皆居なし＄

台風の影響が未だ残っているとの事であるが、あま

りの違いにガックリ。

その日は鹿児島の市内に戻って、いつものSDCly

アーの乗りで大賑わいの中、時間の経つのも忘れて

鹿児島の夜を満喫

ゞ翌日はいよいよ口永良部に向け出港船はトカラ

にも行く船で19トンと豆南諸島に行った｢波太郎」

よりかなり大きくゆとりがある｡港を出るとかなり

の波があり予想以上に揺れが激しい。船足は速いも

ののエンジン音も激しく会話もままならない。

口永良部島近くのポイント「湯欄まで4時間程の

船旅に多くの人が鰡砕いし、船底に横になって死ん

だ 機

「湯瀬」はトカラのチェックダイビングポイントに
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もなっている今回のメインポイントの一つ。

船上からカジキが見える中、「表層･水中とも非常に

流れが激しいので、海底の目標の岩に向かって全員

一緒に一気に潜降するように」とのブリーフィング

を受け潜隆透明度は相変わらず今一ながら、確か

に回遊魚系の魚の群れが半端ではなし＄流れが激し

く岩にしがみついて人数を確認すると人数が足りな

い1メインガイドの山梨さんが慌てて浮上。

潜ったメンバーも20分足らずでエキジット。

トカラでは当たり前と言うカレント。う～～ん、か

なり厳し岫

口永良部島の民宿は山の上に在り、木造の学校の

廃舎を利用したような建物宿から見る夕日はとて

も綺麗で心が和むもお風呂に入って、さ～酒盛りと

お酒の用意をするものの酒好きのメンバーの多くが

お酒を欲しがらない1船酔いと「湯瀬」のカレント

で疲弊してしまったらしし％

翌日はガイドの山梨さんとも相談し、流れの無い

ポイントを選択し2ボート。でも流れが無いと目当

ての回遊魚も姿を現さない

ダイビングを終え市比野温泉'、ゴルフコースに面

した市比野随一の立派なホテルで、ようやく元気を

回復したメンバーで楽しく晩餐

最終日は、ゴルフ組と温泉組みに分力#l,て陸でのリ

ゾートを楽しんで、波乱のツアーを無事終了。

☆今回の経験で得られた教訓。

口永良部・宇治群島・硫黄島等の薩南の外洋やトカ

ラ列島に行くには、海況にもよりますが、経験本数

に関係なく、〈完全に中性浮力が取れる勢く耳抜き

が容易である弱は勿論、かなりの体力とキックカ

が必要ですbエントリー＆エキジットを含めてサポ

ートは期待できませんb船に強くなくては船酔いで

悩まされ楽しめませんbベストシーズンを狙って6

月20日からトカラ列島のツアーを僕がリーダーで

計画をし、既に定員一杯の12名の申し込みを頂い

ておりますbしかし「安全で楽しいダイビング」を

標傍しているSDCのツアーに相応しくないと判断

し、はなはだ残念ですがツアーを見合わせることに

しました。お許しくださし＄



ボホールツアー
リーダー406立木博信11月16日～11月21日

－ 一

卿癒しの海

レポート474山田智恵美 今回の参加で、50本の記念ダイビングになり、

300本の記念ダイビングの芳賀さんと二人、皆さ

んからの心のこもった寄せ書き入りのTシャツをい

ただき感激したり、バルーンや大きなケーキ盛大に

お祝いしていただいたり、思いもかけないことの連

続の毎日でした。

豚の丸焼きでのパーティーや、船の上で間食したマ

ンゴーやご飯やスーズダイビングの後ログ付けし

ながらのサンミゲルと海の話、同室していただいた

栗本さんと海の見えるベランダでおしやくりしたり、

ハロハロスペシャル（かき氷とパフェの合体？）を

食べたり､みんなで町に繰り出しての夕食や買い物、

物価が安くてびっくりしたり、喜んだり、地元のサ

イドカー付きバイクに乗ったり・・笑ったり、騒い

だり、何もかも忘れられた時間でした。

仕事やしがらみのなかで暮らしす毎日から完全に抜

け出し、おもいっきりリフレッシュできました。今

回のツアーで出会えた方たち全てに、感謝ですもそ

して、また次の参加に向けて、頑張りたいと思って

2000年にライセンスを取ってから、1年に1～

2回潜るくらいで、いつも緊張のダイビング、天候

にも恵まれず、2002年にSDCに入会しました

が、知り合いもいないし、泳力にも体力にも自信が

なくて、なかなか彦効ﾛできず、自分には向いていな

いのかもと思い、もうダイビングは止めようか・・・

なんて考えていたのが、今年8月娘とフィリピンの

ドマゲッテイに行って、海に癒されて、やっぱり止

められないと思い、思い切って初めてSDCのツア

ーに参加しました。

お世話をして下さった、立木さんにメールで申し込

んだものの、一緒に参加される方たちの、経験本数

を聞いて、え～11だいじょうぶかなあ～と不安と

期待でいっぱいでした。関西からの参加は、立木さ

んと二人だけで、関西空港ではじめてお会いしまし

た。

出会うなり、海の話と、豊富な話題にひきこまれ、

そのままセブのホテルで東京から参加の8名の方た

ちと合流しました。お世話になったダイブショップ

の真児さんも交えてみんなで夕食、初めての自己紹

九どきどきしながらも、気取ってみてもしょうが

ないか～つと、持ち前の切り換えの速さで、サンミ

ゲルとマンゴジュースを飲みながら、パラオや、シ

パダン、モルジブ．．などなどいろんな海の話を聞

き、参加前ああでもないこうでもないと考えていた

のに、すんなりお仲間に入れていただきました。

ボホールの海は、珊瑚や魚の数が多く、潜るたびに

癒され、わたしにはかけがえのないものがいっぱい

ありました。これまで、中性浮力が取れなくてばた

ばたしたり、残圧の減りが早くて他の方に迷惑にな

らないかと心配したりのダイビングだったので、大

物なんて考えもしていなかったのが､バリカザクで、

ギンガメアジの群れやバラクーダの群れに出会い、

ただただ感動し、金色のバラクーダにみんなで海の

中でお祈りして、これからも、うんといいことがあ

りますように・・・なんて！・・・こんな風に楽し

みながら潜ったことははじめてでした。

へ

いますbありがとうございました。
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一

ボホールツアー

レポート225芳賀幸子

私、今回のボホールツアーに参加させていただきま

したのは、10月の与那国行きが台風で突然キャン

セルになり、立木さんにお願いし急に参加させてい

ただきました。

今回のツアーの内容よりもダイブショップ・インス

トラクターの神田しんさん（通称シンチヤン）のこ

とを書こうと思いますb

セブ空港に到着した所から、シンチヤンが出迎えて

くれますも身長165cm、独身、眼鏡、良くしや

くりビール好き、祭り好き、色黒

ダイビングのスタイルは、朝5時起床、6時レスト

ランへ､7時ショップ集合､7時15－20分出航、

午前中2本、昼食は船の上でスタッフが作ってくれ

ますもご飯とスープ、野菜妙めとお肉、マンゴー山

盛り（事前に注文)、サンドイッチの日もありました

が素朴でとても美味しかったでする

午後1本潜って3時頃にはホテルでくつろぐ事がで

きますし、シンチャンがビール好きなので、ビール

飲み放題、帰ってゆっくりビールを飲みたいばかり

に早く帰りますbまた、ゆっくり、楽しく、無理せ

ず、綺麗な海を見せたいと言いますし、カメラも持

たずライトも持ちません。大物はお客様が喜ぶので

見せるけれど、時々見るのがいいねとも言っていま

した。

フィリピンのダイビングは殿さま姫さまダイブです

から、BCは付けてくれますし、器材もウエットス

ーツも洗ってくれますが、ここのエントリーは究極

の楽ちんです6船の先端にマスクとフインとウエイ

トを付けて座り、現地スタッフがタンクを持ち上げ

肩から滑り落ちます（ナマケモン、シンチャンが考

えたらしい)、腰の痛い人にはとてもいいかもね。

夕食は町にシンチャンと美香さんとさよちやんが
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色々な所へ7時頃車で連れて行ってくれますし、お

買物も美香さんが連れて行ってくれますし、3時一

6時の間で観光や買物を楽しむ事も出来たので本当

に満足しました。何時も一緒にいてくれま

一人でも淋しい思いはしないと思いますし

すので、

、退屈しいますし、

ません。

今回のメンバーの中に私の300本と山田さんの5

0本があり、盛大なお祝いをして頂きました。

前夜祭は豚の丸焼き（初めて皮を食べる)、翌日はバ

リカサグでギンガメアジとバラクーダの群れを見せ

て頂きました。バラクーダの群れの中に金色のバラ

クーダが1匹いて、スタッフは神様と言ってま式

私も砂地に膝をつき手を合わせてしまいました。本

当に綺麗で立派でした。

ダイビング終了後ホテルの部屋に入ってビックリ、

大きな色とりどりの風船にお祝いのメッセージが描

いてあり大感激ですも

6時にショップではログブック付けたり、ビール飲

んだりした後、スタッフが大きなケーキを2個作っ

てくれ思いがけないお祝いに2人とも感激でまたビ

ックリですb

シンチャン、スタッフの皆様、本当にありがとうご

ざいました。

このような気遣いをしてくれてスタッフやシンチャ

ン､美香さん､さよちやん､お疲れだと思いますが、

何時もしているから平気ですヨ、と言ってくれまし

た。

この様なダイビングしたら日本に帰ったら潜れない

と思いますが､ここ迄してくれるショップもあれば、

3年前に経験したような最悪のショップもあったこ

とを知る事もできました。今年は台風にも2度も会

いながら最後のダイビングがこの様に終われた事に

良かったと思っています可。

立木様、メンバーの皆様、本当にありがとうござい

ました。来年も楽しいダイビングをしましょう。

参加者

276熊倉政美

356栗本晴美

423村上信一

462立木博信

474山田智恵美

514安部智枝

524奥山美代子

535小林純子

225芳賀幸子



Tufiツア一報告
11月11日～11月20日

リーダー012関川清一

Tufiツアー水中福
038川上秋子

本年はこれで最後のダイビング、今まで雑誌などで

あまり紹介されてない未知のリゾートTUFI、う

わさに聞き身も心も弾み行きました。マクロと外洋

大物狙い、私もやがて500本、でも初めての海は

少々緊張ぎみ。それはもう海も陸も楽しかった。

マクロ生物の穴場ハウスリーフの砂地にいる無数の

のハゼ類、中でもカニハゼが可愛かった。

私は潜らなかったけど夕方5啼圖ぎに潜る人たちが

いた。ニシキテグリを見に行くのだ6ビデオを見せ

てもらいましたが、それはもう可愛い。沢山いた様

子なので潜らなかったことが残念で心残りですbそ

れにウミウシ、覚えられないほど種類がいますbリ

ーフは何回潜っても冒険できます。TUFIの中で

も穴場のポイント、マロウエイー、期待していたの

に船のエンジントラブルのため2本で時間切れ。魚

影も濃く数知れずの魚．．。あと1本潜りたかった。

デジカメ沢山撮ったのに出来ばえいまいち。現状と

写真は異なりチャランポランな私パプアの中でも

ここにしかいないとい言う体長40cm程のピンジ

ャロスナッパーの仲間の巨大な群れが見られました。

海中では黒く見えましたが、浅瀬では真っ赤だそう

ですb

機会があれば又行きたいところですも

34

Tufi,ｿｱー 陸ﾄ霊
052大類弘子

一一

一昨年成田からポートモレスビーまでの直行便が就

航されたのを機に、私のパプアニューギニア行きが

始まりました。一回目マダン、二回目ワリンデー、

三回目ロロアタ、今回トフイーとなりました。まだ

まだ自然が人間に荒されることなく、陸上も勿論海

の中も美しさを保っているところが最大の魅力ですも

成田を21時20分に離陸しポートモレスビー4時

45分着、6時間半程で着くのですが残念なのはこ

こからの国内線の乗り継ぎが悪く1時間－2時間の

フライトなのに待ち合わせ時間が3時間－5時間と

なります（ロロアタを閑。トフイーの場合は週に

2～3便のプロペラ機が途中2ケ所経由して1時間

半程かかりました。舗装されてない草地の小さな飛

行場に着くと、私たちと入れ替わりに帰る人達が大

きな木の下で休んでいました。徒歩10分ほどでク

ラブハウスそこをとり囲むようにコテージが10数

棟点在しています61棟2戸建てのコテージのなか

はダブルベット1、シングルベット1、クーラー、

冷蔵庫、シャワー、トイレ付でなかなか|央適ですも

高台に建てられていますので、ベランダからの眺め

も美しくフィヨルド地形の海の素晴らしさも堪能で

きます6

ダイビングについては川上さんの担当なのですが、

トフイーの売りであるニシキテグリについて書かせ

参加者

098菊川清氏、172島尾愛子

007大西亀美代、368石弁幸子

038川上湫子、518中島三妙子

263野村深雪、372米倉綾子

052大類弘子、419村土あい子

012関川清一、関川登実、

例湊千枝子

へ

へ
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ていただきますも夕暮れ六時頃薄暗くなりはじめた

港の桟橋からはいって、水深10数メートルのハウ

スリーフ、珊瑚でもない少し汚い感じのところで透

明度まあまあですb私は何時も写真は撮らずウオッ

チング専門なのですが二人の方はベテランのカメラ

派でした。ガイドの志保さんが見つけてくれたので

すが、最初カメラ派さんの邪魔にならないように上

から、後ろからそう－つと見ていました。でもほん

の少しはなれた隙間からも何匹も何匹もちょろちょ

ろと出てくるのですb"llさん、島尾さん、私の3

人がそれぞれ自分のエリアを確保して遠慮なく楽し

む事ができました。直接ライトを当てると隠れてし

まうから手をかざして間接的に光を当てたほうが良

いと教えられたのですが、光を当てても他の個体が

次々次々に出てくるのであの美しい色彩を見るため

に手なんかかざしていられなくなりました。数匹が

出てきてペアを組むと、ゆったりと寄り添ったまま

水面に向かう姿は本当に何と表現して良い力判らな

い位の感動の連続でした。何組も何組ものペアの行

動を見続けて、浮上の合図に我に返って上ってきた

ら何とたっぷり一時間も経っていました。マクロ派

は勿論、大物大好きな方々にも是非一度は見て頂き

たいと思います6

鰐の識1記憶
012関川清一

ポートモレスビーの現地ガイドの説明のなか、戦争

中パプアニューギニアで日本軍が作戦の失敗により

全滅したとの話がありました。当時私は召集され航

空部隊の司令部におりましてその敗戦の情報を聞い

ておりましたが、それほど悲惨な詳細は知りません

でした。60年ほど前のできごとですが胸がキュー

と引き締まり、いても立ってもいられない気持ち、

アー戦争はすべきではない。今でもペリリュー、グ

ァム、沖縄等昔の戦績地に立つ時皆様とは異なる感

慨がありますb忘れようとしても忘れられないにが

い苦しい思いは消えることがないのですも

海中という別世界での浮遊を機旨！

二コ

タイトルは1月13日号の別冊・週間ダイアモンド「セ

カンドライフの算盤勘定」という記事の見出しですb

この中に充実したセカンドライフのための“シニア

からはじめる趣味”という欄があり、写真、オープ

ンカー、大型バイク、一人旅に混じってダイビング

が取り上げられており、それぞれのテーマ毎に実践

している50代シニアが紹介されています。

ダイビングでは、本会報の30頁に「伊豆ダイビン

グ＆テニスツアー」をレポートした芦川明子さんが

ツアー当日に取材を受け、記事になりました。

笥llさんの言葉として、“「海中はまったくの別世

界、そこでの浮遊状態が何ともいえませんbクラブ

ではベテランの方が一緒なので安心感があります」

と、仲間がいることの心強さを語る。”と紹介され

ていますも取材した感想として、“ダイビングは一

方で危険を伴うスポーツでもある。休憩時間中は歓

談で盛り上るが、準備段階やダイブ直前のレクチャ

ーは真剣だ6''と観察されていますbなかな力真面

目に取材してもらったようですも

またSDCに関しても紹介されており、やはり取材

を受けた事務局・宇留賀さんのコメントも次のよう
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に紹介されていますも「小さな事故が死に直結する。

誰でもできるなどとよくいわれ、それはある程度事

実だが、簡単なわけではない。」

芦川さんの、「不安や恐'布心の強い人には向いてい

ないかもしれませんbでも興味があるなら一度体験

してみてください。向いていたら、こんな楽しいス

ポーツはないですよ」と締めくくられていました。

取材を受けた芦川さん



パ画Zアニューギニア ﾛﾛｱﾀﾂｱー の｢屋騰。姫様ダイビング」
11月20日～27日

リーダー005大隅楠夫リポーター561佐々木肇
、_ 一一

はじめに

9月にSDCに入会しました。ここでの初ダイビン

グかつ海外初ダイビングということで、珍しものだ

らけ。結局私が一番ビックリし感激した「殿様・姫

様ダイビング」と称されるダイビングスタイルにウ

ェイトを置いて報告することとしました。

(1)ロロアタについて

成田からの時間距離約8時間で到着するロロアタ島

即ち「ロロアタ･アイランド･リゾート」がダイビン

グ基地となりますも小さな島で定住者は30プラス

子供10名程でしょうか、迎えるダイバー20名を

想定した規模で島全体がダイビング目的で機能して

いますも

(2)交通についてパプアニューギニアの首都ポート

モレスビーと成田間に週一便の定期便がありますも

日本時間で言いますと、毎週土曜日ポモ13.15→成

田19.55､成田21.20→ポモ翌朝3.45で運行は正確で

した(時差は日本よりパプアニューギニアが東に位

置し1時間進んでいますb乗務員は往復の前後20

時間近く働きどおしでご苦労様です)。
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(3)食事について

朝食は7時､昼食はダイビングによるが12時半頃、

夕食は19時スタートで、3食ともビュッフェスタ

イルでする食事時はミルク、フレッシュジュース、

パイナップル、スイカ、バナナ、メロンなどがテー

ブルに並んでいます；・朝食は卵料理とパン、昼夕食

はスープが付き米飯、ポテト、サラダ、肉魚類とな

っていますbなお飲料水、コーヒー、紅茶は常時用

意されていますb食事は皆さんご満足のようでした。

3食キチッと摂ったので体重が心配でしたが全く不

変でした､炭水化物を抑えたのがよかったようですも
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(4)宿泊施設について

宿泊施設は1棟2室からなるコテージ風で波打ち際

に建っている。就寝時が満ち潮と重なり気にし出す

と寝付きが悪くなる。寝室は8畳ほどの広さでダブ

ルベッド1，シングルベッド1からなる。テレビ、

冷蔵庫、エアコンなどという文明の利器はない。天

井にはファンがあるがこれを使うとむしろ冷えを感

じた。ドアーを挟んでシャワー、洗面、トイレ室と

なっている。温水もきちんと出るし不満は特に感じ

ませんでした。

(5)ポイントの樹致

沈船、大きな根、マクロ向きの泥土などが30ポイ

ントほど有りバラエティに富んでいます6全て講田

な角蹴図が準備してありダイバーは陸上で予備知識

を得ることができますも透明度は時期や場所による

ようですがよくて35mで沖縄より落ちるとの感想

ですb珊瑚は規模大きく無傷で魚影は濃いですも今

回のツアーで私がもっとも感激した対象は、ボロカ

サゴやピグミーシーホースなどの魚ではなくダイナ

ーズデライトで見た象の耳・・巨大な象の耳のよう

な珊瑚が流れでユッタリと波打っている雄大な様を

見たときでした｡しばしみとれて感激に浸りました。

私は象の耳をイメージしましたがウミウチワという

そうで式

(6)ダイビングスタイル｢殿様･姻羨ダイビング｣に

ついてここは本報告のメインの位置づけで講田に述

べてみたいと思いますb

入島してすぐダイビング申込手続きがありますがこ

の時ライセンスカードと海外旅行保険の提示を求め

られます6またダイブコンピューターは必携条件と

なっていますb室に戻ってドアー前にあるプラスチ

ック製の箱にダイビンク機材を入れておくように案

内されますも実はここから離島時に洗浄された機材

を同じ場所で受け取るまで、機材管理はダイビング

サービスに委ねることになる。毎日身一つでボート

に向かえばセッティングが終わっている。エキジッ

ト後は所定位置に置いておけばよい。毎日その日の

ダイビングが終わると管理センターに持ち帰り洗浄

してくれる。ダイビングを休むときもボートに残さ

れることはなしら

ダイビングは1日3本のボートダイブが基本です6

今
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熱帯との先入感があるが私の体感温度は日中でも2

8度位で過ごしやすく感じました。水中温度は27

±1度

ダイバーの来訪を歓迎して力飛行機内預け荷物は通

常+15kgまで○Kですも荷物は全てノーチェック

でした。通貨は入国ビザで36ドル要しただけであ

とはカードで決済できます(チップの習慣はないの

ですが少々現地通貨を準備した方がよいでしょう、

USドルでは多すぎてしまう)。

午前中2本、午後1本。午前は8時に出発して1本

目は12Lタンク、2本目は約1時間おいて9Lタン

クを使い帰港は12時半頃午後は食事を済ませて

14時の出発となりますb9Lタンクを使い帰港は1

6時半風このあとオプションでナイトダイブが1

8時出発となりますもなおタンクは平均して220

気圧ありました。

エキジット後ガイドは休む間もなく、各自にタオル

を配り、コーラ缶などのコールドドリンク、紅茶、

ココアなどのホットドリンク、フルーツなどをサー

ビスしてくれますbそして1本あたり2分ほどでタ

ンクの付け替えを進めていきます。実に手際よい。

かくてダイバーは潜ることだけに専念でき「殿様・

姫様ダイビング」スタイルとなるわけでありますb

なお各ダイビング後、最大深度と潜水時間の報告を

求められますも

次にボートについて若干触れておこう。ボートはク

ルー2～3名十ダイバー10名が定員の10m長ア

ルミ製ボートで、前方キャビンにフイルムやバッテ

リー交換スペースが準備されている。エントリー、

エキジットはボートの後ろから行う。

なお小容量ではあるが水シャワーもあります6

ポイントまで2.30分といったところ､ナビを装備

しており各ポイントは登録されているので操船は楽

な感じ｡ポイントはだいたい水深5m程のところにブ

イが打ってありそこにボートを係留する。安全停止

によい深度を選んである。掬詑手はダイビング中も

ボートに残るので安心ですb

(7)その他

6泊全食事付き3DV・4日間で18万円です、時

間f鴎惟も程よく質も高いいわゆるコストパフォーマ

ンスの高いロロアタだと思いますも

一

さて締めくくりに当たり、面識前の段階からメール

でいろいろとアドバイスして下さり、道中も懇切丁

寧に何かと気遣いして下さったリーダーの大隅様そ

して奥様にお礼申し上げます。奥様の照子様はここ

で600本を達成されました、次の700本が達成

できますようご夫妻のご健康をお祈り申し上げますも

実は大隅様が当SDC会の副会長であることを帰国

するまで存じませんでした、知らなくてよかった

(へ-今)v

参加者：005大隅楠夫006大隅照子

561佐々木肇
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憧れの海シパダン・惜別記
マレーシア・シパダン島

2004年11月15日（月）

リーダー205江田隆

クラブツアー（461）

～11月22日（月）8日間

レポート247長野恭子

会報にシパダン記が掲載されない号は無い程人気と

憧れのポイント憾動のシパダン記｣｢晴れ女のシパ

ダン島」「巨大な魚柱現る」など感動感激の紀行文が

目白押し、添付されている写真は他のポイントでは

見られない大物揃いで、ギンガメアジの大玉、精桿

な目付きのバラクーダーの大群、ユーモラスなバッ

ファローの大行進、見せます読ませますのシパダン

記が載らなかったら会報は今ひとつと思うのは私だ

けでしょう力も

会員の誰もが一度は行った、一度は行ってみたい、

そのシパダン島のリゾートが今年の大晦日で自然保

護の為に閉鎖される事になりました。

ダイバーの問で評判になる10年程前は、亀がリゾ

ート前の砂浜に毎晩上陸して産卵する姿が、潜れば

至る所に魚の大群が見られたとか、その後リゾート

が続々作られ、評判を聞きダイバーが集まり電気が

つき明かりが増え、水洗トイレにシャワーと要求が

都会的になり、年々海を汚し続けた結果でしょう。

10年前の状態に戻るのに2倍3倍の年月を必要と

するのでしょうか、良きシパダンが早く戻って来る

事を期待しています。かく言う私は立て続けに7回

も出かけ、100本以上潜ってしまい心が痛みま戎

だが、シパダン島のリゾート閉鎖前に、もう一度行

きたい、念願叶い7月の会報が届き見ると途中追加

でSDCツアー掲載があり即日申込みました。

11月15日、メンバー20名成田空港集合､一路シパ

ダンヘ（南の島へ出発は飛行機バス等の乗物、ホテ

ルでエアコンが効きすぎ寒いので羽織る物が欠かせ

ません）コタキナバルで一泊、早朝にホテル出発、

タワウ空港、センポルナ港と乗り継ぎシパダン島へ

朝10時到着、やれやれ関所を通り抜けました。朝

11時半よりハウスリーフで10名づつ2班に別れて

チェックダイブ、タートルカバーン（亀の墓場）の

危険サイン（謁賎看板）迄行き戻る、洞窟の中には

出られなくなった哀れな亀達が眠っていると力も

透明度は良くなかったが、いつものはぐれバラクー

ダのジョーがプカプカ待っていた。

2本目は午後3時、スタッグホンクレストからサウ

スポイントへ向かう、4～51nの浅瀬にギンガメア

ジ1,000匹以上の大玉が大きな渦巻きを作りながら

旋回中、紅色とグリーンのハダカハオコゼのペアが

ユラユラ、大きなオニオコゼがギョロギョロ目を動

かしていた。

2日目、日の出を右手に拝みながら早朝ダイブへ、

ドロップオフをタートルカバーンに向かって進む、

20分ほど行くとバッファロー100匹位の大群が足

並み？．｡揃えてイザイザ出陣という場面に出会う、

今日は幸先良さそう。

以後、バラクーダーポイント、タートルパッチ、バ

ラクーダポイントと3本潜った。戦果はギンガメの

直径10m程と思われる巨大円柱のズドーンとした

存在を見た蕊

3日目、今日はバラクーダー狙いで出発を1時間早

める。当りましたガイド歴11年のエミリソンのガ

ッツポーズ、バラクーダーの大群がカレントに逆ら

って舅々しく整然と押し寄せて来た、手を出せば届
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く位置、3週間振りのお出ましとか、やったぜ！！

と思う間もなくツバメウオの団扇の群れ、巨大なロ

ーニンアジを仲間に入れたギンガメアジの大玉、し

かし潮の流れは強く、飛ばされ岩に掴まり、かなり

忙しかった50分､安全停止の5m浮上迄何とかの状

態で、A班10名揃って船に戻りました。

3本目はコーラルガーデン、テッポウエビのセッセ

と行う砂出し作業をじっと待っているニチリンダテ

ハゼをじっくり観察、ガヤの根元でコソコソしてい

るクダゴンベに再会、満足しているとまっ黒い塊が

ビューンと目の前を横切る、隠れた先の穴を覗けば

美味しそうなタコが白いサンゴに擬態していた。

A班がバラクーダーがギンガメだと大騒ぎしている

間、B班はF何せガイドは魚のいない方へ、いない

方へ導くのよ」とボヤキぷし｡
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4日目、ミッドリーフの1本目、5～6mの浅場で

バッファローの大群に出会い壮観、次は探していた

アケボノハゼのペア(普通は40m以深に住むと言わ

れているがシパダンでは15～20mで見られます)。

2～3本目はバラクーダーポイントでコバンザメを

2匹、頭に乗せた体長1mはあろうかと思われるロ

ーニンアジ、親指程の太さの真っ黒なハナヒゲウツ

ボの幼魚（成魚になると青と黄色の美しい体になり

ます）世界最大のベラと呼ばれるナポレオンが中小

4匹見られた。

今宵は満月、月に大きな傘、明日の天気は？

ダイブ最終日、昨夜の予想通り早朝は大時化で船が

アップアップしている。スタートを9時に遅らせ胸

まで波を被りながら乗船、半数の人達がパス。

潜ってみれば15m以下は少し透明度が落ちる程度、

スポット模儀のトラフザメのペア､熱帯ミノカサゴ、

ミナミハコフグ等々見る。2～3本目は又々バラク

ーダーポイントへ、ドロップオフの墨絵の世界に繰

39

り広げられる、アカモンガラとムレハタタテダイの

舌瞬､“グラデーション"時間が止まったかのようで

すbシパダンはKさんが「ヤマケイ」ガイドブック

「海水魚」の8割が見られたと書かれたが正しく実

感ですも夜は鯛ll知子さん100本記念のお祝いを兼

ねてお別ｵレく－ティー、和気藷々の楽しい1週間で

した。

今年最後のシパダンを企画された江田夫妻奥様の

尚子さんと初対面の折、その若さにビックリ「シニ

ア会員に年齢制限はないの？」と聞いてしまいまし

た。目もと淳やかなスポーツウーマンで、またご主

人の隆さんはメカ音痴の私に毎回アドバイスをして

くれる良き弟分、SDCが取り結んだベストカップ

ル、そして他称海洋青年の掘田さんは女性の重い荷

物を気持ち良く運んでくれるファイトマン、今回は

22本も潜りました。語学達者でシパダン好きの松

田さん、現地で通訳に大活躍助かりました。縁の下

の力持ち石岡さんは、いつも大所帯グループの為に

カップラーメンとお茶漬けで獅子奮迅の働き、企画

及び参加された皆様に感謝していま九

TbrmlaKagih

参加者20名

森田全、近藤秀子、杉本康行、松田直彦、

都築明子、塚田美穂子、江田尚子、立花佐知子、

永田民子、城川知子、江田隆、国師三起子、

布澤信子、加藤京子、三宅尚、長野恭子、

堀田恭正、浅原昌子、日置恵夫、石岡弘至



Iノロアン･トロパラ (2004年10月1日～6日）

306宮本節子

_一

初めてのリロアン、フィリピン・セブ島の南端に

位置するリロアンb友人から「良いところよ」「のん

びりできてフィッシュウォッチングにはもってこ

い」と幾度となく聞かされていました。そこへ、会

員の通山様の新コテージ完成の情報をキャッチ。こ

れはやはり行くしかないかなあ．．と思い、新会員

で友人でもある小林さんを誘い、通山様のコテージ

完成お祝いと写真のミニギヤラリーを拝見しに伺う

ことにしました。そういうお話しをしていたら関西

地区代表幹事の立木様も急遼ご一緒できることにな

り、一人よりは二人、二人よりは三人と・・・・

セブの空港から約3時間の道のり、道中は暗くて

何も見えないし、到着しても夜なのでよくわからな

い状態でも、コテージに入るや否や、友人はすご

くいい・・これはいいと・・感潟喝早や、絶対にま

た来る1．．と。

翌日、ⅥILATROPICALPARADISE以外に何

もない、けれども可愛いコテージが佇み、前には海

が広がり、何と素朴で素晴しいと感じました。たま

たま今回は2つのコテージに宿泊できたのですが、

どちらも個性・特性があって良かったですも目の前

に海を臨み、安らぎを味わえました。朝早くから潮

の引いた目の前の海で現地の人達がカニや貝等を捕

ったりと・・・のどかな風景b大変絵になりますb

さあ、7つ目になる通山様のコテージ拝見、ミニ

ギャラリーも・・・・通山様にお会いするのも初め

てなのに（メールばかりでお話し）いきなり新コテ

ージの拝見1ドキドキ1ワクワク！！

コテージの内外装、外からみるコテージ、中から見

る海の景色、そして家具、シーツの色等、写真を飾

る位置、どれをとってみても通山様のこだわり．気

配り・思い・愛着、そういったものが感じ取れまし

た。ミニギャラリーの魚達の生き生きとした表情ま

でもが・・・すごい感動と感激！そして素晴しい！

すごい！と放ってしまいました！

3日から大隅様ご夫妻も来られ、SDCメンバー

が6名も一堂に会しました。そして、落成祝いに駆

けつけたみんなのために通山様が催された「レチョ

ンパーティ｣､豚の丸焼きに美味しい南国のフルーツ

の数々・潮風に吹かれ、ホッペが落ちるほどの美味

しさと幸せを感じながら、ビールを飲み､リロアン・

トロパラは暮れていきました。これぞ、至福の賎

スタッフも皆良い方ばかりで、料理も大変美味しく

頂きました。
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生憎と天候・海況には恵まれませんでしたが、リ

ロアン、スミロン、シブランと潜ってみてはじめて

マクロを好む人達の気持ちがわかるような思いでし

た。どこを潜っても「早く撮ってよ！」と魚達が叫

ぶよう・・・

次回、またのんびりゆっくりじっくりとリロア

ン・トロパラに訪れたいと思いました。

通山様にはよりよい写真を撮られること、スローラ

イフを楽しまれることを祈念し、また、訪れる私達

を温かく出迎えて下さることをお願い申し上げますも

真中が通山さんのコテージ「ぎゃらり－」

(トロパラのコテージにはそれぞれオーナーがいるが、

オーナーの留守中一般ゲストが泊まれるシステム）
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『＜たびれないダイバー』連載,，ﾅｯｿー ダｲプ柳田満彦
目指せ！？インダーナショナル写ダイバーモの3
グローバルスタンダードなダイバーくらいになら・・（2つの目標）

柳田満彦プロフィール

昭和36年5月1日生まれ43歳東海大学海洋学

部卒業昭和61年より現伊豆海洋公園ダイビング

センター（旧東海大学付属臨海潜水実験所）にて職

員（講師）として働く平成4年に退社同年スキ

ューバサービステーションNASOを静岡県伊東市

にて設立現在に至るインストラクター歴20年

でモチロン現在も現役指導員経験本数約850

0本学生時代からフィンスイム（フリッパー）選

手として多くのフリッパー大会に出場全日本選手

権優勝回数5回200m潜泳種目にて現在も日本

記録を持つ益田会フリッパークラブ監督として活

躍するかたわらフィンスイムフィットネスの普及を

精力的に行う環境省国立公園指導員NAUI指

導員CMASインストラクタートレーナー

Three-i指導員。理事

第10回に引き続き達人を目指すおはなしをしよう

と思ったのですが、自身達人になるのはいつになる

やら、そもそもそうまでしなくても海あそび（ダイ

ビング）は充分エンジョイできます。それで私は自

らファンダイバーとしてはグローバルスタンダード

（世界標増くらいで充分であると都合良く思うこ

とにしました。私の世界標準は、①ダイビングの直

前に必要以上にドキドキしない程度のスキルや知識

が身に付いていること。

②自分の体力や体調にあわせてセーブしながら遊び、

潜りに出かけて帰ってきたときにくたびれ果てずに

少しのゆとりを持ち帰ること。さらに新しし溌見や

写真などの記念を少し持ち帰れれば多いに良し、こ

の2つが同時にクリアーできればハナマル印なので

すb

そこでまず今回は①を達成することを考えてみると

水慣れの基礎が不可欠ですb水慣れしている（3点

セットが体の一部のように使える）方でしたら通常

のダイビングのスキルアップの練習をすればよいわ

けですが、練習してもスキルが上達しない方の場合

は2つのどちらかの方法で練習をする必要がありま

すもひとつは一度プールに戻る方法ですbそこでは

3点セットを使って水面や水中での動き方を充分身

につけるところから始めるプログラムがありますも
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なぜそんなことをさせるかですって？

それは普通に考えれI辞Iることなのですがスキュー

バは誰にでも簡単にできる遊びではないからですb

なにしる人間が生身で海中に潜ってまた自力で戻っ

てくるわけですから。特殊なレジャーであることを

認識してください。水慣れもしていないのに水中に

行くのは宇宙遊泳が出来ない人をスペースシャトル

の外に放り出すようなものですもそこで水慣れの練

習に戻るわけですがモチロン自己流ではなくちやん

とした（？）インストラクターに教わる方が数倍効

果的でしょう。時間とお金のことを考えれば一番の

近道のハズですし継続するための努力がちょっと必

要なだけですももうひとつの方法は海での経験でカ

バーしてゆくマイペースな方法ですもこの方法です

と毎回楽しく潜れてしかも少しづつですが上達もし

ますbしばらくの間は他の皆様を巻き込まないよう

にマンツーマンでのレッスンになるかもしれません。

授業料は少々高くなるでしょうが誰に気兼ねするこ

ともなく気楽にマイペースでスキルアップが出来ま

式信頼のおける現地のインストラクターに相談し

てみるのが良いでしょう。そういうわけでグローバ

ルスタンダードクラスまでには相応の準備が必要な

のでした。次号につづく



連載魚の国からの〆ツセージVolO

『罰脛国島･海底遺跡』

"oro"EEsay伊溺涛敏（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。

幹辮

別
吟

縦

色

召

I
恥

へ

が
Lﾜ寺ゴ

闇
1

●

台湾まで西に100kあまり、東シナ海に浮力鰯

国境の孤島として知られる与那国島島の南側にそ

そり立つ絶壁が剃ll鼻（あらかわぱな）と呼ばれ、

その周辺に遺跡ポイントがある。

1994年巨大神殿らしい構造物が見つかり、かっ

て太平洋にムー大陸があった可龍性を示唆するもの

として、マスコミに取り上げられ、話題になってい

まず波の下に潜って行くと、二枚の巨石が配置され

ている二枚岩にたどりつく。人工的な打痕が確認さ

れて、そして切り出されたような岩だ6頂上は海面

近くまで達している。巨石のまわりは強い流れがあ

り、東に流されていくと、まっすぐ垂直な壁に行き

着く。メインテラスで、東西200メートル、南北

140メートル、高さ20メートルの威容を誇る。

る。

へ

典がE

鶏諦”側
巴零守一

諦
一
灘

ﾒｲｲﾝﾃﾗｽの階段状部分｡見たダイバーの多くは人工物に見えるという。
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複雑な構造の階段とテラスがあり、これを見たダイ

バーは、人間の手で削った人工物だと声を上げる。

東側には、まっすぐな溝がある。幅70センチ、深

さ50センチ、長さ8メートルで、溝は盛り上った

岩石に刻み込まれている。そこを進むと、御神体と

呼ばれる直径1.5mメートルぐらいの謎の巨石が台

座の上に置かれている。さらに、大きなグランドの

ような広場があり、まわりをスタンドのように階段

状の石段でかこまれている。他にも、岩盤にクサビ

状に打ち開けられた穴などもあり、遣跡の謎はます

ます深まる。

琉球大学の木村教授は、南西諸島は2万年前まで中

国大陸と陸続きだった。当時はウルム氷河期で、海

面は今より100メートルほど低かった。地殼変動

により、水没したのではないかという。

もしこの先、海に呑み込まれてしまった大陸があ

ったことを証明できないにしても、氷河期に文明圏

がそっくり海中に姿を消したであろう事実を、誰も

否定できない。だから、与那国の海は夢とロマンを

かきたてるのかも知れない。

全

灘電
蕊蕊鍛

乙訂善"急塁臼

潜れない人のために海底の見えるグラスボートも運航している

取材協力：サーウエスヨナグニ

0980-87-2271

知っていると侭1膳わざ
333阪上洋

フィンの脱着

フィンを履く時もそうですが、特にフィンを脱ぐ

時、脱げなくてばたばたしている人を良く見ますb
これは、フインの袋（ブーツを入れるところ）のす
べりが悪い為ですも

シリコンスプレーをフインの袋に吹きかけると、

履く時もするりと簡単にはけますし、脱ぐ時もする

りと容易に脱げます6ぜひ試してください｡ただし、

スプレーは引火性がありますので、室内では使わな

いで下さい。ダイビングツアーに行く前に一度吹き

かければ、長期で無い限りずっと効力が続きますも
シリコンスプレーは使い道が多く、機材でうまく脱

着が出来ない箇所はだいたし塩かみしてますが、そ
こへシリコンスプレーをかけると、スムースになり

ますも

シリコンスプレーはダイビングショップや機材売

り店に売ってますも小さい容器で約2,000円これが、

ホームセンターのペンキ売り場に行くと大きい缶で

200円ぐらいで売ってますも

旅行の時、航空機に預ける荷物の中に入れて持ち

出しますが大きい缶だとX線検査でひっかかりますb

小さい容器ですとシャンプーなどと一緒にしておく

と見分けつがずにパスします6

43

キンカン

エキジットの時、ボートを待っている間、眼に見

えないクラゲに首のまわりをやられる事がありますb

ついこすってしまって赤くすじのように腫れること

がありますも今まで色々試したのですが、キンカン

を塗ると一番効きますb私はダイビングの時必ずキ

ンカンを持って行きま筑皆さんもキンカンを常備

薬に加えてはいかがでしょう畑

素手（すで）の奨励

ダイビングの時、当然のように皆さんはグローブ
をはめますb私も以前は使用してましたが、今は素

手でもぐっていますb素手だとガヤにやられたり、

サンゴにやられたりと心配ですが、心配が故にやた

ら触らなくなり、触ったりつかんだりする時慎重に

選び、何が危なくどれが大丈夫か区分けがつくよう

になりました。

素手だとサンゴをこわすことも無くなり､ぜひとも、

皆さんに素手で潜ることを奨励します6



関 西土色区懇親会

306宮本節子

関西地区の懇親会が11月28日（日）12時より大

阪の料亭「多幸梅」で開催されました。昨年は行く

つもりで出席のハガキを出していたにもかかわらず、

仕事となり残念な思いをしました。

関東からは関川会長、栗本役員をお迎えし、そし

て賛助会員である大阪のマリンの山本様にご臨席い

ただき、総勢25名が集い、賑やかに開催されまし

た。

関川会長からは冒頭に会員の安全なダイビング、

個々人のスキルアップをはかること、自己管理のも

とでのダイビングのお話し、栗本様からもツアーを

積極的に出して欲しい旨の発言山本様からはスキ

ルアップ等の練習にも是非利用して欲しい等のご依

頼等々。それから自己紹介へと。

そして、あちこちで海の話しに花が咲きました。

前にお会いした方々 との久しぶりの再会、そして、

初めてお目にかかる方々との出会い等、知らない海

のこと、知っている海のこと、たくさんの魚達のこ

と、話題が豊富で、想いもいろいろでした。

関西からもツアーや色々な集まりを何とかたくさん

できるようにとのことで、関西地区代表幹事様も大

変骨折っていただいていますb有難うござ

いますも

今回だけでなく、小さな集まりでもどんな集まり

でもいいから、色んな集まりを持ちませんか、と投

げ掛けられた会でもありました。想いを新たにしま

した。

~
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関西少也区懇親会孝良告

406立木博信

参加者は25名、そのうち関西地区会員が22名で

した。関西地区（京都、大阪、兵庫、和歌山）に在

住するSDCの会員は43名なので約半数が出席し

たことになりますも

関西発のツアーとして1月末のモルジブツアーと2

月末のボホールツアーが計画されており、ようやく

支部活動が動き出した感じがしますも夏には賛助会

員のマリンさんを利用させていただいて、スキルア

ップツアーや1泊2日の近いところ（紀伊半島や日

本海方面など）を行うことが相談されました。

SDC関西地区会員の懇親会開催

関川清一

賛助会員のマリン社長山本進氏の出席をいただきダ

イビングのアドバイス、ナイトロックスの件など大

変ためになるお話は参考になりました。

また前日には大阪森ノ宮のマリンさんを訪問し7M

もあるダイビング練習プールその他身障者も利用で

きる設備等整っておりまして素晴らしさに驚きまし

た。

紀州の白浜にも海岸にプールその他の施設が完備し

ておりますので森ノ宮と併せて関西地区の方々のス

キルアップには最適で塊是非ご利用になるようお

奨めしま式

参加者：

関川会長、栗本ツアー企匝胆当役負、

賛助会員・株式会社マリン山本社長

002－ノ湖専司、074藤井泰代、088芥川忠雄、

090南要次､107野中サチ子､151吉田七江､181

平山英子、184岡本剛亮､263野付深雪､306宮

本節子、406立木博信、407立木靖子、

421福井松雄、47O池田孝雄、506国師三起子、

508安積信、539鹿子木良子、55O久保暁羨、

555田中久智、556田中宏子

へ

一
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東北･北海道支部忘年会開催

245今村孝

日時平成16年12月13日（月）

場所岩手県花巻市｢大沢温泉・山水閣」

昨年の八幡平での第一回の支部立ち上げと一緒の忘

年会から早いものでもう一年経過しました。

今年は大沢温泉」で第二回目の忘年会を開催致しま

した。（幹事：米倉綾子、吉田昌子）

1．支部長挨拶（今棚

支部主催のツアー行事､8月の｢ねぶた＆八甲田山｣、

そして10月の「ロタ島ダイビング」、無事終了と

報告された。特に「ねぶた」は参加者16名と盛会

だった。

2.SDC会長挨拶（関ﾉll)

今年の剰上・北海道支部主催ツアーの盛会に感謝、

来年のツアー主催のお願い、支部会員数増大のお願

い、来年もぜひ忘年会に参加したいので呼んで欲し

い。

3.SDC事務局宇留賀さんの紺不の発声で懇親会

が始まる。

4．2005年度支部活動計画

1）「ねぷたツアー」

8／5（金）ねぶた参加または見物。8／6（士）

白神山地滝巡りの2泊3日を予定する。

2）「逢うまでマンボウ・ツアー」

場所：バリ島・ヌサペニダ6時期：シーズンの7月

から9月の間。旅程：現地に1週間程留まり、とに

かくマンボウ狙いのツアー。マンボーを見れた次の

日からはポイント変更
t』

篝

-4

。X』

産

大沢温泉。山水閣にて
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3）「忘年会または新年会」

いずれも場所は北海道、新年会にした場合は「雪

祭り」実施、幹事：札幌の阿部晃夫さん。

5．参加者各人の自己紹介

今回忘年会への初めての参加者

鈴木映子（岩手県）、阿部晃夫（札幌）

18：00から始まった懇親会は20：3O熊倉さ

んの一本手締めで中締め、続いて全員会長の部屋で

二次会、遅くまで懇親を深めました。

翌日は、希望者が高村光太郎記念館、宮澤賢治記念

館を今村と斎藤の車で巡り新花巻駅にて角轍しまし

た。

大沢温泉は、湯治客の泊まる磨きこまれた廊下や階段の

木肌に漂ういにしえの湯治場旅情の自炊部と敷地内を横

切る、豊沢川にかかる橋の向こうに建つ茅葺き屋根の旅

館部の菊水館。更に各部屋から、豊沢川を望めてライト

アップされた裏山を見れる「山水閣｣に分かれていま我

浴場が五箇所（山水の湯、豊沢の湯、南部の湯薬師の

湯、大沢の湯）あり、それぞれが趣が異なり湯巡りも楽

しめて、大衆化された283号線沿いの花巻温泉郷の中

では、宿泊者を一寸ひなびた気分にさせるお勧めの宿で

すも

参加者:039斎臘藪育子､060加閥箭子､245今村孝､276

熊倉政美、372米倉綾子、405鈴木映子、

51211墹滉夫、522吉田昌子、以上支部会員

本部012関川清一、197宇留賀達雄

卜”

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。

九州。四国。中国地区：

091山下和俊、098菊川清氏

関西地区：090南要冶、

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



SCD第4回ハイキングの会
箱根の細葉金時山11月7日（日）～8日（月）

リーダー056石田邦明レポート166島田美世子

天気は快晴・風もほとんど無く・青空の中、紅葉は

映えていました。

バス組7名・マイカー組3名の計10名は乙女口で

合流し、乙女峠をめざし登り始める。少し登り始め

ると目の前に段差のある石段が続き、杖になる枝を

探し始めるメンバーでした。この杖は最後までお共

しました。少したつと呼吸が苦しくなってきた。日

頃の運動不足と山を甘く見ていた付けが現ｵ1始めた

よう危一列に並んでいた姿はもうバラバラですb

リーダーの声は遠くなるばかり、頑張らなくて賎

トホホ・・・・･

山道は赤や黄色の落ち葉が足元に広がり、秋を感

じながらカッサカッサと音を噛締めつつ足元に注意

しながら登って行く。途中足を止め紅葉（地元の方

の話では今週が一番良かったようです6)そして景

色を眺め、呼吸を整える。行きかうハイカーと挨拶

をかわし、二言三言言ってくれる。歩きながら景色

を見ると転びますよ～・リュックはこうした方が楽

ですよ。アドバイス嬉しかった。ハイカーは圧倒的

に女性が多かった。

乙女峠には予定より大巾に職'して到着、頂上はと

見ればもう一つ山の上、標高1213メートルの頂

上には想像以上の人出が見えました。

聞こえて来る声は､まだ下りも登りもありますよ～。
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皆より遅れる私と平野さん（○○ちや～ん大丈夫と

呼びながら私に付き合ってくれた平野さん．．）ガ

ンバロゥ･…．。

やっと頂上につき昼食ですもどうやら先にビールで

乾杯していたようだった。

各自前のおにぎり、そして同行者のつけもの・つま

み等交換してご馳走になったり、楽しいひと時を感

じました。そして山頂での雰囲気を堪能し、最後に

は記念写真で魂皆さん山頂までの疲れを忘れたか

のように素敵な笑顔が印象的でした。ここに1時間

程居たでしょう力も

少しばかりの風を感じながら今度は仙石を目指し

て歩き初めますbやはり落ち葉を踏みながら、そし

て小石を避けながら一歩一歩|真重に下り始める。こ

ちらの方もアップダウンがきつかった～。しかし足

を止めての視界（芦ノ湖・紅葉）は素晴らしい展望

だった。また、足元を見れば可愛いリンドウの花や

黄色のかわいらしい花等が咲き気持が和みました。

無事皆怪我もなく下山出来、石田さんはじめ皆さん

ホットされたことでしょう。お疲れさまでした。そ

して、ありがとうございました。

下山後は今晩泊まる「花の里」へ

到着後は疲れた身体を温泉で癒し、ビー

ルで乾杯．．。お部屋では大隅さんの

罰 謀議鰐
参加者は

石田さん（ハイキングの会・会長）

坂東さん、大隅夫妻、平野さん

竹内さん、西谷さん、塙さん

池田さん、島田以上10名

へ
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#ジﾔｽﾗｲ髄楽しむ詞一 一一

#ジャスライ罰を楽し ＊本同好会は約2ヶ月に1度開催しています6興

味のある方は、世話人（千野正勝）までお問合せ

下さい。

第5回スイング・ジャズゞ．

007大西亀美代

マニア好みのモダンジャズを予想していた私です

が今回はベニー・グッドマンスタイルのスイングジ

ャズとの事、知っている曲が聞ければと淡い期待で

鋤ﾛ申し込み致しました。

10月25日、会場は南青山の｢マンダラ｣で世話役

千野氏のお手配で一番にて入場、ステージ正面の特

等席に全員座る事出来ました。

「鈴木正男&SWINNGTIMES｣は18人

編成のフルバンドも年季の入った白髪メンバーと黒

髪の若手プレイヤーとの混合バンドですb

リーダーのクラリネット奏者鈴木さん、おっとりと

した温厚な紳士b隣の席に座られた副会長が耳元で

｢会員の○○さんに雰囲気似ていますね！」そう体型

も似ている。

一曲目｢レッツ・ダンス｣、軽快な演奏が始まり自

然に身体がスイングする。次々と曲が進むにつれミ

ラーボールが回り光は万華鏡の如く天井を埋め、何

時しか私はウン十年前にタイムスリップした気先

女性ボーカリストが唄う｢アゲーン｣を一緒に口ずさ

み、グレン・ミラーの｢ムーンライト・セレナーデ」

では映画のワンシーンを思い出し､リクエストの｢サ

マータイム｣の頃にはもう､どっぷり音の洪水に浸っ

て溺れそう～･ラスト演奏に送られ会場を後にした

時も夢うつつ状態でした。人生の節目々々にその時

代の音楽が流れていて、恥多き（？）青春なれども

振り返ると懐かしいものですもこの会にお声掛けて

頂き本当に有難う御座いました。

第6回スﾃｰジｼｮｰ＆ポｰ1ル
128平野昌子

12月7日､忘年会をかねた一次会はニューハーフの

店「銀座こんばる座」に行きました。今までのジャ

ズ系ライブとまた違い皆期待大だったと思いますb

かぶり付きの席に陣取り、ショーが始まる迄飲み、

食べ、これから出演するニューハーフの人達とお喋

りをしたり、写真を撮ったり出来ました。女以上の

女性らしさ、身のこなし，仕草等別世界を覗いてド

キドキワクワク感が刺激されますも海と陸との違い

だけで珍しい新種の熱帯魚を見ているようで、お酒

の酔いも手伝いボーとなりますbそしてショータイ

ム､10名の踊り手たちが狭い舞台をめまぐるしく踊

りまくり圧巻でした。その舞台で仲間の○○さんは

還暦祝い？を美しい女性達？に囲まれ記念撮影。

後で好奇心旺盛な私としては疑問を○○さんに質問

しました。ニューハーフとおかまの違い？

どの様に見分けるの？（答は紙面都合上カット）。

そして二2次会は「銀座シグナス」へ移動、水森亜

士＆トリオのライブ、店はレトロ調で静か、昔の口

調の女流漫画家・亜士ちゃんがいました。

今回は未知との遭遇、別世界は若返りの特膏薬の一

夜でした。
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参力晴’005大脚南夫、006大隅照子、007大西亀美代、

128平野昌子、146燭ｳ綾子、166島田美世子、

279金子公子､415加鯨子､417豊田映子､472高木忠雄､486

塙艤子、370千野正勝（世話人）

参加者：005大隅楠夫、006大隅照子、007大西亀美代、

036奥亙辱成､076前田慶子､128平野昌子､166島田美世子､257

福士紘一､279金子公子､417豊田映子､449大石和明、472高木

忠雄、370千野正勝（世話人）
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一

一

モンゴル便り

484小林幸枝

1年ぶりにモンゴルから日本に戻ってきました。途中北京に寄りましたが北京は美しい大都会ですb
それに比べて東京はなんとゴミゴミしてしているのでしょう。富山にたどりついてほっとしました。

1年ぶりの日本で一番びっくりしたのは、ヨン様（よくわからん）などの韓国ブームですb
モンゴルにはもう一度夏に訪ねて行きたいと思ったりしています6
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①565山寺博史件までらひろし）

②〒187-0035小平市小川西町3-22-7

TEL&FAXO42-341-7305

③1949.4.5④4

⑤1年未満⑥0W

⑦55才になりOW

取得いたしました。

これからダイビング

を続ける為のお仲間

がいればと思い入会を

希望しました。おちつ

いた方の集まりの様で

すので期待いたしておりますb

⑨大学時代はボート部でした。社会人になりヨット

をやっていましたが、ここ何十年は特別運動をして

おらず､最近は週に一度プールに出掛けておりますb

⑩職業は精神科医です610月にマクタンで初ダイ

ビングを兼ねて○Wをいただいてきました。すっか

り水の中の世界に魅了されました。なかなか休みを

取れない状態ですが、色々な企画に参加したいと考

えています。どうぞ宜しくお願い申し上げます6

｢ウｨﾝﾃー ジな会｣鋤ﾛ報告

537喫ﾘ東研二

先日、11月30日に行われた、第14回「ヴイン

テージな会」に初めて参加しました。

SDCに入会して、まだ日が浅いので、誰にも相

手にされないのではと、少し心配はありましたが、

受付で出席者リスト（33名）を貰って見ると、参

加者全員の趣味が書いてあり、その多さにまずび

っくり。参加者の若さ・元気さにまたびっくり。

（私も元気な方だと自負していましたが、皆さん

の元気さには負けました。）皆さんとお話して、

そのダイブ本数の多さにまたまたびっくりと、び

っくりの連続でした。私（95本）なんか、まだま

だガキのようなものですもなんせ皆さん、3桁・4

桁の本数なのですから。

会は、和気あいあいと、初参加の者に対しても旧

知の間柄のように接してくれ、おいしい酒・肴を

飲みながら、実に楽しいひと時を過ごすことが出

来ました。主催者の方々、お疲れ様でした。有難

う御座いました。参加者の皆さんとは、全員とは

行かず、30名の方までしかご挨拶できませんでし

たが、次に、ダイビングでお会いした時は、よろ

しくお願いいたしますも

へ

①566荒丼宏昌（あらいひるまさ）

②〒351-0023朝霞制篭沼7-6-32

TEL&FAXO48-463-9206

③1947.10.16@200

⑤15年⑥OW

⑦マリンダイビング10月

号を見て入会しました。

⑧大島・秋の浜。

⑨テニス。⑩クラブ会員

の集いやダイビングツアー

に動pすることを楽しみに

していますも

零
一や

鶴鑑

第旧回ヴィンテージな会への誘い琴

震 滝

雲
竃； 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。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

すも是非ご参加ください。

記

日時：3月8日（火）17時30分～21時

会場：諦旨西口・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（お釣りのないようお願いします）

申込：メール又はファックスで（3月1日迄）

E-Inailurg529@a3.ocv.ne.jp

Fax 044-969-3009

宇 留賀 達雄

一一

惑
鰍
鞘 至

S DC"

関川清一：会長

大隅楠夫：副会長、広報

宇留賀達雄：事務局、広報

酎寸麻美：広報

坂東正朗：総務

須永勝子:総務

高木元子:総務

庄司堯子：会計

栗本はるみ：ダイビング計画、

会計監査

012

005

197

378

018

411

124

464

356
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らない。周りを探検するもどこにも上へ登るルート

がなく不安になる。どうやらここは煙突状のてつぺ

んだ、後から登って来る人に教えてもらおう。しか

し誰も登って来ない、そうだここは試し鎖だ！常連

の信者達は全て迂回する一般道を通るの危ど阿呆

遍路が輻し打ちにあって、骨折り損の草臥れ儲けで

した。再び怖い思いをして反対側に降りる。

降り立つと茶店がある。お客がいっぱい、冷やし

飴が美味しい親子連れは先にいった様で姿見え筑

緩やかになった道をしばらく行くと、石鎚正面がよ

く見える夜明け峠危一の鎖(27m)に白玉団子が

20個ばかり串刺し状で登っている｡鎖場の上では先

達さんが法螺貝を吹き鳴らして志気を鼓舞し、下か

らは組長が「六根清浄jと煽り立てる。太ったおば

ちやんも、痩せた爺ちゃんも石鎚音頭に乗って、必

死の鎖場登りである。老いもオナゴも講を組むと不

思議な力が出るようだb三つある鎖場は、（二の鎖

65m･三の鎖67m)全て講の団体に占拠され､個人

単位は入り込めない結果試し鎖（一番長い）に挑

戦したから、鎖の体験が出来てよかったの危

遍路組と石鎚講組の違いは靴である。信者は皆な

白い地下足袋を履いている。なるほどこれなら鎖の

輪っ架に足の指先を引っ掛け、梯子を登る要領で楽

に登れる｡太ったおばちやんでも登れるわけである。

鎖で登らない迂回路が伽､、鉄板の桟道の下は断

崖絶壁、鎖のロープに命を預けて慎重に登る。路は

狭くなり更に急な階段がある。しかも登りも降りも

数珠繋ぎ蟻の行列だから、場所によっては一方通行

を余儀なくされる。9時に山頂の石鎚神社に到着も

石鎚山は百塩山・七大霊山の一つである。お山開

きの大祭中は､信者によって智・仁・勇の三体の御

神像がこの山頂社に奉還される。山頂広場では、数

組の講が大きな数珠味の一つがテニスボール位で

輪の長さ8畳間位）の輪の中に入って、「なんまい

だー」と乱舞している｡先達さんが御神体(30cm)

を手にし、信者の背中に擦りつけるとこ利益がある

という全国にも類例のない祈願方法が行はれている。

私も信者の中に紛れ込んで擦りつけてもらう。

あいにくの曇り空で、頂上付近は霧がかかり360

度の財陛は見られなしも時々霧が切れて最高峰：天

狗岳(1982m)が雄姿を見せる。斧の刃の様に切り

立った天狗岳は身震するほどの神秘性を感じる。

弘法大師空海は､横峰時から石鎚山まで往復27Km、

標高差H800meH250m<=>H1982m(並足で性8

時間．復5時間半）の修行道を一日で往復し、都合

8回も修行したと伝えられる。現在のように路は整

備されていなしもロープウェイで登り、鎖や階段等

で整備された参道でも大変なのに､1200年もの昔の

修験者に畏敬の念をいだきつつ山を降りる。

四国遍路石鎚お山開き435久遠路遙

CM

お山開きの石鎚頂上神社で三つの御神体を拝むと

霊験は三倍だからといって三倍も長生きしないで

くださいみるに看かねます【石鎚頭長寿研究所】

石鎚山は愛媛県東部にある西日本最高峰1982m｡

役の行者小角が開山し修験道場として知られている。

毎年7月1日～10日迄山開きが行われ､十数万人の

石鎚講信者が参詣する。遍路コースに組み込まれて

いないが､お遍路さんが一度は登りたいと羨望する。

7月2日60番横峰寺から遍路コースを離れ､糊I播

外の石鎚山のお山開きに馳せ参ずる･午後2時に石

鎚登山ロープウェイ駅前の京屋旅館本店に投宿する。

夕刻に遍路の友、高知の広瀬さんが到着し再会。

3日朝4時起床、暗闇のなか裸電灯の灯りを頼り

にロープウェイ駅に着くと、既に長蛇の列始発の

4時30分は満員､次の4時45分発で山頂成就駅ま

で8分で上がる幅高1280m)。夜明け前の薄暗が

りの参道を歩くと、突然埠々と電灯に照らされた石

鎚神社成就社の境内にでる。門前にある三軒の旅館

の屋内も外も、広ﾚ境内も、白衣の信者が溢れてい

る。夫々の講単位に群れができ、その数約500人。

いわば余所者の我ら遍路二人、お先にご免とお山

を目指すb行く手に何やら関所がござる。さらばと

通ると、「あいや待たれイ、関耐Lをば見せられよ」

「何とお山へ登るのに通行券がいるのか？」お山開

きの10日間だけ一人500円の入山料がいるの危

社務所の横に都道府県別の入山登録申請所があった。

夜が明けたばかりなのに、早くも山から降りて来

る人がいる。こちらが「お早うございます」と言う

と、「オノボリサン｣と応える｡次に降りて来る信者

も同じだ、前を行く信者の群れに追いついて、その

謎が解ける。お山開きでは、登る人は降って来る人

に｢お降りさん(お疲れさん)」降る人は登って来る

人に｢お登りさん(頑張って)｣と励ます挨拶だった。

この挨拶は山を降りるまで延々と数百回も続いた。

急坂をジグザクに登ると、4学6年生と4年生位

の男の子を連れたお父さんが追ﾚ抜いて行く。有名

な鎖り場を親子連れがスイスイと登って行く。絶壁

は75度、頂上まで78m、直径18cm位の鎖が2

条下がっている。先行は70歳の私サポート役は33

歳の広瀬さAゎ邪魔になる金岡倣をリュックに縛り

付け、朝露に濡れた鎖にしがみ付く。事前の想定で

は、鎖の輪っ架の中に靴の先端を入れて、梯子を登

る要領で楽に登れる計算をした。ところがとんだ計

算違い鎖の輪が小さくて靴の先が入らない。やむ

を得ず腕力だけで登る｡やっとの思いで78mのてつ

ぺんまで登る。すると上にある筈のルートが見当た

（
’

~､

【次は最終回結願編:総集編正月完成予定A4.6唖】
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No ポイント名 日程

506 タイ･カオラック 1／17-1／24

516 *伊豆 2月中旬

501 モルディブ 1/20-1/28

511 ボホール 1/30-2/3

502 パラオ･ペリリュー島 1/31-2/6

529 タイ･カオラック 2/15-2/21

521 ボホール 2/26-3/3

503 パラオクルージング 3/8-3/13

507 モルディブ．･アリ環礁 3/17-3/24

サンアイランド

524 ボホール 4/9-4/13

525 石垣島N◎､1 4/27-4/30

石垣島No.2 4/30-5/3

石垣島N◎､3 5/3-5/7

513 サイパン 5/9-5/13

529 ラヤンラヤンと乗馬 5/12-5/20

508 パプア･ケビァン 5/14-5/21

514 リロアン 5月中旬

517 石垣島 6月中旬

504 ポナペ 6/12-6/19

512 トカラ列島 6/20-6/25

526 西表島 6月下旬

510 紅海 6/29-7/6

518 伊豆 7月上旬

527西表･デラックスツアー 7月中旬

528 伊江島 7/9-7/13

521 伊豆花火と4ボート 7/29-7/30

SDCツアー計画一覧表I(2005年1月～2005年7月）

会員番昌

287

066

090

440

356

018

406

225

287

012

012

012

012

005

245

287

406

066

356

197

012

440

066

026

026

リーダー名

石岡弘至

狩野幸繁

南要次

石川勝

栗本はるみ

坂東正朗

立木博信

芳賀幸子

石岡弘至

関川清一

関川清一

関川清一

関川清一

大隅楠夫

今村孝

石岡弘至

立木博信

狩野幸繁

栗本はるみ

宇留賀達雄

関川清一

石川勝

狩野幸繁

良縁寺悦子

募集中

良縁寺悦子

（

〉

旅行社他

ﾜーﾙﾄ゙ﾂｱーﾌ゚ﾗﾝﾅーｽ、

ナッソー

ﾌﾘー ｳｴｲﾂー ﾘｽﾄ

パイナップルツアーズ

パイナップルツアーズ

ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ

スポートツアーズ

ﾜーﾙドﾂｱー ﾌ゚ ﾗﾝﾅーｽ
9

ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ

アクアガーデン

アクアガーデン

アクアガーデン

MOC

ジスコ

カンガルーツアー

ﾜーﾙﾄ゙ﾂｱーﾌ゙ﾗﾝﾅーｽ，

アクアガーデン

パイナップルツアーズ

P.I．T

ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ

ナッソー

P.I.T

ナッソー

概算費用 ツアー概要

17万円 中部主催､全食事･ダイブ付､名古屋･成田･関空発着

未定 ドライで潜ろう冬の伊豆、日帰り

未定 パラダイスアイランド

7万円 6DV､全食事付

19万円 コロール前後泊(PPR)、ペリリユー4泊､食事､8DV付、

16.8万円 スミランクルージング13DV,10名

13.2万円 バリカサグ､パングラオ､アロマ､カビラオ各2本

19.3万円 ベストシーズンのパラオクルーズ

18万円 中部主催､全食事付､ﾀ゙ ｲピﾝｸ゙ ○P,成田発着
名古屋､伊丹は空路成田へ無料

未定 GOODDIVESHOP利用

未定 5名まで､No.1,2,3通しも可

未定 航空券取得の都合上､締切りは2月

未定 2月以降は航空券取れ次第

12万円 火炎樹の綺麗な時期に､のんびり潜る､6～8名

23-26万円 ダイビングと朝晩海辺の乗馬

20万円 中部主催､全食事･ダイブ付､成田発着

9.5万円 マクロ中心､全食事付､1日3DV付

未定

19.5万円 マンツ＆バキン環礁8日間、10DV

都合により見合わせます｡本号薩南ツアー報告を参照。

ホットマングローブ･ペンションバフ利用5日間

22万円 DV10本､全食事､ビﾗﾐｯド等カイロ観光付

未定 アオリイカの産卵観察､1泊2日

未定 中性浮力の取れる人

YYYiERESORT利用(頁広告参照）

4万円 五島根DV,伊東ホテル泊､OP富戸ボートDV

）

空き

C

A

B

B

B

B

B

C

C

A

A

A

A

A

A

C

A

C

B

A

A

A

A

A

A



so･ﾂｱ蝿画_覧表皿(2..5年圖月_2｡｡も鼻,↑月）

2004年12月10日現在*ツアー計画を改定しました。

*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。

蕊
スキルアップをご希望の会員へ

スキルアップをしたいけどどうしたらいいか分からない方､または
SDCスキルアップツアーに日程上参加できない会員にお知らせします。
下記賛助会員がスキルアップコースを行っています｡大いに活用して
下さい｡プール講習､海洋実習、日帰り･1泊講習など色々親切に相談
に乗ってもらえます。
初めてで様子が分からない会員には賛助会員への連絡などお手伝い
します｡下記担当者までお問合せ下さい。

東日本:356栗本はるみ､O12関川清一
西日本:406立木博信

賛助会員 P.I.T.:東京･渋谷
ナッソー:伊東･冨戸
ぶちアイランド:伊豆､八丈島
マリン:大阪･森之宮(紀州白浜）

53

530 ねぶた＆白神山地 8/5-8/7 245 今村孝 交通各自手配 4-5万円 ねぶた参加組､見物組､翌日、白神山地滝巡り徒歩2.5時
韮
日 A

531 バリ･逢うまでマンポウツアー 8/31-9/7 245 今村孝 未定 16-22万円 まずマンボウを観るまでねばる､観た翌日から別ポイント A

515 スキルアップ白浜 9/2-9/5 080 南要次 マリン 5万円 2泊5食､ビーチ＆ボート指導料込(ﾌｱﾝDV4.5万円） A

505 ｺｺ島ｸﾙー ス’9/5-9/1911721島尾愛子｜ﾌﾘー ｳｴｲﾂー ﾘｽﾄ|60万円|ﾅｲﾄﾛﾂｸｽが必要、 lc
(ｱﾝﾀﾞｰｼｰﾊﾝﾀｰ）（人気のポｰﾄ）予約時点からｷｬﾝｾﾙ料$1,047(申込金と同額)が発生

519 大島 9月中旬 066 狩野幸繁 グローバルスポーツ 未定 3泊4日 A

522 西伊豆･土肥 10月中旬 026 良縁寺悦子 ぶちアイランド 万円 スタジオ101スキルアツプ＆コンパスナビ､3ボート A

520 伊 豆 10月中旬 066 狩野幸繁 ナッソー 5.5万円 2泊3日、テニス＆ダイブ A

523 ﾊ゚ ﾌ゚ｱﾆｭーキﾆｱ･ﾛﾛｱﾀ 11／12-11／19 005 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､6～8名 A

509ﾊ゚ ﾌ゚ ｱﾆｭー キﾆｱ･マダン 11／19-11/26 287 石岡弘至 カンガルーツアー 18万円 中部主催､全食事･ダイブ付､成田発着 C



賛助会員通信
＊ぶちアイランド

八丈島、25年目の夏

ダイビングを始めて早や25年！と言っても後半20

年は子育ての年に数回潜るといった具合でしたが．･

･･、その数回のダイビングのほとんどが夏の八丈島

でした。ジェットで羽田からたったの40分､竹芝を

夜10時半に出港すると朝9時には八丈島着、そう、

ぐっすり寝て目がさめたら八丈のまっ青な海がお出

迎え！とにかく気軽に行ける近場のリゾートとして

何度かよったことでしょう｡子供がまだ小さな頃も、

お友達の家族何組かと何度も島へ、泣きさけぶ子供

をあやしながら毎度毎度の珍道中でしたが、島では

自然にどっぷりひたって日頃のストレスを発散した

ものですもそんなこんなで25年子供たちの成長は

早く、いつのまにやらダイバーとして肩を並べてい

る今日この頃です6

（この夏、娘といっしょに潜った八重根にて）

体力的にはかないませんが、その分経験でカバー！

まだまだ八丈島で楽しませてもらおうと思ってますb

大自然あり、温泉あり、人情あり、夏の夜はとても

涼しいそして気径に行ける八丈島、私のいち押しで

す1byちつと

ぶちアイランド代表金子弘之

TELFAXO3-3495-7015

メール品川petitmlighway.ne.jp八丈島

petit-island@nifty・com

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

携帯電話090－3409－8954

＊ナッソーhttp://wwwanasodive.cony

伊豆のダイビング、スキルアップ

代表柳田満参

Tel:0557-51-7400IEx:0557-51-7400

E-mail:naso@izu.co・jp

＊鰊）マリン／大阪ダイビングカレッジ

JR環状線＆地下鉄森ノ宮・玉造駅各徒歩5分

の場所にある、今年創立44周年を迎えたダイビン

グスクール＆ショップですb地下1階・地上7階建

て自社ビルの中に全国最大級規模である、長さ1

2.5m最大水深8m(水深3段階1,3m･3,5

m･8m)ダイビングプール・スクール・プロシヨ

ップを併設していて、大通りに面した大きな窓から

はダイビング風景が見えるようになっていますbま

だしばらく寒さが続き、なかなかダイビングに行け

ないこの時期、体力維持の為にもプールでリフレッ

シュ＆スキルアップを行いませんか？インストラ

クターがお好きな日時にマンツーマンで技術向上の一一

為の様々なテクニックから、リゾートやツアーなど一

へ行く前の基礎をお教えしますのでツアーやリゾー

トでよりダイビングを楽しめるようになりますもそ

のほかにもスキンダイビングやスノーケリングをも

っと楽しみたい、効率のいい泳ぎ方やフィンワーク

を覚えたいという方の為のスノーケリングコースも

行っていますももちろんコース受講以外でも個人で

のプールのご利用もしていただけますも

☆リフレッシュ＆スキルアップコース、

1コース2時間￥12,600

☆スノーケリングコース

1コース2時間￥12,600

☆淵オスペシヤリティー2/5(士)、2/26(土）一一
器材の手入れの方法を覚えておきませんか？

☆ドライスーツ試着講習会2/5(士)、2/26(士）

マリン／大阪ダイビングカレッジ

大阪市中央区玉造1-21-6Emailmarine@alex・ac

TELO6-6191-6333FAXO6-6191-6330

http//www.marinejp.com

ナッソーの海外ツアーのご案内です！

1月と3月にセブ島南端にあるリゾート

マリンビレッジのツアーを出しますb

詳しくは56頁の広告をご覧下さい。

1月は15日～19日、￥168,800ですb
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員その他の賛助会
＊鰊)ピージェープランニング(58頁広告参照） ＊（株）フリーウェイツーリスト

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

www.fWt・co.jp

遠隔地が待意な海外ダイビング旅行会社

担当永吉拓也

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

E-mail:nagayoshi@fWt.co.jp

03-3462-5076

＊アドミナル蛛）．（59ページ広告参照）＊（株)P、I.T.(57頁広告参照）

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

ダイビング用品、水中写真淵販売店

☆ウエット＆ドライスーツ（パールピンク）

いとうTel:03-3345-8790

☆謂才（サンドウエーブ）

こんどうTel:03-3345-0201

☆水中カメラ＆ビデオ（アンサー）

のもとTel:03-3345-0200

http://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：雨尾徹Tel:03-346(

～、E-Inail:diving@pit-diving.com

－旅行部門：藤井徹Tel:03-3466-6489

E-mail:grOup@)it-diving・coIn

03-3466-6482

＊蛛）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:03-3877-7351Fax:03-3877-7352

E-mail:odc@wa2.so-net.ne.jp

＊蛛)阪急コミュニケーションズ

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

＊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

＊コスモスケミカル鰊）（56頁広告参照）

国内・海外旅行の格安チケット販売。

担当佐藤淳一
〈
一 giba@global-ds・comE-mail

ccc.trek@cosmoschemcal.co・血E-mail

＊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-mail:a-g337@sirius.ocn.ne・jp

*EpodDiveShoP

フィリピン・ボホールのダイビングショップ

代表神田育児

E-mail:shinjik@mzcomcOm

言商スポートツアーズ＊鰊）

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

担当和田亮司

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

sport@tpmisho.co.』胆E-噸il
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コスモスﾄﾚｯｹが &l志した少
■■瞳

､ MOSTREK

|あなだのお役にたちたくて･･･5胴霧硫 ･ツアー

もおきかせ下さい’国内。 ト 己とぢ弓

ｺｽﾓｽ･ﾄﾚﾂｸ(東京都知事登鐡儒行業第2種4454号･』次I没協力会員）

〒142-0051東京都品川区平塚1－12－9エルカクエイ戸越ビル1F
一一

Oヱー昼了oZ－9o71 FAXoz－ら498一室96垂TEL
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3月9日～1ｺ日¥188600

（5日間6ボート3ビー千日帰&I遠征オ･Zション可）

伊豆のサービス、ナッソーのイントラ柳田がご一緒致しきす（経蕊10本"上の
初心者もOK!)。謝白まLIも快適なマIノンビレッジ。アネックズ新館｡楽しく
遊びながらズキルアッ･Zもしたい方にオズス〆です。

1日目成田発PR433便14:Z5セ詞着18:45
着徳専悶車にてIノゾートヘ。

ZB目～4日目（マIノンビレッジ・アネッケズIさク）
Zボートダイア・】ビーチダイアを粛楽しみ下さい。

遠出の場合Iさボート代が加算されきす。
5日目早朝薯用車にて空港ヘ

セ7発PR434便07:S5成田着13:25

空港税550ペソ(US$払い可）

お申し込みはお急ぎメールかお電話で！

お問い合わせ・お申し込み先は：ナッソーダイブ

telO557-51-7400

e:mailinfoalasodive.com担当：柳田まで

－ ヘ

I
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YYYiERESORT

パッケージ商品にしては割高ですが､きっとご満足いただけると思います。
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L‐一

(ダイビング専用カタマラン） (専用クルーザー）

沖縄本島の北西約9Km､珊瑚礁の海に浮かぶ伊江島にある
YYYiERESORTのご紹介です。

DIVINGはもちろん､アフターダイブにジャグジーも完備。
グランドゴルフ､テニスコートも完備｡近くに海に向かって広がる
18ホール・パー58のシヨートコースも。

へ‐一トローリング､サンセットクルーズもOK．

1．どこの空港からでも手配できます。
2那覇空港からエアードルフィン(セスナ)を利用する事もでき
3．お帰りは美海ﾌk族館穿貝学してからで*』飛行樵に問に合い亨

那覇空港からエアードルフィン(セスナ)を利用する事もできます。
お帰りは美海水族館を見学してからでも飛行機に間に合います。

http://ww"pit-diving.comtravel@pit-diving.com

パラダイスアイランズッァー

"03-3466-6489FAx.03-3466-3870

〒151-0066渋谷西原3－7－5渡部ビル2F
(株)ピーアイテイー東京都知事登録旅行業第2-5264号
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篝バｲﾅﾂブﾙﾂｱー ズで行くⅧ
ちょっと早めの春気分

ガンガレンベパラオそしてカオラック
あつちもこっちも気になる気になるどこがいい？

③－－や~癖Tf宅電
。

諺ゞ 釜藤掘』職苣言三J彗三互證認
Web:www・bjc.co.jp/e-mail:info@bjc.co.jp担当:大井手結花里(おおいでゆかり）

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



エットドライのパールピンク水中ｶﾒﾗのｱﾝｻー･小物；
ｿ

のサンドウエー
－W

水中カメラ三
小物、器材害
)エット・ﾄ゙ﾗｲｽーﾂ

P
一
口
目 多-多多呼豆-0200

三-三三4g-02O7

三 ○0A E Rｇ
Ｄ
Ｉ

一
一

フ-けﾌフニノ －

＝●

ｿﾄ゙ｳｴー P目サ 三 三宴 ○○7 豆EV
画
Lｮ

店ウP P 門k
－

1脚 イスﾊ゚ ﾙーﾋ゚ｿｸ 工 己窪フフr 三一三三4a ○ 豆フ
一

一

S
画
■
■
■
●0PEN20

呂呂
目＝

ロ己 ALE
商

一
一

‐

月 N EVVの ロロ

3酸!ま
カメラコーナ･一

サ ン ド ウ エ ー ブ バ ｰ ﾙ ビ ﾝ ｸ

ご雪雲窒催_釜拶塑i↑蕊蒙都庁

パﾗｵに行くなら必需品！
ﾌｯｸで蔀どをｷｬｯﾁし伽ﾗﾝｽ槻ら

締の削派鵬誹雛，鶏時に髄らま

縮副細稔で0K
ﾛー 式と勘てすぐに鯨てすぐにしまえます

ｵ’ 〈な #繩鞠崎刀訂踊甑

馨
鰄繊I噸，

ﾌ゚ﾛ〃うﾏﾝｳ抽糊＃

洲ｲｽ繍討

漣雛鵡傭

アンサー
電話03-3345-02側
メールumi6ans舵r-mIine.c叩

フ 而

と 伽ﾌｯｸで郡とをｷｬｯﾁし応のﾗﾝｽを鮎

榊の削派鵬誹雛，鶏時に随らま
縮副細稔で0K

ﾛー 式と違ってすぐに陳てすぐにしまえ調

ワイヤー入りのズーパーコゴルを辻檬

耐荷重は約卯寧口までOK
ローブ式と遣ってすぐに使えてすぐにしまえます

ス

陽 誰
一

M90糠で

車 の

ワイヤー入りのスーバーコゴルを仕様

耐荷重は約卯寧口までOK
ローブ式と遣ってすぐに使えてすぐにしまえます

ク
庁

メーカー希望ｲ面格￥5．040希
軍
三 格メーカー希望ｲ面 鰯痘…甲

州
街
道

其月間I理＝ S,geo円一
甲■■

ズダーザFヮ霊

感 言葛雪の気秀寺ちを玉込め
SDC会員様側艮定
2厩皆サニードrフコ匡一ブーで

。特湯凹gAJF開f崔中

ビング用品販売専門店
楽斤7言馬尺西□よくりf走歩S父う、

感
ユ
丑寺 め て ソ表可

fシカ〆弓

様 岡艮麦置， C ーﾘ裂き零で漆
一・一ー;i-－認7礎石二蚕子種

鰐想鍾|…一一封窪塑置
握

鐙宣難毒雪裳
汐蠅

で 一 ・ 両

●,
ブ醇皆サ rフ 麺

一
》
］
尋
“

一
・
●

一

中特 層 L
鯉

ダ 寺 店P弓イ 用 画

わ
一

、ｰお問い合わせ、ご質問は

-994S-OZOI

質せ尺 よく ロ一
一

0 牛 Z9

､下記商品券を切&l取ってご持参ください。販売価格よ&l値引きさせてい持 価格 だ すだ 販 せ だ ききを よ □sandWaVe口廿kb_a廿廿_ne_､jp

lｳｴｯﾄｽーﾂ5%割引券
|現金のみの適用とさせていただきます
｜一部割引除外品もございます

｜ノf－ルピンク専用

kわ． 廿寸 P脚

5g6害皿弓l券
サン艀ウエーブ専用

王見＝一宅

らg6害皿弓|券

5gら害皿弓|券
サンドウエーブ専用

王見＝三＝享電

5gら害u弓l券
二二二二二三二二二二二毛毛毛毛毛三二二二二二二名君二二二召b－－q■■一一一

ｰ■■ー■■h■■、■■唖



編集雑感
‐電"ー.~.~‐．~ー I|■■11■■幽
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伊豆情報をお寄せくださった皆様に厚くお礼申し

上げます｡ようやく編集部員らしい仕事がひとつで

もできて大変うれしく思っています。

今号もたくさんのツアー報告が集まり、分厚く読

み応えのある会報になりました｡ツアーに参加した

ら会報に書くということがだんだん当り前となり、

嫌がる人も少なくなり、しかも皆さんさすが年の功

と申しましょうか、文章が上手い！おかげで読みや

すく校正が楽で助かります。（西村麻美）

一
周

型
癖 一勺

ぶり對凧､
蝿…

紗
錘苫一

会報24号と一緒に2005年度の会員名簿をお届け

いたします。御自身の名簿をご覧になり間違いが有

れば事務局までお知らせください｡又E-mail等の新

規登録も併せて連絡願いますbホームページもリニ

ューアルし､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上での情報交換が総A

盛んになっておりますb今後会報でお伝えできない

情報もインターネットを使ってお伝えすることが多

くなります。未だパソコンをされない方も是非新年

を 機 に お 始 め 下 さ い 。 （ 宇 留 賀 達雄）

識

表紙に寄せて

457児島慎之介

バリ島西北端に位置する「ミンピ・リゾート．ム

ンジャンガン」は、とても広い庭園を持ちリゾート

地として素敵な場所です。毎日、朝、夕食はバニュ

ウェダン湾に面したシーサイドレストランですが、

そこからは隣のジャワ島のブロモ山も見えて、景観

の良い場所ですb毎夕食時に見るサンセットがきれ

いなもので、カメラをブロモ山に向けたところ、幼

い子供が舟遊びをしていました。何ともいえない微

笑ましい光景で、夕日と子供のシルエットが絵葉書

にでもなりそうな、そんな光景でした。

東南アジア至る所にリゾートがありますが、何処に

行っても子供は可愛いものです。

今号は大幅な増頁となりました。大きな要因はツ

アー報告が定着したことと、同好会の活動が活発に

なった結果です。嬉しい悲鳴ですが毎号頁数の予測

が難しいのは悩みの種でもありますも会報は印刷方

法の制約で増減は4頁単位です。つまり新しい原稿

が届いたからといって1頁だけ簡単に増やすわけに

はいきません。集まった原稿や写真のレイアウトを

考えるのが編集の一番厄介な所です。しかしこれも

頭を使ってボケ防止に繋がるのではないかと良い方

に考えて取り組んでいます。（大隅楠夫ﾂｰへ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I

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｡si
DCでは新年会や懇親会等の集いや年60回以上i

のダイビングツアー､雑誌の季刊発行を行うと共I

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。

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。

SDCJapan2005年1月伽.24号
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日本シニアダイバーズクラブ事務局
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