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…耐例

DANJAPANVol．29に昨年度のダ

イビング事故例の報告がありました。気になるのは

50代以上の潜水事故者の増加ですb事故者のダイ

ビング歴を見ると経験タンク数100本あるいは5

00本以上のダイバーの事故例も多く見受けられま

すb経験を積んだからといって事故がなくなるわけ

ではないことが分かりますb事故原因を見ると突出

しているのが直接原因では「技量の未熟」であり、

間接原因では「本人の不注意」ですb基本的なこと

が出来ていないことが事故につながっていますb

ダイビングは普段人間が住んでいる世界とは全く異

なる環境である水中における活動ですも一歩間違う

と死につながるということを強く認識して自己管理

麓尋圭総衾鰯雲藤重職勇合
イドに託するにしても､体調管理､器材のチェック、

水中の安全管理は自分で行わなければなりませんb

人任せという事は人に命を預けたことにもなりますb

昔、勿論冗談でしょうが、「海で死ねれば本望と

いうあるSDCの会員の話を聞いた事がありますb

もし本当に事故が起これば、家族への悲しみだけで

はなく周りのダイビング関係者にも苦しみを与えて

しまう事になりますb自分のためだけではなく周り

の人達のためにも自己管理は重要ですb

マスクやレギュレターがはずれてパニック状態にな

った事故例が数多く報告されていますbそのことか

ら考えると、チェックダイブでマスククリアやバデ

鰹誌繍難産隷懸篭豊凄内
と思いますb練習を繰り返す事によって、マスクや

レギュレターを少しの間はずしても何も問題ないこ

とを身に付ける事が出来ますbレギュレターをはず

して、自身のオクトパスに切り替えて呼吸すること

でも練習になると思います6要は水中で多少何が起

きても慌てない精神を養う事ですb

ダイビングで何と行っても重要なのは中性浮力ですb

たとえ100本、200本潜った経験があっても、

中性浮力を認識できないとすれば安全潜水が出来て

いるとは言えませんb不安な人は徹底的に講習を受

ける必要があると考えますb

胆当大隅楠夫）



新年会報告
018総務担当坂東正朗

ツアーの詳細については会報などで発表されますb

またこのツアー･リーダーの募集が行われていま戎

賛助会員の挨拶の中でも今回は特に安全潜水に対す

るお話がありました。スキルアップを希望する会員

には協力していただけるようです、大いに利用して

いただきたいと思いますもツアー、機材などの件の

ついても相談に乗っていただけますb

初参加会員15名の自己紹介があり、毎回楽しいス

ピーチを聞くのが楽しみですも

今回の新年会では特に安全潜水の確認やスキルアッ

プなど話が多く聞かれました。これらは自分自身の

ことと受止め安全なダイビングに心がけましょう。

大隅副会長より閉会の挨拶があり一次会が終了しま

した。

続いて隣室にて二次会が開かれこれまた大勢の出

席をいただきました。会員制作のスライ､ドショーや

ビデオショーなどが上映されて、相変わらずの人気

でした。また会場では一般情報交換、ツアー情報な

どがあり、初参加の皆さんも新しい仲間が出来たの

ではないでしょう狐

次回の懇親会＆総会は場所を替えて6月12日

（日曜日）センチュリーハイアット東京（ラプソデ

ィー）にて開催いたしますも詳細は改めて案内させ

ていただきますので、万障お繰り合わせの上ご出席

ください

日本シニアダイバーズクラブでは1月30日に恒

例の新年会を渋谷エクセルホテル東急で開催しまし

た。北は北海道、南は沖縄そしてグァムから約100

名もの会員の出席がありました。会場前のロビーで

は｢海のアート展｣も開かれ､写真､デジカメ写真、

イラストシール、魚などをきれいに描いたログブッ

クなど会員の作品が展示されました。

開会に先立ち、昨年末に発生したスマトラ沖、巨大

地震、津波の犠牲者に対して出席者全員で一分間の

へ黙祷が行われ、ごめい福を祈りました。被災地は人

気ポイントも多く皆さんも一度は出かけたことがあ

ると思いま炎一日も早い復興を願いたいと思いま

れ

新年会が始まり司会者から遠隔地からの参加者の紹

介があり、皆さんから拍手を頂いておりました。

今回はダイビングフェスティバルと日程が重なり残

念ながらご来賓の出席がありませんでした。関川会

長による新年の挨拶では、今年もスキルアップに心

がけ自己責任で楽しいDVをというお話がありまし

た○杉本技術顧問の乾杯で会食が始まり、テーブル

ではお世話係のリードによる自己紹介、近況報告な

ど皆さん楽しく歓談していました。今回は事前に行

われたツアーに関するアンケートの集計結果が報告

へされ、上位人気ポイントのツアー企画が提案されま
した。
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新年会報告？

鋤ｱｰﾄ展＆駒･スライドシー

005担当大隅楠夫

海のアート展作品は会場ロビーに展示され、参加者

が熱心に観賞していました。

1）繩写真の部

006大隅照子3点、095加藤初広3点

172島尾愛子3点、449大石和明3点

2）デジカメ写真の部

213今漫悪子2点、390金井灘4点

3）イラストの部

006大隅照子1点（ログブック）

（イラスト付きハガキの提供あり）

213今溺蓋子1点（メナドツアーイラスト）

（お魚シールの提供あり）

2次会ビデオ・スライドショー

1）パソコンによるスライドショー

056石田邦明(20MSDCハイキングの会）

006大隅照子（2回目のロロアタ）

390金井縦（パラオ・ダイジェスト）

2）ビデオショー

472高木忠雄（亀、ツバメウオの群れ）

005大陶南夫（鹿児島の海）

3）スライドショー

449大石和明（ありがとう・シパダン）

師･ズライシ寄奄伽

509 前原操

スライドショーですが、やはりデジカメで撮ったも

のより、すこし古いですがあのシバダンの錨写真

は､独特の味わいがあり､素晴らしいと思いました。

もう、あのような写真を撮るひとは､いないのでは

ないでしょうか？

42o村上信一

スクリーンの前の方に陣取り6人の方のスライド、

ビデオを拝見しました。見たことのある魚は懐かし

く、見たことがない生き物には、今度潜る海を決め

る要件になりますb私も初心者ですがスライドショ

ーを作っていますb皆さんの作品を参考に、自分の

レベルアップを図りたいと考えておりますも

4

新年会参加者の声

56l佐々木肇

一次会の3時間が長すぎるのではと案じておりまし

たが全くの杷憂でした。テーブル移動が角襟になっ

たとき、お二人の方が挨拶にこられました、なんと

マーラーの愛好家だと自己紹介されました。しばし

マーラー談義に花が咲きましたが、これまで私は人

と語ることもなかったので実に楽しかったです6

512阿部晃夫

／~

SDCの新年会、毎回、役員の皆様のご尽力で会も

盛り上がり、懐かし↓頓とも再会出来、酒を酌み交

わしながら、楽しい、有意義な時を過ごさせて頂き

ました。また2次会では海中の珍しい、美しい映像

を観賞できて大満足でした。

SDCの会への参加には、また別の楽しみがあり

まして、毎回、滞在中に鑑賞できる芝居、ミュージ

カル、オペラなどを楽しんで参りますbこの度は2

泊3日の日程で上京し､初日は東京宝塚歌劇場公演、

2日目は新国立劇場で上演中のオペラ、ヴエルデイ

作曲（シェイクスピア原作）の「マクベス」を心ゆ

くまで観賞して参りました。誠にユニークで独創的

な舞台で、タイトルロールとマクベス夫人は、有名

なイタリア人歌手、終了後もしばらくは興奮覚めや，~、
らぬ状態でした。

今年の北海道・東斗肢部の忘年会は私が世話役を

担当いたします（北海道の会員は、実質私一人、心

細い）。北海道で行う第1回の会なので、雪のため

空の便も乱れがちな真冬をさけて、気候の良い10

月ごろに｢親睦会(季節はづれの忘年会を兼ねる）」

を計画してみようかと思っております（スキーヤー

の皆さん、ごめんなさい）。皆さんどうぞご参加下

さい
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新年会初参加者のP

53 4 清 水蔵一
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SDCの雑誌を見て、新年会に参加するのを胸を

躍らせ楽しみにしていました（職場の結婚式出席を

キャンセルして参加）。

趣味が同じならきっと何所かの海で会っている人が

いると思っていたら、やはりモルジブ（私の100

本目）での渡辺靖明さんと出会いました。

初めて参加したのに時を忘れるくらい話が弾み、全

く爵ﾛ感の無い親しい仲間会話の感じですbこれか

ら出来るだけ参加したいと思っています。

こんな会がもっと多く有ったら良いのにと望んでい

ますもなかなかスケジュールが合わず、皆様とダイ

ブ出来ないのが残念で式8日以上のダイブの計画

は少し早めにお知らせ戴くと楽です67日以内（連

休を含め)は多めに予定していただけると最高です6

へ失敗談には事欠かないのでスキル・アップをしろと
怒られそうですが､失敗は成功の基(事故は困るが）

と言われる様に、身で覚えた事は決して忘れない？

と思っていますも

5～6年前にサイパンで体験したアジ玉（森のよう

なアジの群れ）の中に入った感慨は忘れません。

ヨット､スキー､写真､ビデオ等多趣味の人が多く、

教えてもらえる事も楽しみで式

これからもよろしくお願いしま-す毛

5

563大脇美都子

楽しい新年会

貴重な2連休の2日目である他間では日曜日と

も言う）。海か、新年会か、一瞬迷った。シリアス

な事情で参加を断念された会員様ごめんなさし＄結

局、前の日は潜っちやったので、大荷物にどた靴、

渋谷駅前で迷路冒険の末「エクセルホテル東急」6

階、SDC2005新年会場に到着しました。

受付の周りには会員さんの海のパネルがいっぱい。

嬉しかったのはおさかなシールb次回は自作シール

交換ができるといいなあ。自分で撮った海の写真で

シールを作る、新年会で交換する、海でバディサイ

ンにぺたつと貼る。うっとり。

受付でもらったネームプレートには、新年会初参

加の若葉マークと着席テーブル記号が。Jね。あ、

若葉マークが青々しているテーブルだbでも大丈夫、

各テーブルに大先輩がいて気遣いしてくれる。

おいしい料理を戴きながら皆さんの豊富すぎるダ

イビング体験談を伺う。しかし！皆さんの興味は過

去よりこれからのほうにあり、話はあっという間に

ツアー予定へと流れ込んでいくのだった。

賛助会員方々の挨拶も真蟄で愉快で有意義でした。

新会員の自己紹介のあとは隣室でスライドショーb

きのう伊豆で初めて会ったイボイソバナガ＝が数千

倍の大きさでスクリーンに｡まるで私のためみたい

無駄のない素晴らしい映像と熱心な鑑賞者と、隣か

ら、写した本人じやない会員さんがいろいろ解説し

てくれたのが楽しかった。

というわけで､関川会長の、「友だちのもてなし」

「一人一人が自立した個人社長としての自覚を持っ

て」という意志が強く打ち出された新年会は、私が

お暇した後もツアーの話題などで熱っぽく延々と続

くようなのでした・・・おしまい。



残念、法事があり欠席。今年3本ツアーを

出しています、よろしくお願いします6

245今村孝

今回旅行と重なり残念ですが欠席させていた

だきますbのんびりダイビングツアーもいい

ナと思います6

O25秋山眞美五一一

昨年は西表、マブール・シパダン、ケ

ラマに行きました。仲間と都合が合わ

ず単独行でした。

258後藤清孝

昨年はガラパゴス･ダーヴィン

島でジンベイザメと泳いでき

ました。033小村昌三

034小村美枝子 新
年
会
・
欠
席
者
の
声
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ﾗ壷月末に与那国島.ﾊﾝﾏーｼ念
クポイントで潜りました。大きい群れ

に会えました。ブルーの中を漂う幸せ

感じて。皆さんも是非潜って下さい。

また欠席ですみません。ハワイの孫と

遊ぶ約束のため。

270河原信子

昨年ブームで沸いた韓国・済州島に、

食そしてもちろんダイビングに行く

予定です6055鶴若富夫

シパダンに行って来ました。12月一杯

で閉鎖のニュースは95％確かなようで

すbO62狩野 幸 繁

/へ

29，30日に辰己でマスターズ短水路

選手権大会がありエントリーしていま

すb残念ですも

277堀田恭正

正月奄美大島で潜ってました｡太

平洋側の海はいつも美しいですb

O70河合貞夫
最近私用で潜っていません。また皆様と潜

りたいですb企画などすごく充実している

と思いますb役員の皆様に感謝ですb

293今井征二

モルジブ（サザンクロス）、シパダンで潜

りました。参加できず残念ですb

lO8鳥飼和代

シパダン島で大トカゲと鉢合わせしたの

には驚かされました。

109野本敬一、110野本美智子

10月にマレーシア・ランテンガ島へ、シ

ーズンオフ直前で視界が悪くいまいちで

した｡世界一のブルーコーラルのあるとこ

ろです6

294三輪携廣

ラパスに10月に行き、脚力不足を痛感

しました。117松裏貞子
/亀

今年は一度もダイブ出来ませんでし

た。 3 0 4 小 野 忠 雄マンタ乱舞なら石垣・カビラ沖。

141太田允康

スキーツアーの計画があったらお知らせい

ただきたく存じます6

303田所恭子

サイパンでフロートやナビゲーションの練

習をしました｡やはり何回もやって体でおぼ

えなければと思いました。

193北嶋三保子一づ 今回も行きたいと思いながら仕事

がある為大変な時期で断念ですも

皆様によろしく。

306宮本節子

一ﾕー 2_昌一土魑二遅王_一
23日からサイパンに行きますb

l99竹内きみ枝 ＝是
1年に2回程ダイビングに行くだけで常に初

心者b6月にパラオに行きました。

2月にロタに行きます6

207大石詔子

SAIPANイーグルレイシテイで45匹

のマダラトビエイには感激しました。

354横丼康江

6



伊豆大島・秋の浜､水温20度で冷たかった

です6504伊藤久海子
スキー競技会と重なったので残念ながら欠

席ですも皆様によろしく。

30年位の間にわずか130本で、間隔が

長いのでいつも初心者ですも近年はSDC

のお陰で本数が増えてきました。お供させ

て戴ける行事がありましたらお願いしま

すb343内山数 子

12月グアムにSDC4人で行って来ました。

5o7永田民子

紅海、透明度抜群で素晴らしい旅でした。

508安精信

モルジブ．ブーケ､ソト等憧れのダイビン4モルジブ､プーケット等憧れのダイビングポイ

ント地域の今回の津波被害に追悼の意を表し

ますb513澤田栄子

今回の津波被害でモルディブの状況が

非常に気になり、詳細が知りたいですも

361川畑和弘

新
年
会
・
欠
席
者
の

11月に阪上さんリーダーのシパダンに初

参加しました。とても素晴らしかったので

すが、カメラトラブルでがっかり。又参加

させていただきたいですも

530文字文枝

外洋ヨットでの長距離クルージングを

楽しんでおり、ここ2～3年はダイビ

ングツアーには参加していません。ダ

イビング技術はヨットの船底洗いやト

ラブル処理、アンカーワークに大変役

立っています6

388大谷正彦

当日残念ながら水泳の大会で不参加ですb

531城川知子

素敵なリゾート、憧れのニタリと遭遇、コモ

ドの楽しい海と陸等好企画を出して下さっ

たリーダーさんに感謝！恵まれた1年でし

た。425浅原昌子

9月座間味、11月パラオに行ってきまし

た。532橋爪ｶ球ず江

インド旅行で残念ながら不参加です6

541関谷恭正9月にレッドシーに行き感動した。11

月シパダンに行き直前に怪我をして悔し

い思いをした。

442高岩辰司

昨年8月にSDC入会し、11月のシパダン

ツアー（石岡リーダー）に参加しました。施

設閉鎖の為かメンテナンスが悪く、ダニに悩

まされました。

543森田全

告

P■まだ30本しか潜っていないので来年は沢

山潜りたいですネ11石垣島は最高！

452藤巻静枝 タヒチ・ボラボラ、ランギロアに行き

ました。544海老原新昨秋リロアン・トロパラで3ヶ月過

ごし、その間レチョンパーティーを

3回、160本潜ってきました。ニ

ューポイントも飽きる事がありませ

ん。1月13日からまた行きます6

468通山多恵子

11月宮本節子さんとバリ島へ行き、50

0本を迎えました。

55o久保暁美

ようやく右手首の骨折も治り職場に復帰しま

したが有給がゼロとなりました。

564早jll葉子

いつもお世話になっています6仕事と重なり残

念ながら参加出来ません。ご盛会をお祈りいた

しますも 486塙恵美子

昨年11月シパダン、生まれて初め

てナイトDV、バッファローフィッ

シュが壁にはりついて寝ていたので

感動しました。

499鈴木暁美

オープンウォーターを取ったばかりで、そ

れ以降ダイブしていません。仕事の関係上

連休などで行ければと考えていますも

565山崎博史
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新年会の出欠ハガキを利用して行ったアンケート

の結果ですbアンケートにご協力いただきありがと

うございました。

会報24号の特集・ツアーリーダー座談会の際、ツ

アー企画に関して出された意見を基にアンケートを

行いました。今後のツアー企画などを考える上で大

変参考になりました。

1．あなたが行ってみたいポイントは？

10名以上から希望があったポイント

1）小笠原61

2）モルディブ57

3）パラオ 50

4）紳 縄 4 0

5）シパダン38

6）タヒチ 13

7）組毎12

その他の希望ポイント

国内:御蔵島､五島列島､大島､神津島､大東島、

奄美加計呂麻島、トカラ列島、錦江湾

海外：ラパス、ニューカレドニア、ガラパゴス、

カリブ、フィジー、マレーシア（ラヤンラ

ヤン､ランカウイ）、パプアニューギニア、

ハワイ、マジェロ、タイ・スールー海、

サイパン・ロタ・テニアン、フィリピン(エ

ルニド、ボラカイ、セブ、リロアン）

アフリカ（セイシェル、モーリシャス、タ

スマニア）

2．2004年のSDCツアーに参加されなかった

理由は？

1）仕事などで日程が合わなかった68

2）健康上の理由（家族を含む）25

3）スキルに自信がなかった17

4）皆と馴染めるか心配だった7

5）新入会員の為4

6 ）ツアーが一杯だった2

8

一番の理由は日程が合わなかったでした。会員の

中にはまだ現役で仕事をされている人も多いので

このような回答が多かったものと思われますもま

た年を重ね、健康上潜る機会が減った会員、ある

いは親の介護のためにツアーに参加できない会員

が結構いる事が分かりました。初心者および新入

会員でツアーに飛び込めない会員もかなり見受け

られますも親睦会などに参加して情報を得て是非

ツアーに参加していただきたいと思いますb

一番心配していたツアー数が足りないため参加で／一、
きない会員がそれほど多くなかったのでホッとし‐

ました。この他仲間と行くあるいは一人で行くと

回答された会員もいました。

3．ツアー企画に対する要望

1）現役で仕事をしている会員から、高くても良

いので土曜・日曜、連休を利用したツアーおよ

び国内1～2泊のツアーの要望がありますも同

じような環境の仲間を集めて一緒に行けるよう

になると良いですね。

2）スキルアップツアー

3）体力的に楽なツアー

4）プラスαのツアー

DVとスキー、DVと観光、DVと写真等戸へ
5）大阪から無理なくアクセスできるツアー

関西支部主催のツアーが増えていますb是非

ご利用下さしら

アン刷画糊喝像椛ﾂ弘一

行って見たいポイントのアンケート結果で希望

の多かった次の3つのポイントのツアーが企画

されました。

1．小笠原、2．パラオ、3．タヒチ

また沖縄、シパダン（カパライ）、紅海もツアー

が提案されていますb希望者は早めにお申し込み

下さい。

詳しくはツアー計画表をご覧下さい。



一

へ

『＜だびれないダイバー』連載,2ﾅｯｿー ダｲプ柳田満彦
目指せ！？インダーナショナル移ダイバー遥の4

グローバルスタンダードなダイバーくらいになら・・（その②）

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樹旨導員経験本数約850

o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

前回に引き続きダイビングを優雅に楽しむことを

考えてみました。そこで2つ目の目標（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です）を達成してみましょう。

体調と体力をキープすることは海外でのダイビング

で特に肝心なことですもここ数年前からよく耳にす

る『さらさら皿を保つように水分をしっかりと補

給してください。また、圧力の低い乾燥した航空機

内はリスクの高い場所であることを念頭において脱

水を促進させるようなアルコールの摂取（程度によ

る）は控えましょう。旅先で日焼けして疲れてのお

食事中やお食事前にアルコールを飲んで倒れたり、

飛行機内でのアルコール摂取後に気分が悪くなった

りした経験をお持ちの方はいらっしやいませません

か？虚血性一過倒閣梗塞の可鮨性が高いと私は考え

ていますbそして困ったことにダイバーの方が意外

なほど多く経験されているようですb

今までに私も少なくても3回はそれらしい場面に遭

遇してしまいました。内1名の方は50才代の女性

でした。

9
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瓢､鯛,ご‐ 態

場所はメキシコのラパス、最終日のダイビングのあ

とで夕食中に貧血を起こしたように徐々に意識がな

くなり、冷や汗をかき呼吸が止まりかけたとのこと

でした。幸いにもその方は10分弱で運良く回復さ

れましたが同じレストランにいあわせた私も食事を

やめてお手伝いをしました。モチロン救急車は来る

しレストラン内は騒然とするしメシどころではあり

ません。旅先での病気はオオゴトになるのですb

また、ダイビングでは前後の移動や支度などの疲労

も相まってでしょうが、本人も気付かずに隠れてい

た病気の症状が突然現れることがありますも検診を

何年も受けられていない方！まずは徹底した健康診

断をお願いいたしますもレジャーの達人の心得とし

て、からだの検査とメンテナンスはアソビの最初の

ライセンスだと思ってください。続く。．。



幡集:SDCのダｲビﾝグを考える字
会報22号～24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｡今回は過去に会員から寄せられた疑問や質問にお応えすることによってSDCの活動への理解

を更 に 進 め たいと考えました。（原案関川清一、編集担当大隅楠夫）

SDCの活動目的を確認したい

日本シニア・ダイバーズ・クラブ規約第2条に

（目的）として下記の如く述べられていますb

「スキューバダイビングを愛するシニアダイバ

ーが、良いバディとグループを作り、シニアら

しいゆとりのある、安全最優先の快適なダイビ

ングを行うことを目標としますb」

SDCはダイビングという趣味をコアにした遊

びの集団です6共通の趣味を持つ同世代の仲間

と楽しい交流を持つ事ですもシニアダイバーを

育成したり指導したりする会ではありません｡

アフターダイブの交流が発展して、陸上の同好

会の活動も活発になっています（25頁・同好

会の紹介記事参照）。ツアーに参加する前に仲

間と知り合える良い機会でもあります6

ラン会員は年に数回クラブツアーのリーダーを

務めることによって新しい会員との交流の輪を

広げることが出来ますb

ベテラン会員の有志がクラブツアーのリーダー

を務め、活動を支えていますb更に多くのベテ

ラン会員のボランティア糯申が期待されます6

Ｑ
Ａ

へ

Qツアーリーダーの役割は何mまた何か特典は

あるのか？

Aツアーリーダーはツアーの企画をして、旅行社

との窓口を担当します。SDCの活動はボラン

ティア精神で運営されていますもこれはSDC

発足以来の伝統ですもリーダーは添乗員でも雑

用係でもありません、ましてツアーに関して責

任を負うことはできませんbツアーの実施に必

要な雑務は参加者が分担・協力して行いますの

でリーダーの指示に従って協力して下さい。

リーダーも同じ費用を払って参加しますので、

経済的な特典は全くありませんbむしろ持ち出

しのケースが多いと思いますb気苦労は多いの

ですが利益があるとすれば、良きバデー、楽し

いグループとおつき合いができることですb多

くの素晴らしい友達が出来ることでしょう。

QSDCのクラブツアーはどのような位置づけに

なるのか？

A1番の目的は、新しく入会した会員や今まであ

まり活動に参加できなかった会員のためのバデ

イや仲間探しの場の提供だと考えています6

2番目は個人ではなかなか行けないポイントの

ツアーがありますも

3番目はスキルアップのためのツアーですも

4番目は好みのダイビングスタイルの仲間を誘

うツアーですb

ある程度仲間ができたらその仲間でツアーを組

み楽しんでもらうことが望ましいのです6

二塁

クラブツアーのリーダーはどのような人がなれ

るの力も

クラブツアーのリーダーは、原則SDC会員歴

3年以上、ダイビング本数300本以上の方に

お願いできればと考えますbSDCクラブツア

ーを何回力斗總験して雰囲気を知ってから担当し

てもらうと良いでしょう。企画が決まったらツ

アー担当幹事（現在356栗本はるみ）に連

絡してください。

Q

A

Qベテラン会員がそれぞれ自分たちだけでグルー

プを作って潜りに行ってしまうと、新しい会員

との交流や他の会員との交流が薄くなるのでは

ない力もまた新入会員が参加するクラブツアー

のリーダーがいなくなってしまうのではない

か？

A確かに一緒に行くグループが固まってしまうと

交流の世界が限られてしまいますもそこでベテ

Q会報に登録するクラブツアーではなく仲間を募

りたいときはどうすればよい力も特に緊急の場

合など6
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入される事が望まれます6特に海外における救

援活動費用は高額ですbカードによる補償には

限りがありますので良く補償内容を確認して下

さい

A広く会員に呼びかけるのであれば、SDCのH

P(ホームページ）に緊急ツアーの募集のbb

s(掲示板）がありますので、そこで呼びかけ

ることができます6

Qバディシステムを守れと言われるが、初めての

人とバディを組むのは難しいのでは？

A確かにバデイはお互いに技術を知り、好みのス

タイルが同じようなバディが理想的ですbSD

Cのクラブツアーもそのようなバディ探しが大

きな目的ですbしかしクラブツアーの場合はベ

テランが経験の少ない会員と組んでバデイダイ

ビングを確認することも時には必要となります6

Q入会してツアー計画表を見て行きたいな－と思

っても誘いがないと参加できなし＄

A誰もあなたがどこへ行きたいか分かりませんb

あなたが行きたいと思うツアーのリーダーに問

い合わせて下さい。自分で意思を表明しなけれ

ば会の活動に参加する事は出来ません。

Q初心者向けのツアーが少ないがもっと出しても

らえない恥

A参加メンバーに少数の初心者がいる場合は、ク

ラブツアーでもリーダーがショップと相談して

対応していると思いますb参加確認書の自己申

告はそのために重要な情報ですもしかし初心者

の参加者が一度に固まると大勢のガイドを付け

てもらえるショップでないと難しくなりますb

初心者向けのツアー企画には賛助会員などの協

力が必要となりまf今後の課題ですも

Qクラブツアーは旅行社の格安ツアーに比べて高

いのではない力も

Aクラブツアーは安全潜水が第一ですもリーダー

は信頼できる旅行社もショップを選んで企画し

ていますbそのため一番安いとはいえない場合

もあると思いますが､特に高い事はありません。

#へ

賛助会員とはなんです力も

賛助会員は当会の活動趣旨に賛同され資金面お

よびサービスの面で協力いただいている糊lj会

員ですb器材の購入・スキルアップ講習・ツア

ー計画などにおいて便宜を図ってくれますb

一般の会員が会の活動の中でビジネスを行う事

は出来ませんが、賛助会員に限っては宣伝を認

めていま魂賛助会員を大いに活用していただ

きたいと思いますも

Ｑ
Ａ

Q未だ経験は浅いのですが、憧れのモルディブ、

パラオなどに行きたいのですが？

Aモルディブやパラオなどの中の有名なポイント

は流れがあるところも多く、かなりの経験がな

いと楽しめません。事前に賛助会員のショップ

などでスキルの評価を受け、自身のスキルを把

握することが望まれますb申し込みに当たって

はツアーリーダーに様子を問い合わせて下さい。

へ

日本シニタイバースクラプ、第4条＊注：

Q未だダイビイング技術が未熟なのでスキルアッ

プをしたいがどうしたらよい畑

Aクラブツアーの中で参加できるスキルアップツ

アーがあれば参加して下さい。個人的に講習を

受けたい場合は、賛助会員のショップにご相談

下さい（39頁・スキルアップ講習参照）。

「クラブはアマチュアとして個人的なダイビング愛

好の集団であり、ダイビングに関する事故を含む一

切の責任は個人に帰属しますも従って、当会は会員

の全ての行為にたいし責任をもちませんbまたいか

なる補償もいたしませんb

当会は会員以外の第三者が当会を利用した全ての行

為について責任をもちませんbまたいかなる補償も

いたしませんb

ツアーリーダー（当会の名称で実施するダイビング

旅行の実施者を指します）はリーダーとしての全て

の行為にたいし責任を持ちませんbまたいかなる補

償もいたしませんb

これは基本的かつ現実的な原則であり、会員はこれ

を承認したうえで入会できますb」

Qクラブツアー中に事故にあった場合、会として

補償してもらえるか？

A日本シニア・ダイバーズ・クラブ規約第4条に

ありますように、会として補償は出来ません。

ダイビングに関する一切の責任は個人に帰属し

ますbこのことは周りの家族の方々にもよく理

解しておいていただきたいと思いますb

ツアーに参加する場合、各個人が障害保険に加
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SDCダイビングポイント情報:Z

バ認ｱﾆｭー ギﾆｱ・ロロアダ･アイランド

1）行程:11/2缶27/2004直行便が毎週土曜日に運

行している関係で、通常、土曜日から土曜日ま

での8日間、ダイビング可能日は6日間

2）アクセス：成田からポートモレスビーまで6時

間半（シート2-3-2）、空港からバスとボート

で約1時間、手荷物は20kgプラスDV器材

15kgまでOK、機内持ち込み手荷物は7k

g、カメラがあれば12kgまでOK，行き

21:00発一リゾート着6:15(22:30頃機内食)、

帰り11:00チェックアウト、11:30昼食、12:00

リゾート出発、成田着19:40(15:00園畿内食）

3）リゾート：小さな島にリゾート1軒、2室1棟

のコテージ､､各室に温水シャワー・トイレ付、

バスタオル毎日交換、Sチャージは1泊5～6

千円位、野生のオオギバト、ワラビー、クスク

スなどが生息、気温27－32度

4）堂皇：

朝食：卵料理（選択）、トースト、牛乳、ジュー

ス、フルーツ、コーヒー、紅茶

昼食：ビュッフェスタイル（肉、魚、野菜、フル

ーツ、パスタ、パン、ライス）

夕食：スープ、ビュッフェスタイル（肉、魚、野

菜、フルーツ、ライス、パン）

飲み物：水は部屋の水道も飲める（特にミネラル

ウオーターの必要はない、ビール（¥180）、グ

ラスワイン・ウイスキー(¥480)、

ワイン1本(¥2,000-¥5,000)

5）日程

7:00

8:00

12:30

14:00

18:00

19:00

19:30

朝食

桟橋集合、午前ボートDV2本（外海）

昼食

桟橋集合、ボートDV1本（内湾）

桟橋集合、オプション・ナイトDV

夕食スープ、飲み物（つまみ有り）

ビュッフェ

12

6）ダイビング

登録:Cカード提示、免責同意書に障害保険加入

番号の提示を求められる。

ガイド：英1（チーフ男）、蘭1（女）、

PNG1(男）、日1(女）の4名

ボート：ダイバー10人乗りのスピードボート2

艘、トイレなし、カメラ置き場有り

ポイント:29箇所､最も遠いポイントで45分、

全てブイが設置してあり、ボートを係留して潜

る。通常、午前中は外海のコーラルあるいは沈

船ポイント等透視度の高いポイントを潜り、午

後は風が出る事が多く、透視度が良くない内湾

の沈船、砂地でハゼなどが多いポイントを潜る。

根を回るポイントと沈船が多い、ドロップオフ

は1箇所、2艘のボートは異なったポイントに

潜るので他のグループのダイバーに会うこと

はないスタイルblボートに2ガイド､係留す

るボートに戻る。1ダイビング毎に最大深度、

潜水時間を申告・記録（ダイブコンピューター

必携）

水温：26-28度（2004年2月：28-30度）

生物：ボロカサゴが高確率で見れる、アヤコショ

ウダイ・ユメウメイロ等の群れ、アケボノハゼ

が20mくらいの深度で見られる、アカオビハ

ナダイ他数種のハナダイが見られる、クダゴン

ベが多い、レイドシュリンプゴビー・リボンゴ

ビーなど泥砂系のポイントもある。

7）豊里現地支払はキナ、US$あるいはカード
Waster,Visa)

旅行社支払（パイナップルツアーズ）：

￥185，000

現地支払(OPDV,m､ink):

＄250－300

ダイビングスタッフチップ：＄20

*注意1．

＊注意2．

＊注意3．

ダイブコンピューター必携

傷害保険加入

ビザ取得（入国時に可鯛

(005大潤南夫記）

へ

へ



へ

/一、

SDCダイビングポイント情報:4

ブイIjピン･ボホール

1）行程:1/312/3/2005の5日間
一

ダイビング可能日は3日間。

2）アクセス：成田発14:25、セブミマクタン空港

18:45着、空港からパシフイックリゾートホ

テル迄バスで約40分、＊機内預けは20kg

まで、成田では2～3kgオーバーでもOK、

あまりうるさく言わなb＄翌日5:00朝食、

6:30ロビー集合（水着を着てダイビング器材

をメッシュに詰め替えて）約30分でセブ港

着、スピードボートでボホール迄約1:40、

＊器材を船に乗せるのに重量によって違うが

平均50ペソ必要、ポーターには上、下船時に

50ペソ必要（リーダーがまとめておくと便

利）。帰りも同じ金額がかかる。

セブ港～ショップ(PCダイバーズ）迄約3

0分も荷物をショップに預けて昼食（ショッ

プの隣にある）を済ませてから2本潜りホテ

ル（ボホールビーチクラブ）に帰る、約10

分b

3）帰り：最終日2本潜った後にショップで器材

を洗い乾燥させる、その間に昼食を済ませホ

テルに帰り着替えして（この間約3時間）、

16:00ロビー集合、ショップに戻り器材をパ

ッケージしてから港に向かいスピードボー

トでセブに戻る。翌朝5:30チェックアウト

後マクタン空港、機内預け(7kg制限）

はグループ全員で検量されオーバー分を徴

収される。マブハイカード（年間8,000円）

を登録すると便利。

7:55セブ発、13:25成田着b

＊出国税550ペソ(US$可）。

4）リゾート：セブパシフイックホテル＆ボホー

ルピーチホテルはビーチ前にコテージ風に点

在しアメニティーもよく食事もバイキングス

タイルで種頃も多く美味しい。

飲み水はミネラルが良い。
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5）日程：

6:00朝食

7:30～8:00フロント集合（約10分でショッ

プ到着）。午前中2本、昼食を済ませてから

ホテルに戻る。オプションでバリカサグで3

本、昼食は2本終了後バリカサグ島でランチ。

2日目にメガネザルを見て、ショッピングに

行く（マイクロバス1台3,000ペソ）。

6）ダイビング：

Cカード提示、免責同意書提出。

バングラオ4本、オプション含めバリカサグ3

本、全てボートで殿様姫様ダイブ、水温26℃～

27℃、バリカサグまで約15分、その他は10

分以内。ガイドは日本人（タケシ）現地人

（マンゴー）の2人、10名の貸切ボート。透明

度は10m前後、ドロップオフのポイントが多い

ドリフトダイブもフロートは全員必需品、オプ

ションを含めて合計7水

7）生物：

ゴールデンバラクーダを探しバリカサグ3本チ

ャレンジするも見らｵじ鏡大物は見られないが

魚影も濃くサンゴも元気、ウミウシ、クマノミ

の種類多い、ギンガメ、カメ、ハナタカサゴ、

クチナガイシヒョウジ、アケボノハゼ等は毎回

8）豊田：

旅行社支払い・69,840円

オプションDV・$70

ダイビングスタッフチップ2,000ペソ。

現地通貨はペソ。各種カード、US$、ホテル

は日本円OK。

旅行社・STワールド

ショップ・PCダイバーズも

(記440石川臘



ボホールツアー
1月30日～2月3日

リーダー440石川勝レポート548侮藤次吉

一一

初めまして、私は入会後ツアー初参加（初参加者

は、もう一人、安達様がおられます）、初レポート

でダイブ本数48本の佐藤と言います、宜しくお願

い申し上げます（←一一）。

私は2005年初ダイビングで不安での参加でした

が、そんな気持ちも成田空港待合場所でのリーダー

石川様始め参加者皆様の笑顔での出迎えで安心した

ツアーになりました。

私はボホールに一度は行って見たい気持と格安の魅

力で参加した次第ですが、内容はバッチリで中身の

濃い楽しいツアーでした。

1日目：成田出発でセブ宿泊、移動の疲れも何の其

の夕食は先ずビールで乾杯そしてリーダーの話術で

大盛り上がり、皆さん翌日ホテルAM5:30出発

を忘れてるみたいでした。

2日目：フェリーにてボホールまで90分の船旅、

パングラオ島ピーチフロントにてランチ（メニュー

の中から200ペソ＝400円迄○Kで、殆ど自分

の好きな物を食べられました）。

休憩後､美女に囲まれ2ダイブ最高～（！←一列)。

夕食はバイキングで、美女達には南国フルーツが大

好評，ホテルはボホールビーチクラブ（この価格で

こんなステキなホテルに泊まって良いのかな、リー

ダーに感謝。

3日目：オプション（70ドル）でバリカサグで3

ダイス○P大正解、透明度も良く珊瑚ガーデン

も最高でした。水温26度で冷えた身体もランチの

スープ(フィリピン味)で温まり美味しかったですも

ホテルに戻った後、7名が○Pでメガネ猿見学

（＠’＠）とショッピングツアー。夕食は砂浜の上

でバーベキュー付のバイキング、私は雰囲気が良く

気分最高、飲み過ぎました（＊←～＊）。

でも大|亡しの充実した楽しい一日でした。

4日目：今日は又大変、午前中2ダイブでホテル午

後4：00出発ですb今日のダイブはドリフトで流

れが速く私にはこんな速い流れは初めてで戸惑いま

したが面白かったで～す（メンバーの皆さんはこん

な流れ大した事無いとの事､さすがベテラン驚き)。

そして出発までに機材が乾くかが問題、リーダーの

酉礪で朝のダイブを早めたのが功を奏し、天気にも

恵まれ完全に乾きました。又々リーダーに感謝

午後6：00のフェリーにてセブに移動､明日は帰る

だけなので夕食はホテルで全員楽しく盛り上がり、

中には朝まで飲み明かした人も？

5日目：ホテル朝5：30出発、成田着、午後1：

40に全員無事に着き、最後は別測昔しみながら涙

で角徽でした私だけかも？）。

追伸：私事で申し訳御座いませんがツアー中、皆様

方に大変迷惑かけた事をお詫び申し上げ、そしてお

世話になった事をお礼申し上げますも有難う御座い

ました、此れに懲りず次回の参加時も宜しくお願い

申し上げます！

へ

へ

参加者：

118塚田夷恵子

206江田尚子

413野崎光子

440石川勝

457児島慎之介

493近藤秀子

499鈴木暁美

510神長葉子

533安達弘一

548佐藤次吉

願

鴬
轤
難

領
一
Ｆ
鞭
鰯
順
昂

弓

蕊
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住所･〆-ル等の変更･新設･訂正

038川上秋子

E-mail:aklkol伽sc.biglobe.ne.jp

O68千葉美子

住新：長生郡一宮町一宮2555-6

197宇留賀這難

FAX:044-969-3009

207大石詔子

住斬：静岡市安東2-16-30

ﾒｿ゙ﾝｳ、ｱﾝﾍ゙ ﾙー203

Tel/Fax:054F209-7474

E-mail:shoko-62@ktd.biglobe.ne.jp

239三宅康裕

住所：和歌山県海草郡下津町丸田41－3

305宮内弘人

FAX:075-211-6283

E-mail;adanmt-mln@1ifty.com

390金井達錐

E-mairkanai@rouge・plalaor・jp

397櫻井憲義

住斬：伊豆市梅木367-10

520大叫黙青子

住所：沼津市一本松494-1

Tel:080-3659-2861

SⅨ，懇親会･総会のご案内

年に2回開催されるSDCの懇親会です66月は

総会も兼ねています。全国から会員が集まりま

すも

新入会員の方、未だ懇親会に未参加の方、是非ご

出席下さい。多くのSDCの仲間と知り合える良

い機会ですb

記

日時：6月12日（日）

一次会12時00分～15時00分

二次会15時00分～16時30分
へ

会場：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：一次会6，000円

二次会1，000円

警告

SDCの名簿は会員内での連絡用に作成された

ものです6外部の人に開示した場合､悪用される

恐れがありますので､決して不用意に開示しない

でください。

強くお願いしますも一

SDC叙ｲビﾝゲボｲﾝﾄ情報

23号から始めたダイビングポイント情報、SD

Cツアーのリーダーにお願いして､出来るだけ各

ツアー毎に情報を集めることにしました。

今回最初の例として3．ロロアタと4．ボホール

を椙載しました｡ポイントの特徴を1ページにま

とめ、毎号少しづつ載せて行く予定ですもこの情

報の蓄積が進むとSDCオリジナルのダイビン

グポイント情報ファイルとなり、ツアーを企画す

る時の参考になると考えますb

ツアーリーダーの皆さんダイビングポイント情

報提供へのご協力、よろしくお願いしますも

有志のグループで行かれた会員も、同じような情

報を提供していただけると情報収集が幅広く豊

かになりますも是非ご協力お願いします6

SDC弱事

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

西村麻美：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

２
５
７
８
８
１
４
４
６

１
０
９
７
１
１
２
６
５

０
０
１
３
０
４
１
４
３
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近くて遠かった島・漫遊記
サイパンクラブツアー（506）

2005年1月18日（火）～1月24日（月）4日（月）7日間

レポート484小林幸枝リーダー294三輪勝廣

期待と不安の今年の初ダイブ、私は1年3ヶ月ぶり

のダイビングツアー参加で、行き先はタイ・カオラ

ック、スミラン諸島で潜る予定でした。

しかし出発迄あと22日と迫った12月26日に予期せ

ぬスマトラ島大地震が発生、これによりインド洋大

津波が起こり、テレビ・新聞がタイ南部沿岸及びイ

ンド洋周辺諸国の被害状況を連日報道、日毎に被害
の詳細が分かるに連れあまりの大被害に驚き被災者

に同情する日々となりました。この状態ではツアー

は当然中止で初潜りは延期か？・・・12月28日に

副幹事よりリゾート周辺は被害甚大だがツアー実行

は可能と現地情報が届く。まさかこれで行くの－？

12月30日副幹事より再度連絡があり、この被害状

況の中での実施は好ましくないと判断しカオラック

ツアーは中止、代わりに同じ行程で急速サイパンツ

アーを企画する。参加する方の申込とキャンセル希

望者はキャンセル料無しで旅費返却の為に振込口座

連絡の依頼があり、私はサイパンツアーに参加する

事としました。

突然の行く先変更でホテルと飛行機の席が取れない

のか連絡がなく、ようやく出発1週間前に連絡があ

りホテルはニッコーサイパン、飛行機はノースウエ

ストの何とビックリ名古屋経由便、出発日を1日遅

らせ7日間、やつと15名分が確保出来たそうですb

参加出来なかった方ごめんなさい、何度も連絡を頂

きありがとうございますb

成田空港の滑走路隅で長い時間待たされた後やっと

離陸、名古屋空港では降りた正面の搭乗口をガラス

越しに見てから空港ビルの中を歩いて1周、ここか

ら搭乗する4名と落ちあい又同じ飛行機の同じ座席

へ戻り、ようやくサイパンヘ出発。

サイパン到着は午後11時30分、時差調整で時計を

1時間進めたらもう翌日、成田から近いと思ったサ

イパン迄何と5時間半、遠い遠い島でした。

ホテルへ着き寝たのは3時半、フロント朝8時55

分集合に遅れないように、まだ眠かったが大急ぎで

レストランへ朝食に、満腹ではダイビングに良くな

いかなと思ったが、何せバイキング、多彩な料理の

誘惑に勝てずしっかり食べてしまいました。食欲を

満たせばもう余裕、集合場所に行く途中チラット見

た海は青くてきれい、「サイパンに来たんだ！」と
16

大声で叫びたい爽快な気分も

ダイビショップはワンダーシー、毎日ボートで1日

3本を4日間潜ります6“サイパンでボートだけ”

これは初めての経験、楽でいいなと思ったが1月の

サイパンは1個が強くて寒くて、海からボートへ上

がった後はブルブルでした。

最初のポイントは沈船、流れが強く岩から手を離す

と流されそう、マスクには何度クリアーしても水が

すぐ入るし着脱などと恐ろしい事は出来ず、マスク

の中の水で良く見えない目で皆んなを見失わない様／一＼

にするのが精一杯、魚？何かいました？あと11－

本もあるのにもう疲れてため息が出てしまいました。

港でランチ休憩後はイーグルレイシテイ、このポイ

ントは1本目に潜る筈でしたが流れが強く入れ替え

て午後になりました。行ってみるとやはり流れは強

烈で、Aグループがつかまったアンカロープの先の

錨が外れるアクシデントの為に途中で中止。

3本目は又々沈船、朝よりも流れが緩くなりマスク

もスッキリでホットしました。

翌日よりフロント集合は1時間早め7時55分､前日

同様にガラパンの港から大きなウネリの中を今日は

テニアンヘ向かったのですが、やはり海が荒れて海

峡を渡れず無理、ナフタンにコース変更、今日を含

めて3日間とも1本目はハフタン、2本目はオブジヘ
ヤン､3本目は港に戻り昼食後ボートを替えてもう1

本と言うパターンになり、最後迄テニアンには行け

ませんでした。再度抄戯ですも

帰りのボートの中では、揺れて大きな波を何度もか

ぶり、デッキは浅いプールのようでした。

3日目､2度目のオブジヤンで相変わらず抜けの悪い

耳に悪戦苦闘しながら潜って行くと、向こうからビ

デオを撮りながら来る人がいました。手を振ったら

真下に来て、近寄って顔を見ても？？・・・全身黒

ずくめの人が誰だか分かりません？彼も焦ってビ

デオの横のネームを示します。アシ1大隅楠夫さ

ん！こんな所で遭えるなんて感激ですb思いがけな

くて直ぐ分からずすいませんb

ナフタンは何度潜っても本当に透明度の良い所です

ね。私は春の野原を連想してしまいますもカメラを

持ってユックリと進むと至る所にお花が、いいえ熱

帯魚がいてシャッターを押し、珊瑚の間からなかな



した。まずはグロット、まだここで1度も潜った事

がない人がいて、階段を降りたり写真を撮ったり潜

りに向かう人を見送りました。潜る人はほとんどが

日本人で、がんばって！と声をかけました。やっぱ

り私達も潜らなくてはいけませんね－、少し寂しい

思いでした。

次のバードアイランドでは海の中に突き出た岩山に

たくさんに穴が空いていて烏が出入りし双眼鏡を持

参した人に借りてやっと見えました。裸眼でも見え

る人が多くて羨ましい限りですb

バンザイクリフの崖は、ものすごい波が打ち付け、

あの悲劇の場所だと思うと怖くなりました。そこへ

ウエディングドレス姿でやって来た中国人カップル

が嬉しそうに慰霊碑の前で記念撮影を始めたので、

国民感情と時代のギャップを感じ複雑な気持ち。で

も“おめでとう”、私は4度目のサイパン、初めて

島内観光に行くことが出来てほんとうに良かったで

すもずっと気になっていました､｡ありがとう。

7日間、全食事にボートダイブ付．16万5千円、高

かったかな？、でもホテル良し、食事良し、透明度

良し、海況はいまいちでしたが、あの大津波に一瞬

の差で遭遇を免れ、近くて遠かった島で楽しい仲間

と素敵で幸せな1週間、またいつか一緒にグロット

か出て来ないベニゴンベをむきになって写している

と時間を忘れ、置いていかれたかと一瞬ヒャッとし

てもバデイの堀田さんがいつでも側に居てくださり

安心してダイビング出来、とても感謝しています6

1年以上のブランクがあり不安ですと伝えたので心

配と余計に気を使って頂いたのでしょうか、ガイド

さんも感心していました。
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港へ戻りランチを食べボートを替えてイーグルレイ

シティに再靭織、今度こそうまくいきますように。

いました1マダラトビエイが10枚､強い流れの中で

ピタッと止まって動きませんb私も岩に必死でつか

まりひたすら見上げて根競べでした。

ダイビング最終4日目の3本目アイスクリームでも

マダラトビエイが2枚､珊瑚の大きな根の上を旋回、

マダラ模様が良くみえました。

帰りの飛行機も又々名古屋経由成田行き翌朝出発の

為、前日は午後からワンダーシーさん提供の島内観

光、社長と奥さんが2台の車でガイドをしてくれま

とテニアンを潜りましょう。

参力暗15名

橋本良子、鶴田廣子、三宅尚、百野博久

堀田恭正、小林幸枝、永田民子、布澤信子、

永松輝夫、三輪勝廣､原勝代、竹内千春、

国師三起子、立花佐知子、石岡弘至

へ

！

r
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「ローjlj1-島ツアヘよせて」ペI
1月31日～2月6日

リーダー356栗本はるみレポート562加藤隆司

去年の夏に入会したばかりの新メンバーではあり

ますがいつの日力桁ける事があればと心待ちしてい

たペリリュー島ツアーへ参加させていただきました

ので個人的な意見をも含めてツアー体験を書かせて

頂きたいと思いますも僕にとっては今年の新年会が

皆さんとの初顔合わせ、更に翌日にはツアー開始

慌しいスタートではありましたが皆さんには初っ端

から心優しく請けて頂きましてまずは胸躍らせなが

らの機上の人となりました。いつも思うのですが北

日本ではこの時期、吹雪・零下。寒～い毎日。そん

な日本を尻目に常夏の世界へ行けるのは得も言えな

い至福の時間・・・つくづくダイバー冥利と想いま

すね。

さて今回の「ペリリュー島ツアー」ですが十年以

上前になりますがパラオに魅せられて何年か通し続

けました。でも当時からペリリューだけは流れはき

ついし初心者では難しいとの事で敬遠しておりまし

た｡でもあのパラオの魚影の濃さ､怖いもの見たさ、

そして一般的なポイントでは飽き足らない積もり積

もった想いもあり、いつか大勢で参加できるツアー

や企画があれば・・・ここ数年そんな想いの連続で

した。去年の夏でしたがたまたまとっていた新聞に

「SDC」の事が掲載されていたのでこれだ～ツと

思い早速連絡へと相成りました。

さてツアーの方ですが初日グアムでのトランジッ

ト。以前もそうでしたが定刻にコロールヘ向けて飛

び立った事が未だ一度もありませんb今回も例によ

って待機となり時間調整の為グアムヒルトンへと案

内されました。後で想うとあれはアメリカ本土から

遅れて来た便の乗客待ちの様でしたね。でもこれが

ラッキーだったのか夕食は和洋中折衷にて食べ放題b

放題と聞いてここで食わぬ手はない！と浅ましい食

欲をさらけ出したら更にステーキを召し上がれとの

話更に更に興奮の初日グアムでの宴でした。そう

して深夜どうにかパラオに到着b翌朝ボートにて一

路ペリリューヘと向かいました。島へ到着後直ちに

ダイビングbしかし期間中本当に晴れたのはこの日

一日だけでしたね。後は毎日雨雨雨無論ペリリュ

ーがメインではありますが今回唯一のブルーコーナ

ーに至っては超最悪の土砂降り。水の中に入れば濡

れるんだから同じでしょう、とダイビングを知らな

い人は言いますが大間違い。そりやあ晴れた日の海

が一番ですよ。雨の日のダイビングは海中は薄暗い

し潜っていてもそりやあ陰気臭い。そして今回のブ
ルーコーナーは船上での昼食や休憩までが横殴りの

18

雨ではベストポイントの喜びも半減只以前に比べ

魚影は薄くなっているとはいえ、大物。群れ・鮫・

ダイバーと馴れ合いのナポレオン等々しっかりと居

ました。但しバラクーダの群れと言っても開きにし

て食卓に乗る様なサイズ・・・かな。でもやはり今

でもそれ相当期待には応えてくれる今回只一度のブ

ルーコーナーではありました。更にトラウマとまで

なりつつあったペリリューに潜れた満足感、そして

正直なところ今まで使用した事がなかったカレント

フックにも超納得もサンゴへの気遣いなど成る程な

あとその効果と必要性をしっかりと認識させられま／へ
した。

ところで皆さんが南の島のダイビングに求めるも

のは何でしょう力も美しい海・リフレッシュ･癒し・

魚影・地形・異質の文化の体感，そういうものでは

ないかと思いますが、更に言わせてもらえるのなら

安らかな浜辺と瀧酒な宿の至福の時間。真昼にはぎ

らぎらの太陽、夜は満天の星空と美味しいビールに
食事・・・でしょう力もそれと個人的には未だに風

化することのない戦跡ではないかと思いますb八重

山列島やミクロネシアを巡るときには絶対に外す事

の出来ない戦争の爪跡。ペリリュー島は行く前から

時間をみて出かけてみようとは思っていました。夕

方ダイビングの終了後ショップからレンタルの自転

車を借りてひとりペリリュー島散策へ。特に今回の

ペリリューは太平洋戦争の激戦の地でもあります6戸､
色々な想いを巡らしながらペダルをひと漕ぎひと漕

ぎと踏みしめて昼間見当を付けておいた島の南

へ・・・･夕闇迫る中辿り着いた誰も居ないジャン

グルの中の旧海軍の滑走路b当時東洋一の規模と躯

われ日々轟々と爆音が轟いた華々しいつわものども

が夢の跡更に足を進めれば当時は米軍の舟艇が出

入りしていたであろう今は人っ気のないダイビング

ボートの発着場bそうして外洋へ続く先には何事も

なかつたかの様に静かに波打ち寄せるオレンジビー

チb暮れなずむその海辺に立ち止まり静かに目を閉

じ在りし日を想う・・・・母国を遠く離れこの島に

送り込まれ未曾有の戦いの中ペリリューの露と消え、

或いは一握りの士へと化した多くの英霊を想い浮か

べる時、この素晴らしい海や安らかな時間､そして

今ある平和がどんなにかけがいのない大切なものな

のかを考えさせてくれますbこの豊饒の海と至福の

時間を授けてくれるミクロネシアの島々がいつまで

もなくならない事を心より切に願わずにはいられま

せん（合掌)。



但し魚影に関しては、多少は大物や群れにも遭遇し

ましたが100%の確立で何々を見たいと陳情しても

難しいポイントではある様に思われますbおそらく

潮の加減ではもの凄い大物や群れに遭遇する場所で

ある事は間違いないでしょう。見たい魚・流れ・ド

ロップ・価胤感等、ポイントの選択は人により様々

ですのでこれから行力珈る方がおられましたら参考

になりましたら嬉しいで式無論ピーカンの空の下

でのダイビングが最高なのは言うまでもありません

が、これだけは自由にはなりませんので悪天候の場

合は悪しからず6

さてさてダイビングの方ですが今回のツアーでリ

ーダーの栗本はるみさんが400本達成となりました。

悪天候の毎日でしたので気持ち二分の一とは思いま

すが本当におめでとうございました。まだまだ500

本､600本､更には1000本と素晴らしいダイビング

を続けられて下さい。そしてその時又そんな場に立

ち会えましたら僕等にとっても嬉しい限りですも今

後ともご活躍を期待したいと思いますb
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話は続きますが、旅の6日目は搭乗時間の関係上

潜れないし折角の時間なので､レンタカーを借りて未

踏覇のバベルダオ島好奇心旺盛物見遊山ツアーと相

成りました｡まず全員で一路目指すは最北端にあると

いう古代遺跡と怪しげな滝但しまともな地図は一つ

もなし。地元の葬式に迷い込んだり迷走を繰り返し

ながらも未舗装のダートコースを北へ向かってひた

走り。しかしジャングルの中の一本道とはいえ思い

の他距離がありました。行けども行けども起伏の激
しい悪路半分も行かないうちにこれはヤバイ1と

の結論でUターンbもしチャレンジされたい方がお

Aられましたらかなりの時間と焦燥感は覚悟されたし。
ついでにコロール以北に迷い込んでも店はありませ

んので弁当や飲み物を携行するのが宜しいかも。余

談ですが何故かパラオは日本製の四駆が多い。で右

側通行なのに大体が右ハンドルbひとおもいに左側

通行にした方が楽なのでは、と感じるのは僕だけで

しょう力もコロールは舗装されていますが後は大体

が未舗装ですのでやはり自然に四駆が持てはやされ

る様になったものと思われますもこうしてその日の

深夜には我々もパラオを後に一路日本診、無論帰り

もグアムにてトランジット。多少旅の疲れが見えて

きた気もしますがコンチネンタルのコロールーグア

ム間のお酒のサービスが有料なのにはちょっと疲れ

の追い討ちがあったのかも。何はともあれ無事に成

田に戻りましたのでまずはめでたしめでたしでした。

ペリリューに対する個人的見解ですが、流れは間

違いなく速い場所だと思いますし、今まで一度も必

要と感じなかったカレントフックを用意してくれと

言われたのは成る程理解する事が出来ました。

新会員初封ﾛではありましたが、これからも時間

の許す限りSDCのツアーイベント等に参加させて

頂きたいと思いますも尚今回の「ペリリュー島ツア

ー」では海の中・島内巡り・アフターダイブと充分

に楽しませて頂きました。書面上ではありますが、

初鋤ﾛなのに嫌がらずに同行して頂きましたリーダ

ーの栗本はるみさん、佐藤さん、戸塚さんには心か

らお礼申し上げますb又参加出来る機会がありまし

たらご一緒させて下さしも本当にどうも有り難う御

座いました。

参加者:310戸塚明夫、356栗本はるみ、

357佐藤道子、562加藤隆司
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ボホー、一・Lツア．I 関西支部会
2月26日～3月3日

リー ダー406立木博信レポート久保暁美

ヤッホー！待ちに待ったSDC初参加ツアー･

立木隊長と先発隊が待つボホールヘー･関刺関西混

合メンバーは現地で合流！フィリピンエアラインは、

ほぼ定刻通り到着。さっそくお迎えの「G"DDIVE

SHOP」の神田真児さんと初お目見え・・・・ユニー

クで頭の回転が速く、ボンボンと切れ味の良い単語

が飛び出してくる独身の好青年。

翌日より早速疲れも見せず、抜けるような青い空、

コバルトブルーの海に魅せられて3本ずつクリヤー。

魚影も濃く、日本で見たこともない真っ黒のクマノ

ミ、スパインチークアネモネフイッシュ、小物もダ

ルボッツダムゼル・スプリンガーズダムゼル・アジ

アンテムワーゼルと次々に姿を見せてくれる海の妖

精達に目を奪われ､あっという間に時が・・時が．．

流れていく。

陸に上ると、ビール大好きな真児さんが用意してく

れたビールで早速乾杯・乾机そして、時間が空く

と町中へショッピングもトライシクル(現地バイクの

サイドカー付)という乗り物を利用して．・・・どこ

まで乗っても日本円で15円位､ヒヤヒヤしながら事

故もなく、目的地まで運んでくれる。

夜は夜で､連日連夜グルメで乾杯､乾杯､乾杯･・・・・

今回のツアーでは、小林純子さんの250本(2月27

日)、宮本節子さんのバースデイ(2月28日)、GOOD

DIVESH"の1周年(3月1日）という3件もお祝い

事が重なり、CMGRATULATIMS1!1
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毎日食べても飽きないチキンの香味焼き、烏の丸焼

き。スタッフの奥方ラリーさんの手料理、それに生

まれて初めて豚の丸焼きを祝宴で賞味しました…｡。

美味しい．・・・

翌日、町を通り抜けてポイントへ行く道すがら、村

落に入ると、やたら小学校が多く、道を歩いている

のは子供達ばかり．・・・しかも、ふと目にした小

学校では全員で校庭や林の中を掃除している姿に出

会った｡日本では熟冬休みに保護者が実施していま

すが、親閏帥、子息帥のできていない当今、自立心

を培う上で素晴しいことだと思う。

立木隊長と山田智恵美さんが、すっかりボホールの

虜になり、器材を預けておられるのも、なるほど納

得、納衞 へ

全員、次回を約束して楽しく帰国。有難う皆様！！

有難うボホール11



ボホー〃■－9こ想う
306宮本節子

2度目となったボホールでのダイビング。

今回はBirthdayDiveなるものをどうしてもやって

みたかったのですも海での盛り上がりと陸での盛り

上がり、この両方を楽しみたいと行ってきました。

もちろん、「GOODDIVESHOP」ならではのお祝いを

楽しみに．・・・

そして､このツアーに参加していただいた方々は、

関東地区から3名、関西地区から8名､総勢11名で

した。

リーダーの立木様と何人かは先に(22日から）出発

されていたので、関西からの5人を束ねての出発で

へした。前回はセブでの前後泊でしたが、今回はマニ

ラ経由タグビララン(ボホール)行き、初めてのコー

スで少しドキドキ。でも"・タグピララン空港に着

いてお迎えの顔を見たときはホッとしました｡また、

当日中にボホールヘ入れるため、やはり楽ですも

私達を待ちかねていたかのような晴天、滞在中は

天候に恵まれ、とてもラッキー。海の中は大物こそ

お休みしていたものの(ギンガメは出勤でしたが､バ

ラクーダがお休み)､船での休憩中にカジキが3回も

ジャンプするという光景に恵まれました。慌てて皆

がカメラを用意したのですが、時既に遅し・・・で

見えなくなりました。バラクーダの代わりにカジキ

が出勤が？また､グルクマの大群を見て(口をパクパ

クさせる動作)興味津々､何度か出動あり、みんな大

へ変大喜びでした。そして、4物はいつものことなが
らたくさん、たくさん。ニチリンダテハゼだって逃

げませんb次々と繰り広げられる/l物達の舌l舞もお

日様が燦燦と入るのでとても綺麗

今回は参加者の本数にばらつき、片寄りがあった

ので、「GOODDIVESHOPjのオーナー・ガイド・ス

タッフに色々 とお気遣いさせ､有難うございました。

小林さんの250本祝い､私の誕生日祝い､そして、

「GmDDIVESHOP」の1周年祝いと毎夜､毎夜､盛

り上がりっぱなし・・・「GM」ならではのケーキ

とバルーンとレチョンで・・・みんな疲れることを

知らない人達ばかり。本当に楽しませていただきま

した。

また、次回ご一緒できますように・・・いいえ、

帰りにはもう次回のツアー予定の話しが・・・

みんなにとても喜んでいただけたのが嬉しかった

です6リーダーの立木様ご苦労様でした。

霧
ロー劫

P

水中でHappyBirthday

参加者：

リーダー:406立木博信

サブリーダー?306宮本節子

472高木忠雄

474山田智恵美

508安積信

535小林純子

539鹿子木良子

541関谷恭正

55O久保暁美

555田中久智

556田中宏子
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達載魚の国からの〆ツセージVolO

『のI郡lを立てて泳ぐ｡･千ヨウ千ヨウウオ』

〃oro&Ebsay伊藤勝敏（水中カメラマン）

蓉一“~~.‐‐~‘‐鍾碓’ー蝉

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。

参

熱 麗霊

へ
’謬錘

I
静一一

I I

みる本能がはたらく。伊豆の海で託録されたハタタ

テダイたちも、種族の繁栄をめざす命がけの先鋭隊

として泳ぐ｡その姿は､いつときであっても華窺で、

そしてはなやかである。そんなはかない生命を撮る

こともライフワークとして続けているのである。

英名でバタフライフィッシュと呼ばれる美しいチ

ョウチョウウオの仲間は、日本の海に約50種報告

されている。伊豆の海はそのなかで、20種以上の

幼魚が観察され、ダイバーの目を楽しませているの

だも

だが、のぼりを立てたように泳ぐハタタテダイ類

の存在は、伊豆の海であまり知られていない。とこ

ろが意外にも、写真の5種が確認されている。

しかしこれらのハタタテダイも他のチョウチョウウ

オの幼魚と同様に、すべて冬の低水温を越せないで

死んでいく。いわゆる季節来遊魚で、そんな生死を

毎年繰り返している｡南方系の彼らの北上コースは、

黒潮にのって沖縄方面からはるばるやってくるもの

と、小笠原諸島や伊豆諸島を経てやってくるものが

考えられる。どのあたりからやってきたかを知るに

は、チョウチョウウオ類は浮遊卵を産むものが多い

ので、卵から始まる浮遊期間が問題となる。それぞ

れの魚がどのくらい浮遊している性質であるかとか、

黒潮の速度によって判断できるという。

とはいっても、来遊魚の出生地を調べるのはなか

なかむずかしい。伊豆半島の海だと、伊豆諸島、紀

伊半島以南の広い範囲だとしかいいようがない

黒潮の流れは季節風などの影響を受け、沿岸に近よ

ったり、また、鬮伽たりして優雅な分枝流を生み、

いろんな渦が発生する。そんな渦巻く潮にのって卵

や雑魚が沿岸に着底するものと考えられている。

常に魚類は。自分達の分布を広げようとする性質

がある。南方を生息域にする魚種はより北方を目指

し、北方域のものは、南へ南へと広がろうとこころ

唾

鋲
＃

L

■
Ｆ
■

へ

~

【唖

ハタテダイ八幡野

つがいで泳いでいることがあるが群れをつくらない

ムレハタテダイ八幡野

数十尾以上の群れをつくり、比較的低い温度に適応する
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浴会に参力瓜,てヴインテージ
鯵。

＆礼ｩ

124高木元子

ｰ

ヴィンテージ(vintage)…極上の銘柄、

最上級の、古くて価値のある等々の意味の“ヴィン

テージな会”は、海での楽しみとは違う雰囲気の中

でおしやくりしたり、飲んだり、食べたり、踊った

り、そしてまたおしゃべりの大人の懇親会b海のツ

アーにはなかなか参加できないのですが、この会に

はほぼ皆勤賞。神奈川の西の端からはるばる新宿へ

出掛けるのですが、それで威張つちやいけない。な

んと長野、新潟等もっともっと遠い所からも参加さ

れているんですもの。そして共に過ごす極上の時間

はなんと短いのでしょう、私はいつも最終電車に乗

り遅れないようシンデレラ姫のように会場を後にせ

ねばならない...でも電車に揺られながらも楽しい

時間の余韻に浸りながら次の会を楽しみにしている

のですも

で、今回のヴインテージな会は3月8日、私の誕生

日。家で祝ってくれる人もいないし、去年までは職

場のカレンダーに書き込んで無理やり｢おめでとう」

を言わせたり、宴会を強要してたのだけど、仕事を

やめた今年は一人寂しくローソク吹き消すか..．と

思ってたのにグッドタイミング1自分でお誕生会気

分を味わえばいいんだわ｣ﾂと早速申し込みもついで

にBBSに「バンドにハッピバースデーをリクエス

トしちやうんだ」と書き込んでおいたら、なんと当

日世話役さんの計らいで“便乗お誕生会”を設けて

いただき幸せな夜を過ごすことができました。あり

がとうございました。

議鰯
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鷺

壷一

ミナミハタテダイ土肥

3本の黒い斜帯がすべて後下方に平行に走る

へ

翻零が

＃,惑溺

I

鶴患恥＃

シマハタタテダイ大瀬崎

ミナミハタテダイより眼を通る黒帯は短く、眼の後方で

終わる

へ

ツノハタテダイ田子

斑紋は他のハタテダイの地色と縞が逆転した配色

誕生日祝いの高木さん
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SDC同好会＆懇親会のご案内

ダｲピﾝｹｿｱ－に参加の前に､綱乍つちやおう》

噌
くテニスの会＞

062狩野 幸 繁

今の所定期的に集まってテニスをしたり、どこか

に合宿したりする「テニスの会」というものはあり

ませんbそもそものスタートは、SDCの仲間と北

海道へスキーに行ったときに、天候が悪くスキーが

出来ない状態だったので、偶々近くにあった室内コ

ートで、時間つぶしにやったのがきっかけでした。

会員の方々に、ダイビング以外の趣味を入会の際お

聞きしていますが、その中で「テニス」が趣味と云

われる方が多く見られ、それなら好きな「ダイビン

グ」と「テニス」を一緒にした企画を立ててみよう

と一昨年伊豆をベースに、DSは賛助会員の「ナッ

ソー｣、宿泊は「エクシブ伊豆」で、二泊三日の

「rngnnis&DiVe」を提示したところ、10名の方

にご参加いただきました｡初めてのことだったので、

初日と2日目の午前中をダイビング､午後をテニス、

三日目はダイビングをして解散という時間配分にし

ました。未だ残暑が厳しく、かなりハードなスケジ

ュールでしたが、それなりに楽しんで頂けたのでは

ないかと思いますbところがその後、顧問の吉村成

子先生の話で､｢ダイビングの後ハードな運動は体に

良くない」というアドバイスを頂きました。

これを頭に置いて、昨年「第二回Lnnis&Dive」

を開催しました。この時は、初日「のんびりと2ダ

イブ｣、2日目は｢一日中テニス三昧｣、3日目は「2

ダイブ後角轍」という、ゆとりのあるスケジュール

にし､一昨年よりはゆったりと楽しめたと思いますも

この催しは、二泊するので夕食後のお酒を飲みなが

らの団簗も楽しみの一つです6

SDCの行事として「テニス」が絡むのはこの年に

一回の「Tbnnis&Dive」だけですが、その時に知

り合って『たまには一緒にテニスをしようよ』とい

う方達とは、何回か任意に場所と時間を決めて集ま

りテニスと飲み会を楽しんでいますb

次回開催は10月中旬で、会報の「SDCツアー計

画一覧表」のNo.520に掲載されていますが、今年

も同様の企画を考えておりますも

24

多数の皆様のご参加をお待ちしていますと共にこの

企画に対して色々ご注文がありましたら私の方へお

知らせ下さい。

＜ハイキングの会＞

056石田邦明

1年でも長くダイビングを続けたいそのためには

基礎体力の向上とまでは云わないにしても、維持を

しなくては、手軽で安くあがるものと云ったら、ハ

イキング62003年の4月、酒飲み仲間10名前

後が適当に集まって何やら結団式なるものをして、

自然発生的に発足したのがSDCのハイキングの会

でした。

翌月の5月末には、第1回目の会を奥多摩の、御岳

山・日ノ出山に行って山の上での海の話に花を咲か

せたものでした。その後、世話役である私が入院、

手術となって中断し､2004年4月になってから、第

2回は桜の高尾山、7月には第3回、初夏の尾瀬へ

1泊で、更に11月には第4回目を紅葉の箱根の金

時山へ行きました。日帰り、1泊､温泉､カラオケ、

宴会、ハイキングの初級コース、から中級コース、

一通りのメニューをこなしてメンバーそれぞれの健

脚度と云いますか、実力のほども分かって参りまし

た。

尾瀬ケ原にて

へ

一



｢Mandala」で鈴木正男SwingTim

eの大編成によるベニーグッドマンの懐かしいスイ

ングジャズを、銀座「Cygnus」で水森亜土ト

リオの女流漫画家亜土ちやんのハスキーなボーカル

を、そして忘年会は銀座「こんぱる座」でニューハ

ーフ達のステージショウと、昨年は7軒のライブハ

ウスで音楽を楽しみました。

今までの中では箱根の金時山以外はまあまあの行程

だったかなぁ、と思いますも今後は皆さんの希望も

入れて、日帰り、1泊温泉付き(カラオケ付き）等を

企画したいと思いますb当分は関東近郊を中心に年

に2－3回ぐらいを計画し､1泊しても15000円

以内に収まるようにしたいと思っていますも

特に会則も会費もない『ハイキングの会』で出入り

自由の気ままな会ですb

会の常連さんが『サンデー毎日細『現役淵則合わ

せて約10名前後居りますも

適当な時に適当に集まって飲み会などをしておりま

すbお気軽にお立ち寄りください。

1
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次回は5月30日（月）～31日（火）決行！

湯沢高原にて、山菜取りハイキング

宿泊はペンションタケコシ！

問い合わせ、申し込みはNO.56石田迄

■

｝1
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水森亜土さんと

＜ジャズライブを楽しむ会＞

370千野正勝

皆様は、大隅副会長の水中ビデオをご覧になった

ことがあると思いますが、画面の美しさや面白さは

勿論ですが、バックに流れている軽快な音楽につい

てご記憶があります力も

私は常々、大隅さんのビデオに合った選曲に感心し

ておりますが、大隅さんと音楽談義をした際、SD

－、cの会員にも音楽が好きな方々がおられるとの事で、
一緒にライブを楽しもうという話になり、昨年の1

月に｢ジャズライブを楽しむ会｣を発足致しました。

私は横浜で生まれ育ったせいか、青春時代にはクラ

シクック音楽のほかに、ジャズやハワイアンが大好

きで、今も月に一度はライブハウスで生の音楽を楽

しんでおりますb

東京には数多くのライブハウスがあり､毎晩ジャズ、

ホーク、ロック、ラテン、タンゴ、ハワイアン、シ

ャンソン、カンツオーネなど様々なジャンルの音楽

が演奏されておりますb

初めての会合は、銅堅「SwingCity」

で北村英治クインテットのスタンダードジャズを楽

しみ、その後は2ヶ月に1回のペースで、渋谷「J

ZBrat」で甲斐恵美子クインテットのヒュー

ジョンを、六本木「Satendoll」で相川等

クインテトのラテンを、六本木「STB139」で

レイ。カパリリのハワイアンとフラダンスを、青山

そして今年の初ライブは2月に、ニューヨークの

名門ジャズクラブの姉妹店であります南青山「Bl

ueNote東京」で、ブラジル出身の美人ピア

ニストでボーカリストのイリアーヌ・イリアス・カ

ルテットによるボサノバのエッセンス流れるジャズ

を堪能いたしました。

現在当会にメンバー登録されている方は20数名

ですが、今後は参加者が多くなれば3～4月毎に大

型ライブノ､ウスかホールで、その間は適宜、好きな

音楽をジャンル別の少人数を小さなライブハウスで、

会合を持ちたいと思いますb

そして今年か来年にはニューヨークのブロードウェ

イで、本場のミュージカルショウ鑑賞やライブハウ

スめぐりを行いたいと考えておりま戎

次回開催は5月中旬を予定していますも
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＜スキーの会＞

320清原れい子

2003年冬のシーズンから年に1～2回、スキー

の好きな人たちが集まって、スキーを楽しんでいま

すもこれまでに北海道のルスツ、トマム、富良野の

ゲレンデですべり、海外ではアラスカ・アリエスカ

スキー場に行きました。メンバーは5～10名。

みなさんとてもお上手ですが、コーチ役は超ベテラ

ンで、各地で教えている内山数子さんbこれから同

好の会として続けていこうと今回、太田允康さんが

会長に就任しました。

スキーだけでなく､アラスカではオーロラを楽しみ、

富良野では、｢体力自信胴の人たちは大雪山系の原

生林の中をスノーシュー・トレッキンクミ･エゾシカ

の耳をつんざくような鳴き声を聞き、20数頭の群

れに幾度も出会い、クマゲラの3階建てマンション

も発見、大自然を満喫しました。

国内の場合は大体3泊4日の日程で、経費はそのと

きどきでさまざまです6

アリエスカスキー場ロープウエイ乗り場にて

＜フリッパーの会＞

364百野博久

昨年より始めたこの会も昨年末の辰巳プールにおけ

る「全日本スポーツダイビング室内選手権大会」に

SDCより男女各5名計10名が参加して50メー

トル男子優勝、3位、女子2位、3位、及び100

メートル男子優勝、その他全員が入賞の成果を得て

終了後、打ち上げ懇親会にて一区切りでしたが、先

日のSDC,新年会で引き続き継院の要請もあり下

記の要項で再開する事になりました。

26

当初よりSDC会員がより安全なダイビングを楽し

めるようにダイビングの基礎、応用練習をする事が

主目的で、競技会に参加することが必ずしも目的で

はありませんが、自己研修、目標を持って練習に励

むスポーツでもありますもSDC会員であれば誰で

も参加大歓迎で、これまで参加された方は41名に

なりますも

講師はインストラクターの杉本信也さん、小沢慶洋

さん及び鈴木清子さんの3名ですも

今年の開催に際しては以下のように進めたいと思

います6

1）4月より8月までは月に一度の開催として安全

で楽しいダイビングの為の基礎、応用練習を主とし

て行う。

2）9月より11月までは月に二度の開催として上

記に加え12月始めに開催予定のスポーツダイビンヘ

グ競技への参加を視野に入れて自己目標達成を目指

す6

増I電電

昨年12月の全日本スポーツダイビング室内

選手権大会で表彰を受ける関川会長

第一回4月25日(月)午後3時～5H謙で

集合時間は午後2時30分辰巳プール2階ロビー

会費は500円

終了後本年度ｷｯｸｵﾌ誰襯会を開催します。

場所江東区蔚羊1－34－3

スナック緑電話03-3649-9853

会費男性3000円､女性2000円

(昨年同様SDC会員の川上湫子さんのお店です）

プールのみの参加､又は懇規会のみの参加もOK･

申し込みは幹事役N0,364百野博久､N0,026良縁

寺悦子､NO357佐擁儲菖子へ。

へ
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＜ゴルフの会＞

276熊倉政美

SDC仲間の中でダイビング以外の趣味としてゴル

フをされる方々と平成15年5月15日に第1回の

コンペを鬼怒川CCにて参加者11名で行いました

のが最初ですも其の時に岡野博さんのホールインワ

ンが飛び出しましましたので祝賀ゴルフが同年7月

16日湯河原CCで行われ12名が参加されました。

以来、年に3，4回楽しみましょうとの提案があり

今年4月21，22日喜週IICCで7回目を迎えるに

至りました。

会の楽しみ方の基本は次の通りですb優勝者とブー

ビーが次回の幹事となり開催

競技は前泊1R・予算は一泊三

宴会費込みで約￥20000

日､場所他予算を決定も

食、1R、賞品、前夜祭

(但し前日練習Rは別

料金で参加自由)。今迄の参加者名と肋は川上湫子

26、竹腰憲紅39、石田邦明22、高木元子40，

岡瑚専10、宇留賀違難10、熊倉政美15、戸塚

明夫22、淘京れい子50、千野正勝19、西村麻

美50、耐寸陽一郎9、金井達雄11、村上あい子

18、大石和明16、高木忠雄12､池田宮子45、

前原操13、剛||志智郎32、高橋修28、浅田章

25，G関川会長夫人36，G田口澗恵15の23名。

第一回から七回までの宿泊所とゴルフ場は順に、鬼

怒川観光ホテル泊と鬼細IICC､湯測京温泉いすずホ

テル泊と湯河東CC，風月堂烏山城CCとロッジ、ジ

ュンクラツシックGCとロッジ、益子CCとロッジ、

大日向CCとロッジ､湯本ハワイアンセンター泊とク

ハレストヒルズGC、喜連川CCとロッジ6

第7回SDCゴルフ会

4月21日（木）～22日（金）

栃木県・喜連川カントリー倶楽部

21日13時ごろ、東北本線・氏家駅集合、

ハーフプレー。クラブハウス宿泊、

22日ゴルフコンン､ミ

会費22日1Rプレー代・食割寸き宿泊で約

￥15,500＋ハーフプレー￥4,200＋飲み代？＋参

加費（賞金代などで約￥3,000）

申し込み締め切り4月10日まで。

問い合わせ､申し込みは今回斡事NO.320情原ま

でbEmail]kivEJcoral.ocn.ne・ip

ThLO3-3713-2645

27

＜ヴィンテージな会＞

197宇留賀達雄

新しい会員の中にはくヴインテージな会＞って一体

何なの？と思われる方が居られるかも知れませんね。

Vintage…ワイン等に常用されますが、｢上等の｣｢年
代物の」「熟成された」などの意味を持つことから

我々SDCのメンバーの集いの名前に相応しかろう

と名付けました。

会全体で開催される1月の新年会や6月の懇親会と

異なり、少人数で呑み．食べ．語り合う情報交換の

集いですb年4回平日の夜5時30分～9時迄ワイ

ワイ楽しくやっておりますb

会場は新宿のセンチュリーハイアットの27階にあ

るくラプソデイー＞・小編成のライブを聴きながら

ここから眺める新宿の夜景はまさに絶景

参加者の名簿と名札はお渡しいたしますが、それ以

外司会者が居るわけではなく、気侭にお互い同士コ

ミュニケーションを深め合っておりますも

ただ約束事が一つあります｡｢一度席を立ったら同じ

席には座らないこと｡｣より多くの方々 と親しく交流

を図って頂きたいからですも

新会員や未だSDCに馴染の薄い方には絶好の場だ

と思っております。

時間内であれば仕事の都合で遅れても、用事で早め

に退席されても一向に構いません。会費はオール込

で5,500円。

＜ヴィンテージな会＞の案内は毎号の季刊誌とホー

ムページに掲載しております。

お世話係りは005大隅照子・026良縁寺悦子・197

宇留賀達雄の3名が担当しております6

是非気楽に御鋤ﾛください。

第16回ヴィンテージな会へのお誘い

記

日時：5月16日（月）17時30分～21時

会場：新宿西口・都庁前

ホテルセンチュリーハイアット東京27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（5月10日迄）

E-mailurg52"a3.ocvmejp

Fax O44-969-3009

宇留 賀達 雄



<SDC散骨を語る会＞

390金井達雄（005大隅照子）

SDC散骨の会は、約4年前に散骨に関心のある

人達で「散骨を肴に一杯飲む会をやりましょう」と

第1回“散骨を語る会”が2002年3月にSDCの

ヴインテージな会でお馴染みのセンチュリーハイャ

ット・ホテルで開催されました。

当初、この会の参力暗は余り居ないだろうと思っ

ていたのですが、蓋をあけてみたら何と15名もの

参加者があり､皆ご自身の散骨にほど遠ﾚ感じで"よ

く飲み。よく喋り．よく食って”大変盛り上がりま

した。

その後この会の開催場所を新橋のBOXに移し、

年に数回集まって“よく飲み(N)よく喋り(S)･

よく食って(K)''楽しく続けていますが､皆さん散

骨になるまでに思い残すことない人生を躯歌し“ピ

ンピン・コロリで散骨''(NSKのPPK)をモット

ーとし、また最近は会員のビデオやスライドショー

も行し溢々盛り上がっていますb

なお、第1回の散骨を語る会では、散骨に対する

考え方にも色々あり、墓地造成からの環境保護・商

業主義的葬儀の批判・墓守の不要化．狭く暗い墓穴

敬遠等々個人的には各種理由がありますが、要は海

をこよなく愛する人達の集まりだから「死後もその

海に散骨して欲しい｣、また｢そのような希望を叶え

てあげたい」と言う人達の集まりでした。

そこで散骨を肴に盛り上がっているだけでなく、実

際に散骨希望者が亡くなったら「お互いに散骨しま

しょう」と言う“散骨友の会”も発足しました。

そして同年11月に第1回散骨下見ツアーを宮古

島、翌年6月に大西亀美代さんの姑さんの散骨を阿

嘉島で実施しました。しかし、昨年は台風のため西

表散骨下見ツアーが流れてしまい、また、その後幸

か不幸か遺骨の提供者が出ず散骨実施ができません

が、時々新橋のBOXに集まって相変わらず賑やか

に盛り上がり楽しい一杯会を続けていますb

散骨の会を図示すれば右上の様になりますが、散

骨を語る会は散骨賛成者だけでなく散骨反対だろう

が、無関心だろうが関係なく楽しく一杯飲みたい人

に開放されていますので是非1度参加してみて下さ

い。
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散骨を語る会

桧長：大卿 散骨友の会

(会長：金荊

G)-ele冊ぐ

第7回「散骨を語る会」のお知らせ

お園まで7回を迎えました｡皆様がお元気なため

今回も散骨実施の報告はありませんが､楽しい意

義ある会を持ちたいと思っていますb

＊日時：4月28日(洞18:00～21:00頃

＊場所：新僑「BOX」

＊会費：4000円

＊申し込み：4月24日までに大隅帆OOOaへ

j今回もダイビングの「スライドショー、ビデ

オショー」を準備していますb

》「天国へ行く前の大事な準備第2弾」も乞

うご期待！

どなたでも気軽に遊びに来てください。

同好会＆懇親会について

005大陶南夫

ー

現在活動している8つの会の活動を紹介しまし

た。これらの同好会は現在の世話人が呼びかけて

始まった会ですb他にも「水中映像の会」などの

発足の話が出ていますも

新しい同好会を立ち上げたいと思われたら会報

あるいはホームページの掲示板で提案して下さ

い。SDCにきっと同好の会員が見つかりますも

またそこから交流の輪が広がります6

…

(編集担当西村麻美）

/~
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インダビュー企画 SDC同好会シIノース1

フIノッパーの会
幹事役：364百里計享久、357佐藤道子、026良縁寺悦子、

一

SDCにはたくさんの同好会が生まれていますが、

「フリッパーの会」は唯一、ダイビングと直接関係

のある会ですbそれにメンバーもたくさん……。と

いうことで、「同好会シリーズ第1回」は、「フリッ

パーの会｣の幹事役･百野博久さん､佐藤道子さん、

良縁寺悦子さんにお話をお聞きしました。

幹事役の3人と関川会長

◇スキルアップの会からフリッパーの会へ

フリッパーの会はどうして始まったのです力､

へ百野良縁寺さんとナッソーの柳田さんが、夏は
伊東の屋外プールで、冬場は辰巳のプールで月1回

ぐらいなさっていたスキルアップの会に行ったのが

きっかけですb良縁寺さんに「安全に楽しくダイビ

ングをするためにスキルアップを」と言われて、プ

ールに3～4回行きました。それが2年ほど前のこ

とです。

良縁寺練習をしていて、一昨年の全日本スポー

ツダイビング室内選手権にSDCというチーム名で

面白半分に出たら、けつこういい成績でね。

百野関川会長、杉本さん、内山さん、そして私

の4人が出場して、杉本さんは50mで優勝、私は

4位でした。

良縁寺ナシソーさんはトップクラスの成績をね

らっているので、大会が近づいてくると殺気立って

いるの。スピードの出るフインで泳ぐので、あたっ

て'|塞我でもしたらたいへんだし、迷惑だと感じたの

で、SDCはSDCでやろうと思ったんですも
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百野もう1つ、昨年の新年会で関川会長からの

後押しもありましたので、4月にフリッパーの会を

始めました。団体登録をすると、辰巳のプールを1

コース3200円で借りられるんです6

佐藤flipper､足ひれの意味で､フリッパーの会

としました。

百野誰に教えてもらおうかとなったとき、杉本

さんにお話したら、気持ちよく引き受けてください

ました。昨年秋からは鈴木清子さんにも教えていた

だき、いまは2人体制ですも

◇フインキックの基本とダイビングの応用動作を学

ぶ

どんな練習をされているのです力も

佐藤スキルアップもフィンの練習もしています6

百野杉本さんは､フィンの基本姿勢の徹底ですも

鈴木さんは、マスクを外して、水中でつけたり、フ

ィンの片方が外れたことを想定して付け直すとか、

実際のダイビングでの応用動作を教えてくれますb

早く泳ぐ基本姿勢とダイビングの応用動作を教えて

もらっていますも

良縁寺すごくいいコンビですね。基本姿勢がな

かなかむずかしいんですよ。船底の格好をして、タ

ンクは肩とお尻の尾てい骨にのるようにするのです

が、形が崩れてしまう。フィンが水面から飛び出る

ような格好になると、むだな動きになります6

練習は月1回？

良縁寺8月9月10月は月2回やりました。月

2回の場合は、基本的に月曜日が杉本さんと小沢さ

ん、水曜日が鈴木さんにお願いしていますも

百野初めて参加した人は、まず杉本さんに見て

もらっていますも試合に出る人は月曜日に、応用動

作を学びたい人は水曜日にくればいい。うまくいつ



ていますね。両コーチがきてくださるときは2グル

ープに分かれていまf

毎回何人ぐらいの方が参加しているのです力も

佐藤少ないときで10人、多いときで20人で

しょう力も20人のときは2レーン借りますも

百野時間は午後3時から5時まで。途中で5～

10分休憩しますから、正味1時間40分ぐらい。

用意するものは、水着に3点セットとスイミングキ

ャップですb

良縁寺水着だといやだという人は、薄いスーツ

を着てもいいんです650mプールですから、往復

で100m・泳ぎますよ。杉本さんのところは15

00～2000メートルは泳ぐでしょうね。

メンバーは口コミで増えたのです力も

良縁寺そうですね。会報やホームページを見た

り、お友達がお友達を呼んできたり。会として連絡

をとっている方は30人以上ですね。

百野50mで5秒ぐらいではないです力も

良縁寺大会に出たときはすでに上手になってい

ましたから。さらに1年勉強して5秒縮んだのは、

すごくうまくなっていることだと思いますも

百野よかったことは、フインキックの基礎がで

きたこと。プラス、ダイビングの応用動作に自信が

ついて、何があっても対応できると落ち着いていら

れることだと思いますも

佐藤私はスキルアップですb鈴木さんに教えて

いただいて､なるほどと思うことがたくさんあって、

うれしかったですも

昨年の第11回の女子50mフリッパー種目で2

位になれたのは、年歯錫Ijでちょうど60歳になった

ときですから、チャンスだったのだと思いますb

良縁寺佐藤さんは練習熱心で、まじめに取り組

んでいますもの。へ

佐藤私は水の中が大好きなので、休憩しないで

泳いでいますbなんでエアの消費が早いのだろうと

思っていたら、鈴木さんに、「あなたは動きすぎよ。

そこを気をつけて」と言われました。そういう発見

があるのがいいと思いますb

良縁寺フリッパーは基本の基本､｢キックに始ま

ってキックに終わる」とよく柳田さんがおっしゃる

のですが、キックがしっかりできれば相当なところ

はカバーできますも流れも風も深さも浅さもカバー

するし、水面でも絶対に強い。伊豆大島で浮上した

らボートが見えなくて海岸まで泳いだという記事が

会報に出ていましたが、300メートル泳ぐのは死

ぬかと思うほどたいへんだったって。でもフリッパ

ーの練習をしていた人は簡単だったという話を間い～、
ただけでも、無駄ではないと思いますもダイビング

に何の効果があるのかという人もいますが、実際そ

ういう目にあった人は「やっておいてよかった」と

言っていますね。

百野練習したことがあるというのは、瀞申的に

落ち着くんだよね。

良縁寺流れが強くて、キックをしても後ろに戻

っていくと、パニックになってしまうでしよ。プー

ルで逆流の練習もするんですよ｡ビート板を立てて、

50m100mとキックの練習をすると、もうたい

へんですb

杉本さんは力を入れないで、ものすごいスピード

で進んで行くんですb「タイムとりますよ」と言われ

ると私たちは必死になりますから、「それではダメ、

リラックスしていないとタイムは出ません」と。タ

イムが出る出ないは、キックがうまく打てるか打て

ないことです6でも、タイムというと、タイムを競
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辰己国際水泳場

◇練習していれば、精神的に落ち着ける

フリッパーの会で活動していて、よかったのは

どんなことです力も

百野私は160本ぐらいですから、ダイビング

の応用動作でわからないことがたくさんありますb

マスクの外れたときのつけ方とか非常に参考になり

ますb最初に佐渡の良縁寺さんのツアーに参加した

とき、まだ30本で、私だけがインストラクターか

ら「流れがあるから、あなたは海岸で待っていて下

さい」と言われ､悲しい思いをしました。「フインキ

ックが自転車漕ぎみたいでなっておらん」と言われ

たのも1つのきっかけでした。いまはおかげで、一

応できるようになりました。

良縁寺すごい進歩ですよ。去年から何秒縮みま

した？
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ー

一

うのは嫌いだと言われます6

百野人と競うのではなくて、自分自身の目標の

タイムと競う。自分自身のタイムが更新できればい

いと思うんですb

良縁寺去年と今年と比べて1秒縮んだという喜

びですね。タイムを競うだけだったら、タイムの出

るフィンを使えばいいんですb私たちは自分のフィ

ンを使って、自分のスーツを着てやっています。

百野杉本さんが最初にいいことを言われました。

スポーツには3大要素がある。「健康にいい」「楽し

くないといけない」「自分との競争心､自己目標に対

する達成感」ですb

良縁寺終わると、「楽しかったね､子どもに返っ

たようだね」とみんなが言うんですもフリッパーの

大会というと抵抗のある方もいるので、SDCの運

動会にしたらいいのでは？運動会に出場してみま

しょうという感じで。

フリッパー大会の応援団

◇とにかく楽しい。男性もぜひご一緒に

今年はどんな計画ですか。

百野4月25日の月曜日に第1回を行いますが、

5月以降も第4月曜日力第4水曜日にしたいと思い

ます64月から8月までは月1回、9月以降は試合

をにらんで月に2回でと考えていますb

佐藤私たち3人のうち1人が彦劫pしていればい

いことにしていますも大勢になれば2レーン借りて

もいいし。大会を表に出さないほうが、参加しやす

いでしょうね。

良縁寺試合に向けてというと、試合に出ない人

たちが遠慮してしまうので、回数が増えるだけでい

いのではないかと思います6

会員へのメッセージは何かあります力も

百野女性パワーが強くて、男性が少ないので、
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男性会員が増えてほしいですね。男性は、いい格好

したいから、タイムで負けると嫌だと思うようです

が、そんなことを考えずに、人との競争のためでは

なく、ダイビングを安全に楽しくするために自分自

身のためにと思って参加してください。

良縁寺参加すれば必ず楽しいと思いますb終

わった後、飲みに行く人もいるし、予定のある人は

サッと帰るし、自由ですね。辰巳のプールは駅から

遠いので、初めて参加してみようという方は辰巳の

駅で待ち合わせをしますから、遠慮なくおつしやっ

てください。

百野練習後のビールはおいしいですよ。親睦も

楽しみです6

ほんとうに楽しそうですね。

良縁寺楽しいのよ･とくに冬は海外に行かない

限り潜れないでしよ。フィンをつけていれば、潜っ

た気分になりますし。

どんな会にしていきたいです力も

百野いまのままというか､楽しく安全を第1に、

プラススポーツ瀞申で、自己目標を持ってチャレン

ジするという場にもっていきたいと思いますもそれ

と男性会員に気楽にきてもらえる会にしたいですね。

良縁寺さんが中心……。

良縁寺そんなことはありませんb私は、いちば

ん最初に一緒に練習した人たちが会の中心になって

きているのがうれしいですも百野さんには幹事役を

ずっと続けていただきたいと思いますもダイビング

に直結している会はほかにはないでしよ。

佐藤活動がいい効果につながっていますね。楽

しいがいちばん！

(インタビュー＆まとめ清原れい子）

SDC同好会シIﾉース

今回同好会の1番目として「フリッパーの会」の

幹事役をインタビューしました｡今後他の同好会

の世話役のインタビューを続けて行きたいと思

っていま式



ジャスライロズを楽しむ会

鶏旧はﾎｯﾄなジャズで！

005大隅楠夫

今年第1回目のジャズライブを楽しむ会が2月1

6日にありました。生憎冷たい雨の降る寒い日でし

たが、雨も上がった夕方、表参道にあるジャズクラ

ブ・ブルーノート東京に男5名、女6名計11名が

集まりました（風邪で男1名欠席)。

今回はブラジル出身で現在ニューヨークで活躍中の

ピアニスト、イリアーヌ・イリアスのカルテットで

すもイリアーヌは15年前にCDで聞いた時から大

好きなミュージシャンで、6年前に来日した時もブ

ルーノートで聴きました。

世話役の千野さんが早くから並んで確保してくれた

席は最前列のテーブル、しかも私はその一番前の席

で直ぐ横がドラム、ピアノのイリアーヌのほぼ正面

に近い好ポジションが得られました。

演奏された曲の多くは、昨年発売され、スイングジ

ャーナル誌のボーカノ噴を獲得したアルバム「Dr

earner」からのものでした。ブラジル出身のイ

リアーヌがカルロス・ジョビンのボサノバ曲やスタ

ンダード曲をボサノバ化して弾き語りしたものです。

ピアノが本職のイリアーヌですがボーカルアルバム

も3枚目となり、すっかり貫禄のある大歌手の雰囲

気ですも

何回もCDで聞いた曲ですがやはり生は違いました。

スローなボーカルのイントロで始まったボサノバ曲

がピアノ演奏に移ると本来のピアニストの本領を発

揮して圧倒的な迫力で弾きまくり、また静かな雰囲

気になってエンディングと強弱・緩急のバランスが

CDでは感じられないものでした。今回一番の収穫

は演奏者の表情をすっかり観察できたことですbイ

リアーヌが目や顔の表情でメンバーに合図したり、

鼓舞したりされたりという雰囲気を目のあたりにし

ました。ピアノを弾きながら歌って更にグループを

リードする凄いミュージシャンだとあらためて感じ

ました。これはCDを聞いただけでは全く分からな

いところですも最後の方の曲ではベースもドラムも

乗りに乗って演奏者も楽しんでいる雰囲気が伝わっ

てきました。

普通のジャズミュージシャンがボサノバを演奏する

のとは異なり、リズムの乗り方タイミングなどボサ

ノバ育ちののイリアーヌならではの演奏ですb

寒い日に行われたとてもホットな演奏会でした。
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千ヨコ<じ引き

486塙恵美子

バレンタインウイークに相応しく、美男美女6カッ

プルが誕生しましたので、意中の方（？）とバデイ

ーを組み着席して音楽と食事をお楽しみください

・・それでは16日の夜「ブルーノート東京」でボ

サノバのリズムにのり、ナイトダイビングを！．．

とお世話役の千野様らしいお酒落な最終の連絡が。

どなたとバデイーになるのかしら～と行く前からド

キドキしてしまいます1，

ではくじ引きでも．．とウイスキーチョコに番号を

つけバディー分も袋に入れて美男の席に置き、美女～

に別の袋から番号の書いてある紙を引いてもらい、

目出度くバディーが誕生という遊びを提案してみた

所､面白いじやないと気持ちよく乗って頂きました。

意中の方とカップルになられたでしょうか？バディ

ーからエアーでなくチョコをもらい、テーブル毎に

メニューを選び和気藷々と食事を楽しんだ後、美し

いイリアーヌの演奏と歌声のボサノバの波でドリフ

トしブルーノート東京のナイトダイビングが終了し

ました。

表参道、ブルーノート東京、イリアーヌ、楽しい

メンバー、心に残るバレンタインウイークを企画下

さり、良い席を確保する為に3時間位前から密かに

会場に足を運んでくださった千野様、有難うござい

ました。次回も楽しみ～･
へ

塙さんと大石さん

参力暗：005大隅南夫、006大隅照子、073前田慶子、

146佐燗綾子、279金子公子、364百野惇久、370千野正勝、

415加藤京子、449大石和明、472高木忠雄、486塙恵美子



掲示梅
四国遍路｡総集編

久遠寺遥（435金子忠司）

｢ねぶた＆白神山地」

ツアーNo530

245今村孝

平成15年春から16年秋まで、春と秋の2年間。

四国遍路八十八ケ所を、5回に分けた区切打ち。

延べ49日間、1,200Kmの全記録

お遍路さんとの一期一会の楽しい出会し＄

四国の人からお接待！四万十川でカヌー体験､転覆，

石鎚山お山開き。お大師さんのご利益現る。

アクシデント発生。一

A4版60頁

1部お布施300円、送料無料

（全額を松山市へんろみち保存協会に寄付）

購読ご希望の方はSDC435金子忠司まで、

E-Mail:nekmdan・ne.ip

FHX:03-3814-1467東北三大祭りの「青森ねぶた祭り」までもう半年

を切りました｡青森は幅9m奥行き71n高さ5m重

さ4tで人形を模した物､弘前は扇の形の巨大な灯篭

に武者絵の描かれた物、五所川原は幅6m高さが

22m重さ17t、その巨大な人形の灯篭に度肝を抜

かれますb青森は「ねぶた｣、弘前は「ねぶた｣、五

所川原は「立俵武多」（たちねぶた)と言いますb弘

前や五所ｿ||原は「出陣」の様な静かな重々 しいお嚥

子と行進、青森は「凱旋」の様な狂喜舌瞬の激しい

お嚥子と行進ですも「青森ねぶた祭り」は今年も八月

二日から八月七日まで行われます。昨年この祭りへ

の参加ツアーを企画しましたら､SDCの皆さんが十

五名も参加され踊り狂いました。今年の企画はこの

SDCの広報誌のツアー計画に記載されてあります

様に八月五日青森泊まりで「ねぶた」に参加もしく

は見学、八月六日は往復三時間のトレッキングで白

神山地の暗門の滝を三本見て軽くブナ林を巡って岩

木山の麓の百沢温泉に宿泊、ここからは昨年と違い

夕食後五所ｿ||原の巨大な「立俵武多」の見学を予定

していますも部屋は十五人分程抑えました。先君|頂

で五月の上旬に締め切りますb今の所まだまだ空き

がありますのでお待ちしております

久
遠
路
遥
善へ

＊2003年4月発行の会報17号に連載が始まっ

た四国遍路もこの号で終わりです。作者の久遠寺

遥（金子忠司）さんが上記のタイトルで2年間の記

録をまとめました。興味のある方は金子さんまで申

込んで下さい。
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四国遍路・結締

久遠路遙（435金子忠司）

CM

水は高き山より海に流れ、生けるものに恵み与えし

水はいかなる形にも姿を変え、清濁あわせ持つなり

時には暴れて白滝となり、冷えては氷の美女となる

されど水はその量を変えることなし【讃岐･満濃池】

平成15年5月に1番札所霊山寺から始めた区切

打ち遍路も､5回目でようやく88ヶ所を一巡できる

見通しがついた。今回は64番前神寺からスタート

する。本堂で納め札を投げ入れると金色の札が目に

ついた。思わず手にすると、裏面に福岡県飯塚市の

高橋修弘さん69歳､108回巡拝､04年10月8日6

時33分と朱印が押してある。1m回以上のお遍路

さんし力使えない「餅uの上に、108回目という

貴重な縁起札を授かる事は、お大師さんのご利益と

感謝して、私のお遍路のお守りに頂戴する。

山門を出て遍路道へ進入したら「この先土砂崩れ

のため進入禁止」の立て札が張ってある。前方に見

える湯之谷温泉裏の山肌は、数ヶ所にわたって、木

力潤れ赤土が剥き出した傷跡が生々しし$2Km先

の加茂川は赤茶けた濁流の中に、木の根っこや生木

に大量の土砂が盛り上がっている｡9月29日の台風

21号で山が崩れたの鎧ここ愛媛県西条市は石鎚山

に源を成ｳｶﾛ茂川が､地下に浸透して伏流水になり、

自噴水「うちぬき」として地上に吹き上がる。名水

百選の一つとして有名。その西条市郊外の州llは、

湧き水で透明に澄み切っており、大きな錦鯉が群れ

をなして泳いでいる。朝から荒れ果てた濁流ばかり

見てきたが、この川は天国である。

人間は水無しでは暮らせない人は一日に300リ

ットルの水を必要とする。浴槽半分の量である。地

震水害､旱魎等で一番必要なものは｢水｣である。

身体に良いミネラル水を造ってくれるのは、山や森

であるが、その山や森が次第に破壊されている。

66番雲辺寺は海抜1皿mで、四国遍路の最高峰

である。一年の多くは雲に覆われている。ロープウ

ェイがあり、北に燧灘と讃岐平野、南に剣山の山並

みを展望できる、絶好の聖地である。雲辺寺から

讃岐路の「浬繋の道場」に入る。しばらくは尾根伝

いの林道を行き、鉄塔の先から遍路道を降る。麓の

谷口橋まで標高差700m、距離3Kmを飛ぶように

降る。途中で3人も追b抜く勢い、これが後々大き

な付けとなってしっぺ返しを食らう羽目となる。

田園地帯に建つ67番大興寺に着くと、大粒の雨

がパラパラと落ちてきたので、ポンチョを着て次の
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観音寺に向う。寺の裏側を廻った時､一転俄に士砂

降りになる。ゴミの集積4厘に飛び込み雨具の完全

装備をする。篠突く雨は菅笠を激しく叩き、雨粒は

道に跳ね飛ぶ,20m先が見えない､真昼なのに夕刻

の様危遍路の矢印も見えないので交差点ごとに軒

下で雨を除けて、地図を広げる。

雨になると防水の頭陀袋でも雨水が浸み込み、地

図や経本まで濡れるので、今日はスーパーの大型ビ

ニール袋で、すっぽりと包み込んである。それ故に

地図を広げるのに難儀をする。（この作業を怠り、地

元の人の道案内を頼りにしたため､間違いが起きる）

JR予讃線･観音寺の踏切を横断した所で、左か

右力迷う。地図を広げるのが面倒なので、お好み焼

屋の若旦那に聞くと、右の大通りを行き、橋を渡っ

て川沿いに左､三つめの橋を右に入った所とのこと。

ところがこのルートは自動車にとって都合の良い道

で、歩き遍路には三角形の二辺を歩く遠廻りの道

左に行けば15Kmの所を、教えられた右は倍の

3Kmである｡しかも納経締切の5時が迫っている。

夕闇をついて急ぎ足で駆けつけ観音寺に到君今日

は合計35Km，1時間もロスをした。若い人は車で

移動するから、歩きの道を知らなしも若い人に道を

聞く時は鵜呑みにするなという教えである。

その夜のこと風呂に入る時に、膝から足首にかけ

て両脚ともパンパンに腫れ上がっていることに気付

く。特に足首が痛く熱を持っている。雲辺寺の長い

降りを調子に乗って飛ぶように降りた事と、観音寺

に向って急ぎ足をした事での筋肉疲れと判断bお風

呂で足湯に長く浸力れば治る筈と思い込ん危

71番弥谷寺は、本堂まで遍路泣かせの540段の

石段を登る。帰りの下りに入ると足首が痛い、やは

り足がおかしい登りでは足首の痛さは気にならな

いが、下りになると足首に痛さが走る。鋭くイブの

手すりに掴ってゆっくり降りる。

今日からは讃岐うどんの本場に入る。「札所巡り」

と「讃岐うどん名店巡り」のマッチレースの始まり

である。丁度昼どき、善通寺手前の宮川製麺所は看

板もなくプレハブの倉庫のような家危｢冷あつ｣小

120円と掻き揚げ1ヶを注文すると､｢お遍路さんに

は天ぷらをお接待します」という。店はあばら屋で

椅子もガタガタ、うどん一途な製麺所の味は、のど

越しはツルリツルツルで醤油たれもイリコが利いて

いる。しかも昼時は「おいしい時間帯」に当たった

の危めっちやうま◎印の大満足である。

翌日の朝､坂出の市役所に立寄り「彦江製麺所」

の場所を尋ねると親切に教えてくれる。判りにくい

から近所で聞き直すがよいと言う。目印の川の手前

を左に入り、次の目印のお稲荷さんに着くも、狭い

/へ

へ



赤く腫れあがった足をみせ､症状を訴える。「旦那さ

んバンテリンの方がいいよ」と奨められる。その場

でバンテリンを塗る。火照った足に冷たい風がそよ

いだ感じで気持ち良い。効き目が患部に染みこんで

ゆく。5分も経ったら、はっきり足が軽くなった。

思えば雲辺寺の長い山降りで足を痛めて3日間、痛

い足を庇いながらここまで歩いて来たが、こんなに

効き目があるなら、もっと早く気がつけば良かった

と悔やむbまさにバンテリンで生きかえったの危

88番大窪寺もあと僅か5Km。晴れていた空が一

転俄に暗雲に転じ雨が降ってきた。「女心と秋の空」

その雨も狐の嫁入りの通り雨であった。小さな峠に

出るとアスファルトの黒い路面の上を、白b滝が這

っている｡私が歩くとその道先案内をするかの如く、

湯気の様な白竜が一歩先を行く｡路面上10cmくら

いの地上すれすれを、歩く速さで私と一緒に動く。

白昼幽玄の山路に現れた不思議な現象である。時に

は鰯の群れが砂浜を回遊するようにも見える。秋晴

れ-画暖められたアスファルトの路面に、冷たし俄雨

が降り注ぎ､さっと雨が止んだ直後のひと時に限り、

水蒸気が発生し、風に乗って識いたの危白竜の運

動はその時の風速・風向に同調するのだろう。結願

前の午後2:20～2:40間の不思議な現象であった。

暮れなずむ夕刻、88番結願のお寺大窪寺に到嵩

仁王門から参拝の礼に入る。手を清め、洲L・般若

心経を納め、読経を捧げる。満願成就、四国遍路の

結願を達成したのだ6感激するような達成感が湧い

てくると思っていたが、それがない。これからも2

～3回と巡り続け、まだ通過点に過ぎないと思う。

門前の宿･八十窪は結願をお赤飯で祝ってくれた。

祝膳の席は明るく賑やかである、歩き遍路が4名、

車遍路の女性が2名。歩き遍路の3名は、きびしい

女体山越えで来たが、激しい雷雨に打たれ難儀をし

たという。（四国遍路日記･おわり）

【遍路エッセー完全版A4･6鯉完成本誌掲示板】

た人に聞いて、やっと辿路地で判らなし＄庭先にい

り着く。この店も看板も暖簾も何もない。近所の人

しか来ないうどん屋である。冷あつ小130円・油揚

げ60円、味は三重丸。お勘定をすると、案内の略

図をくれたが、実際は地図に書けないほど難しい路

地裏である。発見しがたい店のNo.1.パズルのよう

に尋ねて行くのが讃岐うどんの醍醐味である。

81番白峯寺の本堂へ急ぐと､黄色いジャンバー姿

の若い女性に待つたを掛けられる。こちらは急､で

いるのだ何故止めると､大声であげて押し問答する。

すると口に指を立てて黙れのサインb黙れとは何事

しかも動くな、読経も唱えるな、鈴も鳴らすなとい

う。何様の権利で遍路の自由を奪うのだ、頭に血が

上り、気が卸､て抗議の言葉が出てこない。気を静

めて彼女の説明を聞く。映画のロケ中だから何とか

協力してくれという。周りを見れば監督やカメラマ

ン等スタッフの目が私を一斉に睨んでいる。ロケは

TBS制作で､正月に放映する内田康夫の原作【浅見

光彦シリーズ･崇徳伝説殺人事件】とのこと。そう

いえば79番高照院と白峯寺は崇徳上皇が流刑され

たゆかりの地であり、上皇の御陵があるのだ6『以上

ロケ現場より、東海林のり子がお伝えしました｡』

高松市内を北上して栗林公園に入る。公園事務所

で謝皮うどんの名店を聞くと、付近のお店を紹介し
た地図入りのコピーをくれた。さすがは本場の粋な

サービスである。県庁裏の「さか枝jに行くと、昼

休み時間とあって長蛇の列、その数ざっと50人。

行列に並ぶとどんどん進んでゆくではない力も5分

位で店の中だ､学校の教室位の広さで長方形の店内。
真ん中に2列の長いテーブルと、両脇の壁に向って

細長いテーブルがある。椅子は約80席、正面奥に

調理場があり、うどん打ちと天ぷらを揚げている。
2列のセンターテーブルの奥付けに温・冷2種類の

出し汁と、生姜、胡麻、葱、一味唐辛子の薬味が並

べてある。典型的なセルフサービスのシステムで、

客はベルトコンベア式に左回りに進んで行く。

最初に注文した大・中・小のうどんが丼に盛られ

てくる｡次に天ぷらを小皿に取り､お勘定を済ますb

その横左角にあるお釜の中でうどんを湯通しする。

薬味を4皿にとって､最後に出し汁の蛇口をひねる。

うどんを受け取ってから～出し汁を注ぎ終わるまで

約90秒で､セルフうどんの一丁上がり見事である。

場内は整然として、店員も客も全てに無駄がなし＄

だから物凄い回転率である､従って旨くて安いの箔

ぶつかけ小170円、天ぷら各種80円である。

いよいよ八十八ヶ所満願成就の軌身が引き締ま

る思いである。足の筋肉痛はサロンパスで治そうと

決める｡87番長尾寺の先にあった薬局の女|生店長に、

へ
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SDCツアー計画一覧表I(2005年4月～2005年10月）
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） ）

No ポイント名 日程 会員番号 リーダー名 旅行社他 概算費用 ツアー概要 空き
524 ボホール 4/9-4/14 012 関川清一 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 未定 GOODDIVESHOP利用 C

525 石垣島No.1 4/27-4/30 012 関川清一 アクアガーデン 未定 5名まで､No.1,2,3通しも可 C

石垣島No.2 4/30-5/3 012 関川清一 アクアガーデン 未定 航空券取得の都合上､締切りは2月 C

石垣島No.3 5/3-5/7 012 関川清一 アクアガーデン 未定 2月以降は航空券取れ次第 C

513 サイパン 5/9-5/13 005 大隅楠夫 MOC 12万円 火炎樹の綺麗な時期に､のんびり潜る､6～8名 C

532 ﾀﾋﾁ･ランギロア 5/10-5/17 募集中 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 37万円 8DV付､食事は含まず､10名､成田･関空発、 A

529 ラヤンラヤンと乗馬 5/12-5/20 245 今村孝 ジスコ 23-26万円 都合により中止となりました ■■■■■■

508 パプア･ケビァン 5/14-5/21 287 石岡弘至 カンガルーツァー 20万円 中部主催､全食事･ダイブ付､成田発着 C

514 リロアン 5/21-5/26 406 立木博信 ﾜーﾙドﾂｱーﾌ゚ﾗﾝﾅーｽ， 万円 関西主催､マクロ中心､全食事付､1日3DV付､ﾏﾘﾝビﾚﾂｼ゙ B

517 石垣島 6月中旬 062 狩野幸繁 アクアガーデン C

504 ポナペ 6/12-6/19 356 栗本はるみ パイナップルツアーズ 19.5万円 マンツ＆バキン環礁8日間、10DV B

533 小笠原ﾛﾝｸ゙ ＆ｼｮー ﾄ 6月中旬 募集中 P、1．T 17-30万円 6日間6DV,12日間18DV,12名、一等船室 A

526 西表島 6/26-6/30 012 関川清一 P.I.T 12万円 ﾎｯﾄマングローブ･うえはら館利用5日間 A

510 紅海 6/29-7/6 440 石川勝 ﾌﾘー ｳｴー ﾂー ﾘｽﾄ 22万円 DV10本､全食事､ビﾗﾐｯド等カイロ観光付 C

518 伊豆 7月上旬 062 狩野幸繁 ナッソー 未定 アオリイカの産卵観察､1泊2日 A

526 西表 7/3-7/7 026 良縁寺悦子 コスモスﾄレック 8万円 ベストシーズンの西表､DV費は現地払い C

528 伊江島 7/9-7/13 募集中 P.I.T YYYiERESORT利用(頁広告参照） A

521 伊豆花火と4ボート 7/29-7/30 026 良縁寺悦子 ナッソー 4万円 五島根DV,伊東ホテル泊､OP富戸ボートDV C

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 郵
日 A

531'くり･逢うまでマンボウツアー 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 関西主催､2泊5食､ピー ﾁ&ﾎ゙ ﾄー指導料込(ﾌｱﾝDV4.5万円） A

536 ボホール 9/2-9/7 406 立木博信 グッドダイブショップ 12万円 関西主催､レチヨンあり､サブリーダー535小林､10名 A

505 ココ島クルーズ

(ｱﾝﾀ゙ ｼーーﾊﾝﾀー）

9/5-9/19

(人気のﾎ゙ ﾄー）

172 島尾愛子 ﾌﾘー ｳｴｲﾂー ﾘｽﾄ 60万円 ナイトロックスが必要、

予約時点からｷｬﾝｾﾙ料$1,047(申込金と同額)が発生

C

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

534 カパライ 10/10-10/16 333 阪上洋 オーシャンダイビング 23-24万円 全食事､DV付き､1日3ボートDV+無制限ビーチDV C

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39 5.5万円 2泊3日、テニス＆ダイブ A
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） 少
SDCツアー計画一覧表II(2005年11月～2006年5月）

カパライ

ﾊ゚ ﾌ゚ｱﾆｭーキﾆｱ･ﾛﾛｱﾀ

ﾊ゚ ﾌ゚ ｱﾆｭーキﾆｱ･マダン

ボホール

－1－カレドニア
ー

バラオ7日間

パラオクルージング

GWをパラオで

11/7-11／13

11／12-11／19

11／19-11/26

12/16-12/21

2006年

1月中旬

2月中旬

3月

5月初旬

333 阪上洋

005 大隅楠夫

287 石岡弘至

406 立木博信

472 高木忠雄

募集中

508 安積信

募集中

オーシャンダイビング 23-24万円 全食事､DV付き､1日3ボートDV+無制限ビーチDV A

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 B

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

グッドダイブショップ 12万円 関西主催､レチョンパーティーあり、10名 A

20万円 8日間､8DV,サブリーダー栗本はるみ A

17万円 8DV全食事付き､カーブアイランド泊、 A

パラオスポート 19万円 パラオスポート､全食事付き､サブリーダー406立木博信 A

17万円 8DV全食事付き､カーブアイランド泊、 A

＊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。

*No.532,533,528,601,602,603に関しては､ダイビング計画担当･栗本(356)までお問合せ下さい。

2005年3月10日現在

SDCﾂｱー ﾚポー ﾄガイド

投稿される原稿は下記要領にてお願いします。
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1,900字位です。

2.参加者名､全員集合写真があることが望ましい｡
3.バ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)。
以上宜しくお願いいたします。

会報編集担当者
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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ツ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･富戸
ぶちアイランド:伊豆､八丈島
マリン:大阪･森之宮(紀州白浜）



賛助会員通信
＊勝）ピージェープランニング

ちょっと賛沢なお話

プレミアムエコノミークラス、ゆったりとした座席

でお過ごしになりたいお客様に耳寄りな情報で戎

ガルーダインドネシア航空では、ビジネスクラス仕

様の広いシートにエコノミークラスのサービスを組

み合わせた新クラスが設定されました。

リーズナブルナ料金設定(¥21,000～¥45,000の追

加）でちょっと贄沢なバリ島旅行をお楽しみ頂けま

すもたとえば温泉ダイブリゾート「ムンジャガン」

が5月発6日間￥108,0001ならオトク感ありですね。

（写真別途添付う

メナドに日本人駐在のニューリゾート4月オープン

今までのメナドにはない新しい感覚にリピーターも

びっくり。コテージ、ヴイラが中心のリゾートはも

ちろんポイントにも近いし、ハウスリーフもお勧め

ですb

詳しくはwww.kima-Inamado.com

キマ･バジヨ・リゾート＆スパ6日間5ダイブ

￥98,800～7日間7ﾀ゙ ｲﾌ゙ ￥112,800～

（写真別途添付）

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

03-3462-5076
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*GoodDiveShop

フィリピンボホールG"Dダイブショップですも

浅場で綺麗な珊瑚を見ながら、ゆっくりしません

か？

有名バリカサグ島でバラクーダーを探しましょう1

ポリシーは、深い所には行きませんb

流れの強いところには行きません、のんびり楽しく

潜りましょう。

ダイピング帰ってきて、皆でビール飲んで宴会しま

しょう。

有毛殿様ダイビングで、楽なダイビングを皆さまに

ご紹介しますb

ダイビングに自信の無い方でも、絶対に大丈夫で

す！！

フィリピン・ボホールのダイビングショップ

E-mail:shlnjik伽ozcom､com

ホームページhttp://Www.boholgood.conV

皆さまのお越しをお待ちしておりますも

GOODダイプショップ代表神田真児

芒の他の賛助会員

＊蛛)P.I.T・(42頁広告参照）

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:03-3466-6482

E-mall:divingqit-diving.com

旅行部門：藤井徹Tel:03-3466-6489

E-mail:groUp"it-diving・com

＊ ナッソー

http://www.nasodive.coln/

伊豆のダイビング、スキルアップ

代表柳田満彦

Tel&Fax:0557-51-7400

E-mail:naso@izu.co.jp

一

一



＊（株）マリン／大阪ダイビングカレッジ＊鰊)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-Inail:odc@Wa2.so-net.ne・jp

http//www.marinejp.com

大阪のダイビングスクール＆ショップ

全国最大級規模のダイビングプール所有

代表取締役山本進

大阪市中央区玉造1-21毛

TmO6-6191-6333FAXO6-6191-6330

EmailllBrine@alex・ac

＊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

-mail:giba@global-ds・com

＊アドミナル（株）（43ページ広告参照）

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

ダイビング用品、水中写真号謝販売店

☆ウエット＆ドライスーツ（パールピンク）

いとうTel:03-3345-8790

☆器材（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

＊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

今、
へ

＊幟）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ヤーブックシ

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

＊蛛)富商スポートツアーズ

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

パラオ、グレートバリアリーフ、パプアニューギ

ニア・ダイブクルーズ

担当和田亮司

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

E-mail:sport@tpmisho.co・jp ＊コスモケミカル鰊）

国内・海外旅行の格安チケット販売

JR券、航空券、ツアー等

担当佐藤淳一

Tel:03-5702-9071Fax:03-5498-3963

E-mail:ccc.tlck@cosmoschemcal.co.m

＊ぶちアイランド

http://home4.highway.ne.jpZp-island
'参､

主に八丈島で営業するダイビングサービス

代表金子弘之

Tel&Fax:03-349F-7015

E-mail:品川petit@highway.ne・jp

八丈島petit-island@nifty.com

携帯電活090-3409-8954
個人情報保護法

＊（株）フリーウェイツーリスト 4月1日から「個人情報保護法」が施行されま

すもSDCの会員名簿や会報には個人情報が掲

載されていますbこの情報はSDC会員のため

の内輪の情報ですbむやみに外部の人に開示し

ないよう取り扱いには充分な注意をお願いい

たします6

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
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YYYiERESORT

パッケージ商品にしては少し割高ですが､きっとご満足いただけると思います。
仙台慰福岡など各空港より1名様より毎日出発｡4泊5日以上のコースもあります。
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謡 _ﾐｭｰ.郵鑿琴識
(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ヤグジーも完備。
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。
トローリング､サンセットクルーズも○K．

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ます。
3．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。

那覇空港～本部港まで特別タクシーで片道¥10,000.フェリー片道¥580

伊江島までのアクセスで那覇空港からエアードルフインのご利用も可能です｡片道￥8,500
3泊4日4ボート付き

2 名1室羽田発着大阪発着名古屋発着

4/1-4/21￥93.100¥97,100¥97,100

4/29￥132,600￥143,000¥159,300

4/30¥129,100¥134,900¥165,000

5/2￥147.000￥139.500¥153,500

5/3¥134,200¥135.300¥151,700

5/4￥113,900￥123.100￥149.800

5/5¥104,600¥112.100¥1301700

5/9-5/28￥93,100￥98.300￥97.100

http:'//www.oit-diving.comtravel@pit-diving.com

パラダイスァイランズッァー

"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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編集雑感

新入会員の方が増え、しかも積極的に懇親会、同

好会､いろんなツアーに参加されていらっしゃって、

SDCがますます発展してゆく予感でワクワクしま

す。一方で、大所帯ならではの問題、とりわけ人間

関係が難しくなってくると懸念しますが、そこは年

の功で乗り切っていただきたいと願わずに入られま

せん。今号は私事で忙しく、大隅編集長におんぶに

抱っこであまり役に立てませんでした｡すいません。

（西村麻美）
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この冬から久しくやらなかったスノートレッキン

グを再開。以前はスキーにシールを貼ってのバック

カントリースキーを常としていたが、今回はスノー

シューを履いてのそれ。その魅力は何といっても無

雪期には決して入り込めない所を自由に歩ける裏へ

冬季の山行はダイビングと同じく自分の位置を正確

に把握する「ナビゲーション技術｣が不可欠｡今は
「地形図」「コンパス｣のほかGPSと言う文明の利

器もある｡自分のスキルを高めてこそ自然は優しい。

海も山も森も自然に抱かれる素晴らしさを満喫して

いる今日この頃。（宇留賀達雄）

表紙に寄せて

245 今村孝

2004年9月のコモド島ダイビング・クルーズ

の最終ダイブからの帰りクルージング船のバルー

ナ・アドベンチャー号に着船前の写真です。

顔を向けて、手を振っているのは今澤さん（通称K

タン）、そして庄司さんと寺島さん（モンガラ）で

す。お魚もいっぱい見たし、洗濯機ドリフトもした

し、コモドドラゴンにも逢えたし、美味しいものも

食べたし、明日からは潜らなくとも良いし？？？

それにしても、このテンダーボートのエキジットの

難しい事、まるで丸太に這い登るがごとし、コツは

フインキックと引き腕の絶妙なタイミング。

とうとう参加者全員、最後のエキジットまで築地の

マグロ状態で引き上げられていました。

この項を読んで笑っているアナタ、経験がおありで

しょうが－－－0

SDCは有志によるボランティア活動で運営され

ている会です。役員やツアーリーダーが一方的に引

っ張ってゆく会ではありません。会員全員が何らか

の活動に参加して盛り上げて行く会です。会が何を

してくれるか待つのでなく、各会員が会のために何

が出来るか考えて行動していただけると、SDCの

活動はより充実したものになりますbそのことは会

員個々 の充実した人生につながるものであると信憐
ています。（大隅楠夫）

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も年齢は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､I鼠
常にスキルアップを心掛ける方なら、入会可能で；・

す。 ；．‘
註

入会希望の方は事務局まで連絡下さい。
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