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創立14年今年も元気にダイビング (写真提供：
537奥原研二）へ

SD Z
1．「枝サンゴのじゆうたん」302福田孝子

川平、崎枝の名もないポイントは｢サンゴのきれいな

所｣のリクエストに応じて特別サービス。枝サンゴが

じゆうたんのように続いていました。

カメラ：ニコンF60D

レンズ:AFフイッシュアイニッコール16mmF2.8D

ストロボ:SB-105撮影日:2007年7月撮影地:石垣島
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2.「ニシキテグリのカップリング」537奥原研ニ

ニシキテグリは臆病で、なかなか出てこないのに、

一度抱き合ったら、離れないのです。感激のシーン
でした。

カメラ：オリンパスC3040Z、F4.0

撮影地:マブール
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一'表紙に寄せて39O金井遡准、
この写真は､2007年6月のSDC石垣島ツアーで撮影しました｡SDC前会長の関川さんが毎年このツアーを出さｵTて

いたのですが､このときは関川さんが耳を傷められたため児島さんにリーダーを代わってもらって実現しました。

私はこの写真のマンタに偉大さと憧|景の念を感じました。それは『米寿にして

未だ現役で潜られている関川さんの偉大さであり､われわれ後輩が憧れる関川さん」

のようだと感じました。

関川さんに以前「その元気の基は何ですか？」と聞いたら､彼は｢それはエロス

だよ！」と仰っていましたが､この写真のマンタは“まさにその恋の季節”で、

われわれダイバーの存在など気にせず華麗に舞っていました。
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國圖圓圖囮
2008年4月No.37別冊

紹介内容

①会員番号・氏名②住所・電話･E-inail

③生年月日④経験本数⑤年数⑥ランク

⑦入会動機⑧好きなポイント

⑨ダイビング以外の趣味⑩コメント

①672香村文泰(こうむらふみやす）

②〒299-0201千葉県袖ヶ浦市川原井577-2

TEL&FAXO438-75-2912

E-mail:kohmura@amber.plala.or.jp

③1945.10.10@50

⑤1年⑥0W

⑦ぜひ外国で糟づてみたい

(セブ島方耐也)｡30代の頃

地元千葉のクラブで2年間

總験があったが、転勤族の

ため地元ダイバーとの交流

が続かなかった。
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①674内芝範子(うちしばのりこ）

②〒337-0052さいたま市見沼区堀崎町923-3

TEL&FAXO48-685-8883

E-mail:utsbnrk@yahoo.co.jp

③19478．30④160⑤11年⑥0W

⑦年数回のダイビングでの、いつでも初心者を脱し

て、本当のシニアタシfバーをめざしたいと思い、入会

を考えさせていただきました。

⑧石垣島・マンタポイント、パプアニューギニ

ア・ビッグドロップ

⑨スイミング、映画鑑賞、インド料理(スパイス

料理と食べ歩き）

⑩グｲブ中､水着を着るのが恥ずかしかった自分がここ

にいる事に不思議な感覚を持つとともに､ダイビングを

知った事、続けられる環境、家族の理解に感謝して

います6仲間に入れていただいて、世界を広げたい

とはりきっていますbよろしくお願いいたしますも

ぜひお仲間に入れていただきたい。

⑧伊豆地方。⑨パソコン、写真。

⑩自衛隊のヘリコプターパイロットとしていわゆる

転勤族の生活を30年以上続けてまいりました｡その間、

南極観測協力とじて2回南極に行きました。また救難飛

行隊員とじて硫黄島に約1年半勤務し南国の海を経験し

ました。これからはあこがれの外国のすばらしい海を

へ潜ってみたいと思いますbぜひお仲間にと思います6

①673尾谷幸男(おたにゆきお）

②〒653-0875神戸市長田区丸山町1丁目10-1

TELO78-641-3405FAXO78-642-3711

E-mail:sensuisi2005@yahoo.co.jp

③1955.6.28④530

⑤5.5年⑥DM

⑦大阪の立木さんに誘わ

れて。活動の素晴らしさに

魅せられて。

⑧フィリピン･アポ島サン

クチュアリ､パラオ･プルー

コーナー

⑨音楽、お酒、ゴルフ

⑩海と旅とお酒が大好きなダイバーですbボホールで

立木さんから誘われました。よろしくお願いします6
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①675小栗豊二(おぐりとよじ）

②〒933-0014富山県高岡市野村869
〃

TELO766-23-2229FAXO766-22-8589

E-mail:oguri-toyoji@hotmail.co・jp

③1949.9.5④500⑤18年

⑥日本体育協会公認スクー

■

⑩新潟県立海洋高校在職！‐鍾錘…

⑨卓球、ガーデニング、プールで遊ぶ

⑩初めまじて､瀧本と申します6タッキーといわれていま

すbダイビングを始めてから100本を越しましたが、初

日はいつもどきどきしてめまいをおこしそうなへなちよこ

オバさんダイバーですが､海が好き、海中での浮遊感

が特に好きですも

①677小島初枝(こじまはつえ）

②〒344-0115埼玉県春日部市米島1198-101

TELO48-746-3830FAXO48-746-4853

E-mail:koji-ha_chan@jp-t.ne.jp

③1942.2.10④96

⑤5年⑥0W

⑦石川勝氏の話を聞いて、

同じ趣味の友達をたくさん

と思い。

⑧サイパン、宮古島

⑨ゴルフ

⑩スポーツクラブで石川氏

に出会い、いくつかのポイミ

時に社会スポーツセンターの｢スクーバ･ダイビングc級

スポーツ指導員｣の資格を得ましたが、家庭の事情に

より3年前に退職しました｡今は自由な時間が持てるよう

になり、ブランクを埋めて趣味のダイビングを楽しみた

いと思づていますbどうかよろしくお願いいたしますも
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①676瀧本和恵(たきもとかずえ）

②〒340-0056埼玉県草加市新栄町298-3

TEL&FAXO48-941-8119

E-mail:kazucat22@Ybb.ne.jp

に出会い､いくつかのポイントに連れて行って頂き、そ

の時に同クラブの方とご一緒になり、明るくて楽しい

人だなと思い、私も加入したいと思いました。明るさ

は皆さんにはまけません。まだ怖いもの知らずで夢中

で潜っている私ですもこれからも楽しいダイビングを

して行きたいと思っていますbよろしくお願いLますも

③1942.5.22④109

⑤6年⑥AOW

⑦シニアダfバーの会がある

事を知りぜひ入会したいと

思いました｡同世代の方々と

情報交換したり、潜らせて

いただきたいと思いますb

⑧沖縄・ケラマ諸島

へ

／住所、アドレス変更、
新アドレス yasa@ginga-net.ne.jp

新アドレスyasuyo_O326@yahoo.co.jp

新アドレスtotomo29@softbank.ne.jp

新住所〒143-0023大田区山王1丁目2-1サンライズ大森山302号

新TEL&FAXO3-5742-2836

新アドレスt.kanal@rouge.plala.or.jp

新FAX番号0293-23-6622

新アドレスbqbwm583@ybb.ne.jp

新アドレスkrt_tejima@yahoo.co.jp

新アドレス qbffb472@yahoo.co.jp

新TEL番号03-3945-8464

新TEL番号050-8884-3247

新住所〒194-0036町田市木曽東4-12-イー16-403

斉藤

藤井

山口

栗本

靖子

泰代

知子

はるみ

039

074

342

356

39O金井達雄

499鈴木暁美

惟人

美都子

暎功

明文

規夫

手島

大脇

志賀

斎藤

川住

551

563

616

620

637
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閉園圓鬮匠
2008年1月No.36別冊

紹介内容
①会員番号・氏名②住所・電話．ETnail

③生年月日④経験本数⑤年数⑥ランク

⑦入会動機⑧好きなポイント

⑨ダイビング以外の趣味⑩コメント

①669山嵜由江(やまざきよしえ）

②〒174-0071板橋区常盤台2-11-9

TEL&FAXO3-5997-7544

E-mail:grandmamma-ba-ba@wd5.so一net.ne.jp

①668川瀬和恵(かわせかずえ）

②〒362-002l埼玉県上尾市原市4283-1

TEL&FAXO48-721-3340

へE-mail:kkawase@ageons.jp

③1939.3.10④425

⑤1400W

⑦ｼﾆｱ同士の交流と安全

潜水とスキルアップしたい

ので。又ツアーに参加した

いので入会｡

⑧トウバタハリーフ

⑨ゴﾙﾌ､スキー､ドライブ

③1952.10.11@123

⑤2年⑥AOW

⑦伊豆大島で松田さん父娘

から貴クラブの存在を知り

ました。同年代の仲間を

探していたので入会を希望

しました。

⑧伊豆大島・秋の浜。

⑨お酒を飲むこと、下手7

。
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⑩スポーツクラブでダイビングを勧められて当時54才

の自分自身に挑戦してみようと始めましたが、船酔

波酔がひどく自分には合わないので辞めようと思い

つつ苦しみを忘ｵじて又次のツアーを申し込んでしまう！

それ程海の魅力に引きつけられ、いまだ酔と戦いつつ

海の虜となりダイビングを楽しんでいます6会員の

皆様よろしくお願いしますも

⑨お酒を飲むこと、下手なゴルフ、始めたばかりの

手織り。

⑩復興後の三宅島海底映像をテレビで見てダイバー

になりたいと思い、0Wを取得しました。その後、地域

のショップツアーに参加しましたが、朝が早く体力的

に無理と判断し一人で行動するようになりました。

現在は働いてはダイビングに使い、働いてはまたダイ

ビングヘという会社員と主婦をしています。今はジン

ベイザメに会いた－いです6

へ

個人情報の保護に

充分注意して下さい。
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①670束田みちほ(つかだみちほ）

②〒144-0051大田区西蒲田5-3-8

TEL&FAXO3-3734-3955

E-mail:michiho@jp.bigplanet.com

③1948.8.9@10

⑤0.4年⑥0W

⑦貴クラブ会員の親類の

勧め。

⑧

⑨俳画、手織、パソコン、

水泳

⑩3人の子育てが終わり、

90歳の義母の介護中です。今、自分が元気なうちに

と､この歳まで思ってもみなかったダイビングを始め

ました｡魚たちが自由に泳いでいるのをそばで見て

とても嬉しかったし、感動しました。まだまだ初心

者､不安もありますが皆康のお仲間に入れていただき

たいと思いますもよろしくお願いします6

①671横山佳枝(よこやまよしえ）

②〒180-0003武蔵野市吉祥寺南町1-31-2

パークロイヤル606

TELO90-4711-7823

kai-d-lab@docoIno.ne.jp

E-mail:kaidesingjp@u01．9ate01.comE-mail:kaidesingjp|

③1950.6.7④310

⑤8年⑥AOW

⑦知人の紹介。

⑧伊豆・伊東・白根、

小下田・飛島

⑨フリークライミング、

岩登、沢登、山スキー

⑩体を動かすことが好き

です。今までダイピン

■

です。今までダイビングもどちらかと云うと泳ぎ

まわるようなスポーツダイビングが多かったように

思いますbいつもほとんど伊豆で潜っていて海外の

海をあまり知りません。海外にも行ってみたいと

思っておりますb伊豆の厳しい海も大好きですが。

018坂東正朗

026

062

143

181

良縁寺悦子

狩野 幸 繁

斉藤 行 生

平山 英 子

364百野博久

454

518

646

金城 順 子

中島三沙子

鈴木 麗 子

-／住所、アドレス変更、
新住所=r270-0121流山市西初石1丁目756-4

新TEL&FAXO4-7197-2754

新アドレスe.ryoenjiuO702393-2-16@ezweb.ne.jp

新アドレス yks_kano5030@ybb.ne・Jp

新アドレス gyou_sei@dO4.itscom・net

新住所〒590-0074堺市堺区北花田口町2-2-9-310

新TEL&FAXO72-245-6578

メールアドレスpoco-a-poco@gaia.eonet.ne.jp

新住所〒270-0137流山市市野谷660-1

ザ・フォレストレジデンスP-1117

新TELO4-7158-8085

新アドレスhmomollo@fiberbit.11et

新アドレスj.kinjoLl@pac9811.com

新アドレスmisako33@kal.koalanet.ne.jp

新アドレスsuz-ocellaris-1019@w4.dion.ne.jp

周|扇|胴

2008年総会・懇親会
2008年総会・懇親会のお知らせです。是非カレン

ダーにスケジュールを書き込んで下さい。

日時

会場

2008年6月1日（日)12:00～16:00

恵比寿イーストギャラリー

へ

へ



年頭所感
005会長大隅楠夫

新しい年が始まります6

歳を重ねるにつれ、年が変わることは必ずしも楽し

く感ずることばかりではありませんが、気分を一新

して今年は何処へ行こう、あそこへ行こうと計画を

立てている会員が多いことと思いますb

SDCでは創立から13年間、会員が緊急入院した

例はありますが、大きな事故(死亡・大きな後遺症）

の情報は届いておりません。安全潜水の伝統が守ら

れてきた証だと思います。今年も安全潜水の心得を

再確認して楽しい活動を続けたいと願っています6

世の中では中高年ダイバーの増加に伴って中高年

へダイバーの大きな事故増加が問題になっており、受け
入れ側のダイビングショップは慎重になっていますb

SDCが過去大きな事故なく運営してこられたこと

は特筆すべき活動だといえますb

一方で経営上の必要性もあって、以前はあまり重き

を置かなかった中高年ダイバーのケアに力を入れ始

めたショップが増えてきました。この様な配慮ある

ショップを選ぶことがベターだと思います6

SDCの13年間の活動を振り返ると、当初会員数

が少なかった時代は、皆で素朴に安全潜水を楽しん

だ後の仲間との語らいを楽しみにした活動が行われ

ていました。その後会員数が増えて、仲良しグルー

プが出来、公認ツアー以外にも個人グループでその

A灘奎軍鍜態宴患各種同好会
懇親会が盛んに行われるようになりました。会報に

は公認ツアーの3～4倍実施されていると予想される

個人グループツアーの報告がほとんど行われないた

め、代わりに陸の懇親会の報告が多くなっているこ

とはご存知の通りですも

この懇親会の活動は特に関東地区では色々な広がり

をみせ、ダイビングの好みが異なり海では一緒にな

らない会員同士が､陸では一緒にトレッキングに行っ

たりジャズライブに行ったりしていますb

当初はツアーに行って知合って好みの仲間を見つけ

る流れがありましたが、現在では先ず懇親会に参加

して気の会う仲間を見つけて、その会員の参加する

ツアーに参加するケースが増えています6新会員で

公認ツアーよりも先に個人グループツアーに参加す

る人が増えて来ているのは、これら懇親会の効用だ

と思いますも

このようなSDCの活動に新会員が上手に入って

行くにはどうすればよいでしょう力も

地域別に考えてみると、全員に共通するのは年2回の

全国会員の集いである新年会、総会・懇親会に参加

することです。この懇親会出席を機会にツアーに参

加した会員が多いと思いますb関東地区および関西

地区ではそれぞれ様々な懇親会が行われていますb

ここも仲間を見つける良い機会となりますb

地方の会員でこの様な懇親会に参加する機会の少な

い会員の場合は、SDC公認ツアーから入る事にな

ると思いますも自分にマッチすると思われるツアー

があれば、リーダーに問い合わせ色々情報を得なが

ら参加するのが良いと思います。またツアー担当を

初めとするSDC役員に相談すればアドバイスが得

られると思いますも

懇親会あるいはツアーに参加した時に最初に注意

したいことがありますも

先ず人の考え方には色々 あることを知ってください。

自分と異なる人生観を持つ人がいた場合、同調はし

なくても認めることが出来れば、幅広い交流が始ま

りますb仲間を増やせるかどうかは自分次第ですb

引退したのにいまさら嫌な人と付き合うのはごめん

だと思うのは当然ですもただ初対面の印象やうわさ

だけで判断せず、自分と性格や考え方が違うからこ

そ話して楽しい仲間を作ってください。

付き合いを始める時、原則としてお互いに過去の具

体的な社会的な地位などは持ち出さないようにして

います6現在の話、未来の話をできる人が期待され

ていますbそして自分の得意な知識・経験を生かせ

る場合には、積極的にリーダーシップを発揮したり

手伝ったりすることが理想ですb

1
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フリーウェイツーリスト倒産に関して

005大隅楠夫

すでにご存知の会員が多いと思いますが、SDC

賛助会員であったフリーウェイツーリストが10月30

日に破産手続きを申告し、11月2日付けで破産手続が

開始されました。

フリーウェイは、紅海、ココ島、ガラパゴスなど

比較的遠いダイビングサイトに強い地盤を持ち、丁

寧な情報提供、対応をしてくれ、多くのSDC会員

が利用していた旅行会社だけに大変残念なことですb

この倒産により影響を受けたSDC公認ツアーは、

2007年12月のロロアタ、2008年1月のパラオ、2008年6

月の紅海ですbこの他個人グループでパプアニュー

ギニア、ガラパゴスなどがあるようですb

これらのツアーは中止あるいは他の旅行会社に業務

を移管してツアーの継続が検討されていますb

ツアーに参加予定だった会員は、機会の損失という

大きな打撃を受けましたが、経済的には幸いなこと

に、フリーウェイの加盟する日本旅行業協会の弁済

業務保証金により、振込んだ旅行費は全員に全額弁

済される見込みです6

SDC活動の核をなすダイビングツアーにおいて

このような事件は初めてのことであり、今後のツアー

企画のために旅行業に関して調査し分かったことを

報告しますbSDC会員には更に詳しい情報をお持

ちの会員がいると思います。追加情報あるいは訂正

すべき事項がありましたらお知らせください。

1．旅行業業界の環境

帝国データバンクは次のように分析している。

「2001年から2007年9月までの旅行業者の倒産は264

件発生。SARSの影響を受けた2003年が50件と最多で

ある。その後減少傾向が続いていたが、2007年は9月

までに32件発生、再び増加基調に転じている。原油

高による航空料金への燃油サーチャージト伽や円安

の状況にあったことから、脚､|､|などの旅行に割高感

が広まり、需要減から厳しい経営を強いられ、倒産

に至る旅行業者が散発する可能性がある。」

粗利益10％といわれる旅行業業会は、厳しい経営

環境にあり、全く問題なさそうなのはJTBくらいとい

われる。業界大手の近畿日本ツーリスト鰊)は2007年

12月期の連結最終損益が41億円の赤字になる見通し

となり、配当が見送られている。

我々がよく利用するダイビング関係の旅行会社でも、

今後倒産するところが出てくる可能性がある。

2．旅行業の登録制度

旅行業は業務の範囲(募集型､受注型)により第1種、

第2種、第3種、旅行業者代理業の4種に区分・登録さ

れる。海外・国内の募集型・企画旅行を組める旅行

社は第1種で、雑誌などでツアーを宣伝・募集してい

る。第3種は受注型企画・手配旅行を扱う。

3．旅行者の保護

旅行業務に関しては、旅行者の保護を図るために

法律により一定の金額を営業保証金として法務局に

供託することを義務付けている。旅行会社が破産し

た場合、一般の債権とは別に旅行者にはその営業保

証金の範囲内で弁済される。 内

営業保証金は旅行者との年間取引額に応じて、第1種

7,000万円以上、第2種1,100万円以上、第3種300万円

以上である(日本旅行業協会に加盟している場合は、

弁済業務保証金分担金として営業保証金の5分の1を

納付すればよい)。

フリーウェイの場合、第1種旅行業で登録し、日本

旅行業協会に加盟して1,400万円の分担金を納付して

いたので7,000万円が旅行者への弁済原資となる。

年間取引額が10数億円と比較的小規模であったため、

今回の倒産に関わる旅行者が振込んだ旅費は全額弁

済される見込みである(日本旅行業協会情報)。

4．教訓

(1)旅行会社には倒産のリスクがある。

(2)旅行会社の選定においては、経営者、窓口担当／･･、
者が信頼できるかどうかだけでなく、弁済能力

も考慮に入れる必要がある。

(3)旅行会社の弁済能力は、営業保証金及びその他

の供託金と取り扱い旅行費の額とのバランスか

ら考える必要がある(一般旅行など手広く扱って

いる取引額の大きな旅行社の場合、弁済能力が

低い可能性がある)。

(4)SDC公認ツアーにしる個人グループのツアーに

しろ、旅行会社倒産のリスクがあることを認識

して参加の申込みを行う。

＊日本旅行業協会加盟会社の内容は次のIPで確認で

きますbhttp://Wwwbjata-net.or.jp/

本件に関連して本号同送の「SDCダイビングツアー

参加確認書｣を改訂しましたのでご注意ください。



SDCツアー参加に関して

「安全潜水の伝統を守るために」として2006年7月

発行の会報30号で、次の2つの強化策をお願いしまし

た。

1）ツアー参加に関する家族の同意書

2）ツアー参加時の海外旅行障害保脚ﾛ入

今回のフリーウェイツーリスト倒産の教訓から、

あらためてツアー申込みの時点から自己責任を自覚

していただくようお願いします。本号同送のツアー

参加確認書の一部を改訂しましたので､今後のツアー

申込みの際にご使用ください。

これを機会にSDC公認ツアーに参加する場合の

/－，マナーに関して、再度確認したいと思いますb
これは新しい会員のみならずベテラン会員もツアー

リーダーのご苦労を考えて、是非手を抜かないで実

施をお願いしたいと思いますも

ツアー参加の流れ

1)ツアー計画の発表(会報）

2)申込みに際して、ダイビングポイントをある程度

自分で調べた上で、どのようなダイビングになる

かリーダーに問い合わせる。

3)自分の期待および経験・スキルが一致したら参加

の可能性をリーダーに打診する(いきなり参加確

認書を送りつけない。ダイビングは広い楽しみ方

があります。どういう楽しみがあるか、どのよう

R茱睾懸欝轍､ﾐｽﾏｯﾁはお互w≦
4)家族の同意印を得たうえで参加確認書をリーダー

に郵送する。

5)旅行業者から送られるツアー参加申込書および請

求書をよく読んで理解した上で申し込む。

6)不明な点があればリーダーに問い合わせる。

7)ツアー出発までに、ツアーにおけるダイビングを

想定して準備する(ブランクあるいはスキルに不

安がある場合はスキルアップトレーニングを受け

る)。

8)ツアーに参加したら、出来るだけ自分のことは自

分で処理して､ツアーが楽しくなるよう協力する。

（ツアーも後半になると皆疲れが出てきて、スト

レスが溜まりやすくなり、普段何でもないことに

イライラする場合があるので気をつけよう。）

ツアー参加確認書

参加確認書は電子媒体による提供が可能です6

ダイビングツアー担当者までお問い合わせください

リーダーは参加希望者から問い合わせがあり、参加

可能な場合、参加確認書をメール添付あるいは郵送

で参加希望者に送ると確実ですb参加希望者は参加

確認書に捺印､家族の同意印を得た後ツアーリーダー

に郵送してください(FAXやメールではなく)。

連絡に関する注意

電子メールは非常に便利な手段ですが、お互いに相

手が読んでいることを確認しながら交信を行うよう

にしましょう。

メールの場合、相手に届かない場合もあるので、連

絡の受信メールには受信した事を必ず返信して確か

めましょう。

参加希望者は対リーダー1人ですが、リーダーは対参

加者全員と交信するわけで、できるだけリーダーの

負担を軽くする協力姿勢が大事ですも

メールで不安な場合は、電話で確認しましょう。

以前からSDCツアーでスキルアップをうたうと、

参加希望者が少なくなる傾向がありますb自身のス

キルに自信過剰な人、歳が歳なので早い所有名ポイ

ントに潜りたいからスキルアップのような易しいポ

イントのダイビングはごめんだと考える人がいるそ

うです6

ダイビングは通常人間が住めない世界で遊ばせても

らっていますも「海の情報交換室」にもありました

が、楽しみ方にも段階があります。シニアの場合は

特に飛び級を期待しないでできる所から進みましょう。

心得の2)を思い出してください。

シニアダイバーの心得7か条

（山見信夫恥､M31号より引用）

1）定期的に健康診断を受けましょう

2)自分がつんだトレーニング以上のダイビングに

拶職しない

3)体力の温存も大事(エキジットまで余力を残す）

4)潜る前に必ず準備体操をしましょう

5)諦める勇気を持つこと(器材、体調、天候、海況、

スキルなど不安があったら見送る）

6)基礎体力を付けることも忘れてはいけません

7)決して1人で潜らないこと、あるいは水中で1人きり

になるようなダイビングはしないこと

3
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、伊豆大島～ニタリに逢えるかも～
（ツアーNO.7222007年9月18日～21日）

リーダー&レポート062狩野幸繁
L

「ニタリに会えるかも？」という副題を付けて、

例年9月か10月に伊豆大島のツアーを催行しているの

ですが、今までは滞在中、遠目・チラリでも一回は

見られたのですが、今年の9月18日(火)～20日(木)の

ツアーはついに一回も現れず看板倒れになってしま

いました。

初日は、透視度2伽くらい一寸波立っていましたが

良い海でした。

ポイントは当然「秋の浜」、一本目は正面アオリイ

カの子供達の群を見ながら沖へ。

常駐のジョーフィッシュに挨拶して「あさひの根」

の手前で大きなカスザメを見てUターン、ニシキフウ

ライウオのペア･サンゴハナビヌメリ・オトメハゼ・

ウデフリツノザヤウミウシなどを見ながら浅いとこ

ろへ。エキジットの梯子の付近はソラスズメダイが

沢山群れていてとても綺麗でした。

二本目は、左手の砂地の方へ。エントリーした直ぐ

下にコウワンテグリが、砂地の方では、セミホウボ

ウ・ヤシャハゼ・ネジリンボウ・ハナハゼ等の砂場

の住人(？)が出ており、流れ着いたインドヒメジの

幼魚も見られました。

二本目はまた正面へ｡昨日よりもう少し沖へ出てスジ

ハナダイ・カシワハナダイ・レンテンヤッコを見、

帰りにはハナアナゴ･カガミチョウチョウウオ・ノコ

ギリヨウジ等を見ながら梯子の下へ。このあたりは

イワシの子供達の群がいて、それにカンパチの若魚

が突っ込んでいました。

三日目も「秋の浜」

一本目はまた正面ですが昨日より更に沖に出て、「あ

さひの根」まで足を伸ばしました。ここは一寸深い

のですが、クジヤクベラ・デルタスズメダイ・ウイヘ
ゴンベ･スケロクウミタケハゼ帰りには、ワニゴチ・

アイゴの子供達の群･ブダイベラ・クリアクリーナー

シュリンプを見て梯子へコワラサが数匹出てきました。

二本目(ツアー最後のダイビング)は、もう一度右へ。

ムツの群・イサキの群を見ながら進む。かなり深い

ところにクダゴンベが、そのちかくにヤリイトヒキ

ベラを見て帰途に。中層を見ながらでしたがついに

ニタリは現れず。梯子のところで、イワシの子供を

追うカンパチと今度はダツも居ました。

三日間どちらかといえば、マクロの世界でのダイ

ビングでしたが、水は比較的綺麗だったし、他のダ

イバーもあまり居らず、ハゼ類にも結構寄れてよく

見られたし、水温も、5mでもインナーがあれば辛抱

できる20～23℃だったので充分楽しめました。来年も〆ﾛ、
企画するつもりです、今度はニタリに逢えるかも…。

参加者062狩野幸繁、342山口知子

475池田宮子
－－
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ニ日目も「秋の浜」

一本目は右手へ。途中ネコザメの卵(もうすぐ孵化し

そうでした)を見、ウミテングのペア・ガラスハゼ・

アカホシカクレエビ・マルガザミ・アカスジウミタ

ケハゼ等の底にいる小物ばかり、時々中層を見るも

ニタリの影もなし。
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一､テニス＆ダイブ
（ツアーN0.7242007年10月24日～26日伊豆にて）

リーダー062狩野幸繁レポート153本田稔

今回は1日目をテニス日とし遅めの1時30分現地集

合なので、朝のスタートはとても楽で、天気も良く

到着するやすぐにテニスを始めました。参加者は少

なめで､狩野さん､太田さん､奥原さん、藤巻さん、

本田の5名でしたが、さすがに皆さんテニスも巧く、

メンバーを入れ替えながら薄暗くなるまで熱戦を繰

広げ楽しみました。心地よい疲労を覚えながらも温

泉につかって､一休みしたところで、そろって夕食、

引き続き部屋に戻って宴会となり一日目の夜から酒

へ盛りとダイビングの話等で夜が更けていきました。
2日目はナッソーダイブの森さんのガイドで、今朝

到着した大澤さんも一緒になってIOPを潜ることにな

りました。曇り時々晴れの天候で、1本目は10時5分

にエントリー、水温は20～21℃、透明度10～15mで、

条件はそれほど良くありませんでしたが、キピナゴ

の群れ、アジ、イサキ、イナダ、ブリ、大きめのア

オブダイ、ワラサ、オトメハゼ等かなりの種類を見

ることが出来ました。

へ

割

－戸

一
一

上寿煙蓄|__g

ロ

繁殖期のスジコウイカ

2本目は11時59分にエントリー、最大深度26mで、

ねらった魚は「クマドリカエルアンコウ」ですb魚

体は小柄で岩の壁面に寄り添ってあまり動かないの

で、ガイドの森さんが教えてくれるまで良く分かり

ませんでしたが、はっきり見ることが出来ました。

色は黒と白の2種類がいて、黒の方が珍しいそうで、

私は今回初めて、両方見ることが出来ました。どん

な魚かはナッソーのホームページの「今日の海」

10月21日に写真が載っていますもその他の魚として

は1本目と同じもの、南国で見られるツノダシ、ミナ

ミハコフグ等種類は豊富でした。昼食をとらず続け

て2本潜ったので遅めの食事をし、後はそれぞれ休息

するなどゆっくり過ごしました。

ミナミハコフグ幼魚

3日目は残念ながら南大東島付近で発生した台風の

余波なのか、天候は早朝から雨で予定のテニスは出

来ませんでした。ダイビングに変更しようとの代案

も出ましたが､朝食後脚轍となりました｡狩野さん、

皆さんお世話になりました。実質2日の中身の濃い楽

しいテニス&ダイブでした。

圖困囮
再度個人グループツアー情報提供のお願い

35号でもお願いをしましたが、今回のフリーウエイ

ツーリストの倒産でこの情報収集の重要|生を更に

強く感じました。公認ツアーの3～4倍は実施され

ていると予想される個人ツアーに関して、断片的

な情報はありますが実態はほとんどつかめていま

せんb

個人グループツアーで利用している旅行会社お

よびダイビングショップの情報を全会員が共有化

できるようになれば、ツアーを企画する時に役立

てる事ができると考えます6

32ページの個人グループツアー情報を参考にして

是非情報提供をお願いしますb

ツアー担当又は広報担当まで
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初島＆土肥ツアー
(ツアーNO.7272007年9月20日～21日）

リーダー&レポート026良縁寺悦子
、

9月20日午前8:20熱海駅に全員集合！ぶちアイ

ランド金子さんの出迎えで熱海港から船で25分、初

島へ到着した。天気は良いのだが風が朝よりも少し

ずつ強くなっているようだ。「海はどうかしら」と

見てみると海面がパシヤパシャと波立ってきていた。

1本目はフタツネヘ、キビナゴの群にタカベやワラサ

などが見れましたが、先週末の八丈島から日本を縦

断し北へ去った超大型台風の影響で透明度が･･･1本

目を修了した時点で波も高くなって来たので終了す

ることにした。

器材も干しランチも終えたところで、「島の反対

側は風も無くベタ凪ですが」と海を見てきた金子さ

んから連絡全員干した器材をメッシュに入れ車で

反対側に向かうと海は鏡の様に静かなくた凪rでした。

ポイント(ニシマト)に到着しエントリーも海が凪な

ので楽チンで沖へ向う。巨大なタイヤを魚礁に作っ

たポイントだったがココも透明度が悪く、ダイブタ

イム30分で浮上して、順番にエキジットを始めよう

とすると、風も吹いていないのに突然うねりのよう

な高波が浜に押し寄せていた。ビーチポイントなの

でスロープが海中まであるのだがEXが難しそうなの

で、金子さんが先に上がり岸から30nほどのボンテン

(浮き輪)に全員を待たせ、1人ずつ合図を出しEXさせ

る事になった。

まずは一番目「私、タンクをしよっては歩けない

ワ」と言うoさんは、BCとタンクとウエイトをつけた

まま大間のマグロを引きずり上げる様に引き上げら

れた。待っていた水面から見ると、Oさんはタンクが

BCから外れかかっているのも気がつかず、タンクを

引きずりながらスロープを歩いているあたかもゴジ

ラが獲物を仕留め海に上がるようにも映ったしだい

で、待っている皆で大笑い。後で聞いてみると「火

事場の馬鹿力ね！」と言う、恐るべしOさん。

次はKさん、波で足を取られ、どんな風に引きずられ

上がったか覚えていない。ダイコンも外れていたが

ダイコンはすぐに見つかり戻ってきたけど･･･次は

私だ「こんな時は後ろ向きで上がるといいのよ！」

なんてゆうゆうと出て行ったが、後ろ向きで上がろ

うとすると大波で海に引き戻されまさかまさかの、

寄りきりで波の勝ち。「両足は海面に出てたわよ」

と、ボンテンで見てた人達は大笑い。

金子さんは必死だった｡少しすると現地のサービスの

スタッフ2名も加わり、全員EXが終了。誰一人かすり

傷もせず「ホッ11」しかし全員が400本以上の経験

者だったせいか金子さんに引きずられながらの顔は

ニャニャとして落ち着いている、これが初心者だっ

たらパニックになる者もいたかも．．。それにしても、

ガイドさんは力持ちがいいですねえ！

淵才をメッシュに入れ迎えの車に乗り込み島のサー

ビスに帰ろうと後ろを振り返ると、何と海はべた凪

の静かな姿に戻っていた。自然とは本当に恐ろしく~
不思議･･・

ぶちアイランドのワゴンに乗り込み西伊豆土肥まで

移動。ここで静岡からIさんが現地で合流し参加者

8名に。その夜は恐'布のエキジットの話を肴に土肥館

のご馳走と露天風呂で夜は更けていきました。

（
｝

9月21日は土肥のボートダイブ2本、伊豆屈指の

ビックポイント、サク根と飛島沖の隠れ根へ。イサ

キ、ワラサ、石鯛、メジナの群れが現れ、「生まれ

て初めて泳いでいるイサキを見て魚屋さんで売って

いるのと違ってあまりに綺麗で驚きました。」と大

きなIちやんが感激した楽しい1日は終了したのでし

た。

ここでぶちさんとTちやんとはお別れ、TXrⅧIさんの

親方(オーナー)の迎えで次の目的地､安良里へ移動。

「明日はどんな海が待っているのだろう」

参加者の皆さんのご協力に感謝ですもありがとうご

ざいました。
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､「 西伊豆安良里ダイビングツアー
（ツアーNO.7282007年9月21日～22日）

リーダー172島尾愛子レポート506國師三起子
I

とてもきれいな所です｡ただ、かなり上層を泳いで

いたのと透明度がいまいちだったため、その美しさ

を満喫できず残念でした。

ここでは60～80cmもあるマダイを見ました。大型

魚はみんなこんなのでしょう力もまばらになって群

れていました。ほとんど移動していないかのようで

した。中にはlm近くまできたのもいてお腹に青い小

さな斑点があるのが良く見えました。こんなに多く

のマダイがこんなに大きくなるまで生き延びてきた

のが不惑義でもあり驚きでもありました。タイが群

れている後ろを白い尾が目立つ魚の群れが通って行

きました。メジナでした。ほかにもたくさんの魚な

どを見せてもらいましたが、上記は強く印象に残っ

たものです。安良里は透明度のいいとき是非また行

きたい所です6

9月20日良縁寺さんリーダーの土肥でのダイビング

を終え、TMSmilさんの車で安良里へ。何も外国まで

行かなくても安良里はいい所だと、またある人から

は激しい流れに逆らって船まで泳いで帰るのだと、

別の人からは難易度が高いから自分は行かないと聞

いていましたので、期待と不安を抱いての安良里入

りでした。

翌21日朝、埼玉から来られた氏家さんが加わって

参加者は9人でした。

へここでのボートダイブはタンクを背負って船に乗る
というスタイルでした。両日とも晴れていました。

海は概して穏やかでしたが、水温は22～23℃と低かっ

たです。先の台風の影響で透明度は良くありません

でした。2日間「沖の根」と「御黄金」に4本、親方

のガイドで潜りました。

2回目の「沖の根」、グループの後ろの方からつい

ていっていた時、岩の裂け目？を黄色っぽいllnもあ

ろうかと思われる巨大な魚が2匹連れ立って泳いでい

るのを見つけました。何だろうと思ったとたんカメ

ラを持った島尾さんが突進していました。後でコロ

ダイだと教えてもらいました。その後見たイサキの

群れは凄かったですbあちらからもこちらからも湧

き出てくるようでした。何百匹もいたでしょうか。

A蝋駕締聿鰯雲艫:懸二
かなり長い時間を過ごしました。ダイバーならでは

味わえない至福の時でした。

「御黄金」ここは島尾さんお勧めのポイント。たぶ

んベストポイントなのでしょう。ソフトコーラルが

TWTSWIさんは宿も兼ね家庭的で心地良いお店ですb

ダイビングから帰ったらお風呂を用意してくださっ

ており、冷えた体を温めることができ有難かったで

す｡お夕飯はとてもご馳走です。親方のお母さんと

タケさん(親方の弟さん)の奥さんが作ってくださっ

た心づくしの数々のおいしいお料理、シニアには多

すぎるほどでした。夕食後はビールなどを飲みなが

ら女性ばかりのにぎやかなおしやくりが長時間尽き

ることなく続きました。これも楽しい時間でした。

TWISIMIの皆さん､リーダーの島尾さんをはじめ参加者

の方々いろいろお世話になり有難うございました。

参加者

603氏家友枝007大西亀美代038川上秋子

357佐藤道子419村土あい子172島尾愛子

24O山本伸子026良縁寺悦子506國師三起子

一
■

一一

; 職
一

＝

三一

霊 ご貢＝
可

扉
■

'Mtil『

帝

＝■

鄙 一
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「あこがれのﾓﾙデｨブで感動の200本
（ツアーNO.7292007年10月4日～11日）

（，Jー"‘坂東正”ゞポー§”祖父尼倭￥

r可

ダイビングを始めて、いつの日にかモルディブに

行きたいと願っていました。数年前のインド洋の津

波の時は、本当に悲しい思いでしたが、やっと願い
が叶いました。

なおかつ200本記念ができれば･･･などと思っていまし

たが、それも叶いました。

その上にマンタ25枚という最高のプレゼントつきで

感動1感動！感動！

様にカラフル､多種､そして魚影も濃いものでした。

モルディブ固有種も多く、クマノミ、アカモンガラ、

パウダーブルーサージョンフィッシュ…

もちろん､ナポレオン､ムレハタタテダイ、マンタ、

ヨスジフエダイ、ムスジコショウダイ、ヒメフエダ

イ、ウツボ、etc.･･･

モンガラカワハギ､サザナミフグ、ウツボは、メタボ

かと思うくらい大きくおっとりしていました。

殊にマンタは、多数がWOの様に接近して大迫力でし

た 。へ
最終日ホテル内のイタリアンレストランで、河原さ

んの誕生日&150本と私の200本のお祝いをして頂き、

坂東さんのお計らいで、ショップよりTシャツまで頂

き、忘れられないモルディブになりました。

帰りのスピードボートで満天の星、天の川を頂き、

名残惜しい帰国となりました。

体調の悪かった河原さんも最初の一日以外は一緒に

潜れて、本当に良かったと思いますも

こんなにモルディブを楽しめたのもSDCに入会して、

色々な方々にスキルアップのアドバイスを頂いたお

蔭と感謝しますも次は300本めざしてがんばるぞ！

10月4日リーダーの坂東さん以下計6名で成田から

スリランカ航空にて現地時間午後8時過ぎ、モルディ

ブ･北マーレ環礁・パラダイスアイランド入りをしま

した。

雨季の終わりとのことで、首都マーレのフルレ空港

からスピードボートで嵐の中約20分、ホテルのある

島に到着ですもその後数日夕方に嵐の様なスコール

がありました。

ホテルは五ツ星、お掃除が行き届いている洗練され

たリゾートで、まるで映画かドラマの中に自分がい

るようでした。

参加者左から128

537

018

平野

奥原

坂東

昌子

研二

正朗

祖父尼倭子

河原智怡

島田美世子

619

618

166
（
）

パウダーブルーサージョンフィッシュ

ダイピングは、ホテル内のデルフィスダイビング

センター。スタッフは外人も含めベテラン揃い、我々

は､日本人スタッフの津金千尋さん､時々外人スタッフ

という形で、初めての私にとってお魚の名前、我々

の好みなどよく対応してもらえて助かりました。

流れの強い時一度を除いて全員一緒で、ベテランの

方が多いのでとても安心して潜る事ができました。

海の中は、一言で言って、魚の図鑑から飛び出した

8



感動1感謝！モルディブ

618河東智怡

ZOO8年は国際サンゴ礁年！

サンゴ礁保全を目的とした国際的な協力の枠組で

ある「国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)」は、

2008年を「国際サンゴ礁年」とすることを決定しま

した。「国際サンゴ礁年｣には､世界各国において、

大勢の人にサンゴ礁についての理解を深めてもらう

ための普及啓発活動や、多様な主体(企業、NGO、行

政、研究者、市民等)が連携したサンゴ礁保全活動が

展開されることになっていますも

活動のコンセプトは「まず知る。体験する。守る。」

だそうですも私達ダイバーは知る、体験するの段階

はすでに終了しており、『守る』を如何に実践でき

るか、海に遊ばせてもらっているものとしての課題

であり、責任ではないかと考えます。では、どう実

践するの力も

サンゴの敵はいろいろありますb地球温暖化によ

る水温の上昇、陸上での乱開発による赤土の流出、

オニヒトデなどによる食害、ダイナマイトや毒物に

よる漁業方法、そしてスノーケルやダイビングや

ボートなど海のレジャーによるダメージなどですも

我々には手の負えない社会的な問題もありますし、

サンゴの移植、水中清掃などの積極的な活動もあり

ますが、私たちにも手軽にまず実践できる守り方が

ありますbそれは陳さない』ということですも触

らない、砂をかけない、それだけでもサンゴは守ら

れます。特にカメラを持つダイバーは私も含めて、

大いに留意すべきです。サンゴに触らないと写真を

撮れない状況の時は写真を諦めるという優先順位を

持ちたいと思いますも

最近ではサンゴ保護のためグローブ禁止のポイン

トが増えました。まだ初心者の頃に、GBRでグローブ

禁止ということで初めて素手で潜ったときは不安で

したが、素手だというだけで、不思議とサンゴに触

らないものですね。中性浮力の会得の為にも良い方

法と思いました｡禁止になっていないポイントでも、

サンゴに触らないよう、各自が注意して、少なくと

も私達ダイバーがサンゴの敵にならないようにした

いと思います6

個人的には、もう1つ、ブイの設置を訴えたいと思っ

ていますb沖縄の離島では、まだまだアンカリング

が主流です。アンカリングは船の漂流の可能性もあ

り、サンゴにとっても、ダイバーにとっても危険だ

と考えますbダイビングショップの組合の方々に是

非考えていただきたい問題です6

（378西村麻美）

参考：国際サンゴ礁年公式HP:wwwbiyor.jp/

何年も前からモルディブに行きたいと思って、こ

の日の来るのを待ちかねていました。処が、一週間

前から咳風邪を引き､参加出来るか散々悩み出発の前

の日リーダーに電話をして、事情を話しましたら観光

旅行だと思って行けば良いのではないでしょうか、

と言われ皆さんに心配や迷惑を掛けますが、参加す

る事と成りました。

モルディブ－日目は一日体を休め寝ていました。

二日目天気も最高に良いし、体調も良いので潜って

みました。海底では咳が出ないので順調に三ダイブ

潜りました。ダイバーの圧倒的な人気のマンタ、

モンガラカワハギ、ベニマッカサ、ニシキヤッコ、

アカヒメジ､パウダーブツルーサージョンフイッシュ、

ヨスジフエダイ、など驚くほど沢山の魚達が見られ

ました。感動！感動1マンタが三ダイブも見られま

した。

へ

へ

モルディブアネモネフィッシュ

パラダイスアイランドリゾートは美しいラグーン

と長いビーチが素晴らしいリゾートで、朝昼夜の食

事も満足でした。祖父尼倭子さん200本、私は150本

ダイブ、デルフィスダイビングセンターよりTシャツ

をお祝いに戴き、リーダー始め皆さん達に誕生日祝

いまでして戴き有難うございました。

感動、感謝です6

の』

秘1
1

、
弘

●G●●●
J

■

．
毫
匿
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西表島ツアー
(ツアーN0.7312007年10月18日～23日）

リーダー&レポート544海老原新
、

10月18日から23日まで西表島ツアーを催行し、参

加者は5名で少人数の和気あいあいのツアーでした。

東京組と関西組は石垣空港で落ち合い、丁度昼時だ

ったので、離島桟橋近くで八重山そばで腹ごしらえ

の後、安永観光船にて大原港へ。本日は北風が吹い

ているので島の北側にある上原港には船が着けず、

南側の大原港への接岸ですも

そこから迎えの車で約1時間、ダイビングショップ

「うなりざき」に併設のホテル・イルマーレに到着

しました。

イルマーレは半年前に建設され、洋室のバス・トイ

レ付の清潔なホテルで､窓からは海が一望でき、外

景･雰囲気ともにGmDo夕方には旧知の現地ガイド・

ソガッペこと曽我勲君の出迎えをうけ明日からのダ

イビングについてのブリーフィン父

夕食は近くの割烹料理屋でタマン、イラブチヤを始

めとする新鮮な魚介類や沖縄料理と泡盛でこれから

のダイビングに乾杯。

明日から21日までソガッペの案内でダイビングです6

19日は落水崎､ブルーラビリンス、波照間石の3本。

カスミチョウチョウウオやウメイロモドキの群､群、

群。ゴンベの類、クマノミの類、ハギの類、チョウ

チョウウオの類、等々盛り沢山の魚達の歓迎を受け

ました。

夕食は沖縄料理。マングローブガニ、アバサー汁、

各種ちやんぷる、そして勿論泡盛

20日は網取浅場、4番ポール、外離れ南、の3本。

ヒバシヨウジ、ニチリンダテハゼ黄色のジョーフィッ

シュ、キンセンハゼ､ハタタテシノビハゼ､ハナダイ

の類、そしてアカククリ。特にアカククリは幼魚、

中魚、成魚と3段階の珍しい姿を一度に見ることが出

来ました。

本日の夕食はソガッペと一緒にイタリアン。こんな

僻地でエー！というほど､洗練されて､美味しい料理

に舌鼓最初はワインでしたが最後はやはり泡盛

21日はアリス、鹿の川中の瀬の2本b鹿の川は大き

なアザミサンゴで有名な所ですb青い中層を暫く行

くとイソマグロが2蝋匹､捕食中で､右に左に、上に

下へと激しく動き回り、ものすごい迫力でしたが、

余りに激しく且つまとまりが無くおまけに少々深め

で光線が足りないので良い映像にはなりません。

本日の夕食は創作沖縄料理。既成のものと違った

チョッ卜したアレンジですが上品でこれがまた美味

い。

22日は翌日の帰りの飛行機が13時20分発というこ

とと、当日生乾きの機材のパッキングという慌ただ

しさを避けるため、ダイビングは中止して陸上観光

にしました。

この島には交通手段がないので、レンタカーを借り

ることにし、先ず向かったのは内浦川。川口より遊

覧船に乗ってゆったりとマングローブの林を見物し

ながら上流へ約30分、軍艦岩で下船し、そこから徒

歩で山道を45分、マリウドの滝、カンピレーの滝へ

到着。さほど大きくない南の島にこれだけの水量豊

富な滝が存在することに感動ですも

戻って再びレンタカーにて由布島へ移動。水牛車に

揺られ、御者の歌う沖縄民謡を聴くうちに島に到着

します。島内には特にこれといったものはなく、水

牛が水浴している光景が珍しい位ですが、よく観光

ポスターに出ている水牛車に一度乗ってみたいと思

っていたので、念願が叶ったというところでしょう

力も

これまで西表には何度も来ていますが、いつもダイ

ビングして帰るだけで、陸上の観光は始めての体験

でした。

今回のツアー参加者は門井久男、和子、国師三起

子、海老原新、昭子の5名で、旅行社はパラダイスア

イランズツアー(PIT)。費用は夕食代及び陸上観光を

除いて129,600円／人でした。

■

匡唾

へ
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西表島ツアー雑感

644門井和子

今回はSDCに入会して2回目のツアー参加でした。

少人数だったこともあって、いろいろなお話ができ

て楽しい旅でした。

特に、アフターダイブが心に残りました。毎夜の居

酒屋巡り、お魚もお酒もおいしく、とても良い雰囲

気に浸りました。

観光の日は一番の晴天に恵まれて、ハイキングも水

牛車に乗ったことも、ダイビング以上に面白く感じ

ました。

ダイビング中はいつも後方よりリーダーの海老原さん

がチームを見守ってくださっていました。そして女

性達とは介護や仕事などの同じような経験談に花が

咲き共感し合えた様な気がしました。

私は両眼とも緑内障を患っていますもこれ以上進

行すると手術をしなければなりません。手術は嫌で

はありませんが、傷口ができるのでダイビングは出

来なくなるそうです。私にとっては限られた時間の

中で「生き物達が織り成す海の世界の神秘さ」をこ

の目にしっかり焼き付けておきたいのですbそして

多くの人との出会いも楽しみですb

蕊
伊豆・富戸だより3

アジ の 河
563大脇美都子

11月の富戸、ヨコバマ｡水辺で朝の楽しいブリー

フィングですも

ガイドのお姐さん、昨日まで陸上勤務だったので

今日ははりきっていますb

「1本目は左のほうへ行きます。アジやイナダの

群がいっぱい来ているそうですから今日はそれを

見ましよう。」

「よろしくお願いしま－す！」

もう、夏の穏やかな水際ではありません。北東の

風が吹く波立ちの時期ですも足腰おぼつかない私

めは恐る恐るのエントリー。でも、潜ってしまえ

ば水中はいたって静かでそこそこの透明度。なの

で腕とカメラの調子さえよろしければヨスジフエ

ダイやフウライチョウチョウウオといった南から

来た可愛い幼魚の写真が綺麗に撮れますも

砂地をぐる－つと回っていくと、テトラポットの

お城の周りにアジの群、イナダの群、ムレハタタ

テダイの群。特にアジの群が緩やかな河のように

流れて行くのが素晴しいのでした。

だから、海から上がる時、早速「アジの群、すご

かったね！」とガイドさんに話しかけたので-すも

が、お姐さん、なぜか暗い顔をしているではあり

ません力も

「だめでした。」

「だめ…。群、いっぱいだったでしよ？なにを見

るつもりだったんですか？」

「アジの群｡いっぱい居るって、昨日ウチのスタ

ッフに聞いたからもっとぐっちやりいると思った

のに。がっかりですb」

「あんなにいてもだめなの？」

「はい｡全然65，6年前とまったく比べ物になりま

せん｡せめてもうちょっといてくれるといいのに。」

そうか､あんなんじやだめなの恥テレビ番組で、

「アジが減っている、やがて食卓にのらなくなる

かも」という話をしていたけど、ダイビングガイ

ドさんたちも、ひしひしとアジの減少を感じてい

るんですね。

しかし、今日の群が全然だめということは、5，6

年前の群って、どんなふうだったのでしょう。別

のガイドさんも「昔が懐かしい。あの群をもう一

度見たい」と言ってましたが。ダイバーも一緒に

流されてしまうくらいのアジ奔流だったのでしょ

うか…。日本中の食卓を1年中満足させる数って、

相当なことなのでしょうね。いまごろ、どこか別

の海で、「おお！今年はアジの群がものすごい！」

と大騒ぎしていることを祈るばかりですも

11
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カオハガン島ダイビングツアーレポー

L

(ツアーNO.7332007年10月26日～31日）

リーダー&レポート505永吉拓也

「何もなくて豊かな島・カオハガン島」とご案内

すると、参加メンバーから「何もなくて大丈夫かし

ら？」というご心配の声も。

フィリピン・セブ・マクタン島沖のオランゴ環礁

に浮かぶ東京ドームほどの島。1987年、ひとりの日

本人がこの島と出会い、「持続可能な島」プロジェ

クトを実行しています6

～以下、島主の崎山氏(カオハガン島公式HP)

http://Wwwbcaohagan.cowより抜糀

カオハガン島はどこまでも澄んだ刑剛礁の海に囲

まれ、ココ椰子が茂り、さわやかな海風が吹き抜け

る「南の島」ですb多くの人たちが心に抱いている

「南の島」への想いを満たしてくれる島です。でも

カオハガン島は、いわゆるリゾートではありません。

そこに住んでいる約500人の島民たちと一緒に暮らし、

一緒に考えようという「場」なのですb

ゆったりと心休まる場所。異なった文化を持つ人た

ちとの交流をする場所6大きな自然と肌を接して、

人間と自然との関係を考える場所も楽しい人たちと

出会える場所。そして、ゆっくりと、21世紀のある

べき価値観を考えることのできる場所bそんな場所

にしたいと思っているのです～。

そんな概念に興味を持ち、この島へ滞在するダイビン

グツアーを作りました。

参加メンバーの方々の中には、節水のお願い、高床

式の簡素なロッジでの生活、いろんな考え方を持つ

他のお客様との出会いなど､普通のダイビングツアー

とは少し違うな？と思われた方もいらっしやったか

もしれませんが、最終日に皆さんにご感想をお伺い

したときには概ねご満足いただけたようで嬉しく思

いました。

朝、8時からはじまる朝食で島の生活がスタートし

ますも我々は9時頃から15時頃まで、お昼はボート上

でのお弁当をはさみ、1日3本のダイビングを3日間実

施。18：30からの夕食、語らいの後、就寝という実

に健康的な生活を送ったのでした。

ダイビングは、セブでのガイド暦17年の鈴木さん

のお店、「サザナミマリン」。「ゆったり、のんび

り」のリクエストに応えていただき、時には60分を

越えてしまうことも。（もちろん無減圧潜水です）

初日に潜った「ヒロトガン」は、海洋保護区。水温

29℃、透明度151n以上のよい海況で、ロウニンアジの

群れから、オトリカクレエビまで、ワイドからマク

ロ派まで見ごたえのある1本b

他にも海洋保護区の「ナルスアン」、「タリマ」

など、マクタン島とオランゴ環礁エリアの代表的な

ポイントを潜り、常連でずっとついてくるツバメウオ

をはじめ、ウミウシからアジ･ブリ系、ウミテング・

ヨウジウオからフエダイ科、タカサゴ科、イサキ科

の魚、ハゼからチョウチョウウオ、スズメダイ．．と、

飽きることのない賑やかで暖かい海を楽しむことが

できたと思いますも

ただ1度、ニタリ狙いで入った「テンゴ」は流れが

強く、ポイントまでたどり着けずに断念。少し無理

なダイビングでしたね。

今後もこのカオハガン島のダイビングツアーを定

期的に行いたいと思っていますも人それぞれの考え

方もありますので、万人に賛同されるダイビングツ

アー先ではないかもしれません。快適に滞在し、大

物、魚影の濃い海を潜り．．、という場合は|司じフィ

リピンでそういう場所もありまれ

この島の「持続可能な島」プロジェクトにご興味

を持たれる方には非常に興味深い体験となるものと

思います。島の滞在費はすべて島民の医療、教育の

ために使われていますもいつかは島民自ら考え、運

営、維持していけるようになることを目指していま

す。「何かをしてあげる」のではなく、彼等と同じ

目線で見て、感じて、理解することから自分自身の

なすべきことが見えてくるような気がしていますも

ご興味のある方は、505永吉までどうぞも

参加者

5O5永吉拓也

188森重美智子

143斉藤行生

626小澤康弘

627小澤ユリ子

島の子供達

へ

へ



カオハガン島ツアーに参加して

627小澤ユリ子

何もなくて豊かな島「カオハガン島」、一体どん

な島？TVのウルルン滞在記が大好きな私としては興

味津々・早速ツアーリーダーの永吉さんに連絡し資

料を送って頂きました。が読んでいる内に段々不安

になってきました。崎山さん(島の所有者)の本も読

みました。色々不安な点を永吉さんに訊ねて「大丈

夫ですb何の心配もいりません」の言葉に参加を決

めました。

セブ、マクタン空港に到着した時は夜。暗くて稲

光のする海をバンカーボートでカオハガン島まで30

分も「明朝の景色が楽しみjでした。

朝の島は潮の引いた海で島民が大勢食材を求めて

内海に出ていました。人なつこい子供達と海に入り楽
しいひと時を過ごしました。朝食後はダイビング。

参加メンバーのリクエストは“の～んびり、ゆった

り”・ガイドの鈴木さんに毎回60分超えの、のんび

りゆったりダイブを満喫させて頂きました。

ヒルトガン島ではツバメウオがイッパイ！どこま

でもダイバーについてきますbナルスファン島では

ヤッコエイ、ウミテング、ヘコアユ、アオスジツバ

メガイ(ウミウシの仲間)。オランゴ島では流れの強

い中ニタリを求めて頑張ったけど残念1

最終日は終日フリータイム。各自島の中を散策。配Q

をしたり島民とミニパーテイーをしたりおみやげを

買ったり．.美しい夕焼けをながめ、SakiBarでお酒

を飲み最後の夜を楽しみました。

当初の心配は何だったのか？「もっとこの島に居

たいな～」後ろ髪を引かれる思いで帰国の途につき

ました。もし､心に疲れを感じたら是非カオハガン島

を訪れては如何でしょう？頭を休めたいリピーター

も多い様です6

最後にリーダーの永吉さんの行き届いたサポートで

楽しい旅が出来たことに感謝します6

息 ツアーリーダー、応榎（ます。

へ

ツアーの企画、立案、募集から申し込み手続き、

ご帰国まで、できるだけツアーリーダーのご負担

が少なくてすむようお手伝いいたしますも

右記、取扱い地域外でも国内外問わずダイビング

の安全性を第一に、ツアーをご提案いたしますも

ツアーリーダーとしてのはじめの一歩を踏み出し

てみません力も

一度ぜひお試し下さい。

SDCの活発なツアー活動に寄与できましたら幸

いです6

取扱い地域(SDCダイビングツアー定期催行エリア）

●伊豆･三浦半島初級者用スキルアップツアー

璃～6回程度日帰りまたは1泊2日

●カオハガン島(フィリピン）

初級者＆マクロ撮影派向

10月～6月年2～3回程度6日間

●緑島(台湾）初級者3名可。全12名まで。

10月・3月年2回程度7日間

●奄美大島※計画中。3～10月年3回～

他､特異エリア(シーズン･見物に合わせて企画･催行）

、ミリ(ボルネオ島)・ケニア(DV&サファリ)･シロ

ナガス鯨狙い・南ア(ワイルドフラワー）．他常時

開拓中。

（有)プラネツト･ワイCRセンター(神奈川県知事登録旅行業第3=852S)
ホームページhttp:/Mplanet-y毛r.biz

〒240-㈹22横浜市保土ケ谷区西久保町36番地TEL:045､5333-42MFM:M5-833-4210

担当：永吉拓也携帯④90-9965710)メール:namyoshimpl.itscdnnet
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－､石垣島ツアー初参加の記
（ツアーNO.7342007年11月7日～11日）

リーダー006大隅照子レポート609小松輝之

停滞する寒冷前線をものともせず、石垣島のアク

アガーデンに集まった面々は、女性4名、男性2名の

歴戦ダイバー6名。私は初参加で、ダイビングスキル

もまだ未熟、足手まといになるのではと、内心びく

びくしながらの参加であった。初日の夕食時に、明

日から参加の今澤さんを除く5名が勢揃い。テーブル

に揃って、いざ「乾杯！」とグラスをあげたとたん

に､まるで10年来の知己の如く、すっととけこめた。

不思議だなあ、この感覚。改まって自己紹介をした

わけではないのに｡大隅リーダーの云うに云われぬ、

暖かい雰囲気のせいなのだろう力も

さて、翌日の石垣の海である。天候は決して良く

ない。どんよりしている。それでも、ガイドの洋平

君はサービス糯申旺盛で、外洋に押し出し日本一の

珊瑚礁「米原ダブルリーフ」へ向かった。延々と続

く見事な王llI剛礁に、キンギョハナダイ、アカネハナ

ゴイが真っ赤な花びらを一面に散らしたように群れ

ている。その赤い花吹雪の中に、水色のデバスズメ

ダイが、湧き上がるように群舞する。しばし、うっ

とりと見とれる。至福の瞬間だも

マンタポイントにも足を伸ばしたが、残念ながら

マンタ君には会えなかった。帰りは、強い北東の風

にあおられて、大きな波が船を襲う。時に大波に押

し上げられて3mを超える高みから、一気にドーンと

落下する。恐怖の波濤だ。私は悲鳴に聞こえないよ

うに、わざと大声で歌を歌っていた。あとで聞いた

ら、やはり悲鳴に聞こえていたらしい。隠しても無

駄であった。

今年の石垣島は例年になく海水の温度が上がって、

サンゴやイソギンチャクに寄生していた褐虫藻が逃

げ出して、白化現象が起こったという。サンゴはど

うやら回復してきたらしいが、イソギンチャクはま

だ褐虫藻が戻っていないものが多く、白や黄色やピ

ンクのイソギンチャクをたくさん見た。これがイソ

ギンチャク本来の色だそうで、大変美しい。サンゴ

と違ってイソギンチャクは褐虫藻が無くても生きられ

るらしい。そのせいか、共生するクマノミたちも、

なんだ力嬉しそうだも

□

一
一

自李

一

驫蕊

〔陽

郷ﾔ|雁,‐

麺』｡

～

.■ﾛ安固

電電

毘里篭鯉

壷鐵

《
耀勝 鐘

鰹亮

…

繩

壌鶴
尋

鯉
騒塞鑿

露溌

純白のイソギンチャクとカクレクマノミ

4日間で8ダイブ6アカククリの幼魚、オイランヨ

ウジ､ハナミノカサゴと遊び、マダラウミウシのカッ

プルをひやかし、頭を下にして縦に泳ぐヘコアユを

追いかけ､巨大なキャベツのようなリュウキュウキッ

カサンゴに驚いたりして、透明な石垣島の海を満喫

した。

一

2日目から今澤さんを加えて6人が揃った。無くて戸、
七癖と云うが、この6人は非常に個性豊かで面白い。

一人一人紹介してみる。

リーダーの大隅さんは、のんびりして泰然自若たる

雰囲気の人だが、船の上では人が変わる。エンジン

が止まる気配がすると、急に活発に動き出すのだ。

フインを履き、ウエイトを締め、あろうことかタン

クまで背負ってしまう。ガイドの洋平君も、口をぽ

か－んと開けてびっくり。ちょっと早すぎない？3日

目には800本達成を祝った。

西村さんは、お魚博士。海で撮ってきた写真を見せ

て、「これなに？」と聞くと、即座に「サザナミフ

グ」「クロユリハゼ」と答えが返ってくる。この人

のおかげでダイコンの安全停止の表示の意味がはじ

めてわかった。いままで知らなかった方がおかしい

らしい。この人も3日目に500本達成。

今澤さんは、イラストレーター。この人のログブッ



自由なダイビング

628杉村明子

クはかわいい魚のイラストがたくさんで、とても楽

しい。いつも色鉛筆を持ち歩いている｡最終日、私を

描いてくれたのはいいが、タンクが外れてバタバタ

あわてている所を、しっかり記録されてしまった。

恥ずかしいな。

杉村さんは一番若い。3日目の1本目、ドボンと飛び

込んだはいいが、沈まない。懸命に頑張るが沈まな

い｡ガイドのユカさんが彼女のウエイトを持って飛び

込んできた。は、は、は、おかしい。レギュをくわ

えたまま笑ったら危険だけど、それでもおかしい。

命がけでおかしい。このひと船酔いが激しく、いつ

も船酔いの薬を飲んで乗船する。それが陸に帰って

きても薬が効いていて、陸ではいつもふらふら酔っ

ぱらっている。楽しい人だb

奥原さんは貝が好きだ。毎朝、早く起きて海岸を散

A歩する。きれいでかわいい貝を探すのだ。一度大き
いオウムガイを見つけたことがあるそうだ。海外だ

ったそうだけど、どうやって日本に持ち帰ったのだ

ろう。

私はといえば、タンクを外して大騒ぎしたり、日本

酒しか飲まないとわがまま云ったり、とかく問題児

ではありましたが、みなさん仲良くしてくれてあり

がとう。最後に社領さんの奥さんが流れてくれたレ

モングラステイーと、バナナケーキが香り高く美味

しかった。

帰ってきたばかりなのに、また行きたくなっていま

す。素晴らしい仲間、素晴らしい海、そして元気な

サンゴと魚たちに「乾杯！」

今回のツアー、凄い先輩ダイバー達なのに、皆さ

ん何の気取りも無く気さくな人達ばかりで、とって

も楽しい時間を過ごす事が出来て、参加して良かっ

たですも

前回の石垣島ツアーでは、お天気も良く大物から

小物まで色んな綺麗な海の中を見れてとっても良か

ったのですが、今回は、海は大荒れで大物も見れま

せんでしたが、「自由なダイビング」を体験させて

頂いたら、ダイビングの違った楽しさをみつけてし

まった様ですb

そして、SDCのIPを覗いたらビックリ。皆さんで

もう、くまのみ対決しちやってるじやないですか～！

私も～と思ったのですが、投稿の仕方(写真の大きさ

設定)が解らず、ヤメちやいました。

西村さんも小松さんもHPを､アットいうまにまとめて

ありビックリです。皆さんの素敵な写真をさすが、

凄い…と一人感心しながら、見させて頂きました。

写真は意地ですね、私もがんばりますも

楽しいツアーをありがとうございました。

『刃

●

へ参加メンバー
006大隅照子

537卿東研二

213今澤恵子378西村麻美

609小松輝之628杉村明子 オオモンカエルアンコウ

アクアガーデンよりご挨拶

皆さん、新年明けましておめでとうございますb

アクアガーデンの社領です。

l～2月頃は風や天候によって気温差が大きい石垣

島も、3月頃になると徐々に気温も上がり海が静か

な日が増えてきま魂水温は22～23℃くらいですb

マンタが有名な石垣ですが､イソマグロ、バラクー

ダ、バッファローフィッシュなどの大物に遭遇す

ることもあり、潜るたびに海の魅力が尽きない北

部エリアです。この時期のマンタは大体5割前後

の確率で出てくれます。透明度は、30m前後で水

はとてもキレイです。シーズン前ですので、のん

びり潜りたい方にはおすすめですb

(連絡先は37ページ賛助会員通信参照）

函

、

h霞
Ｐ
■

大隅さん8㈹本、西村さん5㈹本記念
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~､ダイビングをしながら世界の海を潜Iﾉめく､る

r世界一周の旅』
641今枝淳平

L

何処の海をまわってこられたのですか？

どのような風にして廻られたのですか？

用件を送信しても、その返事が、これが、まあ、待

てど暮らせど音沙汰が無い……。

やむなく、他をあたりだし､やっと、他のところの

話が、ようやく、ウマク軌道にのりまとまりかけて

きた、そんな頃を見計らってでもいたかのように、

「これは良いや」「これならいい」と、飛びつきた

くなるような凄く内容の濃い魅力的な返事がきたり

する。

もちろん「返事が遅くなって申し訳ない」などと

いう言葉は、何処にも書いてないし、そんな言葉を～

期待していては事が運ばなくなるので、いつのまに

か期待もしなくなったし、そんなことで、腹もたた

なくなりました。

という問いに対しては「そうですね、どこと、ど

こと－どこどこへ行ってきました」と、先回書きま

したように、地名を並べるだけで返事にはなると思

うのですが「何処の海へ行ったらよいか、最終的に

決まるまでと、決めるまでの経過」こそ、これから

ダイビングの旅をしようという方なら、知りたいこ

とだと思うし、予め、どんなことをしておかなくて

はならないか、そして、旅をする間に、予測できな

い、どんなことが起きるかを知っていただくと、きっ

といつかはお役に立つと思いますので、今回はそん

なことを書いてみたいと思います6

作業の一番はじめは「何処に行こうか？どんなと

ころが有るのか？そこでは、どんなものが見られる

のか？」を調べる事でした。

せっかくだから、今まで行ったことのあるところ

以外のところに出来るだけ行って見たいものだと思っ

たのですが、今まで行ったことのあるところを古い

LogBookを引っ張り出して拾い出してみると、結構あ

ちこち行っておりシパダン､マブール､アンダマン海

クルーズ、パラオ、ペルヘンチアン島、レダン島、

ピピ島､サムイ島､タオ島､プーケット､ダイブアジア戸、
クルーズ、グアム、モルディブ、紅梅、コスメル、

バリ島、グランドケイマン、ラヤンラヤン、ニュー

カレドニアミパヌニーシーマスター(クルーズ)マダン、

ワリンデイ、カオラック、スカンジナビアクルーズ、

一
一

｜
今

南アフリカ・プロテアの海

でも、この「何処の海へ行ったらよいか､最終的に

決まるまでと、決めるまでの作業」は困難を極め、

予想以上に、時間が膨大にかかり、大変な苦労を致

しました。

ご存知のように、今はネットで世界中が繋がって

いて、我々の若い頃のことを思うと、世界のあらゆ

る情報が、パソコンひとつあれば、本当に簡単に、

自宅で手に入る「超」便利な時代になったことは確

かですb

が、実際に事を進めようとすると、打てば響くよ

うに相手から返事がすぐ貰えるようなビジネス優先

の国は、殆ど無いことを、すぐに、嫌と云うほど思

い知らされましたし、これが目的地を決めるまで、

否、それどころか、旅が終わるまでついて回る、頭

痛の種の一つでした。

「ここぞ」というところに、思い入れたつぶりに

ポンペイ、シヤーク

ベイ、エクスマス、

ガラパゴス、カビエ

ン、ココ島、など、中

には、何度も行った

ところが何カ所か有

り、あらためて調べ

て見ると、結構、既

に世界中くまなく行っ

ておりました。

(37号に続く）

Ｆ
Ｆ

緑したたる絶海の孤島
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海に魅せられて
ガラパゴス(エクアドル）

033小村昌三（協力：034小村美枝子）
蕊蕊
多種類の野生動物と固有種に出会える島。

陸上にも人を恐れない鳥や動物が一杯。

ニックネームが付けられ、ブービィ、ペンギンと

言う風に分けられて、下船までそのグループで

行動を共にしますb残念ながら日本語のグループ

は有りませんでした。100名程の乗船者で日本人は

私たち2名でした。

2度目のガラパゴスは2004年で、ダイビング専用

船のアグレッサーに乗船しました。この時の目的

は大型のジンベイザメの撮影でした。6～7月頃(年

によって違います)ダーウィン島の周辺で見るこ

とができますも以前オーストラリアのエクスマス

でジンベイザメの撮影をしましたが、エクスマス

のサメとは比較にならない程大型のジンベイに遭

うことが出来ました。

ダーウィンの進化論で有名な島、感動の旅が味

わえますもお薦めのポイントです6

1996年と2004年の2度ガラパゴスを訪れました。

最初のときは初めの1週間はダイビングのヨット

で、島を回りながらのダイブでした。1日2～3回の

ダイブで昼食後島に上陸して烏や動物を見学して

回りますb夕食後次の島に移動をします62隻目の

船は陸上専用の観光船で豪華な設備の船でした。

夕食はコースデイナーで昼間とは違ったおしやれ

をしたドレスや服装でテーブルに付きます。キャ

ビンはまるで動くホテルのようにゆったりしてい

ました。

昼間の活動は英語、フランス語、ドイツ語、

スペイン語等のグループ分けをされて、それぞれ
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ちくりん工芸村＆芦生かやぶきの里巡Iノ
2007年9月8日（土)～9日（日）

世話役&レポート55O久保暁美
含皇遂
垂全

一

L

レポート480菅沼良次

京都市内を縦断すると北山杉に囲まれ曲がりくねっ

た山道に入る。このR162を北へ進むこと1時間ほどで

「美山町かやぶきの里｣に到着。ここは重要伝統的

建造物地区に選定されている。川(美山川)が流れ、

山の麓に茅葺の集落と田園が広がった農村の原風景

が見られる。

早速リーダーが用意してくれたおにぎりで腹ごし

らえ。川ではシュノーケルとウエットスーツ姿で鮎

の友釣りをしている。集落の入口には赤いポストが

「いらっしやい」と迎えるように立っている。各戸

の庭に備え付けられた赤い「消火砲」も印象的な景

色工芸品をおいている民家にあがったり、庭のコス

モスや､実をつけ始めた柿を見ながら集落を1回り、

今夜の宿泊地「ちくりん工芸村」に向かう。

ここはオーナーの武原さんが1年に1棟ずつ自力で

建てたログハウスが6棟，中には展望風呂を供えた立

派な建物や工芸作品の陳列室もある。すぐ横を流れ

る渓流にはあまごがいるとか、小さなサワガニが動

いている。夏にはホタルも見られると力も夕食には

早い時間だったがオーナーが用意してくれたおでん

と肉の煉製などを肴に恒例の呑会。ダイビングのこ

と、彼や彼女のこと…など続くこと数時間。

翌朝は9時から地元で人気の朝市に、お目当てのト

マトは売り切れていたが、各人、なす、ゴーヤ、さ

つまいも、きゅうり、水菜、小松菜など物色。

戻ってからは、今回の目的ガラスエ芸づくりの体

験だ6「サンドブラスト加工」といって武原オーナー

が開発したもの。ガラスや石、木などに砂を吹き付

けて彫刻の様に加工するもの。今回は厚手のガラス

カップやジョッキに加工｡それぞれ自分の名､子供や

孫の名、あるいは好きな人の名をデザインもイラスト

の得意なMさんはジンベエとマンタのイラストを入れ

ていた。デザインが出来上がるとカップを加工機に

入れ、手袋をした自分の手でカップを回しながら慎

重に砂を吹き付け削る。うまく仕上がるかワクワク

しながら見守る。先週モルディブでジンベエに手を

かまれたTさんb最初｢手が痛むからやらない」と言っ

ていたが皆の姿を見ているうちにやる気になり、オー

ナーに手伝ってはもらったものの見事仕上げた。童

心に戻って夢中で取り組んだひと時だった。

午前10時京都駅八条口出発、福王寺～高雄～京北

町周山と約2時間で到嵩ひとまず、山間の昔懐かし

い集落で一同お弁当をひもとき、かやぶきの里を散

策･…

午後3時頃、工芸村に入札ここは代表者武原正

生氏所有の野趣あふれる噸のログハウスが建てられ

ており、遊び友の会&もの作り工芸会員のみ利用でき

る施設で、桜・ホタル・紅葉・雪と四季折々の大人

のアウトドアが楽しめるくつろぎの場ですも

出会いを大切に心からのおもてなしをという趣旨

の元に､一同さっそく温泉に入ってパーティに突入。

遅れてこられた立木氏､平山氏も無事到着｡焼肉パー

ティで盛り上がり！！また、村長さんの厚いおもて

なしを受け、みんな大満足。

翌日はサンドブラストの指導を受け、各々グラスに

へ

名前や図柄を彫り、オリジナル作品を完成。

自分の家のようなくつろぎをいただきました。

～

参加者

181平山

305宮内

406立木

508安積

工芸村会員

鯉
帖
帥
馳
功
子

１
３
４
５
百
代美

辮
州
能
信
琳
鷆

本
本
沼
保

岡
宮
菅
久

亮
子
次
美

剛
節
良
暁
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「呑和会第,4回｢秋の中華」
2007年10月20日(士）

世話役&レポート306宮本節子L
涼しくなって過ごしやすくなったと思ったら、肌

寒い日もある今日この頃久々の呑和会。

京都、高瀬||沿いに、古くに建てられた洋館とそ

れに続く町家が連なった独特な建物をそのまま活か

し､美しいかたちで残る姿はどこか懐かしい。この懐

かしい佇まいの中、レトロな洋館と京町家が共存する

空間に中国文化を再現した料理を味わうべくやって

きました中華料理の「大傳月朝。

今回は、ダイブツアーと重なっていたこともあって

少なめの人数ではありましたが、それはそれなりに

こじんまりと一味違った中華を味わえた時間でした。

名物北京ダックや自慢の蒸豚まんをはじめ、数々の

お料理に美味しい美味しいと舌鼓を打ちつつ…！！

食べて美味しい、お酒が進み、居て気持ちいい、

この空間に喋り続け4時間ものひとときを費やしまし

た。納得のひとときでした。

懐かしい昔へタイムスリップした感じでした。

今月、還暦を迎えられたHさんのお祝いも遅ればせ

ながらするこができました。おめでとうございまし

た！

メンバーと会えば、いつも気兼ねなく語らい、楽

しめ、人生経験豊富な諸先輩方から色んな話題も提

供され勉強になり、、、やはりダイビングの話しで

盛り上がり、癒されます！！

へ

メンバーの交流、情報交換の場、大切な役目をで

きるだけ果たして行きたいと思っていま戎

SDCという組織を通じてメンバーと知り合えた

こと、そしてダイビングを通じてメンバーの交流が

なされること、色々な情報が得られること、また、

お陰で色んな海に出かけられることetc･･一人旅では

味わえなかったいくつもの出会いに感謝しています6

j露

一
面
堂

亜
巴

一

霊一一ー

参加者(10名）

181平山英子

306宮本節子

406立木博信

474山田智恵美

480菅沼良次

508安積信

55O久保暁美

556田中宏子

S35エアーワールド

ニ宮脩造
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「 関西地区懇親会
2007年11月18日（日）

し

レポート508安積信

11月18日（日）関西地区恒例の懇親会が『三井アー

バンホテル大阪』で開催されました。今年も関川名

誉会長、大隅会長、坂東副会長のご出席を頂きまし

た。更に賛助会員のエアーワールド、ダイビングベ

ルにも参加を依頼し、総勢24名で賑やかな会を行う

事ができました。

毎年この時期に開催する会は忘年会と言っても良

く、趣旨は当然、会員相互の親睦にありますが、今

年1年を総括しこの経緯と来年以降の抱負などをお互

いに語って頂くと言うものですも

関西地区の活動は今年も様々な事をやりました。

6つのダイビングツアーの主催、そして13の行事の遂

行です。行事とは新年会に始まりダイビングのⅣD鑑

賞会、お花見、ディナークルーズ、阿波踊り、美食

へのトライ、紅葉狩り、などなどですb

関西には箙胃ｸﾂﾚｰブが無く、全体が1つのグルー

プと言うことが出来ると思っています。毎回顔を合

わせる度に相互の親密度が益々濃くなっていくのが

良く分かります6

、由

■ ｰ

冒頭になされた関西地区担当役員・立木さんの挨

拶では、殆ど毎月、呑和会と称する飲み会を主体に

何らかの会合を行っているので会員の皆さんには是

非これらに出来るだけ多く出席され、親交を深めて

欲しい。そして仲良し仲間と共々の楽しいダイビン

グへと繋げて貰いたい、とのお話がありました。

来年のツアー計画も各リーダーから内容の発表が

あり、順調にご参加いただく方が集まっておりますb

最近の傾向として関西主催のツアーではありますが

東京方面からご参加頂く方の比率が関西の参加者よ

りも多いツアーが増えてきておりますも

懇親会の話の中には執行部に対しての一部厳しい

指摘もありましたが、本音は更にSDCが充実し、

より楽しめる組織になって欲しいとの願いからで、

全体としては大変和やかで和気藷々とした会であり

ました。

二次会は別室で開催され、主な話題の中には各

リーダーとツアー内容の確認などがありました。正

午から始まり、閉会の午後5時頃までの時間はあっと

言う間に過ぎ去りました。

’
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一一一
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参加者(24名）

関川名誉会長、大隅会長、坂東副会長

002一ノ瀬博司088芥川忠雄

181平山英子184岡本剛亮

305宮内弘人3鮪宮本節子

406立木博信407立木靖子

42l福井松雄47O池田孝雄

474山田智恵美480菅沼良次

506国師三起子508安積信

556田中宏子622三吉清忠

635木脇学644門井久男

645門井和子

S35エアーワールド鰊）二宮修造

S40(有)ダイビングベル鈴木栄

関西地区懇親会雑感

レポート306宮本節子

今年最後のビッグイベントである懇親会が開催さ

れ、無事に終えることが出来ました。メンバーそれ

ぞれに努力・協力していただいているお陰だと嬉し

く思っておりますも

久しぶりに拝見する懐かしいお顔、いつもの顔ぶ

れ等、色々でしたが、新旧メンバーそれぞれが交流

を深めながら情報交換もして、色んな話題が飛び出

します！・・人生経験・ダイビング経験豊かな諸先輩

方のお話しを聞くのはすごく勉強になります6

Aし筆蚕糠懸上認垂翼麓輔臺
盛り上がりました。毎年ご協力いただいております

「mc21」様有難うございますb

皆様の交流を深める機会を少しでも多くと思い、

年々、イベントの数もツアーの数も増やしており、

ダイビングだけでなく、色々なイベント・会等々、

アフターダイブもひとりでもひとつでも多くご参加

いただき仲間同士で楽しみたいと思っていますb

このメンバーで話し出すと時間はいくらあっても

足りません…延々と続きそうですb

まだまだ、未熟な関西地区ではありますが、もっ

ともっと皆様のお力を得て、来年に繋げて行きたい

と思っております。そして、すこしずつ輪を広げて

いけたら…．

潟扇鬮
SDC写真館の写真募集

お気に入りの写真、傑作写真、思い入れたっぷり

の写真をコメントをつけてお送りください。たく

さんの人の意見を参考にして､毎号のテーマに沿っ

て写真館に掲載する写真を決めさせていただいて

いますb

応募方法：原画サイズでメール添付。又はプリン

トしたものの郵送（返却に関しては応相談）

送り先は編集担当まで。

【注意】ﾌｫﾄコンテストにご応募予定の写真は、

会報掲載で受賞資格を失う可能性もあり､各フォト

コンテストの規定に従ってください。

色々な写真ください。制作の現場から

記念の集合写真、楽しい一時を切り取ったスナ

ップ写真、南の島で見つけた綺麗な花や美味しそ

うな料理の写真などいっぱい撮りましょう。そし

て投稿してください。特にツアーレポートは集合

写真ばかりで無く気が付いた物は記録して編集担

当が悩むくらいドンドン送りましょう。

製作現場ではレイアウトを工夫して多くの写真

を美しく掲載したいと思いますb私、個人的には

写真がいっぱいで間に短い文が入ったフオトレポ

ートでも楽しいと思います。文章を書くのが苦手

な方にも投稿が簡単に楽しめるのではないでしょ

う力も

一つ種明かし。35号の石垣島の水中記念写真、

オリジナルの写真ではボードに書かれた「300本

記念」が中々読み取りにくいのですb

そこで周りのダイバーの部分とボードの中を別々

に調整、300本記念が写真で伝わりました。

デジカメの場合は出来るだけ高画質のデータの

方がより綺麗に表現できますもプリント写真でも

フィルムも合わせてお送りいただければよりに綺

麗に掲載出来ます6

色々な写真で紙面を盛り上げましょう。

（フロムライフ藤形誠一）
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r一
rフ'ノッパーの会」1年を振Iﾉ返って

~､

[ 世話役&レポート277堀田恭正

早いもので(2007年度)もシニアパワー全開・無事

故の、あっという間の1年でした。例年どおり4月か

ら11月まで、8ヶ月間8回の辰巳プールでの練習でし

たが､世話役として至らぬ点･不行き届きの点が多々

あり、2年間皆さんにご迷惑をおかけしたこと紙面を

お借りしてお詫び申し上げます。また、毎回練習方

法などいろいろ工夫され、ご指導いただいた杉本さ

ん、鈴木さん有難うございました。

さて2006年度は水深5m高飛び込み用プールでの練

習を1回取り入れ､好評だったため2007年度は更に1回

増やして2回の高飛び込み用プールでの練習を行い、

計2回で39名の参加がありました。海ではいつも20m

以上のダイブを常としているメンバーも、淡水・タ

ンク無しでの5mシュノーケリングは少々勝手が違っ

たような動きの見受けられる方もいましたが、直ぐ

慣れて､スムーズな動きでマンタのようにひらりひら

りと水底を移動されるのはさすがだと思いました。

また12月2日にスポーツグｲピﾝｸ塗日本室内選手権

大会が行われ､SDCからも5名(男3.女2)が､区分60歳

以上の部でｴﾝﾄﾘー し､SDCパワーを発揮しました。

（出場者はお揃いのTシャツがもらえます ）

※(区分は30歳・40歳・50歳・60歳以上～100歳となっ

ているため70歳台が多いSDCフリッパーメンバー

は他チームの60歳と競うことになり、不利といえば

不利ですが、そこは持ち前の「いつまでも青春」主

義で乗り切っています6）

この、毎年行われる大会は、14回を数え、主催が

「社会スポーツセンター」他、文部科学省・日本体

育協会・東京都・日本海洋レジャー安全振興協会・

東京新聞など多くの後援団体が後押しするため､年々

参加者が増える傾向にありますb

世話役として少々物足りないのは、年々この日本

選手権大会への他のクラブからの参加者が増加して

いる中、SDC会員からの大会参加者が逆に減って

いる事で「今年も元気で過ごせた、来年も元気で行

くぞ」との自分へ決心(思い入れ)を持っていただき、

順位は二の次で、「いつまでも青春」主義を発揮し、

2008年12月は多くの方が挑戦し、楽しんでいただけ

れば、と考えますも

4月から､また辰巳の練習が始まりますが､月に1回、

思いきり手足・体を伸ばし練習を楽しんでくださる

ことを期待します。世話役としては、いつも出来る

だけ早くプール(コース)を確保し、皆さんに早めに

連絡することを心がけ、会報等でご案内しますが、

電話･メール･IMX等でのお問い合せもご遠慮なくお寄

せください(今後､世話役が交代することがあっても、

基本方針は変わりません)。なお、4月～9月は大小の

水泳大会が目白押しになり､各団体の選手練習が増え

るため､曜日やコース設定など思いどおりにいかない

こともあり､ご迷惑をお掛けしますがご容赦ください。

では今年も元気一杯、健康に感謝しつつ「いつまで

も青春主義」でシニアライフを楽しみましょう。

☆第14回(2㈹7年度)スポーツタYビング全日本室内選手権
大会成續

5伽フリッパーレース

（男子60歳～区分)3位銅メダル・杉本信也
※杉本さんはさらにベストダイバー賞受賞

（女子60歳～区分）7位・山崎利江
1⑩mフリッパーレース

（男子60歳～区分）1位金メダル・堀田恭正
（女子60歳～区分）姫・内山数子

※内山さんは出場者中最高齢ということで、
新聞社の取材を受けられました。

4⑩nフリッパーレース

（男子60歳～区分）3位銅メダル･関谷恭正

当日、遠路応援に駆けつけ大声援を送って頂いた関

川さんはじめ、沢山の皆さん、お礼申し上げます。

有難うございました。

へ

へ



第13回「散骨を語る会」

'孵署，蕊)⑳鵬
私はこの会の設立時から世話役で関わった一人と

して、今から自分流の葬儀を実践することを前向き

にとらえ、その時にそなえて準備をして行きたいと

考えておりますも

その一環として、私は無宗教で且つ墓は持たない

“散骨という自然葬”を選択しました。

この為に、万一の時に自分の意向や希望を家族や周

りの関係者にハッキリ伝えておく為に、「エンディ

ングノート」に散骨も含め必要事項を書いておりま

すもそして人生の最後は、大好きな“海に還り、海

に眠り”たいと思ってます6

去る11月19日、第13回の「散骨を語る会」が新橋

駅前BⅨで開催されました。

相変わらず女性陣の元気なパワーに圧倒されながら、

オシャベリの合間に美しいスライドやビデオを観賞

し、楽しい会合を持つことが出来ました。

この会が始まって今回で7年目になりますが、その

間、会のモットーであります"PPK"のとおり、メン

バーの皆様はピンピンして人生をエンジョイされて

おり、コロリになりそうな方は見当たりません。

これもSDCの色々 な部会で大いに@TwsK''(飲んで・

しゃべって.食べて)されているおかげで、アンチ

エイジングを実践されている結果だと思います。

今回の会合では、恒例の初参加者の自己紹介と散

骨観を話して頂いた後、出席者の近況報告とメイン

テーマである「生き甲斐」についてスピーチいただ

きました。

最近身近にあったこと

初参加518中島三沙子

へ

知人の女性は独身で子供はいない、両親も亡くな

り、自分も高齢になったので、3年前に尊厳死協会に

入会したが、死後の自分の骨をどうするかという問

題になり、彼女は宗派を問わないというお寺の納骨

堂の一部を買い取り、それまでの都営霊園にある先

祖代々の墓を都に返還し、大変な思いをして骨の移

管をしたとのこと。その諸手続きや費用も馬鹿にな

らないようですb

彼女曰く、『最後の最後のところが自分では何も

できないので、誰かにお願いしても、その人が先に

逝ってしまう事もあるし、その先は成り行きに任せ

ます」と、笑っていたのが救いでした。

マリア･カラスはエーゲ海､ライシャワーは太平洋、

沢村貞子は夫と共に相模灘にと、自分が好きだった

思い出のある海で永い眠りについている。なんとも

素敵な散骨ですが、自分の思い描いているようにで

きた人はなんと幸せなことでしょう。さて、自分は

あと何歳まで生きていられるのれあと何年ダイビ

ングができるのだろう力も

「生きがい？」今から探しても見つかるかしら？

へ

特に「生き甲斐」については、常日頃から皆様ご

自分なりの考えをお持ちだと思いますが、生き甲斐

とは一人一人の考え方や心の感じ方が異なり、ある

人にとっては困っている人への奉仕やボランティア

活動であり、ある人にとっては健康や趣味や、ある

いはライフワークへの取り組みであったり、ある人

にとっては仕事や家族の満足度など様々です｡

この様な生きる上での必要なテーマを、飲みなが

らオシャベリの合間で話すのは難しく、場所や時間

の制約もあり、今回は自分なりの生き甲斐を考え実

践する単なるキッカケつくりの機会にしました。

SDCの多くの方々は、ご自分の生き甲斐をもっ

て楽しく健康に生きておられると思いますが、確か

なのは人はいつの日か必ず死ぬ事ですも私共の人生

は"生きて､老いて､病んで､そして死を迎える”わけ

ですので､元気な今のうちに自分自身のラストステー

ジを考えていく事が大切ではないかと思いますも

世話人：

006大隅照子

参加者：

005大隅楠夫

049関根一男

146佐竹綾子

370千野工日勝

469武田美砂子

610白松礼子

390金井萱勃准

大西亀美代

耐寸喜美江

島田美世子

西村麻美

中島三沙子

河原智怡

降
野
勵
瞬
砿
鰍

関川

平野

百野

松山

奥原

川住

哩
記
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弱
釘
師

０
１
３
４
５
６
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第3回水中映像を楽しむ会
449大石和明

L

11月2日、茅場町の六甲第2ビルの会議室で、「第3

回水中映像を楽しむ会」が開かれました。参加者は

メンバー13名、見学者6名の計19名でした。

発表者は、銀塩フイルムのスライドショウが2名、

デジタル写真のスライドショウが7名、ビデオショウ

が5名でした。

スライドの上映が始まると、すぐに｢すごい迫力」、

「色が綺麗」、「いいとこ撮っている」など賞賛の

声が、あちこちから上がりました。私も、今回の作

品はどれも、かなりよく纒まっており、皆さん、じよ

じょに上達してきていると思いました。コンテスト

に出しても､上位入賞間違いないと思われる作品が、

数点あったように思いますも

一点は、ウミヘピが、白い砂地に、頭をま逆さまに

して突っ込み､捕食している写真ですbバックの青い

海､真っ白な砂地､それとおりなすウミヘビの白と黒の

縞模様､そのコントラストには強烈な印象を受けました。

もう一点は、マンタを待つダイバー達の上を悠然

と泳ぐマンタを、マンタよりやや斜め上から傭撤し

て撮った一枚です6待ちにまったマンタの出現に、

うろたえるダイバー、その上を悠然と横切るマンタ、

すばらしいショットですも体号表細

通常は､このようなシーンはマンタを下からあおっ

て撮ったものがほとんどで、今回のようにマンタの

上から傭倣じて撮ったものはめずらしいと思いますも

ダイバー達の驚きの様子がよくあらわれていました。

いつも思うのですが、通常は、マンタは下からあ

おって撮らされることが多く、マンタのお腹ばかり

撮っていますbマンタ保護のためやむを得ませんが、
やはり、やや斜め上から撮った方が、マンタのすば

らしが表現されると

思いますb

そこで私はマンタを

あおって撮るときは、

必ずバックに太陽を

いれて、遠近感をだ

し、めりはりのある

映像にするよう心掛

けています6

ダ

捕食中のウミヘビ

ビデオの部では、ダイビングの思い出をつづったも

のが多かったようです。どれもストーリーがよく纒

まっており、タシrピングの楽しさが伝わってきました。

でもやはり強烈なインパクトを与えたのは、大隅さ

んの撮った、普段は泳がずじっとしている、ボロカ

サゴや、ハダカハオコゼ、カエルアンコウが泳いで

いる映像です。泳いでいるというより、よろけてた

り、ただ転げ落ちているようでした。こんなシーン

は誰も見たことないと思いますbさらに出てくるボ

ロカサゴが皆、なんと「あくび」をするのです、こ

れにはびっくりしました。

有名な水中カメラマンの中村征夫さんが、よく

「あくび」をするボロカサゴが、パプアニューギニ

アにいるとのことで、飛んで行ったそうです。とこ

ろが、いっこうに「あくび」をせず、もうエアーが

切れそうになり諦めかけたその時､やっと「あくび」

をしたそうです。大隅さんも大変ご苦労されたんで

しょうね。その根性に敬服しますも

上映が終わった後は、近くの居酒屋で、コップ片

手におおいに写真談義に花が咲き、盛り上がりまし

た。次回の皆さんの作品が楽しみですbまた大勢の

方の参加をお持ちしていますb

当日の上映作品

1銀塩フィルムのスライドショウ

062狩野幸繁(三宅島、石垣島）

“9大石和明(小笠原の海）

2デジタル写真のスライドショウ

627ノ｣樺ユリ子(石垣ツアー）

378西村麻美伏物特集）

302福田孝子(沖細

457児島慎之介(石垣ツアー）

213今澤恵子(シミランクルーズ）

006大隅照子(錦江湾）

390金井達雄(石垣ツアー）

3ビデオシヨウ

652斉藤よし子(あなたに会いたくて…Am島）

544海老原新(モルジブツアー）

423村上信一(ムンジヤガン、慶良間）

005大隅楠夫(泳ぎの苦手な魚鬮

472高木忠雄(シニアダイバー､ジンベイに挑戦）
その他の参加者：

128平野昌子166島田美世子537奥原研二

578中澤八重子626小澤康弘

へ
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第21回ジャズライブを楽しむ会
2007年10月11日（木）浜離宮朝日ホール

006大隅照子

も

＆

■

N肌の朝ドラ「どんど

晴れ」見てましたか？

女将役の宮本信子の

「ジャズライブがある」

と聞いてびっくり！

女将がジャズを歌う…

どんなに変身するのか

それを見たいだけで即

申し込みました。

千野リーダー率いる

＝ －

－－－

＜参加者＞

005大隅楠夫

146佐竹綾子

415加藤京子

578中澤八重子

038川上秋子

370千野正勝

419村土あい子

612吉田光子

大隅照子

島田美世子

豊田映子

浅野弘富

006

166

417

593
I■

８
日
“

SDCメンバー12名の

A参加(中には当日モルディブから戻りの人も、キャン
セル待ちで参加できなかった人も）

当然「どんど晴れ」のトークもありました。ほと

んどはそのテレビを見ていたおばさんたち、いちい

ち頷き会場は一体感に包まれました。

肌も露に真っ赤なドレスで登場11歌い始めまし

た！しかも横文字の歌を実に楽しそうに…会場、一

瞬シーーーン。この静けさはまさに聴衆全員のショ

ックだったのではないでしょう力も

「あの白い肌、声量、動き、…どれも素晴らしかっ

た、60を過ぎてるとは思えない。能ある人は何でも

出来るのね～」と感想がもれますも私達とほぼ同じ

年齢なので自分と重ねて比べているような感じでした。

刺激されたSDCの熟女さん達はこのままでは終わ

A急懲謡壹駕譜熊蟇欝磨割‘
休憩時間は「待ってました」とばかりに皆でダイビ

ングの話で盛り上がりました(我がメンバーはどこへ

行ってもそうですね)。

圏|園圃
SDC新年会のご案内

日時:2008年1月20日（日)12時～161時

受付は1l時半より

会場：ホテルアジューノレ竹芝

くパート1>13I飛鳥の間

<パート2>12F白鳳の間

港区海岸1-11-2TEL.03-3437~5566

会費：10,000円

至新橋至新橋 、

21もめ

浜離冥庭園
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卒 ＝用革

2次会は「せっかく築地まで来たのだから」とお寿

司屋さんへ。カウンターでお好み寿司を食べる雰囲

気で各自が注文カードに書き込みました。そのせい

か、お寿司が登場し終わるまでかなりの時間がかか

ってしまって(勿論、その間ダイビングの話で休む間

もない)ここを出たのは11時、終電に飛び乗り何とか

我が家に到着しました。

毎回楽しい会を企画してくれてありがとうございま

すb次はいよいよこの会も海ﾀ腱出「ニューヨーク

でジャズを！」ですね。

潭竹芝桟橋

【交通のご案内】

●JR山手線･京浜東北線､東京ﾓﾉﾚー ﾙ販松町駅」

より竹芝方向へ徒歩7分も

●羽田空港からモノレール利用で浜松町まで23分。

●都営浅草線・大江戸線｢大門駅｣より徒歩8分b

●東京臨海新交通ゆりかもめ｢竹芝駅｣より1分｡

◎アート・写真展に出品ご希望の方は302福田

孝子までお問い合せください。

◎2008年1月18日以降のキャンセルは会費を請求

させていただきます6
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「JAZZﾗｲブを楽しむ会..inNemYor

AZZライブを楽しむ会が発足して満4年、22回目に

当たる今回の会場IMewYm､k、4日間で8ケ所のライブ

会場を巡ることが出来ました。

ladies&GeIItlemen!ご一緒にライブ会場をご案内し

ましょう。

セントラルパークにて

着いた日の翌朝9時､ここニューヨークは気温2℃・

吐く息が白くなる中、時差ぼけ解消のため、鼻水を

すすりながらセントラルパークを散歩ですも公園の

入口には観光用の馬車が客待ち、付近をパトロール

中のカッコいいお巡りさんも騎馬ですb紅葉真っ盛り

の公園には､リスが何匹も木の実を求めて動き回って

います6憧れのアメリカに来た！と言う実感。ニュー

ヨークは硬い岩盤の上に都市計画がなされたため、

公園のあちこちに大きな岩が顔をだしています。ま

るでオブジェのように…。ホテルは高級ブティックが

連なっている5番街に近い｢ヒルトン･ニューヨーク」

に4泊いたしました。

初日の夜､高級ホテル・キタノ内の｢ザ・キタノ・

ニューヨーク」で「ロニー・ベンハート・トリオ」

のサウンドを、"Sushi''を頬張りながら楽しみまし

た。続いてブロードウェイにある「イリジュウム」

へ、ライブノ、ウスのハシゴです。ここでは「ジャボ

ン．ジャクソン・カルテット」のサキソフォンの音

色にすっかり酔いしれ、至福の時を過ごしました。

次の日は、ニューヨーク市内観光。世界文化遺産

の「自由の女神」のあるリバティー島へはフェリー

で行きますb乗船前のセキュリティー検査の厳しい

こと、時計もベルトもネックレスもはずし、靴を脱

ぐ人も出る始末。大変な騒ぎで、9．11テロの傷の深

さを実感しました。国連本部の前に90階建てのマン

ションがあります、その何階かにNYヤンキースの松

井選手が住んでいるらしい(背番号の階にいるとか、

家賃は月？百万円とｶｳ。

今夜はお目当ての「ブルーノート」ですも折り悪

く雨、道路の渋滞にイライラが募ります。出演は

「カウント・ベイシー・ビックバンド」17名編成の

スイングジャえ学生時代のダンスパーティーのこ

となど、ほろ苦く思い出しながらニューヨークの夜

は更けていきます6

3日目、ブロードウェイでミュージカルを観る日が

やって来ました。今回の旅で一番楽しみにしていた

イベントです。皆さんおめかししていざ出発、0h!

No!とんだアクシデント。ブロードウェイの劇場が

ストライキです、それも今日から始まったらしい。

劇場の入口ではプラカードを持った関係者が、のん

びり家族連れでデモをしていますもガックリ、まっ

たく付いていない。

こんなことでメゲルSDCメンバーではありません｡

それじゃ－と、地図を片手に地下鉄を使って行動開

始ですもところがNYの地下鉄の改札は難しい、カー

ドを通して､体でバーを押して開けるのですが､この

タイミングが合わない。何度やってもはじき飛ばさ

れ､ニューヨーカーに笑いを提供してしまいました。

そして辿り行いたのは、リンカーン・センターにあ

る「ローズ・シアター」で、公演中のプッチーニ

「オペラ・アリア・コンサート」でした。思いもか

けずイタリア歌劇を堪能することが出来ました。

土曜日の夜、予約ナシではどこにも入れません。

でも運よく有名なライブハウス「バードランド」に

潜り込めました。年に一回の企画「ジャンゴ・ライ

ンハルト･KYフェスティバル」と言う、東欧のボヘ

ミアン調の8人編成のMZZバンドに巡りあいました。

その哀愁を帯びた音色に、ホトホト感動ですも

最終日は「ゴスペル・ツアー」、ハーレムにある

「グレーターリフージ教会」に出向きました。黒人

男性聖歌隊の胸に響く歌声に聞き惚れました。彼ら

は、何世代経っても、リズムや動きにアフリカンの

血が流れているようですb信者の中にはトランス状

態になり、失神する人もいるため、常時看護師が2名

控えているのだそうです6

NY最後の夜は、皆さんドレスアップして、高級ラ

へ
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の千野さんには本当にお世話になりました。

ございます。次回は、是非「ミュージカル」

聴きに行きたいものです6

イブハウス「デイジース・クラブ」に。ステージの

後ろは、巨大なガラス越しに、摩天楼の灯が輝いて

います。夜景とマンハッタンカクテルと「ケニー・

バロン・カルテット」のムード溢れるサウンドが時

を忘れさせてくれま寵

ホテルに戻りましたが、余韻覚めやらず、「まだ

部屋に戻るのは早いよネ」と全員の気持ちが一致し

て、また夜の街へ繰り出しました｡男性陣のたっての

希望で「ジェントルマンズ・クラブ」でセクシーな

トップレスショーで目を保養しながら、無事"JAZZ

ライブを楽しむ会"を締めくくることが出来ました。

出掛ける前は、NYは怖い街だとか、地下鉄は汚い

のでは？と思っていましたが、想像していたほどで

はありません。それより収穫は、AZZのイメージが

変わったことです。人生の経験を積み重ねた大人が

じっくり聴くものだと、思い至りました。そういう

意味でニューヨークは「大人の街」なんだと感じた

しだいですも今回の会を企画して下さった、リーダー

ブルーノート前にて

参加者：

005大隅楠夫128平野昌子136高島

166島田美世子257福士紘－370千野

427木村満男ご夫妻415加藤京子

良子

正勝

へ

/乏≦聯新鯏璽,鯛鰯繍蝿凋ム
コスモストレック武蔵丸コヤマです。本年も何かに静かに太陽が雲海に沈むと、さあ、お待ちか

卒宜しくお願いいたします6ね満天の星空&天の川・流れ星の天体ショーの始

例年、釣りが趣味で、「週間釣場速報」に『旅まりです。私は三年連続で登りましたが、毎回感

釣人小山淳一』で｢温故知新／釣りは万国共通」動で涙が止まりません。嘘偽りの無い本物の宇宙

等と云う、記事を連載していますbダイバーの皆が其処にあるからです。1時間で5回の流れ星を見

様に取りましては、かわいい魚達を釣上げるけしましたが、「あっ、あ～｣しか言えず願い事は叶い

からん輩ですも然しながら、コマセを使わずゴミませんでした。(次回は金～と叫ぶ予定アハハハ｡）

の持ち帰り等釣りのマナーを何時も呼掛けておりハワイ島は、4,160mのマウナロアやクレーター

ます。何時も、釣りばかりしているのですが、昨に降りれるキラウエア火山・ブラックサンドピーチ等

年は、添乗で山ばかり行っておりまして、新年に大自然が手付かずで残っていて､ココナッツオイル

際し一番神聖な気持ちに成った山をご紹介いたしの甘～い空気と香り立つコナコーヒーの香ばしい

たいと存じます｡其れは、神の山：ハワイ島マウ香りに包まれ至福の時を過す事が出来ます。この

ナケア！ 体験が､何とチャーターの4Ⅷ車で4,205m山頂まで

JALのハワイ島直行便にて、コナに降り立ち、ヒル誰でも行くことが出来ます。今、世界遺産が彼方

トンワイコロアピーチに滞在し、ドルフインクエ此方で騒がれる昨今､無形遺産ですが､私のお勧め

ストで海豚と戯れ翌日朝、全米最大のパーカー牧ナンバーワンはこの『マウナケアの星空』です。

場を抜け野生の七面鳥・フクロウを探しながら、マウイのダイビングとワイキキの買物・ストレッチ

標高3,000mのオニズカセンターで気圧と薄い空気にリムジンで廻るノースショア･タートルベイ&コオリ

シルバーソード(銀剣草)の群集を眺めながら体をナGIF･エッグスシングのオムレツ朝蝕コナコー

慣らし､いざ4,20anの全米最高峰マウナケアの山頂ヒー｣ﾂさあ、私の故里、ハワイに出かけてみまし

に向けて進みますも雲海を遥か下界に見下ろし、ょうヨ。武蔵丸コヤマがご案内いたしますも

50％空気と氷点下の気温に耐えながら、一気に山追伸。武蔵丸コヤマはいい加減で陽気なハワイ

頂を目指しますb山頂では、米・英・露・韓・台アンです。国内のきめ細かいお手配はマサコ高沢

と並び日本天体観測所「昴」の脇でアリスの「さが承ります6traveldep@cosmos-teclmo・co.jpまで。

らば～昴っよ～｣ﾂ」を歌いながら、夕日を眺め静ぜひ、ぜひ、ぜぃ

へ
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アウトドアーの会の活動報告
戸隠高原・飯綱山トレッキング／ゴルフの集い

四季桜＆香嵐渓・木曽路巡Iノ

★戸隠高原・飯綱山トレッキング

10月9日、10日、SDCアウトドアーの会、の戸隠

高原トレッキングに参加しました。

「戸隠高原の紅葉を楽しむ」と言うツアーでしたが、

今夏の暑さのせいか、紅葉は大幅遅れ

それでも、飯綱山の山頂は漆、蔦が既に色付き、秋

の山を満喫出来ました。今回のツアーは、リーダー

の宇留賀さん以下14名、SDCの山の精鋭(？)ばか

りでした。

9日朝7時半、時間通り新宿駅西口に全員集食

天気は曇り空

予報では、長野地方は回復と有りましたが､道中貸し

切りバスのフロントガラスに当たる雨粒は大きく、

心配なスタートとなりました。

それでも、お昼頃戸隠神社、奥社で蕎麦の昼食を食

べる頃までには回復｡その後の鏡池見物と､植物園、

戸隠奥社散策の頃は青空も覗き、鏡池越しの戸隠山

はすばらしい眺めでした。

戸隠神社は江戸時代までは戸隠山勧修院顕光寺とも

呼ばれ、神仏混こうの神社で、鳥居も有れば随身門

という山門も有るという神社。

天照大神の天岩戸伝説の、天手力雄命(あめのたぢか

らおのみこと)を祭る神社です6

約2時間の散策でしたが、戸隠申社に至る参道は、杉

の巨木が壁のように立並んで､素晴しいものでした。

神社では、無事登山ではなく良縁を祈願した不心得

者も2，3人いたりしましたが．…。

その後、宿である戸隠小舎への到着は午後4時前。

何はともあれ飲み始めるメンバー、時間前から風呂

に入るメンバー･･･

6時半の夕食まで、女性メンバー達ご持参の、手の込

んだ美味しい手料理をつまみに第1次飲み会。

家庭の味に感謝11

夕食後は､再び暖炉前での飲み会｡余りの気持ち良

さに暖炉の前で寝入る者b男性会員を馬に見立てて、

ロデオを始める者。夕食を挾んでの飲み会が終わっ

たのは、10時過ぎでした。

翌朝､体調不良の二人(お酒のせいではありません!）

を除いた12名が飯綱山南登山口を出発したのは、午

前8時少し前この朝が初氷だったようで、気持ちが

引き締まる冷気の中、ゆっくりと歩き始めました。

目指すは高度蓋00n，標高1,917inの飯綱山頂ですb

この山は長野100名山にも選ばれた、市民に親しまれ

る名山ですb

この山も古来信仰の山で、登山は鳥居をくぐるこ

とから始まります。ところがこの登山道脇には13の

石仏が。そして頂上のは喰跡謝申社｣。

飯綱ではなく飯縄で宙

参加者の皆さんとパチリ！…戸隠森林植物園

この登山道は、頂上まで2～3時間が一般的ですも

我々SDCの精鋭達はゆっくり、着実に、宇留賀さ

んが予定した通り3時間。

11時丁度に登頂しました。

山頂からの眺めは素晴しく、北アルプス､志賀高原、

八ケ岳、そして富士山までW塵出来ました。

約1時間の昼食休憩の間に残念ながらW塵は無くなり

ましたが天気は良いまま。

正午前、戸隠スキー場に向けて下山開始

下山も予定通り2時間で戸隠申告げ温泉へ。

そこで汗と疲れを洗い流し、貸し切りバスノ、

バス中では持参のお酒と、途中で入手したビール、

つまみで宴会。午後7時過ぎ新宿駅のターミナルで解

散となりました。

近年中高年の登山がブームになっていますも

適度な運動は寝たきり､認知症予防になるそうですb

ハイキングでハイカイング(排個ング)予防！皆さん

も如何ですか？

尤も、足が達者な排掴老人は、家族にとっては悩み

の種かも・・・･報告は、310戸塚明夫でした。

一
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★ゴルフ会

11月1日～2日栃木県にあるサンランド・カントリー

クラブで10名の参加でアウトドアーのゴルフ会を実

施しました。

1日那痴掘原駅に集合､クラブバｽでｺﾙﾌ場に到着。

早速半ラウンドのプレー開始ですも

夜は恒例の酒宴！でもよる年波か、明日に備えてか

早めに就眠する人も居ました。

翌2日、心配された天候も好天に恵まれてのラウンド

プレー。

新ペリアによるコンペの結果、優勝は熊倉政美、

準優勝は高木忠雄、ベスグロは宇留賀達雄でした。

★四季桜･香嵐渓･馬籠宿｡寝覚の床･奈良井宿への

バス旅行(中部地区との交流会を兼ね）

11月21日～22日、予てより中部地区の山本伸子さ

んの発案で、都築明子さんがお住まいの豊田市小原

（旧小原村)で見られる11月に咲くと言う「四季桜」

と紅葉の名所である香嵐渓を巡り、中部地区会員の

皆様との交流を図る会を催行しました。

21日サロンカーをチャーターし新宿西口で待ち合

わせしたのに、時間を過ぎても現れない人が数名1

過去この様な事が一度も無いのに少々焦りました。

でも時間を遅れたものの無事全員揃って出発。

今回の計画は東名自動車道を使って小原の「四季

桜」→足助の「香嵐渓」での紅葉狩り→笹戸温泉で

の交流会→中央自動車道や中仙道を通る「馬籠宿」

→木曽川の景勝「寝覚ノ床」→「奈良井宿」を巡る

コースです。日本平PAでは静岡にお住まいの島尾愛

A職蟇黛綴喜怠苣蝋蕊罐讓
できました。

四季桜の下で昼食を取る参加者

ノ｣原の四季桜の回廊を1/3程、都築さんの案内でと

ても長閑な風景に癒されながら散策しました。四季

桜は何とも可憐で小さな桜ですb小原の里山のそこ

ここに予想をはるかに超え、沢山の桜が咲いて、八

分咲きと言う今がまさに見頃でした。

香嵐渓には予定時間を過ぎての到着でしたが、それ

が幸いし香嵐渓の昼間の紅葉とライトアップされた

紅葉を見る事が出来ました。全山ライトアップされ

た光景はそれは圧巻の一言に尽きました。

夜は笹戸温泉でゆっくり温泉に浸かって後、賑や

かな交流で或

翌2日は中部地区の3名それに新会員の横山さんと

お別れし、一路木曽路を目指します-も

馬籠宿は島崎藤村の生地でも有名な旧中仙道の宿場

町ですb数年前長野県から岐阜県に併合された坂道

の宿場町です6

旧中仙道にある馬籠宿の佇まい

木曽川の奇岩の景勝地は、浦島太郎が竜宮城から

帰ってこの地に移り住み、開けてはいけないと言う

玉手箱を開け、夢から目覚めたと言う浦島伝説の地

です。木曽川の深い青緑の水面に映し出されるテー

ブル状の白い岩々を見るとこの伝説もなるほどと思

えてきます6

浦島伝説の寝覚ノ床

最後の訪問先「奈良荊宿」を散策し一路新宿へ。

バスの車窓から見る甲斐駒ケ岳などの南アルプスの

雪を頂いた山々が夕方のシルエット状に浮かび上が

り、又富士山が「赤富士」とまでは行かないまでも

所々夕日に赤く染まりそれはそれは見事な雄姿を

見せてくれ、感動のフィナーレを飾る事が出来まし

た。参加者は22名でした。（筆:197宇留賀達雄）
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第2回皇居ウオーキング＆ジョギングの会

2007年11月28日（水）

世話人542瀧正明レポート378西村麻美

しっとりと秋の深まった皇居脇の公園で、世話人

の瀧さんから地図をもらい、説明を聞いて、いざ半

蔵門前を左回りに出発。

石垣と紅葉に囲まれたお堀の池には鴨や白鳥が優

雅に泳ぎ、それを囲んだ歩道には散策する人やジョ

ギングする人など、時間と空間を楽しんでいる。普

段、引きこもりの身には、彼らに混じってちょっと

晴れがましいヘルシイ気先

天気予報では北風の寒い日のはずだったが、風も

なく、程よい曇り空で暑過ぎず、ちょっと汗ばむく

らいの最適な日和だったと思う。

桜田門をくぐり、皇居外苑を進み、外国人観光客

の多い坂下門から東御苑に入る。出発してからこの

あたりで所要約30分。少し歩調を緩めて苑内を散策

する。門の重厚さや石垣の立派さに建立当時の権力

の強大さを思う。木々は紅葉に色づき、特に燃える

ように鮮やかなドウダンツツジに目を見張る。北拮

橋門を出て、半蔵門に戻ってきたら、ちょうど1時間

くらい歩いたことになる。もう1周行こうと思えば行

けたけど、生来の怠け癖が出てしまい終了。

ウォークからジョグの世界へ

542瀧正明

皆さんのウォークの速さはもうすでに最高点。エ

クササイズウオークに達してる～！でも、ジョグと

なると何故か尻込みされる方が多い。信号が点滅し

てチョット走ってみたら息がハァハァ「体力、落ちへ
たんだわ」ガァーン1ショック1でも実はこの体験

は､全ての人に当てはまるのです｡走る事は体が受

ける負荷が強く、5分経たないと酸素供給量が体内に

十分満たされないので､そのために息が上がるのですも

ゆっくりしたペースでいいですから、5分間、ジョ

グしてみて下さい。（酸素が満たされた感覚が、分か

りますから～）

心肺機能も､筋肉クンも､体は自分の思いを変えれば

必ず付いて来てくれますよ(←←，

マラソンは、タイムを追わなくても痛み、苦しさと

の戦いが90％・簡単に人には勧められません。

でも、ジョグは別物～伽図の働きを高める②心朋職

能を高める③血管の老化防止④血圧を下げる⑤運動

能力を高める等々、その効果は絶大ですb

少しだけ「自分にガンバレ！」してみませんか？戸冨
恥
蝉
鍛
麺
辱
睡

ツ
ワ

魯魚 ．智噛=

そこへ、すでに2周走ってきたジョグ組の安部智枝

さん、中原眞理子さんが終了。瀧正明さんはにこや

かに3周目に突入して行った。すごい！走れない私は

感心しきり。他の人たちはウォーク組だけど、川上

さん、島田さん、佐藤さんも、途中、部分的にジョ

グに挑戦したようだb

全員無事終了してから、最後の宴会場までの20分

の道のりが1番長かった！
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参加者：

川上秋子

森重美智子

塙恵美子

小澤康弘

尾上則子
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坂東正朗

平野昌子

西村麻美

奥山美代子

川住規夫

良縁寺悦子

島田美代子

竹内 千草

瀧正 明

小杉 礼子
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2㈹8年2月17日(日)東京マラソンに、安部智枝さん、

蒲証明さんがフルマラソンで出場決定！

沿道でお二人を応援しよう－1！



私のヒヤリハット

146佐竹綾子

［2007年8月28日八丈島］

6:3AM

波太郎丸で出航。ポイントは港から5分の推土

6:5AM

エントリー｡水温23℃昨日は18℃だったよう。で

も寒い･･透明度も悪くて凄く残念

それでも『ゆうぜんのカップル』『くちしろ』『か

ごかき』など見られた。

スチールタンクなのでウエイトは軽めにしましょう！

という事で5mmのウエットにアンダーシャツを着て

2kgを装着。安全停止で浮きそうになって金子さんに

掴まっていた。

戸､浮上もゆっくり、でも何だか息苦しくなってきた。
水面でレギをはずして思いっきり空を見ながら深呼

吸。「レギをくわえて」の指示、すぐくわえて船の

到着を待つ．・・

7:3AM

エキジット。（夢中で判らなかったけどダイブコン

ピューターはえらい！）

早くウエットを脱ぎたい．．締め付けられてくる･･機

材をはずしてステップへ・・

後ろから金子さんがファスナーを下ろして下さった。

あ～苦しい、苦しい、手足がどこかに飛んで行った

様な気がした。友人達がウエットを脱がして手足を

さすってくれている。

だるい･･手先･･足先の感覚があるのだがそこまでの

/－，四肢の感覚がない。ウエットで締め付けられていた
のか、「手が足が抜けそう、だるい～よ」

ゲッゲッ2度吐いた。吐いたものが茶色なのでちょっ

とびっくり11

自分で確認「う～ん、血ではない、今朝のコーヒー

かな？」．．と思いつつ、ちょっと不安になった。

まこちやんが耳元で元気づけてくれている。みよ

ちやん、ともえちゃんが体をさすってくれて･･大丈

夫みたい！ありがとう！！あ～助かった1

ウーウーとサイレンを鳴らし、早朝の港に救急車

が到着、担架に乗せられ船から救急車へ、4人がかり

だった。

救急車に乗せられ早速酸素マスクをつけられ、

「名前は、年齢は、住所は」と確認され病院へ搬送

されすぐに点滴が施され、濡れた水着から寝巻きに

着替え、レントゲン撮影、その手際の良い事

結果「潜水による肺水症」という診断がされた。

でも私は水を飲んだ記憶がなかったのですが．．

そういう事で一応入院する事になり、この「町立八

丈病院」には幸いな事にチャンバーがあるから「減

圧症」ではないが入れば動悸も治まるし、肺水症も

治るからと熱心に勧められ入ることになった。なに

はともあれ生きて居られて良かった。

チャンバーは5時間かかり、気圧を除々に上げてゆく

ドームの中で、「耳抜き」をしながら高濃度の酸素

を何度かに分けて吸う。これが又なかなか上手く出

来なくて大変だった。

看護士さんも一緒に入って｢フー､ハー､フー､ハー」

涙がポロ・・ポロ・・

チャンバーから病室に帰って鼻から酸素吸入をして

いたら、みなさんが来て下さった。

「無事でよかったね」の一言で涙が･･胸がいっぱい

「ご心配かけました、有難う！！生きているわ」嬉

しい！皆さんに心から感謝・感謝ですbooどんな

にか心配かけてしまいました。

帰ったらしっかり体のメンテナンスしなければ．．と、

しみじみ思いました。

「チヤンバーから出て72時間は飛行機に乗れない」

という事で病院2泊3日！？民宿3泊4日の旅になりま

した。

帰宅後、早速川崎市立井田病院で「心臓カテーテ

ル」「心臓エコー」「脳CT」「24時間ホルダー心電

図」と検査をしました。特に異常はないが血圧が少

し高いので薬で調整して様子をみましょうと言う事

になりました。『ダイビングは続けても良い』と言

われほっとしていますも

私的には近年5mmのウエットで潜る機会がなくて、

体重も増えていたので着る時も少しきつかったし・・

結果、浮上と共にウエットが体を締め付けることに

なり、息苦しくなって手足が麻揮してしまったので

はないかしら？これが「スクイズ」というものでし

ょうか？

これからは体をケアしながら。。そしてもちろん

太らないように気をつけますb

そして又みなさんともっともっとダイビングを楽し

みたいと願っております6

ダイビングを通じて出会うことが出来たすべての

方々に心から感謝ですも

これからもどうぞ宜しくお願いいたしますb

31



32

ひとIﾉ、パラオで…
2007年10月1日（月）～7日（日）

レポート181平山英子

毎年､誕生日は沖縄で過ごしたいと思っている私

今年は還暦でもあるし、いつもと違うところで60歳

を迎えたくて急遼パラオ行きを決めた。

今回、グァム経由便を利用、グァムでの待ち時間

は3時間程あるものの、移動は日中だし21時にはホテ

ルに入れるというのは楽だなと思った。（去年、クラ

ブツアーではチャーター便を利用、ホテルに着いた

のは午前3時半頃）

翌朝､高速艇で約40分､スポート号に乗り込んだ6

見覚えのあるスタッフの出迎えが嬉しい。そしてこ

の日の乗船客の中には「マリン・ダイビング」誌の

恥才でカメラマンの北川さんとライターでく和尚＞

のニックネームを持つ寺山さんがいた。

早々に朝食を済ませテンダーボートでポイントに向

かう。先ずはジャーマンチャネルからゲメリスコー

ラル、そしてブルーコーナー等など、3日間で11ダイ

ブ。印象としては魚影も薄くシーズン終わりだな、の

感。

一日目の夜はサンデッキでBM・ひとしきり盛り上

がった頃、去年デッキで‘あれが天の川．．，と教え

てもらったのを思い出し、スタッフに聞いてみた。

‘デッキの電気を消しましょう！もっと星が見える！，

ということで自然のプラネタリウムです！皆、暫

らく満天の星空に見入っていました。二日目の夜は

記念ダイブの人たちと一緒に誕生日を祝ってもらい、

三日目にはコスプレ大会。チャイナあり、男性陣の

ピンク色のナース姿あり、特にお茶目でキュートな

和尚さんのメイドカフェ姿は皆に大うけだった。

(でも何で船に衣装が・・？？）

いつも羽織袴姿の和尚こと寺山さん、実はイント

ラの資格を持つベテランダイバーだ。ちなみにダイ

ビングの時もウェットの上から羽織袴を着用する。

海の中で金ピカの羽織が魚を追うシーンを私は初め

て見た。

そして寡黙な仕事人と思いきや、スイッチ(？)が

入るとこれまた楽しいキタさんこと北川さん！彼は

その昔、海でのフリッパー大会・ロレックス杯の優

勝経験があるそうな。道理でカメラ片手にタイマイ

をすごいスピードで追いかけていた。

あんな、こんなで楽しい旅でした。

こんなツアーもありき○だ

1.バリ&メナド

1)世話人：245今村孝

2)参加者：バリ13名、メナド1銘

3)実施日：バリ8月25日～8月31日、メナド9月1日～6日、

4)航空券：コスモストレック、

5)ダイブショップ：バリ・カクタスダイバーズ、

メナド・チヤチャダイブリゾート

2レンベ島(インドネシア。北スラウェシ）

1)世話人：579湯下晃、

2)参加者:SDC4名他1名、

3)実施日：9月25日～10月5日、

4)旅行会社：パイナップルツアーズ、
5)海況：乾季、風が強い日もあったが、ダイビング

に支障なし、

6)ダイビングの特徴：生物観察、

7)リゾート&ショップ『レンベリゾート、日本語を

話せるガイド1名、

8)感想：行く度に新しい生物に出会える楽しい海

3.三宅島

1)世話人：047怖迩憲江

2)参加者;SDC6名、

3)実施日：9月26日～29日、

4)交通：蔚毎淘船7時間、

5)ダイビングショップ：べたなぎ

4.与論島

1)世話人：007大西亀美代

2)参伽者:SDC3名、

3)詞瓶日：10月22日～26日

4)旅行社:P.1.T

5)ダイビングショップ：プリシアリゾート

6)リゾートなので深度･潜水時間も短い初心者向け。
透明度が良いのでストレス無く浮遡惑覚楽しめる。

へ

へ



海の情報交換室

005大隅楠夫

ANJA別N36号から参考になる記事を引用させても

らいました。

l.潜水は、潜る前からもう始まっている。

真野喜洋(ⅣⅧ運営委員長）

＊一般ダイバーの中には潜水を、エントリーした時

点から海面への浮上までと誤解されている方が多い

が、我々仲間内では、家を出てから帰宅するまでを

潜水時間と考えている。

＊潜水前夜から落ち着きがなく、スポットまでのバス

移動中にも普段取らない行動をした47歳の男性が、

わず力数メートルの水深でパニックから海面に浮上

/一、するも、同行したインストラクター2名は何の手だて
も取らず、死に至った。

＊潜水前夜からの異常を見抜けずに、何の対策も講

じず潜水させ、事故処理も出来ない情けないインス

トラクターがいることも、ダイバーの質の低下と共

に考えていくべき問題であろう。

2．ダイビング事故を防ぐには

（伊豆ガイドオフライン・ミーティング）

意識と知識

＊最近のダイビングは体験ダイビングの延長。自分

でやろうとする意識ではなく、連れて行ってもらう

感覚の人が多い(ダイバーの質の低下)。中性浮力が

全然取れていないし、浮上スピードも当然速い。

A鯉戻縦薑,臺鐵蒼蕊鞭との3点が
＊寝不足とか風邪気味とか体調管理が出来ていない

人がいる。風邪気味の場合、リバースブロックにな

ることがあり危険危

＊ダイブコンピューターの意味がわかっていないで、

上がってからログつけるためのものとしか考えてい

ない人が多すぎる。

＊減圧症になる原因すら理解していないから、対処

できるわけがない。

準備

＊バデイチェックでBCにエアが入った、抜けた、そ

れしか見ない人が多い。入ったエアが抜けないかど

うか必ずチェックすべきである。

＊リリースバルブが引っかかっていたり、排気弁に

何かはさまっていたりして、水中でエアを入れても

入らないことがある。

スキル

＊何気なく本数だけ増えちやった、みたいな人が危

ない

＊200本くらいとか､ある程度潜っている人だとかえっ

て難しい。経験があるから、変に自信を持ってしま

い、言っても聞かない。

＊これでアドバンスかという人が結構多い。大体に

おいてランクも本数も信用できなし＄

＊ログをつけていないお客さんの場合、経験500本と

言っても、連れて行くポイントはセーブする。

＊マスククリアできない人がいる。水深-25Inでマスク

クリアできなくて浮き上がってしまい、押さえながら

上がってしまったことがある。こっちが病気になって

しまう。助ける方は命がけ、すごいリスクがある。

カメラ

＊中途半端にカメラをやる人も問題あり。ろくに潜

れないのに、なによりカメラみたいな人がいる。

＊もう少し中性浮力がしっかり取れるようになって

からカメラを持った方が良い。

＊そういう人が撮影に夢中になって、ガイドに付い

てこないのが、すごく危ない。

＊楽しみ方にも段階がある。生死にかかわる遊びだ

と分れば、遊び方も変わってくると思う。

マナー

＊マナーのいい人は、水中でもまずマナーがいい。

言ったことを守ってくれるし、m<サインもちやんと

返してくれる。生物とか見てもリアクションを返し

てくれるし、常に見たときに目があう、そういうダ

イバーは結局得ですよ。

＜モルディブ・ダイブサファリを潜るには＞

モルディブのガイドによれば、「面白いポイント

に案内する時は、スキルの巧拙よりもダウンカレ

ントから脱出できるだけの瞬間的なパワーある

キックカがあるかどうかで判断する。」という。

そのため男性でも女性でもﾉl柄な人の多くはその

基準から外れてしまうそうだ6シニアダイバーの

場合、どうしても潜りたければインストラクター

の信頼が得られるまで個人的に通うしかないかも

しれない。一見のシニアダイバーが潜らせろと

言っても、安全性の確保から無理な相談というわ

けである。
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No

808

822

810

804

826

815

802

816

817

803

801

814

828

832

813
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SDCツアー計画一覧表(200S年）
ポイント名

フィリピン。

ボラカイ島

SDC新年会

冬の伊豆

見てください

パラオで

スキルアップ

カオハガン島

フィリピン

スミランクルーズ

ケニア

ダイブ&サファリ

ボホール

ｺﾙﾃｽ海(ﾒｷｼｺ）

シロナガス鯨狙い

緑島(台湾）

ラヤンラヤン

トゥバタハ。

クルーズ

リロアン

フィリピン

ジー 島&ﾄﾗｯｸ島

(ミクロネシア）

ミリ･ボルネオ島

ダｲプ､ジャズ＆

ﾄレッキング

フィジー。

ビチレブ島

日程 会爵鍔･リーダー名 旅行社他 概算費用 牽斉

ツアー概要

1/11～1/16 480菅沼良次 エアーワールド 12万円 C

関空･成田発着､6DV付､大物からマクロまで楽しめ､ショッピング･グルメ。

ナイトライフとアフターダイブも充実｡サブリーダー306宮本

1月20日(日） SDC総務 1万円|A
アジュール竹芝

1/23～1/241026良縁寺悦子｜ぶちアイランド(金子)|45,000円|A
ドライスーツ無料！講習付・ドライスーツで安心ダイブ､美しい海へ。

ご馳走の宿で新年会なんて如何？スーツ持参OK。

1/25～1/301005大隅楠夫｜デイドリームスピリッツ’15万円|c
パラオに馴染みのない会員優先｡本数1叩本前後の人｡6名まで｡ダイビングショップは

デイドリーム｡3日間で6本｡食事別。

1/25～1/30 5O5永吉拓也 プラネット･ワイ 16万円 A

何もなくて豊かな島･カオハガン島滞在･9ボートDV･全食付｡初級者&マクロ撮影派の

2組分I九東京･名古屋･大阪･福岡発可暦17年の日本人がｲド有｡永吉同行･空港税等別。

2/11～2/17 480菅沼良次’エスティワールド 18万円 B

マリンクエストで行くスミランクルーズ､成田､関空発着｡サブリーダー:伽柵立木博信

2/11～2/22 505永吉拓也 プラネット･ワイ 55万円IA
東海岸DW日(6DV･ジンベイ狙い)､野生動物撮影サワァリ3日｡全食付･全費用(査証含)込。

予防接種不要｡余裕有､無理なし日程｡初級者2名可｡要中性浮力｡4名催行ﾊ全国発着可

3/1～3/61406立木博信 エアーワールド’12万円|B
レチョンパーティーを行います｡初心者も参加可

3/5～3/1515O5永吉拓也’プラネツト･ワイ|40万円IA

地球最大生物シロナガス鯨をボートで追跡､接写狙い｡＋コクジラ観察(タッチ可能)。
シロ÷打ス槽;禺確吉富_DV･FI士がLI主廿ん(不可能)_全合付.全善田訊一全園塞善司一

3/24～3/291505永吉拓也’プラネツト･ワイ|24万円|A
マクロ6割､ワイド4割｡全12DV･全食･全個室利用･全費用込｡高透明度､多珊瑚種。

要中性浮力｡初心者3名迄可｡台湾DV&食&文化を楽しめるDVの新天地｡全国発着可。

4/9～4/15 544海老原新 ジスコボルネオ旅行社 23万円 A

コタキナバル1泊､リゾート6泊ハンマー狙いで深く潜る可能性があるので
スキルがしっかりしている方癖キャセイパシフィック

4/10～4/16 508安積信’エアーワールド 22万円 B

ｻサﾝｸﾙー ズ号をﾁｬー ﾀ元日本人の添乗員とｲﾝｽﾄﾗｸﾀー 同行｡全食事付.4日間12DV

(希望により同一料金で16DV迄可)｡フリー潜行と中性浮力は必須｡サブリーダー:434百瀬由美子も

4/13～4/18 358渡辺靖明 ワールドツアープランナーズ 10万円 A

マリンビレッジに宿泊｡のんびり､ゆったりダイブを楽しむ。
初心者の方にもお勧めです､食事は3食付具9DV込み‐

4/20~4/281440石川勝 イー･アイ･エスジャパン 29万円 A

ﾄﾗｯｸ島のブﾙー ﾗグー ﾝﾘゾー ﾄをべー ｽに大自然を満喫｡11DM成田発8日 罰｡コンチネンタルAir

5/8～5/13 5O5永吉拓也’プラネツト･ワイ 20万円|A
マクロ天国､ﾐﾘのベストシーズン｡国際ジｬス祭り2夜有｡チケット代込十神秘のニア洞窟
トレ､ソキン拭今個室劉今(，嚢部屋I士11戸目、全合付_粂吉同行墾塞弾.幟油層II偲戸程匿）

5/12～5/19 457児島慎之介’プラネツト･ワイ|30万円Ic
ビチレブ島･ワーイックホテル｡2日間ボート貸切6DV･2日間混載4DV｡8～10名全食事付・

成田燃油サーチヤージ･空港使用料･フィジー空港税込み｡中世浮力･フリー潜行・

ダイコン自己管理必須｡エアーパシフィック航空･成田より直行便｡荷物30kgまでOK.

~、

へ
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*計画表はSDC会員の為のクラブ公認のツアーです。

＊空き状況の確認及び詳細はツアーリーダーにお問い合せ下さい。

＊空き状況;A:空きありB:少し空きありC:キャンセル待ち。 2007年11月現在
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No ポイント名 日程 会員饗;号･ﾘー ダー 名 旅行社他 概算費用 牢吉

ツアー概要

805

806

807

カオハガン島

フィリピン

4/11～4/16

5/23～5/28

6/13～6/18

505永吉拓也 プラネット･ワイ 16万円 A

何もなくて豊かな島･カオハガン島滞在･9ポートW・全食付｡初級都マクロ撮影派の2組
分け_南京.鋸古屋.大阪･福岡挙可暦18年の日本人ガイド有へ永吉同行･空港税等別。

811 スル海ｸﾙー ジﾝゲ

(ｻﾝﾐゲﾙ&ﾄｳﾀﾊ）

5/13～5/201393高橋馨｜バｼﾌｲﾂｸｸﾙー ズ旅行企画|25万円IB

60名乗りサザンクルーズをチャーター｡全食･全飲物付｡1日4ダイブ以上｡サンミゲル

では､捕魚も可能｡8人部屋を2～3名で使用｡サブリーダー:197宇留賀達雄

823ベストシーズン

八丈島

6/9～6/11 026良縁寺悦子’ぶちアイランド(金子)177,100円|A

ゆうぜん玉ベス ､シーズン4ボートダイ式0陥叺延泊前泊可｡ホテル選ぺま式往復は飛行機。

829 安良里ダイブ＆

ホタル狩り

6月上旬 172島尾愛子｜安良里ダｲビﾝグｻー ビｽTATSUMI|4万円|A
4ボーﾄ､1泊2食･ﾗﾝ領ドﾗｲ又は6半要｡中世浮力必須｡前泊･後泊可｡現地集合9:30、 豊善寺駅出迎え(8:40）

812 紅海クルーズ 6/25～7/7 005大隅楠夫 プラネット･ワイ 30万円 C

ｸﾙー ズ纈泊､ｶｲﾛlﾙｸｿー ﾙ＄
6 ｒ

●
《
』 ｵド)ったりｽｹジｭｺ゙ 妬ノ 卜|ま縦で1jのⅢTをﾁｬ罰 .’ 弾1力､ダｲｺﾉ管理0

809 石垣島 6/25～6/30 537奥原研二’アクアガーデン 14万円 A

8W･全食事付･8名まで受付ますも午前1本･午後1本･3本目はオプション･宿泊.Ⅳショップ

はアクアガーデン･午後便石垣直行で楽々ツアー｡初心者50本前後の方､4名限定可。

824 西表島 7月上旬 603氏家友枝 PIT 未定 C

ダイビングチーム｢うなりざき｣利用｡延泊可｡さがり花島内観OP･ゆっくりダイビング.
エキサイティングダイブーお好きな船へどうぞ1サブリーダー:良縁寺悦子

833 アオリイカの

産卵観察

7月 062狩野幸繁’ナッソー 4万円 A

富戸･海洋公園､4ビーチダイブ｡エクシブ伊豆宿泊､1泊2日｡現地集合解散､交通費別。

827 マブール｡

エコツアー

7/18～7/281247長野恭子
8日間_内1日はサンゴの植付と海［

ジスコボルネオ旅行社’20万円|A
ｺでのゴミ拾い｡全食事付､1日3DV｡10～12名まで。

831 タイ･タオ島

クルーズ

8/2～8/81542瀧正明 ワールドツアープランナーズ’20万円|A
全デﾗｯｸｽﾂｲﾝ2X4室確保のため､8棚限定となりま或全食事付､9W込｡成田･関空発｡ｻブﾘー ダー:柵立木博信

820 四国･徳島牟岐

DIVE&阿波踊り

8/9～8/13 306宮本節子’リーダー手配’9万円IA

黒潮の恵を受けた四国牟岐大島海域でのダイブ･地元民宿泊｡全国から集まり、
熱狂的な踊り興じる阿波踊り､体験してみませんか！ホテル確保。

830 安良里ダイブ＆

土肥花火

8/19～8/20 172島尾愛子 安良里タｲビﾝゲｻー ビｽWsUMI 4万円 A

4ポーhl泊2食･ﾗﾝ誤ドﾗｲ又は6半要｡中世浮力必須｡前泊･後泊可.現地集合9:30､修善寺駅出迎え(8:40)

825 柏島(高知県） 9/1～9/5 506国師三起子 パラディ 9万円 A

4日間ボートダイブ･11本･3食付｡中性浮力･フリー潜行(ロープはあり)･ダイコン自己管理必須
ｨ張ィ､ノトけ窪納1-マ々ロ由Ih_10～11皇司_参加驫望老I士11-ダー'三閤舎廿_本蒲善liR11_

818 ﾆﾀﾘに逢えるかも

伊豆大島

9月 062狩野幸繁 グローバルスポーツ 7万円 A

3泊4日･ポイント｢秋の浜｣主体で8ビーチグｲブ6民宿万立荘宿泊｡現地集合解散､交通費別。

821 ボルネオ

マタキング島

9/12～9/18 306宮本節子 ユーツアー 18万円 A

閏空･成田発着｡マレーシア航空orキヤセイ航空｡7～8DV･無制限DV付､リゾート
滞在中全含事付｡リゾートライフも楽しめます｡0Pでシパダンヘのデイトリップも可。

819 テニス&ダイブ 10月下旬 062狩野幸繁 ナッソー 6万円|A
2泊3日､初日午後半日テニス､2日目ビーチダイブ2本､3日目午前中半日テニス

宿泊エクシブ伊豆､DVは海洋公園または富戸､交通費は含まず｡初心者参加可能
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圓國ヨ圓国信
｜コスモステクノ・コーポレーション㈱’

（27頁広告参照）

国内．海外旅行の格安チケット販売、及びJR券、

航空券、ツアー等取扱。

新しく国内担当となりました高沢雅子は､畑にてヨー

ロッパ中心の添乗員から、畑大阪･富山のカウンター

接客担当でしたので、端末予約操作等大得意ですb

国内割引航空券・JR券・海外ゾーンペックス・海外

格安航空券．国内格安パッケージ等予約・手配は完

壁ですbまたデリバリーなど、きめ細かな手配が可

能ですので、何卒以前に増してご支援ご愛顧賜りま

す様お願いもうしあげます6

東京都品川区平塚1-12-9コスモステクノビル1階

TEL:03-57023071AX:03-5498-3963

担当武蔵丸コヤマtrek@cosIIps-teChno.co.jp

高沢雅子traveldep@cosnps-techno.co.jp

｜（有)フロムライフ
本当にあったお話ですも

SDCのロゴマークの入った革製ネームタグを製作

この夏より販売しています。荷物の迷子を防ぎ少し

でもSDCを盛り上げるために作りました。それは

旅行雑誌でネームタグの中に名前だけで無く滞在先

のホテルや日程表を入れておくと荷物が迷子になっ

た時に発見されやすいと読んだ事がきっかけです。

航空会社でも荷物が行方不明になった時に訪ねる

一つは「ネームタグが付いていますか？」ですも

SDC会員の方が沖縄へ宅急便で送ったダイビング

バック、そこにはボール紙で作った台紙に送り状が

貼られ下げられていました。輸送途中に運悪くヒモ

が切れ、届け先が不明に。本当にあった話ですも

SDCネームタグが付いていた為、宅急便の会社か

ら沖縄へ出発前のご本人に電話が入り、ダイビング

バックは無事沖縄へと届けられました。

もしネームタグが付いていなかったら、悲惨な沖縄

ダイビングツアーになってしまった事でしょう。

皆さんのご利用をお待ちいたしますも

〒104-0033東京都中央区新川2丁目2-1

いづみハイツ茅場町10

TEL:033523-1577

FAX:03-3523-1578

有限会社フロムライフ

藤形誠一

アドミナル(株）(39頁広告参照）
http://home.att.ne.jp/blue/sandwave/index.htny

ダイビング用品、水中写真器初販売店

☆ウエット＆ドライスーツ(パールピンク）

店長伊東ひとみTEL:03-3345-8790

☆器材(サンドウエーブ）

店長逓藤幸也正L:03-3345-0201

☆水中カメラ&ビデオ(アンサー）

店長野本実TEL:03-334-0200

｜エアーワールド(株）
http://Wwwaiwmldco.jp/

今冬もダイビングツアー含め海外旅行ラインアッヘ

プさせて頂きました。

ダイビングツアーは､パラオ・フィリピン(ボホール・

ドウマゲティ･セブ･アニラオ･ボラカイ)･サイパン・

グアム･ロタ･チューク・などご用意いたしております6

2008年度4月には、トウバタハクルーズツアーも募集

しておりますb

パッケージツアーは弊社ホームページご覧下さいませb

その時期に旬なツアーや出発日限定商品など御座い

ますb

日本航空利用パラオチャーター年始発でご希勤卸座

いましたら是非、お問合せ下さい。

2008年度も多数のご参加お待ちしておりますb

また､その他､方面も出来る限りのご要望に添えたい

と思いますので､お問合せお待ち申し上げておりま式〃、
本社TEL:06-6947-1065FAX:06-6947~1169

担当池永-mail:ikenaga"irworld.co.jp

東京支店TEL：O3-5475-33731乳X：03-5475-3374

担当市川FInail:ichikawami]Eworld.co.jp

｜（有)プラネツト・ワイ(13頁広告参照「’
http://Www.planet-y-cr.biz

カオハガン島(フィリピン)、緑島(台湾)、ミリ(ボル

ネオ島)、奄美大島、伊豆&三浦スキルアップのダイ

ブツアーは今後定期的に行いますb

またケニアサファリ&ダイブやシロナガス鯨狙いな

どの特異ツアーもシーズンにあわせて企画

ツアーリーダーも応援しますb

近畿日本ツーリスト7％引!JAL&AMツアー有

担当永吉拓也(携帯090g968-5710)

TEL:045-333-4200FﾊX:045-3334210

Fnnil:nagayoshi@]01.itscomnet
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｜（株)P.I.T
http;//Wwwpit-diving・com

ダイビングショップ魁ツアーデスク

ダイビング部門：雨尾徹TEL:03-346=6482

EWnail:divingQJit-divingcom

旅行部門：松山中TELYO3-3466-6489

E-II1all:travel"1t-divlng.coIn

アクアガーデン（15頁案内参照）

http:/yWwwaqua-garden.net/

石垣島北部のダイビングサービス&ペンション

航空券の手配も代行しておりますので、

お気軽にお問い合せ下さい。

代表社頒孝TEL:0980-89-2152AX:0980~89-2158

Fmail:info"ql過一garden.net

｜（株)スポートツアーズ
http://Www.sporttours.co.jp/

パラオ、フィリピンのダイブクルーズ

代表取締役西元君子divecruise@sporttα｣rs.co.jp

TEL:03-6276-0550AX:03-6240~8282

｜ぶちアイランド
http://home4､hi割1way.',e.jp/p-island

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&AX:03-3495-7015

Bmail:品川petit@'iJ'way.ne.jp

八丈島petit-island@lifty.com

携帯電話09い340牙8954

マリン／大阪ダイビングカレッジ

http://Wwwlnarinejp.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1-21-6

TEL:06-6191-6333AX:06F6191-6330

E可nai.1:marine@alex.ac

Good Shop

http://Wwwboholgoodcony

フィリピン・ボホールのダイビングショップ

代表神田真児FInail:shinji@IpzcomcoIn

’

｜デルフィス・ダフr~Eフグセンター’
wwwbdelphisdiv1n9.com

SDCの皆さんこんにちは｡2007年は皆さんにとってどんな年

でしたでしょうか?昨年10月にはSDCダｲバー の皆さんと一緒に

パラダイスｱｲﾗﾝドでﾀｼ｢ピﾝグさせていただき､皆さんの元

気パワーを沢山いただきました｡モルディブでは季節は乾期に

入り､何処までも見通せる青い海のなかでダｲﾅﾐｯｸな地形を

楽しむことができますももちろん沢山の魚達も楽しむことができ

ますbここでちょっと皆さんに"海の環境"について考えていただ

きたいのです6水中ではサンゴ礁やカラフルなソフトコーラル、

沢山の魚達にも囲まれながらダイビングを楽しんでいただい

ていることと思いま魂ただここ最近気になるのは水中でのダイ

バーのマナーについてですb中性浮力がまだ上手にとれていな

かったり､またカメラをお持ちのダイバーの皆さんは写真を撮

ることに夢中になり過ぎて周りが見えないことが多かったりす

ると､気づいた時にはｻﾝゴを手や足でがっちり抱え込んでいた

りするのですも皆さんの中でも思い当たることはありませんか？

ｻﾝゴは動かないのですが確実に生きていま戎水中生物たちに

敬意を持って接してみてください｡そうすれ'瀧達から皆さんの

そばにきっと寄って来てくれるはずで寵グｲピﾝグは綺麗なｻﾝ

ゴや魚達がいてこそ楽しいので坑今までのグｲビﾝグでは気づ

かなかった水中生物や生態系に関する知識･海の生物との接し

方などをじっくり知りたい皆さんには｢水中ナチュラリスト･スペ

シヤリティコース｣をお勧めします｡海の環境のことを皆さん

がもう少し考えるだけで潜る楽しさが変わってくるでしょう。

モルディブのダイビングセンター

津金千尋PronptionWbnagerAsia

DelphisDivingCenters,Paradiselsland,

Funlsland,RoyalIsland,Maldives

安良里ダイビングサービス1X｢SUMI
http://Www.izu.co.jp/､arari

西伊豆安良里のダイビングサービス

静岡県賀閲祁西伊豆町安良里111-13

代表取締役高木辰元TEL&FAX:0558-56-0703

Fmail:arari@izu.co.jp

｜（有)ダイビングベル ’

http://Wwwdivlng~bell.com

レギュレーター･オーバーホールやスーツ製造修理

をはじめとした各種サービス

代表取締役鈴木栄静岡市清水区清開2-1-3

mL:054F336-4740FAX:054-336-4741

Fmal1:divlng~bell@za.tnc.ne.jp

（株)ワールドツアープランナーズ
http://Wwwwtp.co.jp/renewal/index・htm

海外のダイビングツアー専門旅行会社

東京都港区濁公町2丁目塔3号磯山ピル5F

TEL:03-5425-7711FAX:03-5425-7713

SDC担当遠藤光衛inO@wtp.co.jp
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1)行程:2m7年10月16日(火)～23日(火)の8日間

ダイビング可能日は5日間参加者25名

2)アクセス:TCタイ国際航空利用バンコク乗換

成田・中部・関西・福岡空港集合、各空港より毎

日午前10時～11時半頃発バンコク空港迄の直行便

があり約6時間半、時差は-2時間、到着は現地時

間の午後2時半～3時頃。国内線プーケツト搭乗待

合室へ、ここで参加者全員合流、午後4時発の便

でプーケット空港へ午後5時半着、パトンビーチ

中心部のロイヤルパラダイス1泊、翌朝8時半発の

大型観光船でピピ島へ1時間半、ピピバニヤンビ

ラ到着は午前ll時頃となる。

帰路は昼食後の午後2時に出発、プーケットで大

型バスに乗車、土産物店を周り時間調整、午後9

時の便でバンコク空港へ、解散・帰国。

現地通貨バーツに両替はバンコク空港内がお儲

機内預け荷物は20kg迄であるが、TCは25kg以内な

らば問題なし。TCのマイレージカードを申請して

1万マイル(タイへ2回行けば)でシルバー会員とな

り以降機内預け荷物30kgまでの特典がある。

3)リゾート：パパバニヤンビラ

10月17日～21日迄、5泊ピピ島トンサイベイの繁

華街の中心部で浜辺にあり、周りは土産物・食堂

・雑貨店・バー・マッサージ店等が所狭しと並び

毎日が縁日の様な賑わい。ピピ島は車がなく移動

手段は徒歩と自転車とリヤカーで、島の居住部分

を歩いても約30分で周れる。

部屋はエアコン・冷蔵庫・温水シャワー・湯沸し

等が完備して居心地が良く、毎日2ダイブ終了後

の4時頃より三々五々街へ出かけ、散歩・ショッピ

ング・マッサージ等を楽しむ。

コンセントは日本と同じ、但し220V変圧器が必要

4)食事：全食事付

朝食＝リゾート前砂浜のレストランで素敵な景色

を眺めながらバイキング形式で毎日同じ。

昼食＝大型のダイビング船上でランチボックスに

果物・コーヒー・紅茶。

夕食＝1テーブル8～9名でタイ風中華料理のコー

ス、メニューは毎日少しづつ変わる。

5)ダイビング：5日間10ボートダイブ付

ダイビングショップはパールアンダマンスクーバ

現在はピピ島唯一の日本人経営のショップ6責任

者は中川さん、サブは服部さんの日本人2名。

ピピ島リゾート到着日の午後2ダイブをする為に

チェックイン前に昼食、免責同意書を記入、器材を

メッシュへ移し、部屋で着替え徒歩5分の港、

漁船改造の大型船を25名で貸切り、7人×lと6人×

3の4グループに分けて潜る。ガイドは前記の日本人

2名と応援ガイドの外国人2名の4名。 魚

器材はスタッフが船まで運び終了日まで船で保管、

毎日乗船後に各自でセッティングを行う。

タンクはアルミの1”、ウェイトはポンド(0.8kg)。

剛は船の中央部横よりジャイアント、水面集合後

フリー潜行、ロープはなし。EXも船横の梯子であ

るが船縁が水面よりやや高くタンクを背負って上

るのが大変な方はウェイト・配を脱いで上る。

6)海：気捌0～34℃、ベタ凪ぎ、水温29～30℃、

透視度6～25m(平均10～20nで良好)、現在雨季の終

わりであるが日中は晴天が多く時々曇り、予定で

はピピ島の隣のピピ・レイ島(船で30分程)の初心

者ポイントで全て潜る筈が、我々のスキルを評価

してくれて、3日目は上級者ポイントのキングク

ルーザ(大型の沈船)へ遠出、4日目も上級者ポイヘ
ントのコーハーヘ(5つの島)スピードボート2艇を

貸切り遠出する。透視度は20m程で休憩時間は素

晴らしい景色の中でシュノーケルを楽しむb

潜ったポイント、初心者向けはマヤコーナー・パ

ロン・ヒダノック・ヒダナイ・シャークポイント。

上級者向けはキングクルーザ・コーハーb

全てのポイントで魚影が濃くキンセンフエダイの

群れが河の流れの如く続きバラクーダやギンガメ

やレオパードシャーク等、予想外の海中に驚く。

7)費用：旅行社支払蛛)ﾜｰﾙドﾂｱｰプランナーズ

成田搭乗者=174,990円(他の空港も同程度）

燃料サーチャージ11,200円空港使用料と税

約4,790円海外旅行傷害保険繩,000円を含む）

(1B=約3.7円）

現地支払い＝マッサージ・エステ1時間約30肥

水1.523叩缶ビール45B

総費用は19万円弱でした。(287石岡弘至記）
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ジニ〆ドウエープ

小物から、3点セット、重器材、
コンピューターなど商品点数多数1

探し物がきっと見つかる
人気のフルフットフィンやブーツの
種類も豊富です

ご来店をお待ちしております

サンドウエーブ
電話03-3345-021
メールsandwave(

■■■ﾛ■■LIIl
〃て－jレピンク
ウユニット＆艀ライスーツ

#に合ったｽーﾂ肋くて因って訪！

今ま緒ているｽー ﾂに輪施訪！

あ雄に合ったｽー ﾂを胤討，
脈も鶏に隈して下さい’
獅なら雛施下さい

パールビンク
電話03-3345-879
メールpinkmai

－－寺

水中撮影篝材専門店
ア ンサー

ﾈジ1ホからかﾊｳジﾝまで豊富な鎭
何でもそろえてい言す§
ﾛｶﾒﾗﾏﾝならではの的蔭な

ｱドｲｽも熱です
ご寮店お待ちじております

’

ドウエーブ
03-3345-0201

ルsandwave@tkb.att.ne.jp

アンサー
電話03-3345-0200
メール川@answer-0nlinecom

03-3345-8790
pinkmail@zabattne.jp
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40編集雑感

鬮鬮鯛圃
今回は編集長がピンチヒッターの西村さんでした。

さすが先輩、経験を生かしていろいろアイデアが浮

かんできます。大隅さんは味を占めていろいろ画策

している様子。新年を迎えて、私はというと次の広

報担当を誰に渡そうかと思案中。会報編集に関わっ

てみたい方連絡お待ちしております6

（302福田孝子）

今回は本業の方がすごく忙しくて､家に帰ってから

までパソコンを使うのが正直なところ億劫でした。

したがって何もお手伝いできなかった状態でした。

次からはもう少し頑張りますb

（603氏家友枝）

本号は22号(7/04)～30号(706)迄一緒に編集を担当

した西村さんに編集長をお願いしました。私は19号

から岬余り編集長を続けていたので、先入観が出来

上がり、マンネリ化打破の道が探せなくなっていた

と感じています｡今回はすっかり西村さんにお任せ

で楽をさせてもらいました。その結果、西村さんと

福田さんの間で色々なアイディアが出てきて、本号

からレイアウトの変化が始まりました。。色々なア

イディアを持った人が参加するともっと幅が広がり、

会報が更に楽しい交流の場となる可能性を感じまし

た。新しい感性を活用したいのですb参加者を募集

していますb

（005大隅楠夫）

初めてメインで編集させていただき、今までの大

隅さんの苦労がよ－くわかりました。こんな大変な

ことを毎年4回もやっていたのかと、驚くばかりですb

1番辛かったのが、原稿や写真をお願いしていて、で

もイメージ違いやスペースの関係などでやむなく没

にした時ですb編集長を3回やったら、友達なくしそ

うですbそういう苦労を差し引いても、会報を作る

というクリエイティブな仕事の喜びと、人の思惑を

気にしないで、自分で決めていける編集長の快感も

味わいました。そして無事に発行にこぎつけられた

のは、大隅さん、福田さん、藤形さん、校正で参加

してくれた氏家さん、原稿書いてくれた皆さん、写

真を提供してくれた皆さんのおかげです。ありがと

うございました。

（378西村麻美）

声、

角
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ダイバーの友、フォトジェニックなクマノミを特集しました。
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1．「三本線(固有魚)」128平野昌子

素早い動きの魚を自分好みに撮る難しさ。この時も

クマノミにからかわれながら、撮りました。

カメラ：オリンパスC-300

撮影地:マジュロ(アネモネNo.1)

撮影日:2007年3月24日
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2.「クマノミ」062狩野幸繁

海が荒れていて遠出が出来ず、アクアガーデン周辺

だったので被写体がクマノミくらいしかいなかった。

カメラ：ニコノスV

撮影地:石垣

撮影日:2007年10月
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3.「タマゴを守るセジロクマノミ」166島田美世子

新しいデジカメの初挑戦卵を守るセジロクマノミに

カメラを向けても動じず、卵を良く見るとふ化真近

のようだった。ごめんなさい。

カメラ：キヤノンIXY90

撮影地:石垣

撮影日:2007年5月14日
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4.「ハマクマノミ」628杉村明子

誰も腕とは言ってくれなかった…

カメラのおかげですbFUJIさんすご～い。

カメラ：フジFinePixF31

撮影地:石垣

撮影日:2007年11月8日
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rSDCの紹介と入会のご案内一／ 、

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､地域は斗髄道

から沖縄まで全国に拡がっていますbSDCでは新年会や懇親会等の亀､や年約50回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300名を超え、更なる会の充実を図って行きたいと思っております。
「安全潜水｣、「個人責任｣、「助け合い｣など当クラブの行動原則を理解して行動して下さる方が入会可能

ですb入会希望の方は事務局までこ漣絡下さい。

、日本シニアダイバーズクラブ事務局〒270.0121流山市西初石1丁目756-4坂東正朗方TEL&FAXO4-7197-2754E-mailm.bando@dream.comノ』


