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P8 与那国島 P8 与那国島 P8 与那国島 
P2 総会・懇親会 

P9 屋久島 

P10 波佐間 P12 セブ/マラパスクア 

P16 サイパン P14 ボホール 

P17 パプアニューギニ

P21 パラオ P20 パラオ 

P22 セブ/北リロアン 

P18 ラジャアンパット 

P23 カクレクマノミ 

P9 知床 



2014年度の報告、2015年度の方針 

005 会長 大隅 楠夫 

2014年度のトピックス 

1）SDC 3大人気ポイント情報交換会の開催 

 会員に人気のパラオ、モルディブ、ラジャアンパ 

ットのベテランにパネリストをお願いして情報交 

換を行った。その魅力および安全面からの注意点 

等SDCならではの生の情報が聞けた会であった。 

2) 人材の確保 外部広報活動 

 マリンダイビング誌の連載でSDCおよび会員の 

活動が引き続き紹介された。3回目となる4月3 

日のマリンダイビングフェア・セミナーでSDC 

の活動紹介を行った。 

3）会報経費の見直し 

 会員の高齢化シフトと減少が予想以上に早く進み 

会報経費の見直しが急務となった。幸いにして広報

役員の負担は増えるが、経費を大幅に削減できるだ

けでなく、全ページカラー化できる方法を見つける

ことができた。 

 

2015年度 

 会員更新手続きの結果、昨年同様退会者に比し入

会者減の状態が続き267名でスタートとなった。会

員数が少なくなっても、実働会員の数はそれ程変わ

っていないので、これまで通りに活発な活動が期待

できる。 

 

2015年度の方針 

 現在の会員の年齢構成をみると、団塊以降世代の

入会者の少ないことが会員数減少に繋がっているこ

とが分かる。ダイビングをベースとしたシニアダイ

バーの社交クラブに発展したSDCを次の世代に引

き継ぐには、若手会員の入会が望まれる。今迄以上

にSDCを知ってもらい興味を持ってもらう地道な

広報活動が必要である。 

 

今年度の方針 

1．SDCの認知度を高める 

2．安定運営の資金確保 

3．安全潜水 

 

＊認知度を高めるための具体的方法としては、MD 

誌のSDC活動紹介に加えて、HPの充実、会報の 

充実を図り活用したい。更にFaceboookの活用も 

検討する。また「SDCのどんな所を良いと思うか」

に関し、会員個々の広報活動にも期待したい。 

2015年度役員 

[2015年度役員] 

6月7日の総会に於いて2015年度、日本シニアダ

イバーズクラブの役員が次のように決まりました。 

 

会 長  005 大隅 楠夫 

副会長  648 江藤 征雄 

  603 氏家 友枝 

事務局  624 阿久津 省一 

総 務  733 林 賢子 

  770 小山 千香子（新任） 

会 計  417 豊田 映子（新任） 

広 報  684 小林 孝子 

  738 木藤 伸行 

  748 加藤 倭朗 

  668 川瀬 和恵（新任） 

ダイビング計画 753 都築 和子 

     766 鈴木 一雄 

関西地区担当 306 宮本 節子 

会計監査     682 渡里 喬 

 

＊クラブ運営に関して問合せ、相談、興味等ありましたら 

担当役員までご連絡下さい。  

 

  事務局  会員の入退会手続き、名簿管理 

 総 務  新年会・総会・懇親会 

 会 計  会費 

 広 報  会報 

 ダイビング計画 ダイビングツアー 

 

[その他の役員] 

 技術顧問 030 杉本 信也 

 顧 問  018 坂東 正朗 

  197 宇留賀 達雄 

 関西地区幹事 508 安積 信 

  635 木脇 学 

  735 道上 勲 

  774 斉藤 満弘  

 

[メールアドレス] （個人以外） 

広 報 sdckoho2012@hotmail.co.jp 

ダイビング計画 

 divingplan@yahoo.co.jp 
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 天候にも恵まれ、続々と会員の皆様がお集まりに

なる中、11時に映像の会のビデオショーが始まりま

した。皆さんの研鑽がモノ言って、とても素晴らし

いテーマを持った映像が

紹介されていきます。 

 ああ、あんな写真を私

も撮れたらなーと思う反

面、はまってしまったら

大変かもとも思われ、ちょっと複雑です。見入って

しまった 1時間でした。 

 

12時から2015年総会が開催され会員91名の方の

参加を頂きました。 

 

大隅会長より一年間の

活動報告がなされ、会員

が高齢化しつつあり、ま

た、会員数の減少などの

傾向について説明があり

ました。 

2014 年度の会計報

告・監査報告では、昨年

総会において決議された

特別積立金についての質

問がありました。昨年決

議承認されたものですが、

会報など発行するのには確定した経費が出て行きま

す。会員減少が予想される中、それに備えていく為

の必要な積立です。続いて、次年度の活動方針の説

明が行われ、次期予算・計画の案についても承認を

頂きました。次期役員は新たに、会計・豊田映子さ

ん、総務・小山千香子さん、広報・川瀬和恵さんの

3 名が就任、現役員で活躍頂きました会計の岩﨑八

重子さん、総務の椛島三枝子さんが退任されました。

新しい方々のご活躍はもちろんの事、退任される

方々の今迄のご苦労に対し、心よりお礼申し上げた

いと思います。 

あっという間に 4列整列して、記念写真を撮り、

総会は閉会いたしました。 

 

 

 

懇親会パートⅠは、江藤副会長の挨拶で始まりま

した。乾杯は、今年傘寿に

なられ、ダイビング・アウ

トドアーの会で楽しんでい

られる 248の若狭英彦さん

のご発声を頂きました。 

 各テーブルでは早くも

話が盛り上がり、ＳＤＣ

のグループならではの雰

囲気で満ち、何時までで

も話していることが出来そうです。 

 初参加の方 2名の挨拶、遠隔地参加の方 11名の

の紹介、賛助会員の挨拶を頂きました。続いてサ

プライズプログラムです。シニアの枠に入れてよ

いのかと思われる、9 人のＳＤＣダンサーズの皆

さんによる“I  will  survive”---“私は生き残

る”の曲に乗り、生きることに憔悴した人が周り

の人々に助けられて復活していくという、ストー

リーのある踊りです。踊りが、通りすがりの人々

まで巻き込んで、輪が広がっていく様子が表現さ

れています。手拍子が大きくなり、とても楽しい

プログラムでした。ダンサーズの皆さん有難うござ

いました。元気頂きました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最後に恒例の減圧ソングですが、なぜか今年は次回

に見送りとなりました？映像の会の皆さんの張り切

った姿を見たかったのですが･･･。次回のバージョン

アップを期待します。 

2015年 総会・懇親会報告 
 総務 733 林 賢子 
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<減圧ソング保存会

談>ダンサーも揃い、

練習も終え、豪華衣

装も揃え、バッチシ

本番を迎えるはずだ

ったんですが、何

と！減圧ソングの CD を持ってくるのを忘れるなん

てハプニングが！「せっかく練習したのにィ」とガ

ックリ。 

 

 パートⅡは新たにマクロ派・大物好きテーブルを

設け、賛助会員さんのテーブル、何でも相談・同好

会、フリーと、これからのツアー計画を練っていた 

だく時間です。皆さん各テーブルで話し込み心置 

きなくダイビングの話をしています。まさにＳＤＣ

ならではの時間ではないでしょうか。 

 今回は会場側の進行がスムーズにいかない部分が

あり、ご迷惑をおかけしましたが、皆様のご協力で

無事 2015年総会・懇親会を終わらせることが出来ま

した。有難うございました。 

 

総会・懇親会に初めて参加して 

804 遠藤 卓 

 現在イギリスに在住しており今回が初めてのＳＤ

Ｃ総会出席です。本日（6 月 7 日）夕方イギリスへ

戻るため懇親会には参加できませんが会場に来て参

加人数の多さにビックリしました。イギリス、ベル

ギーなどを含め欧州に 40 年近く滞在しており日本

には年に 2~3回戻ってきます。ＳＤＣについては日

本のダイビング雑誌を通じてその存在を知り、シニ

ア世代のダイバーズ組織というイギリスにはないも

のに興味を覚え入会しました。イギリスでポピュラ

ーなダイビングの一つはレック（沈船）ダイビング

で、イギリス本島の周りには数多くの船が沈んでい 

ます。一方イギリス人にとり人気のダイビングスポ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ットである紅海には何度か潜っていますが、イギリ

ス人やエジプト人のダイビングスタイルにはあまり

馴染めませんでした。家内（ノンダイバー）と一緒

に旅行する為観光もできるリゾート地を中心にダイ

ビングスポットをまわっていますが、気に入ってい

るのは南太平洋とカリブ海です。ＳＤＣの会報のツ

アーレポートを読み“凄い場所”に出かけている方

が多く羨ましく思います。 

 

825  有澤  徹雄 

一昨年の 10 月にダイビングを

始めその魅力に魅かれました。

今年の 4月に海外スキーツアー

でＳＤＣメンバーと知り合い急

遽入会し今回の総会、懇親会に

間に合わせることができました。

北海道上川郡清水町(ベートー

ヴェンの交響曲第 9番を全国町

村で初めて合唱した事から「第九の町」としても知

られる)在住。スキーとダイビングは体の使い方に共

通する点があり大いに興味を惹かれました。 これ

からは、冬のスキー(スキーのインストラクター)、

夏のダイビングでメンバーの皆さんと一緒できれば

と願っています。 

 

828  大村  謙二 

以前から水中映像サークルを通

じてＳＤＣのメンバー(大隅会

長、木藤さん達)と知り合い、今

回ＳＤＣに入会し総会に初めて

参加しました。ＳＤＣのメンバ

ーはみなさん積極的な方が多く

会場でも打ち解けてお話をする

ことができました。大学の潜水

部出身で水中撮影機材を扱う(株)フィッシュアイの

代表取締役をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 



 

会計  417 豊田  映子  

 

地元漁師ガイドの経験と

叡智が海に命を繋ぐ生きも

のたちの生存活動を探りあ

てた時、森羅万象に無駄な

ことは何一つないと実感で

きる瞬間です。こんなに広

い海の中の出会いでさえ必

然と思えてくる。人との出

会いも同じ、感謝しつつ務

めます。 

 

広報  668 川瀬  和恵  

 

今回、ご縁がありまして

広報の役員をお引き受けす

ることになりました。 

皆さんが楽しみにしてい

る広報誌に携わることにな

り責任を感じています。 

只今見習期間中ですが、そ

んな中で強く感じることは、

広報誌は皆さんからの投稿

で成り立っているというこ

とです。公認ツアー、個人ツアー、その他のイベン

ト、どしどしご投稿お願いいたします。 

 

会計  699 岩﨑  八重子  

会計をお受けして当初不安もありましたが２年間

無事に終わることができホットしております。 

又多くの会員と話すことができました。ＳＤＣをど

ういう風に運営しているのか？役員にならないと分

からないこともあり貴重な経験となりました。機会

がありましたら、ぜひ役員になってＳＤＣの運営に

携わってみてください。いい経験になります。会費

納入に関して会員皆様のご協力ありがとうございま

した。この場を借りましてお礼申し上げます。 

 

総務  770 小山  千香子  

   

ＳＤＣのHPをたまたま見

つけ、入会をしてから２年９

か月になります。ダイビング

はもちろんのこと、アウトド

アーの会、ご近所の会と、心

地よく楽しく参加させて頂き、

たいへんに感謝しております。

このたび総務のお話を頂きま

した。引き受けたものの、日

に日に不安が増しております

が、ひとつずつ覚えて行こうと思っております。精

一杯努めさせていただきますので、皆様どうぞご指

導を宜しくお願い致します。 

 

 
 

 

総務  767 椛島  三枝子  

入会して間もなく、私のアドバイザーをしていた

だいた方より、総務担当役員を一緒にしてほしいと

言われ、訳も分からず引き受けました。役員になっ

てから、初めて新年会と総会に出席した次第で、沢

山の方々の支えをいただき2年間を過 

ごすことが出来たと実感しています。本当にありが

とうございました。 

 

退任役員挨拶  

新任役員挨拶  

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年会案内ハガキにありましたアンケート 4. 

これからどこに行かれるのか、気になってもいるし、

でもかなり記入が緩いし、どうしようかと思い悩み

つつ集計をしてみました。基準は、記入されたまま

の合計です。全部で 195件の記入がありました。 

国別ではフィリピンが 77件。全体の 39％です。 

次にインドネシア 40件で 21％。パラオ 29件 15%。

日本国内 27件 14%。タイ８件。ハワイ４件。グアム

２件。サイパン２件。スリランカ、シバタン、ラン

ギロア、カンクン、グレイトバリア、ノルウェーは

１件です。 

 詮索するものとしては、フィリピンの何所？とい

う事が気になります。ざっとあげてみると、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フィリピン   77 】 

セブ島 (8)・ボホール(18)・モアルボアル(13)・   

リロアン(10)・マクタン島(8)・マラバスクワ(6) 

アニラオ(2)・アポリーフ(2)・トロパラ、ドウマゲ 

ッティー、トウバタハ(各 1)  

フィリピン(7) 

【インドネシア 40 】 

バリ島(6)・ムンジャガン( 9)・トランバン(4)・ 

ラジャアンパット(11)・コモド(5)・メナド( 3)・ 

レンベ(2) 

【タイ   8 】 

シミラン(4)・タオ島(1)・タイ(3) 

【国内   27】 

与那国島(5)・トカラ列島(4)・石垣島(4)・粟国島

(2)・座間味島(2)・ 沖縄本島(2)・西川名(2) 

徳之島、久米島、小笠原、西表島、沖縄北部、猪苗

代湖(各 1) 

でした。ダイビング計画でツアー募集されていると

ころは件数も多いようですね.  

返

信

コ
メ
ン
ト
抜

粋 
 

 

総

会

出

欠

ハ

ガ 

キ 

 

2年前大病してからちょっぴりダイビ

ング熱が冷めたようです。年に4、5回

パスなしで潜っていたのが嘘みた

い・・・。     052 大類 弘子 

 

ダイビング引退して 2年経過。元気に

健康に毎日過ごしています。                       

294 三輪 勝廣 

 

ベテラン丘ダイバーとなり、会報で 

イメージトレーニングして楽しんで

います。      486 塙 恵美子 

 
諸事情により引き続き冬眠中。 

625 束田 澄江 

なかなかダイビング出来ずにいまし

たが、この夏、再始動する予定です。              

785 島村 正代 

 

 

    

ようやく諸私事から抜け出し再度ダイビ

ングを開始しました。GWは南の海を楽し

みました。        802 細田 満 

 

母の介護で高松生活を続けております。

母との日々を共有できるチャンスが出来

たことを"良かった"と思えるようになり

ました。       356 栗本 はるみ 

 

あと 5年 80歳まで潜りたいです。    

616志賀 暎功 
  

今迄は潮の流れは気にもせず････そろそ

ろ年齢と体力を考えて、穏やかな海の時

に潜ります。      640 山崎 利江 

 

今年、池袋のダイビングフェアーに日帰り

で行ってきました。世界中の色々な海に出

かけて水中写真を撮りたくなりました。        

814 直之 浩 

 

 ＹＯＵはこれからどちらへ？ 

2015年1月～6月の会員ダイブ予定 

              総務 

 

5 

 

12/1 にカテーテル、アブレーションを

やり、半年静かにしています。8月頃か

らは潜れると思います   245 今村 孝 

 
カリブクルーズにご一緒できる方 

探してます。    173 小山 佳代子 



          2月17日（火）14:00～17:00 

ハロー貸会議室八重洲 

            

 

 

1．交換会の趣旨 

  ＳＤＣ創立来、会員の希望するポイントとしてパ

ラオ、モルディブはずっと人気が高い。最近ではラ

ジャアンパットも人気がある。これらのポイントに

関して、経験豊富な会員にパネリストをお願いして、

どんな所に魅力があるか、それを楽しむ為に注意す

る点は何か、またシニアダイバーに役立つ情報など

ＳＤＣならではの情報交換の場を作ること。 

2．参加者は 26名 

 参加者の多くは予想通り大物や、流れの海で群れ

を見るのが好きな人でした。 

3．会の進行 

 司会者からにパネリストに質問して答えてもらう

形で経験談を話してもらった。また会場からの質問

を受けたり、参加者に質問して答えてもらったりと

会話形式の情報交換会となった。 

1) パラオ   パネリスト：島尾愛子、今枝淳平 

2) モルディブ パネリスト：島尾愛子、今枝淳平 

3) ラジャアンパット  パネリスト：村上あい子、 

島尾愛子   司会：氏家友枝、大隅楠夫   

 

4． パラオ 

＊ダイビングは龍馬号、パラオスポートのクルーズ 

とリゾートステイの 2通りの楽しみ方がある。 

＊賛助会員のデイドリームとブルーマーリンはガイ 

ドが信頼でき、エキジット時等シニア向けの対応 

をしてもらえるのがありがたい。 

＊研究熱心なガイドのお陰で満月、新月の時期に 

色々な魚の大群を見られるようになった。 

ツノダシ、バラフエダイ、ロウニンアジ、イレズ 

ミフエダイ、カスミアジ、ミヤコテンギハギなど。 

 

 

 

 

 

＊カレントフック、フロートは必須。 

＊健康チェック表を記入するが、チェック事項の 

ある人は医師の診断書が必要になる。 

 

5．モルディブ 

＊10数年前まではリゾートステイが主であったが、 

 水温の異常上昇の結果リゾート周辺のサンゴは大 

きなダメージを受けた。 

＊現在ダイビングは主にクルーズで楽しむように 

なっている。 

＊クルーズではジンベイやグルグルマンタポイント 

などを効率よく回ってくれる。 

＊乾季は流れることが多いので、スムースな耳抜き、 

 一気潜降などのスキルが求められる。 

＊乾季は年齢制限、経験本数による制限の可能性有。 

＊60歳以上は健康チェック表、診断書を提出。 

＊エキジット時に水中脱着は事前に言えばやってく 

れるが、必ずしも歓迎されない。 

 

6．ラジャアンパット 

＊アクセスの便は良いとは言えない。 

＊リゾートステイも増えてきたがクルーズが主流。 

＊比較的最近開発されたポイントなので、サンゴ等 

 が生き生きとしている。 

＊魚影が濃くウメイロモドキなどの大群が展開する 

舞台は、何時までも眺めていたい思われるほど。 

＊マンタなど大物からピグミーなどの小物、歩く 

 サメなど固有種も多く色々楽しめる。 

＊慣れてないガイドのエキジット時に洗濯機状態に 

巻き込まれた経験があるが皆落ち着いて対応。 

 

7．3ポイント共通の注意点 

＊流れが速いポイントが多いので、中性浮力、素早 

い耳抜き、潜降などのスキルが必須。ダウンカレ 

ント、アップカレントが発生するときがあり、ガ 

イドのブリーフィングを良く聞き、指示を守る 

ことが重要。 

 

“初めての企画でしたがパネリストに加え会場から

の質問や意見により予想以上の情報交換が行われ、

ＳＤＣならではの会になりました。”   

SDC 3大人気ポイント情報交換会 
2月 17日（火）14:00～17:00 ハロー貸会議室八重洲 

                   005 大隅 楠夫 

６ 
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会員に聞く

～０２６

 

ＳＤＣ創設以来の会員で、“心のダイビング”を行

っている良縁寺悦子さんにお話を伺いました。

 

Q：ＳＤＣ創設からのメンバーということですが発足当時

のＳＤＣはどのような形でしたか？

A：当時はSDC

クラブと言っていました

1 回普通の封筒に入るくらいの大きさのものでした

 どんな人が、どんな海に潜っているのかさっぱり

解からない状態でしたから、私も

にも行かず個人で潜っていました。

Q：“心のダイビング”というのはどのようなものなのでし

ょうか？いつの頃から意識されたのでしょうか？

主な場所はどこですか？

たか？ 

A：美しい海で、珍しい魚を見たり、素晴らしいコ

ーラルをみたりするのがダイビングと思っていたの

ですが、ある時新聞の記事でトラック島で第二次世

界大戦で犠牲になった船に潜っている仲間がいるこ

とを知り、早速手紙を書き仲間にしてほしいとお願

いしました。

のことを学びました

んでいるのか、犠牲者は民間人ばかり

日、たった一日で

はじめのころは毎年

酒と線香を持って慰霊に行くようになり私が勝手に、

“心のダイビング

らですから 20

Q：最初の頃とお気持ちの変化はありますか？

A：まったくありません

は強くなっています

Q：今年は戦後

は戦争と関わりのある地域が多いです

ようなお気持ちでダイビングを

A：いつでも感謝の気持ちで幸せを

見ても、夕焼けを見ても、朝焼けを見ても

Q：今後はどのようなダイビングを予定していますか？

A：体力に応じた海で良い仲間と私を待っていてく

れる人が居る所で潜りたいと思っています。

ありがとうございました。

 

 

会員に聞く 

～０２６ 良縁寺

聞き手  

創設以来の会員で、“心のダイビング”を行

っている良縁寺悦子さんにお話を伺いました。

創設からのメンバーということですが発足当時

はどのような形でしたか？

SDC の略称は無く

クラブと言っていました

回普通の封筒に入るくらいの大きさのものでした

どんな人が、どんな海に潜っているのかさっぱり

解からない状態でしたから、私も

にも行かず個人で潜っていました。

：“心のダイビング”というのはどのようなものなのでし

いつの頃から意識されたのでしょうか？

主な場所はどこですか？

美しい海で、珍しい魚を見たり、素晴らしいコ

ーラルをみたりするのがダイビングと思っていたの

ですが、ある時新聞の記事でトラック島で第二次世

界大戦で犠牲になった船に潜っている仲間がいるこ

とを知り、早速手紙を書き仲間にしてほしいとお願

いしました。その仲間からは一緒に潜るたびに沢山

のことを学びました。なぜここに民間の船が多く沈

んでいるのか、犠牲者は民間人ばかり

たった一日で50隻もの船の悲劇

はじめのころは毎年 2 月

酒と線香を持って慰霊に行くようになり私が勝手に、

心のダイビング”と感じているのです

20 回位行ったでしょうか。

：最初の頃とお気持ちの変化はありますか？

まったくありません

は強くなっています 

：今年は戦後70年ですね。ダイビングを楽しめる場所
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：今後はどのようなダイビングを予定していますか？

体力に応じた海で良い仲間と私を待っていてく

れる人が居る所で潜りたいと思っています。

ありがとうございました。 

良縁寺 悦子さん

  広報 

創設以来の会員で、“心のダイビング”を行

っている良縁寺悦子さんにお話を伺いました。

創設からのメンバーということですが発足当時

はどのような形でしたか？ 
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まったくありません。年齢を重ねるごとに

年ですね。ダイビングを楽しめる場所

は戦争と関わりのある地域が多いです

ようなお気持ちでダイビングをなさっていますか？
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：今後はどのようなダイビングを予定していますか？

体力に応じた海で良い仲間と私を待っていてく

れる人が居る所で潜りたいと思っています。
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創設以来の会員で、“心のダイビング”を行

っている良縁寺悦子さんにお話を伺いました。 

創設からのメンバーということですが発足当時

本シニアダイバーズ

会報らしきものは 1 年に

回普通の封筒に入るくらいの大きさのものでした

どんな人が、どんな海に潜っているのかさっぱり

3 年くらいは何処

 

：“心のダイビング”というのはどのようなものなのでし

いつの頃から意識されたのでしょうか？ 

今まで何回くらい行かれまし

美しい海で、珍しい魚を見たり、素晴らしいコ

ーラルをみたりするのがダイビングと思っていたの

ですが、ある時新聞の記事でトラック島で第二次世

界大戦で犠牲になった船に潜っている仲間がいるこ

とを知り、早速手紙を書き仲間にしてほしいとお願
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なぜここに民間の船が多く沈
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：最初の頃とお気持ちの変化はありますか？ 

年齢を重ねるごとに思い

年ですね。ダイビングを楽しめる場所

は戦争と関わりのある地域が多いですが、いつもどの
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感じます。星を

ても、夕焼けを見ても、朝焼けを見ても・・・

：今後はどのようなダイビングを予定していますか？

体力に応じた海で良い仲間と私を待っていてく

れる人が居る所で潜りたいと思っています。 

創設以来の会員で、“心のダイビング”を行

 

創設からのメンバーということですが発足当時

本シニアダイバーズ

年に

回普通の封筒に入るくらいの大きさのものでした。 

どんな人が、どんな海に潜っているのかさっぱり

年くらいは何処

：“心のダイビング”というのはどのようなものなのでし

今まで何回くらい行かれまし

美しい海で、珍しい魚を見たり、素晴らしいコ

ーラルをみたりするのがダイビングと思っていたの

ですが、ある時新聞の記事でトラック島で第二次世

界大戦で犠牲になった船に潜っている仲間がいるこ

とを知り、早速手紙を書き仲間にしてほしいとお願

その仲間からは一緒に潜るたびに沢山

なぜここに民間の船が多く沈

月 17

がありました。  

日にはトラック島へお

酒と線香を持って慰霊に行くようになり私が勝手に、

年前か

思い

年ですね。ダイビングを楽しめる場所
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星を

・・・ 

：今後はどのようなダイビングを予定していますか？ 

体力に応じた海で良い仲間と私を待っていてく

  

66

まとめが素人なのでまだまだですが如何でしょうか。

 さて、白黒だった時はフロムライフさんが加工し

て見易くして頂いておりましたが、これからは元の

画像を活かす為に基本的に加工せずそのまま載せる

ことになります。（加工するセンスがありません）

 こうなると写真のサイズが小さかったり、手振れ

があったり、水中モードで赤み掛かったりしている

画像はそのまま載ることでアラ？が見えてきてしま

います。（ザラザラ、色合い等々）

これから撮影する時、お送り頂く時は下記にも留意

して下さる様お願い致します。

●カメラの設定

１．画質（記録画素数）は

例１）オリンパス

例２）ニコン

２．水中モードは万能ではありません、カメラに

３．集合写真でストロボを“

  

●投稿下さる時

１．原稿に当てはめて保存する時は画像の圧縮を

２．写真を添付頂く場合も同様です。

思い出は綺麗な写真で会報に載せましょう！

 

 

 

 

66 号より全ページ総天然色になりました。

まとめが素人なのでまだまだですが如何でしょうか。

さて、白黒だった時はフロムライフさんが加工し

て見易くして頂いておりましたが、これからは元の

画像を活かす為に基本的に加工せずそのまま載せる

ことになります。（加工するセンスがありません）

こうなると写真のサイズが小さかったり、手振れ

があったり、水中モードで赤み掛かったりしている

画像はそのまま載ることでアラ？が見えてきてしま

います。（ザラザラ、色合い等々）

これから撮影する時、お送り頂く時は下記にも留意

して下さる様お願い致します。

●カメラの設定

１．画質（記録画素数）は

て下さい。

例１）オリンパス

16M、8M

例２）ニコン 

・16M（高画質）［

・16M［4608

・8M［3264

・4M［2272

・2M［1600

・VGA［640

・16：9 12M

・1：1［3456

２．水中モードは万能ではありません、カメラに

よって違いはありますが、浅く、太陽光が

強いところでは

３．集合写真でストロボを“

  （この機能の無いデジカメもありますが）

●投稿下さる時

１．原稿に当てはめて保存する時は画像の圧縮を

しないで下さい。ファイルサイズは小さくなり

ますが画質も低下

２．写真を添付頂く場合も同様です。

サイズが大きい場合は

もしくはギガファイル便、宅ファイル便を活用

して下さい。

思い出は綺麗な写真で会報に載せましょう！

投稿される写真について

 

 

 

号より全ページ総天然色になりました。

まとめが素人なのでまだまだですが如何でしょうか。

さて、白黒だった時はフロムライフさんが加工し

て見易くして頂いておりましたが、これからは元の

画像を活かす為に基本的に加工せずそのまま載せる

ことになります。（加工するセンスがありません）

こうなると写真のサイズが小さかったり、手振れ

があったり、水中モードで赤み掛かったりしている

画像はそのまま載ることでアラ？が見えてきてしま

います。（ザラザラ、色合い等々）

これから撮影する時、お送り頂く時は下記にも留意

して下さる様お願い致します。

●カメラの設定 

１．画質（記録画素数）は

て下さい。 

例１）オリンパス ＴＧ3 

、3M、VGA

 AW100  

（高画質）［4608

4608×3456］

3264×2448］

2272×1704］

1600×1200］

640×480］ 

9 12M［4608×

3456×3456］

２．水中モードは万能ではありません、カメラに

よって違いはありますが、浅く、太陽光が

強いところでは赤っぽく

３．集合写真でストロボを“

（この機能の無いデジカメもありますが）

●投稿下さる時 

１．原稿に当てはめて保存する時は画像の圧縮を

しないで下さい。ファイルサイズは小さくなり

画質も低下してしまいます。

２．写真を添付頂く場合も同様です。

サイズが大きい場合は

ギガファイル便、宅ファイル便を活用

して下さい。  

思い出は綺麗な写真で会報に載せましょう！

投稿される写真について
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こうなると写真のサイズが小さかったり、手振れ

があったり、水中モードで赤み掛かったりしている

画像はそのまま載ることでアラ？が見えてきてしま

います。（ザラザラ、色合い等々） 

これから撮影する時、お送り頂く時は下記にも留意

して下さる様お願い致します。 

１．画質（記録画素数）は大きなサイズ

 

VGA 

4608×3456★］

］ 

］ 

］ 

］ 

 

×2592］ 

］ 

２．水中モードは万能ではありません、カメラに

よって違いはありますが、浅く、太陽光が

赤っぽくなってしまいます。

３．集合写真でストロボを“赤目低減”に。

（この機能の無いデジカメもありますが）

１．原稿に当てはめて保存する時は画像の圧縮を

しないで下さい。ファイルサイズは小さくなり

してしまいます。

２．写真を添付頂く場合も同様です。 

サイズが大きい場合は 1 枚づつメールに添付、

ギガファイル便、宅ファイル便を活用

思い出は綺麗な写真で会報に載せましょう！

投稿される写真について

広報 

号より全ページ総天然色になりました。 

まとめが素人なのでまだまだですが如何でしょうか。

さて、白黒だった時はフロムライフさんが加工し

て見易くして頂いておりましたが、これからは元の

画像を活かす為に基本的に加工せずそのまま載せる

ことになります。（加工するセンスがありません）

こうなると写真のサイズが小さかったり、手振れ

があったり、水中モードで赤み掛かったりしている

画像はそのまま載ることでアラ？が見えてきてしま

これから撮影する時、お送り頂く時は下記にも留意

大きなサイズを選択し 

★］ 

２．水中モードは万能ではありません、カメラに 

よって違いはありますが、浅く、太陽光が 

なってしまいます。 

”に。 

（この機能の無いデジカメもありますが） 

１．原稿に当てはめて保存する時は画像の圧縮を 

しないで下さい。ファイルサイズは小さくなり

してしまいます。 

 

枚づつメールに添付、

ギガファイル便、宅ファイル便を活用

思い出は綺麗な写真で会報に載せましょう！

投稿される写真について 

まとめが素人なのでまだまだですが如何でしょうか。 

さて、白黒だった時はフロムライフさんが加工し

て見易くして頂いておりましたが、これからは元の

画像を活かす為に基本的に加工せずそのまま載せる

ことになります。（加工するセンスがありません） 

こうなると写真のサイズが小さかったり、手振れ

があったり、水中モードで赤み掛かったりしている

画像はそのまま載ることでアラ？が見えてきてしま

これから撮影する時、お送り頂く時は下記にも留意

 

 

 

 

しないで下さい。ファイルサイズは小さくなり

枚づつメールに添付、

ギガファイル便、宅ファイル便を活用

思い出は綺麗な写真で会報に載せましょう！ 
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3月 25日日本最西端の沖縄与那国島に上陸、約 10

ヶ月来たるべき日のために練習を重ね無謀にもハン

マーを狙って与那国へやって来てしまいましたが、

この日は与那国ダイビングサービスの方から流れが

速すぎるとのことで決戦は翌日に持越しとなり…ホ

ットしたのもつかの間、潜りに来ている方たちを見

回すと超リピーターばかりで、黒いスーツで目がギ

ラギラ、居場所に困り人酔いしてしまった私… 

翌日 3月 26日、海も凪、天気も晴れ、ドキドキして

いると朝、金子さんが「2 日間は船を貸切れるので

今日は西崎へ 3本行きますよ、今日が一番海況が良

いので今日仕事を終わらせます」と宣言、さてその

結果はいいかに… 

1 本目、日本最西端の西﨑の海でブルーウォーター

をスパードリフトダイブ初体験！マグロやらなんや

ら居たそうですが緊張のあまり呼吸するのが精いっ

ぱい、でもボートはぷちアイランドのゲスト 3名で

貸切でしたので意外とあわてずに潜れたような… 

2 本目、金子さんに抱えられ南の根に着底、すると

今までに感じたことが無い凄い流れが体を襲う、し

かし私は何もしませんから楽ちん、まずはバラクー

ダの 100匹～の群れ、続いてイソマグロが 100匹越

えで真横をホバーリングそこから流してハンマーヘ

ッドロックでギンガメの大群に巻かれ、金子さんが

猛ダッシュで泳ぐなと思ってぶら下がっていたら目

の前にカジキが 6 匹向かってきたのです。

 

 何年も潜っているけどカジキは見たことがないと

言っている人もいました これ全部初めてで見ちゃ

ったのです。でも「ハンマーは見て無いよ！」 

3 本目、金子さんも火が付いたかやる気満々のご様

子、潜降してすぐに金子さんがサメを発見、しかし

私は見えません、しばしブルーウォーターを流すと 

 

また金子さんが猛ダッシュ、抱えられている私のマ

スクが外れそうなぐらい、でもその先には何もいな

いではありませんか、「何だかな～？」と思いかけ

た時です一匹のハンマーヘッドシャークが目に飛び

こんできました、そしてそのサメとの距離がつまる

とそのサメは大群れ 50頭以上の数に増え、しばし至

福の時が私にやってきました。 

 

凄かったですね、全てはこの日のためにあったんで

すね（涙）嬉しかったですね！ 

今回全部で 7ダイブできましたが西崎はこの日の

3 本だけでしたから潜れて良かったです。その後は

カメ、コブシメにも会え海底遺跡も潜ることができ、 

海も空も風も人も、帰りには幸せてんこ盛りの初与

那国でした。フリー潜降して、中層で群れが現れる

のを待つダイビング。出来ることも増えましたが、

今回はほとんどが金子さんの人並外れた脚力の勝利

で捕まえてもらいながらのダイビング。 

初めはビビッてちびってしまいましたが 2日間船を

私のために貸切ってくれたので安心して潜れました。 

夢は第２章に続きます、次はジュゴン、イルカ、ナ

ポレオンをお願いします。 

   ハンデキャップダイバー  最終章、与那国島ハンマーヘッド三番勝負 

              

（ 2015年 3月 25日～29日） 

幹事 S15 金子 弘之    レポート 777 曽我部 悦子 

８ 



 

流氷ダイビング：知床、羅臼（３月７日）  

遠くロシア、アムール川から多くのプランクトン

を伴いアイスアルジーとなって流れ着く流氷。そこ

に魚が集まる。「ドライスーツを作られたので流氷ダ

イブいかがですか？全面的にサポートします」悩ん

だ挙句上から見ているだけでもと出かけてしまった。

女満別から JR、バスと乗り継いで景色は途中から氷

の海。夕食時、ダイビングの手順を説明される。低

体温（ハイポサーミア）を防ぐためグループ分けを

して 1 回のダイブタイムは 15 分、それを繰り返す

等々。後のグループはローテーションでサポートす

る。保温のお湯も用意されフードやグローブが放り

込まれレギの凍結時も使う。勝手知ったダイバーが

準備を始める。私は 3人がかりのサポートでウエイ

ト調整をしてもらうが防寒のため着こんだインナー

で沈まず 12 キロ入れて上から押さえつけられやっ

と沈んだ。爆弾低気圧をすり抜けての晴れ日。 

氷の下ではなくぷかぷか浮く流氷の下。クリオネ、

ウミグモ、ミジンウキマイマイを見せてもらい人生

で最初で最後？のダイビングを体験。知床はウトロ

側で潜ったが半島反対側の羅臼でも会員の 687 林 

保男さんが潜られ映像を見せていただいた。クリオ

ネ、ミジンウキマイマイ、ナメダンゴのかわいい姿

がとらえられていた。（ナメダンゴは別名「オヤジ殺

し」と言われ

ているそうで

す。実物を見

て案の定見事

にハマってし

まいました。

冬、産卵を終

えハッチアウ 

トを見届けた

親はそろそろ

深海に戻る時

期だそうです。 

 

 

 

(687 林 保男さん撮影、羅臼にて） 

 

屋久島の海と山（４月２日～６日） 

パラオ、ペリリューDDでお世話になり孫娘の講習

もお願いした大地さんが屋久島で DSを始められた。 

春休に孫娘と出かけた。 

屋久島は不思議な天気だった。出発前の予報ではす

べて雨。これはだめだなと思っていた。 

しかし雲が山で遮られ反対側は雨でも宮浦港側は連 

日の晴れ。暑いぐらいの日もあった。水温は 22度。

フードをかぶりインナーを着て 5ミリでも寒い。孫

娘は 6本潜ったが私は寒くて 2本で日向ぼっこをし

ていた。しかし緑濃い山、豊富な水は海も豊かにす

る。 

永田港から 10分ほどのポイントでクダゴンベ、18

メートルの深さにピグミーなど観察でき近くにはカ

メが産卵、孵化して海に帰る浜もある。少し先の口

永良部は現在も火山活動が活発で心配だが潜ると海

底温泉もあり、その東に位置する硫黄島(喜界ヶ島)

も俊寛の話も残っていたり、温泉もあり海も面白い

と聞いた。またお願いしよう。半日を本格的な登山

ではなく途中まで車で行ける屋久島ランドのトレッ

キングもした。おにぎりタイムにはそばの真っ赤な

リンゴツバ

キを食べる

ヤクザル、

時々出会う

ヤクシカと

何千年もの

屋久杉、コ

ケ類の中を

歩けたのもよかった。 
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られた「

近寄ってくるので映画や

たが

に魂は天国に行ったと思われる。

 

京湾に「弁慶」より遥かに巨大なコブダイがいるこ

とが分かった。東京湾などヘドロに埋まってとても

ダイビングなどできる海ではないと思い込んでいた

私だが、昨年の暮れ近く、ぷちアイランドの金子氏

と車椅子のダイバー曽我部さんに誘われて房総半島

の南端、館山の南の伊戸で潜り、トチザメやアカエ

イの大群に囲まれて以来、東京湾についての認識を

大きく改めたことは前号に述べた通りである。年が

明けて今年

び千葉の海に誘われた時も、東京から車でわずか

時間の

ポイントは昨年末の伊戸から更に南の「

港の沖である。しかしこの日の水温が問題になった。

13

5

私はドライスーツを着たことがなかったが金子氏が

ショップの社長と私がほぼ体型が同じとのことで借

り無理矢理私に着せた（笑）死なれた

ことで！

れに肝心の首は水が入らない程度に締まったので、

１０ 

                        

 佐渡島で潜るとよく出会う魚で「

られた「コブダイ

近寄ってくるので映画や

たが 2 年ほど前から見かけなくなった。魚体は海底

に魂は天国に行ったと思われる。

 ところが、佐渡とは日本列島を挟んで反対側の東

京湾に「弁慶」より遥かに巨大なコブダイがいるこ

とが分かった。東京湾などヘドロに埋まってとても

ダイビングなどできる海ではないと思い込んでいた

私だが、昨年の暮れ近く、ぷちアイランドの金子氏

と車椅子のダイバー曽我部さんに誘われて房総半島

の南端、館山の南の伊戸で潜り、トチザメやアカエ

イの大群に囲まれて以来、東京湾についての認識を

大きく改めたことは前号に述べた通りである。年が

明けて今年 2

び千葉の海に誘われた時も、東京から車でわずか

時間の海だから喜んで同行した。

ポイントは昨年末の伊戸から更に南の「

港の沖である。しかしこの日の水温が問題になった。

13℃という真冬でも滅多にない冷たさだ。これでは

5 ミリのウェットスーツでは潜れない。

私はドライスーツを着たことがなかったが金子氏が

ショップの社長と私がほぼ体型が同じとのことで借

り無理矢理私に着せた（笑）死なれた

ことで！ 

れに肝心の首は水が入らない程度に締まったので、

                        

佐渡島で潜るとよく出会う魚で「

コブダイ」がいた。ダイバーを見かけると

近寄ってくるので映画や

年ほど前から見かけなくなった。魚体は海底

に魂は天国に行ったと思われる。

ところが、佐渡とは日本列島を挟んで反対側の東

京湾に「弁慶」より遥かに巨大なコブダイがいるこ

とが分かった。東京湾などヘドロに埋まってとても

ダイビングなどできる海ではないと思い込んでいた

私だが、昨年の暮れ近く、ぷちアイランドの金子氏

と車椅子のダイバー曽我部さんに誘われて房総半島

の南端、館山の南の伊戸で潜り、トチザメやアカエ

イの大群に囲まれて以来、東京湾についての認識を

大きく改めたことは前号に述べた通りである。年が

2 月の初め、金子、曽我部の二人から再

び千葉の海に誘われた時も、東京から車でわずか

海だから喜んで同行した。

ポイントは昨年末の伊戸から更に南の「

港の沖である。しかしこの日の水温が問題になった。

℃という真冬でも滅多にない冷たさだ。これでは

ミリのウェットスーツでは潜れない。

私はドライスーツを着たことがなかったが金子氏が

ショップの社長と私がほぼ体型が同じとのことで借

り無理矢理私に着せた（笑）死なれた

れに肝心の首は水が入らない程度に締まったので、

                        

佐渡島で潜るとよく出会う魚で「

」がいた。ダイバーを見かけると

近寄ってくるので映画や TV に登場する人気者だっ

年ほど前から見かけなくなった。魚体は海底

に魂は天国に行ったと思われる。 

ところが、佐渡とは日本列島を挟んで反対側の東

京湾に「弁慶」より遥かに巨大なコブダイがいるこ

とが分かった。東京湾などヘドロに埋まってとても

ダイビングなどできる海ではないと思い込んでいた

私だが、昨年の暮れ近く、ぷちアイランドの金子氏

と車椅子のダイバー曽我部さんに誘われて房総半島

の南端、館山の南の伊戸で潜り、トチザメやアカエ

イの大群に囲まれて以来、東京湾についての認識を

大きく改めたことは前号に述べた通りである。年が

月の初め、金子、曽我部の二人から再

び千葉の海に誘われた時も、東京から車でわずか

海だから喜んで同行した。 

ポイントは昨年末の伊戸から更に南の「

港の沖である。しかしこの日の水温が問題になった。

℃という真冬でも滅多にない冷たさだ。これでは

ミリのウェットスーツでは潜れない。

私はドライスーツを着たことがなかったが金子氏が

ショップの社長と私がほぼ体型が同じとのことで借

り無理矢理私に着せた（笑）死なれた

れに肝心の首は水が入らない程度に締まったので、

                        

弁慶」と名付け

」がいた。ダイバーを見かけると

に登場する人気者だっ

年ほど前から見かけなくなった。魚体は海底

ところが、佐渡とは日本列島を挟んで反対側の東

京湾に「弁慶」より遥かに巨大なコブダイがいるこ

とが分かった。東京湾などヘドロに埋まってとても

ダイビングなどできる海ではないと思い込んでいた

私だが、昨年の暮れ近く、ぷちアイランドの金子氏

と車椅子のダイバー曽我部さんに誘われて房総半島

の南端、館山の南の伊戸で潜り、トチザメやアカエ

イの大群に囲まれて以来、東京湾についての認識を

大きく改めたことは前号に述べた通りである。年が

月の初め、金子、曽我部の二人から再

び千葉の海に誘われた時も、東京から車でわずか

ポイントは昨年末の伊戸から更に南の「波佐間」漁

港の沖である。しかしこの日の水温が問題になった。

℃という真冬でも滅多にない冷たさだ。これでは

ミリのウェットスーツでは潜れない。 

私はドライスーツを着たことがなかったが金子氏が

ショップの社長と私がほぼ体型が同じとのことで借

り無理矢理私に着せた（笑）死なれたら大変という

社長は太って

いるので足や

胴は膨れ上が

る。それで 

あちこちを紐

で縛ったので、

大小のタイヤ

を積み重ねた

ミシュランの

シンボルマー

クのような格

好になってし

まった。幸い

足首、手首そ

れに肝心の首は水が入らない程度に締まったので、

南房総の
 (2015

レポート

                         

」と名付け

」がいた。ダイバーを見かけると

に登場する人気者だっ

年ほど前から見かけなくなった。魚体は海底

ところが、佐渡とは日本列島を挟んで反対側の東

京湾に「弁慶」より遥かに巨大なコブダイがいるこ

とが分かった。東京湾などヘドロに埋まってとても

ダイビングなどできる海ではないと思い込んでいた

私だが、昨年の暮れ近く、ぷちアイランドの金子氏

と車椅子のダイバー曽我部さんに誘われて房総半島

の南端、館山の南の伊戸で潜り、トチザメやアカエ

イの大群に囲まれて以来、東京湾についての認識を

大きく改めたことは前号に述べた通りである。年が

月の初め、金子、曽我部の二人から再

び千葉の海に誘われた時も、東京から車でわずか 2

」漁

港の沖である。しかしこの日の水温が問題になった。

℃という真冬でも滅多にない冷たさだ。これでは

私はドライスーツを着たことがなかったが金子氏が

ショップの社長と私がほぼ体型が同じとのことで借

大変という

社長は太って

いるので足や

胴は膨れ上が

 

あちこちを紐

で縛ったので、

大小のタイヤ

を積み重ねた

ミシュランの

シンボルマー

クのような格

好になってし

まった。幸い

足首、手首そ

れに肝心の首は水が入らない程度に締まったので、 

 

キロのウ

綱を放せば浮いてしまう。金子氏が急潜行して拾っ

てくれたので事なきを得たが後でいい笑い話になっ

てしまった。

 話を本筋に戻すと、潜水ポイントは港から船で

れたのが大コブダイだ。写真を見れば分かる通り体

長は１ｍ

コブだ。こちらにゆっくりと近づいてくる。

頭のコブをそっと撫ぜると嫌がらずにじっとしてい

る。手袋を脱いで撫ぜた感じは魚というよりソフト

コーラルに触ったような柔らかさだった。
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雌性先熟 
コブダイはベラ科の魚だが、その成長は極めてユニ

ークである。幼魚は皆メスで卵を産み50cmほどにな

ると、群れの一匹が性転換をしてオスになる。メス

は体長もオスの半分くらいにしかならず肌の色も違

う。オスは写真のように巨大なコブと顎を持つ大魚

になる。学問的には「雌性先熟」といわれる。オス

はメスを従えてハーレムをつくるがオスの体格が余

りにも目立つので、周りにいる筈のメスたちは全く

目に入らないか、見えても種類の違う小魚の群れと

しか思えない。体も色も違うからだ。まさに孤独な

王者の風格である。 

コブダイの武器は何といってもその強力な顎と硬

い歯で、サザエ、カキ、カニなど巻貝や甲殻類を殻

ごと噛み砕いて食べる。棲息地は佐渡島以南の日本

海と太平洋では温かい日本近海とされる。余談にな

るが、歯の強さで忘れられないのはコブダイの仲間

である「カンムリブダイ」だ。主な棲息地はパラオ

近海だから SDC 会員の多くがお馴染みの海だ。私

がシパダン島で潜ったのは、ダイバー誘拐事件の 2

年前の昔で島にホテルが 3 軒あり、早朝ダイビング

ができた。朝食前、目の前の海に潜ると最初に出会

ったのがカンムリブダイの群れだった。50-60 匹は

いたろう。コブダイと同様、頭にコブがあり大きさ

は野球のボールくらいで顎は普通だが口から少し突

き出した真っ白な歯が目立つ。魚たちはあまり動か

ず、数匹はお尻から真っ白な粉状のものを排泄して

いる。気が付くと「ガリガリ」という石かコンクリ

ートを削るような音が聞こえる。魚たちが朝飯に貝

の殻を噛み砕いている音だと思っていたが、後で聞

くとかれらの餌はサンゴだという。お尻から垂れ流

す白い排泄物から見るとサンゴをここまで噛み砕く

歯の強さには驚くほかない。 

一方、千葉の我がコブダイもカキや巻貝を噛み砕

ける歯を持っているはずだが、餌を漁ることもなく、

悠々と「遊泳」している。13℃の水の冷たさも忘れ

て見とれていたが何かを食べるシーンは遂に見られ

なかった。ではコブダイを食べたらどうか。答えは

人によって違う。「刺身は真鯛と同じくらい美味い」

「繊維があるからお茶づけか唐揚がいい」「臭くて不

味いから売り物にならない」と評価は様々だ。頭の

コブについて波佐間で面白い話を聞いた。「中味はゼ

ラチン状のものだが、栄養素の塊だ。TV で健康食

品のCM に出ている、グルコサミン、コラーゲンな

ど健康に役立つ大抵の要素が含まれている」のだそ

うだ。 

 

コブダイの寿命は約20年とされるが40年生きた

例もあるそうだ。佐渡の弁慶が死んだ今、千葉のコ

ブダイにも愛称が欲しいと思うがいいアイディアは

ないだろうか。 

また、会いたくなる可愛いいやつでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリコントレー 

 

100 円均一ショップで売っている小さなシリコン

トレーです。 

 

 

電池やメディア等小物が何処かに行ってしまうこと

が良くあります。特に電池は転がってしまいます。

このシリコントレーに放り込んで置けば無くなるこ

ともなくなります。柔らかい素材なので荷物の隙間

に入れて持って行けます。変わった使い方としては

水中ライトを開ける時に手がすべりますがこれで掴

んで回すと比較的容易に開けることが出来ます。ツ

アーに出かける時の必需品になっています。 

 

便利グッヅ ＠100均ショップ 
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マラパスクアのニタリを見たく計画を進めていた

過程で、以前見損なったモアルボアルのイワシ玉も

ついでに見てしまおうという無謀な計画を公認ツア

ーに登録しました。移動はとても時間がかかること

は分かっていましたが、日本に帰ってまた行くより

はましかなと考え募集したところ、新入会員の方か

ら超超ベテランの方の参加希望があり、且つ片方だ

けに行きたいとの希望もあり、A コース 13 名（①

モアルボアル→②マラパスクア）Bコース2名（③

マクタン→②）Cコース7名（③→①）の3コース

のツアーができてしまいました。出発当日 成田には

3 コース合わせて 22 名のＳＤＣ会員が集合しまし

た。セブ空港でそれぞれのコースに分かれて出発し

ました。計画中に何回も②に行っているベテランか

ら、いいガイドがいるショップにしたほうがいいと

アドバイスされ、ショップを変更、且つ取扱う旅行

代理店も変更して、結果的には皆様に満足して頂い

たかと思っています。（公認はA,Bコースのみ） 

 ①のイワシ玉は玉と言うより壁と言うほうが当た

っている程の群れでイワシとダイバーが一緒に戯れ

て楽しみました。但し今年は③でも同じように見ら

れたそうです。サンセットにはニシキテグリの産卵

を見ることができ予想以上の収穫でした。 

 ①のショップはチキチキダイバーズで、昼食、夕

食付きでしたが夕食はキャンセルして町に出かける

ことをお勧めします。Cコースの方々はそうしたよ

うです。 

 ①から②へは当初1日掛けて移動する計画でした

が、旅行代理店から①のダイビング後③に移動し宿

泊して、翌日②に移動したほうが良いとアドバイス

され変更して、大変体が楽でした。 

 ニタリは朝5時に集合し、ポイントに着いた時に

は 10 隻位の船が既に居て、その間に係留して潜行

する。私たちはノンナイトロックスグループでした

が、運の強く、目の良いガイドに案内され1日目か

らニタリに遭遇し動画も静止画もばっちり撮ること

ができました。EX 後皆さんも見ることができたの

かと思っていましたが、見られなかったとか、薄ら

と見えたとかでした。私は笑みが止まらない様子と

皆さんから言われていました。2日目も潜行する 

 

と直ぐにお出迎えがあり数分後にもまた現れ十分に

楽しみました。百瀬さんのアドバイスの通り良いガ

イドのショップを選んで良かったと感謝しています。 

ちなみにショップの名前はブルーヘブンです。ガイ

ドの名前は内緒にしておきます。 

 こちらでもサンセットでニシキテグリの産卵を見

ることができました。 

 

 

参加者の感想 

ＳＤＣに入会して 4年、家庭の事情でダイビング

に行けず初参加は会員企画のツアーにと申込みまし

た。15名の参加者で心強く成田空港でもすぐにわか

り 

また渡里幹事さんの心配りでセブ空港そしてモアル

ボアルへの車での夜間移動も無事到着。２日目はリ

ーフで 2本 3本目は≪イワシ玉≫ 丸くなったり流

れたり押し寄せる群れは圧巻でした。4 本目はニシ

大満足の欲張りツアー 

イワシの壁、ニタリ、ニシキテグリの産卵を見た～ 

（2015年 4月 8日～14日） 

ツアー№1573  幹事＆レポート 682 渡里 喬 
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キテグリの産卵行動３か所に分かれて撮影の予定で

したが、2 か所はその気にならず１か所で次から次

へとラブラブショー！！ 3 日目はペスカドールに

てケーブとニチリンダテハゼやフチドリハナダイな

どで楽しみ昼食後コスタベラへ車での移動。夕食は

町に出てバーベキューと市場で買い物と楽しみまし

た。4 日目は 4 時間陸路マヤ港にてショップの船に

て 20 分マラパスクア到着後１本目でピグミーシー

ホースを見、エントリー時私はうねり酔い２本目の

サンセットダイブより中止、翌日も昼寝や島内散歩。

１時間 300 ペソ（1000 円前後）の格安オイルマッ

サージが全身のリンパに心地良く１年間の疲れを癒

す事が出来ました。6 日目は皆様方は 2 本ダイブ後

セブのホテルへと逆コースで超強行スケジュールを

物ともせず元気な姿は敬服致しました。 

（741小幡美枝） 

 モアルボアルもマラパスクアも初めて、一度に2

か所行けるなんてと即決。参加してビックリ、シニ

アツアーとは思えない盛りだくさん、欲張り若者ツ

アーでした。でもそこはパワフルなＳＤＣの皆さん

全日程をこなし元気に帰国しました。 

 モアルボアルでは迫力あるいわしの大群と微笑ま

しいニシキテグリの産卵を見ることができました。 

 次はマラパスクアヘ移動、お目当てはもちろんニ

タリです。まだ光のささない早朝の海中は、白く濁

ったようでガイドが指さす方向を見ても何も見えな

い、暫く目を凝らし見つめていると向こうから長い

尾ビレを動かしながら泳いで来るニタリが見えまし

た。 そして私達の目の前に、間近で見るニタリは

意外にも可愛い目と愛嬌の有る顔で、サメの印象が

変わりました。 今回は幸運にも目的のものが全部

見ることができました。 

 幹事の渡里さんの計画のおかげで楽しく充実した

一週間を過ごすことがでました。有り難うございま

した。           （808 千明シゲ子）

 

1400本以上も潜っているのに、私はニタリに遭遇

したことが一度もなかった。一生に一度は見てみた

い、憧れのニタリ！！そこに渡里さんが「イワシ玉

とニタリを一回で見る欲張りツアー」を公認ツアー

で出してくださった。これに乗っからない手はない

と思い、すぐに申し込みをしました。ただモアルボ

アルとマラパスクワを1週間で回ろうというもので、

とんでもなく距離の離れているところを短期間で行

くというのは、少し心配でした。しかし日程に工夫

をされ、モアルボアルでのダイブの後、セブのステ

キなリゾートホテルに一泊し、マラパスクアへ向か

うということで、これは大正解でした。移動時間が

長いので、大型バンが3台用意され、5名ずつ乗り

込み、とてもゆったり移動できました。最終日もセ

ブの同じリゾートホテルで、疲れをとっての帰国で

した。 

 モアルボアルでは、銘をうったとおり、何十万匹

というイワシ玉の変幻自在の様をたっぷり観賞でき、

マラパスクアでは、憧れのニタリを見ることができ

ました。夢中で動画を撮りましたが、透明度があま

り良くなく、くっきりはっきりとは撮れませんでし

たが、長いシッポの優雅な姿は映し出されていまし

た。やっとニタリに逢えたぁ～！！感動でした。 

イワシ玉とニタリを一度のツアーで見てしまうなん

て、本当に欲張りで充実した 7 日間でした。企画、

実行くださった渡里幹事さん、ご一緒に行かれたお

仲間の皆様に心より感謝です。（419 村上あい子）

 

194 鈴木 征男  225 芳賀 幸子  

368 石井 幸子   390 金井 達雄  

419 村上あい子  434 百瀬由美子 

544 海老原 新  545 海老原昭子 

624 阿久津省一  646 鈴木 麗子 

682 渡里 喬   741 小幡 美枝 

747 松下美紀子  789 小林 節子  

808 千明シゲ子 
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★070 河合 貞夫 

台風 6号と 7号の間でどんな天候になるのかと出

発までは少々不安に思っていましたが、普段から精

進の良い人ばかりの参加のせいか、6 日間とも全く

スコールもない晴ればかりで、まずは最高のコンデ

ィションに恵まれた GOODダイブでした。 

初日はカビラオ島、2 日目はパングラオ島の南側

アロナ方面へ、3 日目はバリカサグ島、最終日は近

くのパングラオ島と、毎回違うポイントで潜り通し

ましたが、いずれも良好な天気のため、海の中も明

るく、かつ、風もない静かな海でゆっくりゆったり

ダイビングを楽しめたのが一番良かったのではない

でしょうか。 

ガイドは言わずと知れたベテランの恭子さんと未

夏さんがついて丁寧に案内してもらえたので・・・・

大物はギンガメアジのトルネードから小物はイソコ

ンペイトウガニ他、カニハゼ、ニチリンダテハゼ、

ハナヒゲウツボ、クマノミ 5種、スパゲッティイー

ル、オオモンカエルアンコウ、ツバメウオの群れ、

ウコンハネガイ、クマドリカエルアンコウ、カメ等、

多種多様な生物が見られるのも、この海に豊かな自

然が残っている証拠でしょう。 

記念本数ダイバーもいて、最終日はいつものレチ

ョンパーティーとなり、美味しいワインを飲みなが

ら、スタッフの皆様と共に大いに食べ、飲んで語り

合いました。 

行き帰りの飛行機便もほぼ時間通りに運航され、

トラブルもなくすんだことも幸いでした。 

正しく、今回のツアーは、GOOD,LUKKY,HAPPY で

ジ・エンドでした。 

 

★762 中西 静江 

2度目のフィリピン、今回はボホール島。 

台風 6 号、7 号発生とのこと。でも、フィリピンに

着くと前回のセブ島と同じく青と緑の海が目の前に

広がっていました。澄んだ青い色、雲を間近に感じ、

心が癒されます。 

今回は、私にとって特別なダイビンクです。やっ

と 150本目をここボホールで達成するのです。河合

さんは 1,200本、私はいつになったら達成できるの

かなぁ～。 

1 日目 カビラオのアイドル、ピンクスクワット

ロブスターにこんにちは！ ヤノダテハゼ、クビア

カハゼ、タカサゴ等々を見ていると急に頭に衝撃を

受けました。横を見るとゴマモンガラが歯をむき出

して恐ろしい顔、写真を撮ろうとするとＤＭのジュ

ニアが早くこっちにおいでと手招きしていました。

後で聞くと、出産時期攻撃的になる魚で、横に逃げ

なければいけないとのこと、私にとって初めての経

験でした。 

2 日目 初めてみるスパゲッティイール、その名

の通りでした。ヘコアユ、コブヒトデ、コガネスズ

メダイ群れが迎えてくれました。 

3日目 1本目が私の 150本記念ダイブ、記念ダイ

ブにふさわしく魚の群れが多いし、ソフトコーラル、

サンゴがとっても綺麗、抜け穴めぐりも光が差し込

んで綺麗、思わず見とれました。 

この同じ日2本目に、河合さん1,200本記念ダイブ、

何と同じ日です！ 

ボホールツアー 
 

 (2015年5月11日〜5月16日) 

ツアー№1572  幹事 305 宮内 弘人 レポート 070 河合 貞夫 &  762 中西 静江 
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夕方、二人のダイブを記念してケーキ・風船も多数

でのお祝い、とても嬉しく、祝ってくれた皆様に感

謝。 

4日目 パングラオで 2ダイブ。 

夕方、バブイレチョンパーティをダイブ記念に開催

して下さいました。レチョンパーティは生まれて初

めて、子豚の丸焼きにはびっくりしましたが、皮は

パリパリ、中はサクッと美味しかったです。飲めな

かったビールも小瓶なら飲めるようになり、日本で

は味わえないパーティ。グッドダイブショツプの皆

様、ＳＤＣの皆様、150 本記念ダイブは一生の思い

出になりました。 ボホールでは何もかも初めてづ

くし、皆様に良い思い出を作ってもらいました。 

 

 

★幹事 306 宮内 弘人 

ＳＤＣ関西は、初級者・中級者・上級者が揃って

参加できるダイビングを会員親睦の為に年 1回は行

ってきました。 

ツアーのモットー 

1. ゆっくり潜りましょう！ 

2. ゆっくり食事しましょう！ 

3. ゆっくりお話ししましょう！ 

天候に恵まれ、ボホールは連日晴天続きでした。気

温は 29℃～35℃、水温は 28℃～29.7℃と暖かい海で

した。 

☆1日目 カビラオ島 

「サウスウオール」巨大うちわ、サンゴの段々畑等 

「タリサイ」ヤノダテハゼ、アオリイカ群れ等 

「ライトハウス」サンゴ畑、バラウタケ（豚足）等 

夕食はボホール市内 焼き鳥の美味しいお店（ワイ

ワイの大合唱）初めての中西さんも大喜び。 

☆2日目 アロナ 

「ビーチフロント」ウォールに沿って静かに潜行、

深度 23.7ｍまで。ニセクロホシダイ群れ、ベラギン

ポ等 

「アルコ」ウォールに沿ってウコンハネガイがあっ

た、ウミヘビも美男子でした。 

「カリパヤン」下は砂地、クマドリカエルアンコウ、

クレナイニセスズメ等 

夕食はボホール市内 中華料理 

☆3日目 バリカサグ島 

「ルディズロック」カスミアジ、カメ、イスズミの

群れ等 

「サンクチュア

リ」ギンガメア

ジのトルネード

に会う、パープ

ルビューティ群

等 

「ロイヤルガー

デン」大カメが岩場で休憩中、ケショウフグ、ミナ

ミハコフグ等、バリカサグはお魚いっぱい満足す。 

夕食は近くのドイツ料理（ソーセージとパスタ等） 

☆4日目 パングラオ島 

「ライトハウス」本日より藤井さん参加する。アオ

ヤガラ、ヤイトサラサエビ等 

「ドオール」カニハゼ大小、ジュウモンジサラサハ

ゼ、魚種多し・・・太陽光が燦々と海中が美しい。 

器材の洗浄を終え荷造りして、中西さん 150本、河

合さん1,200本のレチョンパーティを18時より開催。

お祝いのケーキカット、レチョンのカット式を行い、

大宴会となりました。めでたし、めでたし・・・ 

☆帰国日 16日は 9時 45分ホテル出発、マニラ経由

関空へ。 御疲れ様でした。解散 

怪我なく、楽しく過ごせたこと嬉しく思います。 

GOOD DIVEのスタッフの皆様有難うございました。 

参加者（8名） 

070 河合 貞夫 305 宮内 弘人 306 宮本 節子 

508 安積 信   678 足立 公平 762 中西 静江 

774 斉藤 満弘 805 吉田 延子 
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しようと思っていましたが、

来たダイビングショップが、

退するとのことで、急きょ、まだ風の強い

施しました。サイパンではここ数年で私の知るショ

ップが

音を上げています。一方、町は中国人観光客が大挙

押し寄せてきて、サイパンは活気を取り戻しました。

トタウン化していましたが、レストランや商店で埋

まり、中国人でにぎわっています。

ントも限られて、丸ごとサイパンとは行きませんで

した。ご存知の通り、サイパンは魚影も薄く、特有

種の魚もいません。ただただ、透明度とサイパンブ

ルーを楽しんでもらったかと思います

１６ 

 

サイパンのベストシーズン

しようと思っていましたが、

来たダイビングショップが、

退するとのことで、急きょ、まだ風の強い

施しました。サイパンではここ数年で私の知るショ

ップが3店撤退しました。日本人客が来なくなり、

音を上げています。一方、町は中国人観光客が大挙

押し寄せてきて、サイパンは活気を取り戻しました。

以前、窓には板を打ち付けた建物が並び、ゴース

トタウン化していましたが、レストランや商店で埋

まり、中国人でにぎわっています。

海は予想通り、波風があり、ボートの行けるポイ

ントも限られて、丸ごとサイパンとは行きませんで

した。ご存知の通り、サイパンは魚影も薄く、特有

種の魚もいません。ただただ、透明度とサイパンブ

ルーを楽しんでもらったかと思います

サイパンのベストシーズン

しようと思っていましたが、

来たダイビングショップが、

退するとのことで、急きょ、まだ風の強い

施しました。サイパンではここ数年で私の知るショ

店撤退しました。日本人客が来なくなり、

音を上げています。一方、町は中国人観光客が大挙

押し寄せてきて、サイパンは活気を取り戻しました。

以前、窓には板を打ち付けた建物が並び、ゴース

トタウン化していましたが、レストランや商店で埋

まり、中国人でにぎわっています。

海は予想通り、波風があり、ボートの行けるポイ

ントも限られて、丸ごとサイパンとは行きませんで

した。ご存知の通り、サイパンは魚影も薄く、特有

種の魚もいません。ただただ、透明度とサイパンブ

ルーを楽しんでもらったかと思います

ツアー№

サイパンのベストシーズン5,6月にツアーを計画

しようと思っていましたが、20数年前から利用して

来たダイビングショップが、3 月末で店をたたみ撤

退するとのことで、急きょ、まだ風の強い

施しました。サイパンではここ数年で私の知るショ

店撤退しました。日本人客が来なくなり、

音を上げています。一方、町は中国人観光客が大挙

押し寄せてきて、サイパンは活気を取り戻しました。

以前、窓には板を打ち付けた建物が並び、ゴース

トタウン化していましたが、レストランや商店で埋

まり、中国人でにぎわっています。

海は予想通り、波風があり、ボートの行けるポイ

ントも限られて、丸ごとサイパンとは行きませんで

した。ご存知の通り、サイパンは魚影も薄く、特有

種の魚もいません。ただただ、透明度とサイパンブ

ルーを楽しんでもらったかと思います

ツアー№1575   

月にツアーを計画

数年前から利用して

月末で店をたたみ撤

退するとのことで、急きょ、まだ風の強い3月に実

施しました。サイパンではここ数年で私の知るショ

店撤退しました。日本人客が来なくなり、

音を上げています。一方、町は中国人観光客が大挙

押し寄せてきて、サイパンは活気を取り戻しました。

以前、窓には板を打ち付けた建物が並び、ゴース

トタウン化していましたが、レストランや商店で埋

 

海は予想通り、波風があり、ボートの行けるポイ

ントも限られて、丸ごとサイパンとは行きませんで

した。ご存知の通り、サイパンは魚影も薄く、特有

種の魚もいません。ただただ、透明度とサイパンブ

ルーを楽しんでもらったかと思います。 

サイパン５日間

（2015 年 3

   幹事＆レポート

月にツアーを計画

数年前から利用して

月末で店をたたみ撤

月に実

施しました。サイパンではここ数年で私の知るショ

店撤退しました。日本人客が来なくなり、

音を上げています。一方、町は中国人観光客が大挙

押し寄せてきて、サイパンは活気を取り戻しました。   

以前、窓には板を打ち付けた建物が並び、ゴース

トタウン化していましたが、レストランや商店で埋

海は予想通り、波風があり、ボートの行けるポイ

ントも限られて、丸ごとサイパンとは行きませんで

した。ご存知の通り、サイパンは魚影も薄く、特有

種の魚もいません。ただただ、透明度とサイパンブ

 

週一度開かれるストリートマーケットの屋台で夕

食買って食べました。また

た家の家主が、庭でバーベキュ

庭のマンゴーの木も巨木化して、たく

つけていました。

参加者

205 

サイパン５日間
  

3 月 10 日〜3

＆レポート 412

 

週一度開かれるストリートマーケットの屋台で夕

食買って食べました。また

た家の家主が、庭でバーベキュ

庭のマンゴーの木も巨木化して、たく

つけていました。

参加者 

205 江田 隆 412

サイパン５日間 

3 月 15 日）

412 青木 太器一

週一度開かれるストリートマーケットの屋台で夕

食買って食べました。また、私が

た家の家主が、庭でバーベキュ

庭のマンゴーの木も巨木化して、たく

つけていました。 

412 青木 太器一

  

 

太器一 

週一度開かれるストリートマーケットの屋台で夕

、私が28年前に借りてい

た家の家主が、庭でバーベキューをしてくれました。

庭のマンゴーの木も巨木化して、たくさんの花を

太器一  654 田谷

週一度開かれるストリートマーケットの屋台で夕

年前に借りてい

をしてくれました。

さんの花を 

田谷 千衣子

週一度開かれるストリートマーケットの屋台で夕

年前に借りてい

をしてくれました。 

 

子 



 

 10年ぶりのパプアニューギニア。ワリンディは初

めて行くポイント。そして一番の目的は、ワリンデ

ィ発のクルーズ船に乗ることだった。PNGへの日 

本からの直行便は土曜日～土曜日の週一便しかなく 

欧米人が主なゲストのクルーズ船・フェブリナ号の

スケジュールにはあっていない。そこで、2 週間の

旅となった訳です。 

まず、成田～ポートモレスビー～ホスキンス～ワ

リンディの移動、約 11 時間。時計は PMG は日本

より1時間進める。 

 最初はワリンディ・プランテーションリゾートに

滞在して4日間のデイトリップ。日本人のガイド・

ケイコさんが常駐しているのでとても安心です。 

キンベ湾の中を潜るのだが一番遠いところでボート

で 1 時間 20 分位。毎日 3 ボートダイビングをして

リゾートに戻るのは4時半くらいだった。 

私のお気に入りはブラッドフォール・ショール、

イングリス・ショール、ヴァネッサズリーフなどだ

ったが、どこもサンゴがギッシリ、魚の群れで一杯。

巨大なウミウチワが一杯のポイントもあり、それに

寄りそうようにヤマブキスズメダイの幼魚が群れて

いてとてもフォトジェニックな景観だった。 

             

 

 

 

 

 

12/10(水)からフェブリナ号（1 週間クルーズ）に

乗船。ゲストは8人で余裕があったためか、キャビ

ンをシングル利用できて快適だった。女性のボート

マネージャーがブリーフィングしてくれるのだがと

ても早口でおおよその所しか聞き取れなくて少し不

安を感じることもあったが、ワリンディでポイント

情報を予行演習(？)しておいて良かった。 

 お気に入りポイントをクルーズでも潜ることがで 

きて大満足。一日4本なのだが、3～4本目は泥地を

這うような超マクロなポイントが多くてちょっと疲

れることも。ナイトダイビングも1度してみたがと

びきり面白いということはなかった。4日目にはキ 

ンベ湾からでてビスマルク海のラマ環礁へ。適度な 

 

流れがあり、ギンガメアジ、バラクーダ、ツバメウ

オの大群等々、あまりに魚影が濃くて何がいたのか

却って思いだせないくらいだった。イングリス・シ

ョールではシャークショーもあり、グレーリーフシ

ャークとホワイトチップが集まってきた。 

             

 

 

 

 

 

クルーズ中にもう一つ見たいものがあった。ホワイ

トボンネットというクマノミの一種で、ハイブリッ

ドらしい。リクエストをしておいたが残念ながらみ

つけることが出来なかった。次回のお楽しみ！ 

12/17(水)にフェブリナ号を下船して早朝のフラ

イトでポートモレスビーに戻りロロアタアイランド

へ向かった。10年ぶりだったが、リゾートのマネー

ジャーは私の事を覚えていてくれて感激した。 

 ここでの最大のイベントはパシフィックガスとい

う沈船でナイトダイビングをして、フラッシュライ

トフィッシュ（ヒカリキンメダイ)を見ることだった。

甲板でライトを消してじっと待っているとハッチの

中から一斉に光る魚たちが飛び出してきて暗闇の中

を飛び回る。目の所に発光体があってそれが光るの

だが、幻想的な光のショーがしばらく続いた。バタ

バタしないで待てる人のみ見ることが出来る。これ

を見るためだけに潜った甲斐があった。 

             

 

 

 

 

 

 この旅でとても残念だったのは、マクロ撮影に強

いと言われて購入していった TG‐3 に不具合がで

て思うように写真をとれなかったことだった。水中

にはいると、電源が on にならないことがしばしば

あり、貴重なシャッターチャンスをいくつも逃がし

てしまった。帰ってからクレームをいれて基板を交

換してもらい正常に作動するようになったが・・・。 

パプアニューギニア 2週間の旅 

  （ワリンディ・プランテーションリゾート、フェブリナ号、ロロアタアイランド） 

（2014年 12月 6日～20日） 

レポート  172 島尾 愛子 
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クルーズ船はマーメイド II号。ルートは南のミソ

ール島で始まり北のマンソワール/ガム島で終わり

ました。ナイトを含む 4ダイブが 5日連続し最終日

のみ 2本でした。計 22本すべて潜ったつわものは

16名中 4名ほど。ナイトダイブ 5本のうち 3回も歩

くサメ、エポーレットシャークに出会いました。ダ

イビングの安全確認が徹底しており安心のツアーで

した。上陸した小島では 13人の可愛い子供たちが路

上で素晴らしい踊りを披露してくれました。以下参

加者のレポートを羅列しました。（613 近藤 敬比古） 

ラジャは好きな海の一つで今回は７回目。いつも

とは違いスペイン人のリーダーによるクルーズでし

た。ルートはめったに行かない南のミソール島など

を巡ってから次第に北上したのでそれだけ新鮮な感

じを受けました。アッパーデッキのキャビンは快適

でしたが、下のキャビンは窓もなく当たった人たち

は可愛そうでした。      （434 百瀬 由美子） 

行かれた方の話しを聞いて是非 1度は行きたいと

思っていました。今回その機会が!！1日 4本はきつ

いのでは？と。実際は毎回々々変化があり海の中は

エキサイティングで、ブラックマンタ級の大物・壁

のようなギンガメアジの群々・歩くサメ、エポーレ

ットシャーク・老眼鏡では苦労する 1cmに満たない

小物・見事な珊瑚の群生等々。1 本もパスせず参加

しました。1 度ではなく又行きたい海です。又誕生

日祝いをして頂き最高の海でした。(600名倉三也子） 

記念ダイブにふさわしいお祝を頂いた様な海ラジ

ャアンパット！雨期という事も有り透明度の悪い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントも有りましたが、私的には見たいと思って

いたものが全て見られ大満足のラジャアンパットで

した。 御一緒して下さいました幹事の白松様を初

め皆様ありがとうございました。（734 真鍋 美智子） 

ラジャの海は遥か。あと何回行けるかな？何度で

も潜りたいところだ。       （758 若佐 勢） 

４回目のラジャでしたが、今回はミソールでした

ので、初めてのポイントが多く、ラジャの幅広さを

知りました。本当に多様な魚や小物の多さにも驚き

ました。カーペットシャークの泳ぐ姿はとてもユニ 

ーク、落ち着く場所の岩の下に入ると、隠れたツモ

リなのか、とてもおかしいです。背中にＹ字模様の

マンタやブラツクマンタ等も見られ、とても楽しい

ダイビングでした。今回も私の、期待を裏切らない

場所でした。白松様参加者の皆様有難うございまし

た。             （225 芳賀 幸子） 

ラジャアンパットは初めてです。ジャカルタから

2度乗り継いでさすがに・・・と思いましたが噂ど

おりでした。マーメイドⅡはひと際目立つ豪華なダ

イビング船ユッタリ出来満足でした。1本の潜水時

間が 60分と贅沢、どこのポイントもウワ・・・ー素

晴らしかった感動の連続でした。ソフトコーラルの

美しさ、魚群の濃さ、豊富さ、大物あり、小物あり、

流れあり、そして流されました。単独で浮上してス

リルも体験しました。チームに恵まれて楽しいラジ

ャアンパットの海に魅了された想い出に残る 6日で

した。            （442 高岩 辰治） 

マーメイド II号のラジャアンパットクルーズ 
 (2015年 2月 26日〜3月 7日)  

幹事 610 白松 礼子  レポート 613 近藤 敬比古  

 

ゆったりした豪華クルーズ船マーメイド II号 

 
歩く鮫エポーレットシャークが可愛い（林さん撮影） 
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初めてのラジャアンパッドクルーズでナイトダイ

ブの歩くサメを堪能し、昼間の怠け者ウォビゴンが

元気に泳ぐさまも何回も見てしまった！ラッキーで

ある。何処のポイントも幾種類の魚、サカナ、さか

なが重なって泳いでいる。ブラックマンタも舞って

くれた豊かな海で現地のガイド「ケッウ」の目の良

さに舌を巻き、一生懸命さに感謝した。キャビンの

湿気のせいで体調は万全とは言えなかったが、800

本を皆さんに祝ってもらって記念のダイブクルーズ

となった。           （610 白松 礼子） 

噂に聞いたダイナミックな海、巨大サンゴの群生

に多様な魚が群れて圧倒された。大物、小物どちら

も楽しめる海だが、私はワイドオンリー、特にオオ

セに似たウォビゴンシャークが印象的。機会があれ

ばピグミー等の小物を観察しに再訪したい。 

(302 福田 孝子） 

ラジャアンパットは 5年前公認ツアーで訪れてお

り、今回が２度目です。以前に比べ魚の数が相当少

なくなったな、が実感でした。それでも楽しむのに

は充分な種類で巨大なバッファローの群れ、頭上す

れすれに行くマンタ、忙しそうに泳ぐカーペットシ

ャーク・ウォビゴン等は前回無かったシーンです。

ビンタンビールは正にインドネシアの味で 2缶以上

が毎夕食の供となり、広いベッドで熟睡出来たクル

ーズでした。           （508 安積 信） 

前評判通りのすばらしい海でした。昨年 NHK BS

でラジャアンパットのダイビングを放映されたのを

ご覧になった方も多いと思われます。一度は行って

みたいと思っていたところ、Ｓさんからお誘いが！2

日間は船酔いに悩まされましたが、海の中は魚たち

が次から次へと一体どこから湧き出してくるのかし

ら？毎回 70分近いダイビングの間中、あっちを見た

りこっちを見たり！充分楽しませてもらいました。

旅慣れている先輩達のアドバイスも適格で、反省点

も沢山あり勉強になりました。ありがとうございま

した。            （591 和田 美代子） 

ラジャの海は 2度目ですが、前回行かなかった所

も行き大満足のツアーでした。そして何よりも良か

ったのは、たくさんの方とお知り合いになれた事で

す。特に、同じチームで潜った真鍋さん・吉川さん・

和田さんには気分よく潜らしてもらって感謝・感謝

です。又、皆様と御一緒する事を楽しみにしていま

す。             （470 池田 孝雄） 

一日 4本のダイビング。いつも大爆発で休みよう

が無い。カーペットシャークまでが日中フラフラと

遊泳。もう感激！感激！エキジットした後のボート

の中で、拳を空中に突き上げて「帯ゴーん。オビ語

ーン。」と叫んでました。5日間連続ナイトの最終

日。ウォーキングシャークの歩く姿を動画で撮影成

功。ニコニコ満足のラジャでした。（733 林 賢子） 

さらに 635 木脇さん・653 吉川さん・310 戸塚さ

んが参加。あとはカタール在住のイギリス人夫婦で

した。ツアーのリーダーはスペイン人でした。e-ダ

イブから 2人が支援にタイから来てくれました。 

 

広いデッキで和田さん 300本の祝記念撮影。他に 
5名が 400,600,800,1100本などを達成しました。 

 
Blue Magicで出会った巨大な外洋性マンタ。この直後に
頭上 5mほどを通過し大きすぎてカメラに収まりきれず。 

 

2回目の Blue Magicでは悠々と飛ぶ（泳ぐ）ウォビゴンの
追跡に成功。撮った動画によると滞空時間は 68秒。 
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 今年のツノダシはとても気まぐれだった。 

昨年の 12 月初めにシアスコーナーでツノダシがか

たまりになって沖に出ていき、それを追うサメたち

の数が半端ではなかったと聞いて、行く前から期待

は膨らむばかり。でも1月の満月周りは不発だった

とか。とにかく自然は気まぐれなんだから潜ってみ

なけりゃわからない、と自分にいいきかせて出発。 

 初日の朝には｢お帰りなさい｣の挨拶をいつものブ

ルーマーリンのスタッフからしてもらって、なんだ

かホンワカとうれしい出発。（ブルーマーリンでは、

リピーターのゲストにお帰りなさいと挨拶をする）。 

1月28日は私の誕生日（記念Tシャツを貰った）。

いいことあるといいな、と思いながらシアスコーナ

ーを潜った。数は 500 匹(推定)くらいのツノダシを

沢山のサメが後を追っていて、初日にしては十分に

うれしい水中。 

 実は今回のパラオでは秘かに願っていたことがあ

った。以前にパラオのスーパーガイドにツノダシが

玉になった写真を見せてもらったことがありそれを

是非見たいと思っていた。タイミングが重要らしい

が、それがいまいち特定できないらしい。 

世界中どこの海にいっても必ずペアのツノダシには

であう。でも群れになることはない。でも満月まえ

にはパラオで半端じゃない数のツノダシが群れにな

る。それは 11 月ごろから 2 月頃までの満月周りの

潮を狙えばほぼ確実にみることができる。 

ここまでは何回も経験することができた。 

今年の 1 月 29 日のブルーコーナーで玉ではなかっ

たが、ドロップオフに群れていたツノダシが突然か

たまりになって上空に舞い上がり、沖に走り出した。 

              いきなりだったが、 

              これだっ！と思った。 

              ひたすら沖に向かっ        

              て泳いでいく一団を 

              見ながら、次はない 

              の？と待ったが 

              それでお終いだった。 

              まだ機は熟してない 

              のか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 

 

後でわかったのだが、ガイドの富永さんなどはそれ

を見越して、早くから壁から離れて沖でツノダシた

ちの動きを待っていたらしい。ダイバーが壁に沢山

群がっているとツノダシたちも行動を起こしにくい

のかもしれない。だから大抵はいつも人知れず玉を

作って沖に向かっていたのかもしれない。 

ちょっとタイミングが解った気がしてうれしかった。 

来年は是非余裕を持って群れの動きを見守りたい！ 

今年のツノダシは満月が過ぎてもブルーコーナーで

かなりの数で群れていた。あまりきっちりと集団行

動をするのをやめたのかしら？？ 

 そして満月の頃からウーロンクリフ、ブルーコー

ナーなどでミヤコテングハギの大群が走り回るよう

になった。その動きの速いこと。ツノダシの比では

ない。なかなかの見ものである。                      

              

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このミヤコテングハギの集団がもっと大きくなると

サメたちの群れが付いて回るようになる。 

大潮の前後のパラオはとにかく面白くて目が離せ

ない。 

満月周りのパラオ・ツノダシの旅立ち 

（2015年 1月 27日～2月 8日） 
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といわれるが、パラオは潮に合わせて訪れる人が多

いので海の中で出会う旧友たちもさることながら、

陸での出会いも楽しみである。私はブルーマーリン

を利用することが多いのでそこでいつものリピータ

ー達に出会うのも楽しい。今年は成田から乗ったデ

ルタ航空の中はさながら同窓会。「あら、今年もよろ

しくね」という声があちこちで飛び交っていた。

 

訪問である。そのせいか、でこぼこ道路もきれいに

舗装されたりしていた。

イレズミフエダイの

けた時に、いつもランチに寄る港がある。通称キャ

ンビ

イレもきれいな水洗トイレになっていた。天皇、皇

后両陛下のお休み処も新しく建てられていた。

私は両陛下がお帰りになってからパラオ入りをした

が、ダイビング出発の港近くに巡視船｢あきつしま｣

がまだ停泊していた。

驚くほどに水面穏やかで最高だったが、海の中はそ

うはいかなかった。どう言う訳かどこも透明度が悪

い。その点ちょっと不完全燃焼で終った感がある。

 

を始めたらパーンという音がした。オクトパスの中

圧ホースが破裂したのだ。すぐ浮上したら、ガイド

の富永さんがすかさず飛び込んでバルブを閉めてく

れてボートまで引っ張って行ってくれたのは心強か

った。あとで思ったのだがあんな時はエアーがなく
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ンビックというが、休憩所のペンキも真新しく、ト
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ならないうちに

あるいはウエイトを捨てるとか。

を始めていたので、

に(？

だった。毎年

ールをして、その時にホースの点検もしてもらって

いるのだが、丁度間が悪い時だったかもしれない。

もう一つ困ったことが

ナイトロックスを使っていて私のダイコンは毎回酸

素濃度をセットしなければならないのだが

のセットをしようとしてもどうしてもモードを変え

られない。

るべく浅い深度を保って

たが案の定、終わりの頃に

た。あまり長くはなかったから

さんに

あとで

ンが濡れたままでいるとセンサーが

とがあるという。そんな時はタンクのエアーを吹き

付けて乾かすと動くようになるということだった。

その後もなんどか

アーを使って復活させることができた。

 新月前の大潮周りの

凄く、私たちは

ボートチャーター組

ーンを見たという。写真を見せてもらったが、まさ

に押し合いへしあいのマンタ

 珍しいハイブリッド種もいた。シチセンチョウチ

ョウウオとベニオチョウチョウウオのハイブリッド

だそうだ。そういえば、

とオウギチョウチョウウオのハイブリッドを見せて

もらった。海の中はご成婚ブームらしい。
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１．はじめに 

 今回は海のアイドル・クマノミについて紹介しま

す。クマノミはポピュラー過ぎて今更、紹介するま

でもないと思う方が多いと思いますが、意外と知ら

れていない面がありますのでお読み下さい。 

 

2．名前の由来と覚え方 

クマノミの名前の由来については諸説あるようで

すが、体の模様やカラーリングが歌舞伎役者独特の

化粧の隈取のように派手なところから隈取の「隈」

をとり、魚のことを意味する「実」を合わせて「隈

之実（クマノミ）」と呼ぶようになった説が有力のよ

うです。また、「隈」は入り込んだり、奥まってかく

れたりした所などの意味があり、イソギンチャクの

中に直ぐに隠れる習性を捉え、隈之実（魚）と呼ぶ

ようになったとの説もあります。 

 クマノミの種類は世界では 30 種とも言われてい

ますが、日本で見られるのは、ハマクマノミ、クマ

ノミ、カクレクマノミ、トウアカクマノミ、セジロ

クマノミ、ハナビラクマノミの 6 種です。名前は、

まず、体側にある白い帯の本数により語呂合わせで、

１ハマ、2クマ、3カクレと覚えると覚え易いです 

 

１ハマの「ハマクマノミ」 

その他の種は、体の特徴から背が白いから「セジ

ロ」頭が赤いから「トウアカ（頭赤）」、そして残り

のハナビラクマノミは花弁のように綺麗だからハナ

ビラと呼ぶのかと思いきや、昔、飼育法が分からなか

った頃、水族館でハナビラクマノミを飼育しようとし

たら、次々と花びらが散るように死んでいったため、

ハナビラクマノミと呼ばれるようになったとの説があ

ります。それではあまりにも可哀そうなので、花弁の

様に綺麗なクマノミとして覚えるのが良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2クマの「クマノミ」 

 

 
     3カクレの「カクレクマノミ」 

今回は会報オールカラー化に合わせ、私達の可愛

い写真をご覧頂き、その他の種類の写真や特徴・生

態等については紙面の関係で次号にて紹介致します。 

 

クマノミ （その１） 
レポート 648 江藤 征雄 
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§北八ヶ岳スノーシューツアー（3月5～6日催行） 

今回も雪山体験を楽しんで貰うべく、スノーシュ

ーツアーを行いました。初日はスノーシューならぬ

藁縄をトレッキングシューズに巻いて、横谷渓谷の

氷爆トレッキングへ。パワースポットをめぐりまし

た。蓼科ブルーと言われる真っ青な空に輝く氷瀑の

コントラストが見事です。二日目は北八ヶ岳ロープ

ウエイで山頂駅へ。雪原でスノーシューを履いて散

策。お昼には雪上テーブルを作ってランチタイム。

チーズフォンデュやホットワインで身体もホカホカ

♪雪上の余韻を残しながら4時に無事下山。帰路に

つきました。 

◎はじめての経験 770小山千香子 

やっと参加することが出来た初めてのスノーシュー。

コツは、「ガニ股でダラダラとだらしなく歩くこと」

と教わりました。なるほど腿を上げると疲れるので

省エネで歩くのネと納得。  

氷点下の雪山は景色が素晴らしく、GPS 装備のガ

イドさんがいろいろ教えてくれるので初めてでも安

心。楽しくて寒さも全く気にならず。お昼に食べた

焼マシュマロにウィスキーを垂らしたのも絶品でし

た！唯一残念だったのは、お尻（背中？）で上手に

滑り降りられなかったこと。 

 

腹筋の無さと笑いが止まらず、お腹に力が入らなか

ったからだと思います。次回はリベンジ、来年を楽

しみにしています。 

 

§塩船観音ツツジ見物と霞丘陵（４月 25 日催行） 

関東有数のツツジの景勝地、塩船観音のツツジは

やや開花が遅く満開とはいきませんでした。 

岩蔵温泉に通じる霞丘陵は桜をはじめ様々な木々に

囲まれ森林浴にもってこいの散策路です。存分に自

然を満喫した後、東青梅の蕎麦屋さんでの宴を楽し

みました。 

 

§鷹取山トレッキング（5 月 11 日催行） 

快晴に恵まれ湘南の妙義山とも言われる鷹取山に

登りました。僅か130メートル程の低山ですが、展

望台からは360度の景観が眺められます。 

又石の切り出し後の壁ではロッククライミングの練

習場として、多くのクライマーに愛されています。 

◎馴染みの鷹取山 700名倉三矢子 

昔10代の頃は遠足や遊びで何回か行った山でした。 

昔より整備されていましたが、きつく感じたのはや

はり歳のせいでしょうね！皆様の心がけが良くて、

良いお天気で楽しい1日、有難うございました。 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
① 北八ヶ岳スノーシューツアー ② 塩船観音ツツジ見物と霞丘陵 ③鷹取山トレッキング 

世話人 197 宇留賀 達雄 

２４ 



2015年 5月 14日 

「第6回まだ潜りたい会」報告 

レポート 124 高木 元子 

 

日頃あまり目にする事の無いSDCのホームペー

ジを見て「エー！」と目が釘付けになったのは「屋

形船でもんじゃ焼き」の文字でした。広島出身の私

にとってもんじゃ焼きはこの世で最も不可解な食べ

物の一つでしたが、グルメリポーターがテレビで、

もんじゃ焼きをうまそうに食べているのを見るにつ

け、いつかチャンスがあれば・・・と思っていまし

た。そんなときに目に入ったもんじゃ焼きツアー募

集の文字。屋形船に乗って、桜を見ながら、もんじ

ゃ焼きを食べる。この事だけが頭の中をぐるぐる駆

け回り、定員や期限の事等は全く考えないまま石川

さんにメールをしたのは実施日約２週間前の3月

13日でした。聞けば定員20名のところ5名オーバ

ーして閉め切ってしまったとの事。ガックリ。しか

し、屋形船と交渉して頂き再度石川さんより「1名

分予約取れました。是非お越し下さい」の知らせが

入ったときは再び頭の中をもんじゃ焼きがグルグル

と回り始めたのでした。当日は晴れ。桜も咲いて申

し分の無いクルーズ日和となりました。 

11時集合時刻前に全員集まり千羽丸乗船場より

12時にクルーズ出発。飲み放題の為、乾杯の音頭の

後スタッフが次々と持ってくるビールやチューハイ

もあっという間に消えて行きます。これがSDCの

パワーの源泉かと驚く中、料理はウインナーのバタ

ー焼きの後、モチチーズもんじゃ、明太子もんじゃ、

お好み焼き等々、目を白黒させる間もなく皆夢中で

口に運びます。隅田川の橋をくぐりながら両岸の桜

やスカイツリーを眺め雰囲気は更に盛り上がって行

きました。同じ屋形船に20代の若いグループが乗

り合わせていましたが、ダイビングをやるグループ

と知って変なジジババの集団と言う目からスーパー

ジジババの集団と尊敬の眼差しに変わり下船すると

きにはすっかり仲良しになってSDCを宣伝する事

が出来ました。 

屋形船クルーズで大満足したと思ったら二次会

はカラオケ！ここからが本番。皆元気で張りのある

声。次から次と歌が全く途切れず大盛況。圧倒され

っぱなしでただ付いて行くのがやっとの状態で終了

し、抜け殻状態で静岡にたどり着き衝撃と感動の1

日は終わりました。期待していた、生まれて初めて

のもんじゃ焼きのお味は「トロトロまいう〜」でし

た。本当にありがとうございました。 

 

今回のテーマ「耳・鼻」 

メンバーの竹内さん、岩﨑さんの経験談を中心に、

参加者の経験を絡めて会を進行。 

竹内さんからは破れた鼓膜の再建手術、再々再建

手術の具体的な経過。そしてその後、オトベントを

用いての壮絶な耳抜きの練習に取り組んだお話を伺

った。ただ、ただ、「もう一度海に潜りたい」という

執念にも似た気持ちで、ダイビングには向いていな

い耳だと言う医者をもねじ伏せて、人工鼓膜での耳

抜きにひたすら取り組み、出来るようにした体験談

でした。「ダイビング不可」の烙印を押されても「可」

に変じることも出来るかもしれないと光明を得たよ

うに会場の一同頷く。 

岩﨑さんからは、リバースブロックの体験と彼女

流の対処法を話していただいた。テキスト通りの対

処でもどうしようもない場合もあり、岩﨑さんは耳

を塞ぐ方法で切り抜けたそうです。この日参加の約

3割がリバースブロックの経験者でその他色々な対

処法が発表されました。皆さんの経験を聞き知識を

得ることで、万が一リバースブロックを起こした場

合に落ち着いて行動できるのではないかと願いなが

ら本日の会を終了いたしました。 

次回は、避けて通れぬ“老化街道”身体も気力も

衰えを感じる今日この頃ですが、それでもまだ潜り

たいなら「どう折り合いをつけて潜りに行くか」を

テーマに11月頃開催を予定しています。  

 

 
 

005 大隅 006 大隅 007 大西 018 坂東 

038 川上 062 狩野 085 鈴木 124 髙木

128 平野 141 太田 190 西谷 450 竹内 

467 犬山 648 江藤 699 岩崎 717 一木   

第17回 ご近所の会 

屋形船クルーズレポート 
2015年 3月 25日 レポート 687 林 保男 
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水中映像を楽しむ会～勉強会 

  

 

  

3月20日、今年初の勉強会が板橋のハイライフ板

橋で開催されました。 

 午前中は個別の勉強会になっていますが、今回は

楽しむ会の会員以外の参加者が8名、高木さんと海

老原さんが講師で撮影作品の編集等を学習に来られ

ました。 

午後からは高木さんのバリ島ツアーの作品、林さ

んの知床等「北の海」の作品発表及び近況報告があ

りました。 

 今回は講師として、毎年11月に調布にて開催

しています楽しむ会の作品発表会にも出展してくだ

さって又私たちのオブザーバーであられるトロパラ

のガルーダ五十嵐さんが作品作りの目的や撮影方法

編集など発表の作品を見せていただきながら、講演

頂きました。 

 初めからこんな風な作品を作りその絵コンテに合

わせ撮影、黒沢監督のような作品作り（水中で撮影

するのは、陸より照明、色の出方等とても難しいの

です。）少し上級者レベルでしたが、1歩ずつ近づけ

るように水中撮影を楽しみたいと思っています。 

夜はイタリアンレストラン‥ビアンタで会員以外

の楽しい人達も交えにぎやかな会食となりました。 

最近は殆どカメラ持参のダイバーが多く、楽しむ会

にはベテランさんから私のような初心者の会員も居

ますので皆さんの参加お待ちしています。 

 

4月30日（木）18:30～23:00 赤坂B-flat 

昨年、横浜のライブハウス BarBarBar で聴いた高

橋ゲタ夫さん率いるCrystal Jazz Latinoが気にな

っていました。赤坂 B-flat でゲスト 2 人を加え、1

年前に亡くなったラテンジャズの大御所・松岡直也

の追悼コンサ－トの情報があり、ミュージックサロ

ンのMLで6名募集、6名で行ってきました。 

以下は参加者の感想です。  

 

割とフルートって、美しい音色だとの認識でした

が、赤木りえさんの躍動感ある演奏技術にファンに

なりました。三科かおりさんのソプラノには癒され、

さすがゴスペル講師と聞くと高橋ゲタ夫さんのバン

ドを聞かなくてはと思っています。（平野 昌子）。 

ラテンジャズってどんなものかしら？初めて聞く

もので興味深々で参加しました。すごーく良かった

です。迫力満点、演奏している方たちが、楽しんで

演奏しているのが伝わり、聞き手も更に楽しくなっ

てノリノリでした。演奏者一人ひとりのレベルがと

ても高く、ボーカルの三科かをりさんの声はソプラ

ノでもとても透明感のあるお声で、まるで楽器の一

部のようでした。迫力の中にも癒しを感じました。 

（村上 あい子）。 

クリスタルジャズラティーノ 楽しかったです！ 

コストパフォーマンス最高！ギターもフルートもベ

ースもボーカルも･･･みなさん個性的で目が離せな

い･･･ “Andalusia” “The September Wind” の

フレーズが心地よく響いています（豊田 映子）。 

 SDCミュージックサロン 
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2015年 3月 20日 

741 小幡 美枝 

2015年 4月 30日 

005 大隅 楠夫 
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セミナーが催され、司会進行も務める大隅会長が

パワーポイントスライドや映像を駆使して

多岐にわたる活動内容を紹介した。

 

映像を楽しむ会」、「まだ潜りたい会」、「ミュージッ

クサロン」、「アウトドアを楽しむ会」
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http://www.izu.co.jp/~arari http://www4.ocn.ne.jp/~south-p/

 ＳＤＣ担当：代表取締役　高木辰元 ＳＤＣ担当：高嶺　守

〒410-3500　静岡県賀茂郡西伊豆町安良里111-13 〒907-0453　沖縄県石垣市川平915-1    

 ℡&FAX：0558-56-0703 ℡：0980-88-2277   FAX ：0980-88-2661　

 e-mail：arari@izu.co.jp  e-mail：south-p@wonder.ocn.ne.jp

http://www.divenavi.com/ http://www.santekuno.com/

　ＳＤＣ担当：阿部 　名古屋の旅行会社です。ご要望にあわせ、東京

　〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂2-6-17 　大阪、中部、福岡など全国からの手配も可能です。

　　　　　　　　　 渋東シネタワー14Ｆ　    　行きにくいマイナーなところへは添乗も可能です。

　℡：03-6415-8633　　 　お気軽にお問い合わせ下さい。

　e-mail：abe_m@stworld.co.jp 　〒458-0815　名古屋市緑区徳重4-212

　ＳＤＣ担当：外山一孝

　℡：052-878-3103 FAX：052-878-3104

 　e-mail：tour@santekuno.com

http://www.oceanbeach-net.com

ＳＤＣ担当：藤田　勝弘（ふじた　まさひろ）

〒904-0114　沖縄県中頭郡北谷町港10-20　１Ｆ    

℡：098-936-7666　　 http://locoplace.jp/t000231444/

 e-mail：ob-info@oceanbeach-net.com ＳＤＣ担当：下川（ツアー、講習）　近藤（器材販売）

〒160-0023　東京都新宿区西新宿1－16－10

　　　　　　　　　小勝ビル２Ｆ　　　　    

℡：03-3345-0201　　

 e-mail：0333450201@warpfin.jp

http://www.okinawa-tropico.com

皆様のおかげで創業28年になりました！沖縄那覇 

にあります、おきなわトロピコです。那覇から毎日

慶良間諸島へ出航しております。午後の半日ﾀﾞｲ

 ﾋﾞﾝｸﾞや粟国、渡名喜島への遠征ﾂｱｰも有り！ http://www.sporttours.co.jp

ＳＤＣ担当：奥間　敬子 パラオスポート号はMD誌ダイブトラベル大賞、15年

〒900-0113　沖縄県那覇市牧志2-23-8    連続１位受賞。12月からは一押しポイントを移動し、

℡：098-867-5032　　 「最高に!」「感動的に!」楽しむクルーズにご期待

 e-mail：letter@okinawa-toropico.com 下さい。

ＳＤＣ担当：西元

〒162-0053　東京都新宿区神楽坂2-12-1-805    

℡：03-6276-0550 099-227-0550　　

 e-mail：divecruise@sporttours.co.jp

http://www.boholgood.com

ボホールエリアではまだまだダイバーの少ない

カビラオ島がお勧めです。バリカサグ島では

ダイバー規制が始まりましたのでダイビング

希望の有無をご予約時にお伝えくださいませ。

ＳＤＣ担当：SDC#601富田恭子SDC#742尾上未夏

6300　Graham Ave.Tagbiralan cityBOHOL.Philippnes    

℡：063-999-998-3205　　

e-mail：info@gooddive.jp

安良里ダイビングサービスＴＡＴＳＵＭＩ S39

（株）エス・ティー・ワールド ダイブナビ S50

オーシャンビーチちゃたん（沖縄本島） S68

おきなわ トロピコ S61

ＧOOD ダイブショップ S33

さうすぽいんとダイビングサービス S46

サンテクノ旅行企画 S67

サンドウエーブ（アドミナル（株）） S26

（株）スポートツアーズ S14

賛 助 会 員 通 信
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http://www.cebuhappy.com http://www.teada-okinawa.com/

ショップからダイビングポイントまで 那覇市を拠点に大型船2隻、小型船1隻、計3隻で

バンカーボートで1分～40分で到着します！成田 皆様がお望みになるダイビングスタイルをリクエスト

・関空・名古屋からセブ直行便も飛んでいます。 ベースでお応えいたします。粟国・渡名喜・ケラマ

皆様のお越しを楽しみにお待ちしております♪ 諸島1泊2日ダイブクルーズも好評開催中！

ＳＤＣ担当：冨田恭子 ＳＤＣ担当：直井　香織

住所　HAPPY Diveshop c/o HADSAN COVE RESORT 〒900-0012 沖縄県那覇市泊2-13-4　1Ｆ

            Mactan is. Cebu Philippines ℡：098-860-6868　

℡：冨田恭子　0999-998-3204  e-mail：info@teada-okinawa.com

代表電話番号　0999-998-3203　　

 e-mail：happy@gooddive.jp

http://www.pit-diving.com

沖縄を中心とした国内ダイビングツアー全般を

http://www.daydream-dive.com ご案内可能です。飛行機を利用したプランだけでは

パラオでサービスを開始して20年が経ちました。 なく、小笠原や伊豆七島もご手配いたします。国内

スペシャルトリップ・サイドマウント・クルーズ の移動の際にはお声がけ下さい。

龍馬号・テクニカル・多様なニーズに応えるべく ＳＤＣ担当：松山

様々なパラオの楽しみ方を提供しています。　 〒151-0064　東京都渋谷区上原1-32-17　3Ｆ    

ＳＤＣ担当：遠藤（エンドウ）、公野（コウノ） ℡：03-3466-6489　

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-5-5  e-mail：travel@pit-diving.com

中日本ビル3階

℡、ｆａｘ：03-6661-7285

e-mail：palau-info@daydream-dive.com

http://hwbb.gyao.ne.jp/petit/index.htm

ＳＤＣ担当：金子　弘之

〒141-0033 　品川区西品川2-7-16    

http://www.tns-travel.co.jp/ ℡：03-3495-7015　携帯　090-3409-8954

名古屋にある旅行会社です。ミクロネシア・フイリッ  e-mail：hw729461@yk2.so-net.ne.jp

ピンを中心に名古屋に限らず成田・関空など出発

地問わず手配可能です。

ＳＤＣ担当：森下　亮一

〒460-0008　名古屋市中区栄2-12-12

　　　　　　　　　アーク栄白川パークビル１Ｆ    

℡：052-202-3939　 www.meluis.com

 e-mail：info@tns-travel.co.jp 夏は雨季と言われいているパラオですが、

　実際には晴れたり曇ったりの繰り返しです。

　この時期よく潜る東側に数多くのオリジナルポイ

ントを開発しているＢＭに潜りに来てください！

ＳＤＣ担当：富永　直之

P.O.BOX669 KOROR PALAU96940    

http://dive-dream-indonesia.com ℡,fax：(680)488-2214　

コモドとラジャアンパットをメインにインドネシア  e-mail：bm@meluis.com

の海を知り尽くした弊社ガイド唐澤とアンディが皆

様を安心ガイド致します。（他日本人女性イントラ

３名在籍）インドネシアの事なら全てお任せ下さい

ＳＤＣ担当：唐澤・水谷・上原

Jl. Danau Tamblingan No37, Sanur 80228,

 BALI INDONESIA 千葉studio    ＳＤＣ担当：代表　藤形誠一

℡：+62(361)270934　 〒270-1471 　千葉県船橋市小室町2538    

 e-mail：info@dive-dream-indonesia.com ℡：047-457-3986　fax  047-497-8616

携帯：090-4375-9819

 e-mail：fzt03127@nifty.com

セブＨＡＰＰＹダイブショップ S53 ダイビングスクール ティーダ S70

デイドリーム S47

トラベルネットサービス(有) S58

ダイブドリームインドネシア S66

(株)Ｐ．Ｉ．Ｔ．ダイビングショップ＆ツアーディスク S03

ぷちアイランド S15

ＢＬＵＥ ＭＡＲＩＮ S64

(有)フロムライフ S34

3１



http://tripplan.jp/ http://www.u-diving.jp

キューバ・ダイブサファリ募集中。世界遺産観光 東南アジアを中心にマニアックな方面を得意として

しながらキューバ各地でのダイビングを楽しむ います。勿論、ビギナーの方にも安心してご参加

画期的なプランです。永吉同行、11/2,12/9,1/26、 いただける方面も取り扱っています。お気軽に

2/16発。米国交回復？早めがおすすめ！ ご相談下さい。

ＳＤＣ担当：永吉拓也 ＳＤＣ担当：村瀬慶美　黒田浩介

〒240-0022 横浜市保土ヶ谷区西久保町36番 〒461-0001　名古屋市東区泉1-17-38

℡：ｆａｘ：TEL:045-333-4200 携帯：090-9968-5710 　　　　　　　　　リバーパーク泉2F    

 e-mail：info@toripplan.jp ℡：052-963-9500

 e-mail：tabikikaku@u-tour.jp

http://www.lextours.com

当社はバハ･カリフォルニア(メキシコ)の専門店で､ http://www.wtp..co.jp

2015年度は2015年に好評を得たダイブ･ショップの 豊富な旅＆ダイビング知識を持つスタッフがそろう、

デラックス･ボートで今年も皆様にご安心を提供。 ダイビングツアー専門旅行会社。世界を旅する

ホテル～ショップ～桟橋間は全て徒歩範囲内。 ダイバーの味方として皆様をお手伝いします！

ＳＤＣ担当：田淵　司 ＳＤＣ担当：遠藤　光衛

〒105-0004　東京都港区新橋5-27-6上村ビル201 〒105-0013　東京都港区浜松町2-2-3　

℡：03-5765-7010　　fax : 03-5765-3173　 　　　　　　　　　磯山ビル　5F    

 e-mail：info@lextours.com ℡：03-5425-7711   fax : 03-5425-7713 

　 e-mail：info@twtp.co.jp

※那覇から慶良間諸島へ
　　　　　ファンダイビング2ボート
　　　　　　　　　　　　￥10,800～￥12,960 　　７月10日金曜日　15:00〜17:00
　　　　　　　　　　　　（季節により異なります）

※那覇から慶良間諸島へ体験ダイビング フリッパーの会は今年も4月より実施しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　1ﾀﾞｲﾌ ￥9,180　 　4月13日参加者7名・5月18日参加者16名・6月17日未実施

実施予定は　7月10日（金）15:00～17:00

25ｍ×25ｍ深さ5ｍのダイビングプールを貸切で行います。

他では出来ない練習ができると思います。

多数の参加をお待ちします。

　<持ち物>3点セット＋スイムキャップ

8月施設の都合により中止

9月以降実施日未定

9月以降の予定は決まり次第メールでお知らせしますので、

参加希望の方は、メール登録をしてください。

sdc205eda@aqua.ocn.ne.jp

090-203-1474

205 江田 隆

フリッパーの会のお知らせ

(株)横浜カンパニー S41 (株)ユー・ツアーサービス/ユーツアー S43

(株)ワールドツアープランナーズ S42
レックスツアーズ S52

掲 示 板
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コーヒーの空き瓶で産卵したばかりの卵を守って

いるのは

カメラ：

撮影地：

撮影日：

 

 

                            

な

こ

カメラ：

撮影地：

撮影日：

 

 

 

 

 

 

 

コーヒーの空き瓶で産卵したばかりの卵を守って

いるのは オスだそうです

カメラ：キャノン

撮影地：石垣島

撮影日：2013

 

 

                            

なかなかセビレ

この子は目一杯

カメラ：キャノン

撮影地：セブ

撮影日：2015

 

 

 

 

 

 

「ナカモトイロワケハゼ

コーヒーの空き瓶で産卵したばかりの卵を守って

オスだそうです

キャノン 50D

石垣島 

2013 年 5 月 3 日

                            

セビレを立てて

一杯立ててく

キャノンＸＡ２０（

セブ島北リロアン

2015 年 4 月 20

ナカモトイロワケハゼ

699 岩﨑

コーヒーの空き瓶で産卵したばかりの卵を守って

オスだそうです。 

50D 60 ㎜ 

日 

                            

オニツノハゼ

738 

てくれないの

くれました。

ＸＡ２０（ビデオ）

リロアン 

20 日 

ナカモトイロワケハゼ」 

岩﨑 八重子 

コーヒーの空き瓶で産卵したばかりの卵を守って

                            

オニツノハゼ」

 木藤 伸行

ですが、 

 

ビデオ） 

― 

 

 

コーヒーの空き瓶で産卵したばかりの卵を守って 

 

                            

」 

伸行 

 

 

「ナギナタハゼ

687

たまたま撮影するダイバーも居なかった為逃げる様

子も無くゼンマイ仕掛けのおもちゃのように動いて

いました。

カメラ：

撮影地：

撮影日：

 

 

 

「キンセンハゼ

006

カメラ目線だったのか珍しくヒレを開いて

くれました。

この子ブリッコかもね～

カメラ：

撮影地：

撮影日：

 

 

 ハ ゼ

                             

ナギナタハゼ

687 林 保男

たまたま撮影するダイバーも居なかった為逃げる様

子も無くゼンマイ仕掛けのおもちゃのように動いて

いました。 

カメラ：SEA&SEA

撮影地：柏島 

撮影日：2011 年

キンセンハゼ

006 大隅 照子

カメラ目線だったのか珍しくヒレを開いて

くれました。 

この子ブリッコかもね～

カメラ：ニコン

撮影地：セブ島

撮影日：2008 年

ゼ － 

ナギナタハゼ（ホムラハゼ

保男 

たまたま撮影するダイバーも居なかった為逃げる様

子も無くゼンマイ仕掛けのおもちゃのように動いて

SEA&SEA DX2G

 

年 1 月 15 日

キンセンハゼ」 

照子 

カメラ目線だったのか珍しくヒレを開いて

 

この子ブリッコかもね～ 

ニコン D70 

セブ島 

年 2 月 

ホムラハゼSP）」 

たまたま撮影するダイバーも居なかった為逃げる様

子も無くゼンマイ仕掛けのおもちゃのように動いて

DX2G 

15 日 

カメラ目線だったのか珍しくヒレを開いて

 

たまたま撮影するダイバーも居なかった為逃げる様

子も無くゼンマイ仕掛けのおもちゃのように動いて

カメラ目線だったのか珍しくヒレを開いて 

たまたま撮影するダイバーも居なかった為逃げる様

子も無くゼンマイ仕掛けのおもちゃのように動いて
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SDC 全国の集い 

2016 年新年会 

日時：2016 年 1 月 31 日（日）11:30～16:30 

会場：アジュール竹芝 

 東京都港区海岸 1-11-2 

JR 山手線・京浜東北線・モノレール浜松町駅 

北口出口徒歩 7 分、都営浅草線・大江戸線大門

駅 B1 出口より徒歩 8 分。東京臨海新交通ゆり

かもめ竹芝駅より 1 分。 

会費：1 万円 

 

関西地区懇親会 

日時：2015 年 12 月 6 日（日） 

 12:00～16:30 

会場：大阪第一ホテル 

大阪市北区梅田 1-9-20 

大阪駅より徒歩 3 分 

各線梅田駅より 3～5 分 

会費：1 万円 

  ＊皆様のご参加をお待ち申し上げて 

おります。 

詳細：306 宮本節子まで 

 

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。年齢は 30～90 歳代、地域は全国 

に広がっています。ＳＤＣでは新年会や懇親会等の集いや、数多く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じて会員相互の親睦に 

努めています。現在、会員数は約 300 名で、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」など等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。 

入会希望の方は事務局までご連絡下さい。 

日本シニアダイバーズクラブ事務局 〒252-0144 神奈川県相模原市緑区東橋本 2-8-25 阿久津省一方 

携帯電話：090-4094-3179  FAX 042-733-2326 E-mail s.akutsu1@jcom.home.ne.jp 

SDC 主要行事のご案内 

大阪第一ホテル会場案内図 

アジュール竹芝会場案内図 

SDC の紹介と入会のご案内 

全国から参加する会員との交流を深め、また新しい仲間を見つける絶好の機会です。 

多くの会員の参加を期待しています。 
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