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一番好きなダイビングポイントはどこですか？

スキューバダイビングは何歳でも始められる！

掲示板～まだ潜りたい会・多摩武蔵野ご近所の会

奄美の海・2015　「奄美ダイビングセンター とめ」

映像を楽しむ会・ご近所の会サンバカーニバル

P19 カナダ チャーチル P20 ラジャアンパット 

P17 サイパン P18 トゥバタハリーフ 
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P11 西伊豆 安良里 P12 バリ島 

P9 北海道 羅臼 P10 八丈島 

P7 阿嘉島 P8 奄美大島 

P6 石垣島 P2 西表島 

表紙に寄せて   828 大村 謙二 

 

 夏の終わりに、沖縄の浅い海で撮影したサンゴ。 

一見涼しげで美しく見える風景ですが、実は高す

ぎる水温の影響で白化が進行中なのです。 

見涼しげで美しく見える風景ですが、  山本 伸子 高木 忠雄  今枝 淳平 菊地 三男 



 

総会案内の返信ハガキに記入していただいた結果

をまとめてみました。 

 ご案内した方の 62％の方が記入してくださいま

した。まとめが楽なように１か所を書いていただく

つもりでしたが、皆さん躊躇なく数か所記入してく

ださいました。中には、「一番はありません。順番は

付けられない。」「良かった場所はあるけど、好きな

場所はまだ決まっていない」という方も。 

 166名の方が、216か所を挙げてくださいました。 

 集計してみますと、パラオ 50ｐ(23％)、モルディ

ブ 26ｐ(12％)、シパダン 13ｐ(6％)、マブール 3ｐ、

ラジャアンパット 11ｐ(5％)、慶良間 7ｐ、阿嘉島 5

ｐ、座間味島 2ｐ、コモド 3ｐ、ムンジャンガン 4ｐ、

バリ 4ｐ、スミラン 4ｐ、ボホール 4ｐ。 

 あと 71か所が 1ｐ、2ｐ、3ｐ。知っている場所す

べてというくらい。とてもここに列記出来ません。

面白い所として、ラジャアンパット(クルーズで

Lolosi Reef)・大瀬崎(柵下)・セブ(ヒルトゥガン)・

みなべ・ファカラバ・葉山・大浦湾・羅臼・陸南・

コルテス海・イースター島・本栖湖・カビラオ等が

ありました。 

 次の、「その場所のどんなところが好きですか？」

という質問の答えが、読んでいてとても楽しかった

ので、挙げられるだけ拾ってみました。 

「ビデオ作品に使える題材が豊富」（阿嘉島） 

「一年中見ごたえのある海。はずれなしの海。何と

いっても待っている人がいる」（パラオ、石垣島、西

伊豆） 

「マナーの悪い隣国の方が来ない」（伊豆大島） 

「魚影の濃さ。透明、透視度の良さ。水温(3ミリス

ーツ OKの場所)」（パラオ、コスメル、モルディブ） 

「今の私には楽チンに潜れる所が一番！近い所も！」

（マクタン、ボホール） 

「ポイントが近い。ヨーロピアンが多いので食事も

おいしい。」（モアルボアル） 

「珊瑚が美しく、ワイドマクロ共に魚の種類が豊富

なこと。水温が高く快適。」（ラジャアンパット） 

「真っ白な砂。美しい珊瑚。カラフルな魚。透明な

海。」（座間味島） 

「手つかずのポイントが多い。日本人のグループダ 

 

イバーが少ない。」（ミルンべ） 

「安・近・短で行ける所。天候が悪くてもどこか潜

れる。街が住んでいる所と同じ田舎。」（パラオ） 

「思い出が沢山あるので。」（グアム） 

「美しい海。風景共に気に入っています。但し、行

くのに遠いのが難点。」（ボラボラ） 

「変化に富んだポイントが沢山あって、何度行って

も楽しい。」（ラジャアンパット） 

「全てにおいて楽なとこです。」（ムンジャガン） 

「大物からマクロまで楽しめる。フライト時間が短

い。」（パラオ） 

「ヘンな生き物に会える♡。」（バリ） 

「大物有。マクロ有。透明度があり、スリル有。カ

メラワーク good」（モルディブ、パラオ） 

「庭先から階段で直接海に入れる処。」（リロアン） 

「ポイントが近い。色々な魚を見ることができる。」

（アニラオ） 

「ポイントが近くて、珊瑚が綺麗。魚も沢山見られ

る。ゆったりしていて気分が良い。」（慶良間） 

「大物もクマノミも見られる。最近透明度が良くな

り、癒しのポイントとして気に入っている。」（セブ・

ヒルトゥガン) 

「アクセスも良く、何時でも色々な顔を見せてくれ

る。多様なポイントで満足できる。」（パラオ） 

「近い。透明度が良い。殿様ダイブが良い。」（セブ・

ヒルトゥガン) 

「一人でも楽しめる事。自由度が多い。」（バリ・ム

ンジャガン) 

「何所の海もそれぞれ楽しいし、すごいので。」（決

められない） 

「大物小物両方見られる。マブールの食事は美味し

い。」（パラオ・マブール・シパダン） 

「ブルーの透明感は忘れられない。」（波照間） 

一番好きなダイビングポイントはどこですか 

その場所のどんなところが好きですか 
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5月23日木脇さん大塚さんと私は快晴の関西空港

を経ち一路石垣空港へ。しかし着陸するや現地は梅

雨の影響でどしゃぶりの雨でした。関東から参加の

白松さんと合流し離島桟橋へ。バスで移動でしたが

何とか濡れずにすみ無事、宿舎である「イルマーレ

うなりざき」に着きました。 

注釈になりますがオガンというポイントは西表島

から南西に約 40Km 離れた孤島で全体が岩で覆われ

た岩山でカツオ鳥の繁殖場所なので立ち入り禁止区

域になっている所です。冬場は風が強く逆に夏場は

強い南の風が吹きつけて 5月末から 6月に掛けてが

海況が安定するそうです。 

 

さて明けて 24 日はチェックダイブ。25 日は波が

高くオガンには行けず西表島周辺でのダイビングに

なりましたが代わりにマンタが我々を歓迎してくれ

ました。後で聞きましたがマンタに標識を付けて放

した処、マンタは西表島と石垣島との間を行ったり

来たりしてるそうです。 

26 日は天気も梅雨の中休みで海況の方も回復し、

いよいよ待望のオガンに行く事になりました。 

まず 1本目は「天満崎」と云うポイントでしたがこ

れと云う大物も現れず 2本目の「三ノ根」というポ

イントでしたが、これまた時折、マグロが現れる程

度で流れは速くやたら酸素だけが減っていくだけで

した。3 本目は潮流の関係で又「天満崎」に戻りま

したが結果は同じで失望感が漂うばかりでした。と 

言うのはツアーに参加された大塚さん木脇さんには 

 

 

オガンという所は素晴らしく透明度も 100ｍ位で大 

物にもイッパイ遭遇できると豪語していた手前、1

本目を終えて船に上がってくると木脇さんからは

100ｍの透明度はどうなったんだと言われる始末で

顔を真正面から見れないくらいでこの調子で明日も

同じなら、木脇さんには明日から口も聞いて貰えな

いのではないかと思ったくらいでした。 

明けて最終日もオガンにトライし波も 1ｍと絶好

のダイビング日和で 1本目は前日と同じ「三ノ根」

でしたが書き忘れてましたが「三ノ根」はパラオの

ブルーコーナーを彷彿させるようなポイントでした。 

今日もダメかなって思いながら潜ると何と我々を

待ってたかのように約 25 匹のマグロの群れが迎え

てくれて、木脇さんにも満足して貰い少しは溜飲を

下げた次第でした。そして 2本目も潮流が速く昨日

と同じ「天満崎」になりましたが、昨日よりか速い

潮流で此処でもマグロの群れに遭遇する事ができ 3

本目はオガ

ンの何処の

ポイントも

潮の流れは

速く、止む

無く西表島

周辺に戻っ

てきて「崎

山沖の根」

でしたが、其処ではバラクーダの群れに遭遇できま

したが何と水深 5ｍを切るくらいの浅さで泳いでる

為に撮影に夢中になり危うく水面浮上になりかねな

いくらいでした。潜水時間は 45分位でしたがインス

トラクターは、ずっと群れを追い続け私も最初は群

れを追い続けましたがエントリーして 20 分位する

とバラクーダにも飽きてきて他のダイバー達の後を

チンタラついて行くだけでした。帰宅して何かレポ

ートを書かなくてはと思いましたが此れというもの

も無ったですが又行ってみたいという思いがあり私

にとってオガンは、まるで麻薬のように癖にさせそ

うな場所で又、次回行く時は 2日間とも潜れなかっ

たポイント「東の根」を潜るという目標ができ西表

島を後にしました。        （735 道上 勲） 

西表島オガンを潜る 
 （2015年 5月 23日〜5月 28日） 

ツアー№1531 幹事＆レポート 735 道上 勲 レポート 779 大塚 真一 



 

西表島は、石垣島から西へ船で 50分、島のほとん

どが手つかずの亜熱帯のジャングルに覆われた島で

す。 昨年の 8月以来の西表島でした。 

 狙いは、昨年は行けなかった「オガン」（仲之御

神島）！でも、3 泊しか旅行休暇が取れなくて、結

局今年も「オガン」には行けませんでした、、、 

5泊された他の参加メンバーさんに、「オガン」のレ

ポートはお任せします。島の南西に位置する「鹿ノ

川中ノ瀬」というポイントで、マンタ(2 枚)を見ま

した。 綺麗な珊瑚の上を優雅に泳ぐマンタ。とても

美しい光景でした。 聞くと、このマンタは、石垣島

マンタスクランプルのマンタと同じ個体なんだそう

です。石垣島と西表島の間を、同じマンタが行っ 

たり来たりしているんですね。同じマンタを見るな

ら、西表島の綺麗な珊瑚の上で見る方がお得だな！

と思いました（笑） 

西表島の印象は、「とにかく珊瑚が綺麗！」という

ことです。青色、黄色、白色の「枝珊瑚」がお花畑 

のように密集していて綺麗です。あまりの量の珊瑚 

に、圧倒されます。（しかし、、去年に飽きるほど見

たし、本当は「オガン」に行きたい！笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他には、モンハナシャコ、ホタテウミヘビ、ニチリ

ンダテハゼなど、たくさんいろいろ見ました。ダイ

ビング後の晩ごはん、宴会も楽しかったです！ 

去年も書きましたが、、次回こそ！ 

「待ってろ！オガン！」 （779 大塚  真一） 

 

 

 

参加者 

 610 白松 礼子 635 木脇 学 735 道上 勲 

779 大塚 真一 

 

 

ＳＤＣ会員様に送る、ＰＩＴのディスカウントプラン  
 

□□□沖縄本島・北谷３日間４ダイブつき□□□ 

 

利用サービス：オーシャンビーチちゃたん（ランチつき） 

宿泊：ベッセルホテルカンパーナ（朝食つき） 

１０月出発プラン￥６４,７００ から／１１月出発 ￥６４,７００ から 

１２月出発 ￥６４,０００ から 

 

☆☆器材レンタル無料／３ダイブ目１回プレゼント☆☆ 

 

□□□石垣島３日間４ボートダイブつき□□□  

 

利用サービス：さうすぽいんと（ランチつき）／利用宿泊：アパホテル石垣島（朝食つき）他 

１０月出発 ￥６７,４００ から ／１１月出発 ￥６５,６００ から  

１２月出発 ￥６５,０００ から 

 

※掲載の料金は全て２名１室利用での料金です。１名１室利用の場合は料金変更がございます。 

 

お問い合わせはパラダイスアイランズツアー（ＰＩＴ） 担当：松山 まで 

℡ 03-3466-6489／mail  travel@pit-diving.com 

ＳＤＣ会員様に送る、ＰＩＴのディスカウントプラン 



 

ＳＤＣのツアーにしては、ちょっと珍しい感じの 

「リゾート感覚で楽しむ 1泊 2日のちょっと豪華な

宇佐美ツアー」についての書き込みを BBSで見つけ、

ちょっと面白そうと参加決定。 

 どんな方と一緒かな？ 海はどうかな？と期待し

ながら、行ってきた。結果、ちょっとではなく、す

ごく面白かった。何度も実踏し、打ち合わせを重ね

た初幹事早川さんのおかげと実感している。 

  

＜なかなかの海＞ 

機材をタンクに取り付けるのだけ自分でやり、あ

とはスタッフがやってくれる楽チンダイビング。 

水温 26.5度 透明度 10m超えで、伊豆にしては、

潜りやすかった。 

ボートでマンボウ根とカサ根へ1本づつの計2本。 

色とりどりのソフトコーラルがとても美しい、アジ

やワラサ、ミニカマス、イナダ、アオリイカなど地

味な色の魚たちだが、頭上でたくさん群れていた。

ところどころにいるキンギョハナダイが綺麗。2ⅿほ

どのどでかいクエ、1 ㎝ほどの可愛いミナミハコフ

グの赤ちゃんなど様々な生き物に出会った。 

ダイブセンター前のビーチを 2本。コンクリート

のスロープに手すりがあって、エントリーもエグジ

ットもまずまず安心。ネコザメがいるらしいが、お

出かけ中。水中に線路が 2本真っ直ぐに伸びていた

り、ステンレスパイプ棚が漁礁になっていたり、面

白い。 

 
 

 

 

＜景色抜群のテラスで＞ 

  童謡「みかんの花咲く丘」の舞台の宇佐美。目

の前に広がる相模湾と背後の山々が織りなす景色

がすばらしいテラスで、BBQ。採れたてサザエをは

じめ肉や魚や野菜をたっぷりいただく。小田原か

らわざわざ駆けつけてくれたメンバーも加わり、

焼いたり、食べたり、飲んだり・・わいわい楽し

い時を過ごした。 

 

＜ちょっと豪華なホテルと美味しい食事＞ 

みかんの丘の上に立つ眺望抜群のリゾートホテ

ルウェスタリアンライフクラブに宿泊。ツインの

広い部屋をちょっと豪華にシングルユース。夜は、

ダイビングサービスのスタッフの送迎で、伊東駅

近くの地元の人も行列している海鮮居酒屋へ。名

物うずわたたきや金目鯛のかぶと煮などを堪能。  

2日目の昼食は、ダイブセンター2階のテラス、「海

辺の SAYANG」で本格的バリ料理。海を眺めながら、

バリ島気分・リゾート気分を味わった。 

＜参加のみなさんから一言＞ 

・思いのほか、魚がいっぱいでびっくり。 

・期待以上、小さい魚ながら、群れいっぱいで。 

・なかなか面白いポイント。初めての海で、初め

て一緒に潜る人ばかりだったけれど、楽しめた。 

・天気も良く、しっかり潜れて、いっぱい食べて、

飲んで、完全燃焼。 

・いいですねえ。♪うさみおいし・・♪（うさぎ

おいし・・の替え歌） 

・幹事最高！！気配りいっぱいありがとう。次回

は、釣りもアレンジしてください。 祝 早川氏 200本 記念写真 

    リゾート感覚で楽しむちょっと豪華な宇佐美ツアー  

    （2015年 9月 5日〜6日） 

    ツアー№1538 幹事 819 早川 直樹 レポート 469 武田 美砂子 



 

 

 

 

 

 

 

昨年 9月の渡嘉敷島を最後に仕事等の理由でダイ

ビングが出来ずにいましたが、やっぱり潜りたいと

いう思いが強くなり「ＳＤＣツアー計画表」を開い

てみました。石垣島が先ず目に留まりました。 

梅雨明けの沖縄、これがいいな！と早速幹事の良縁

寺さんにメールを送り参加可能かどうか伺いました。

運よく OKを頂きましたのでウキウキしながらその

日を待ちました。 

参加者は皆さん 1000本以上のベテラン揃い、迷惑

を掛けないようにと少々緊張しましたが楽しい 5日

間を過ごすことができました。 

 1日目：午前中に 1本、昼食後に 2本，皆元気に 3

本潜りました。出会えた魚はヤッコエイ・ガーデン

イール・スカシテンジクダイ・キンギョハナダイ・

アオウミガメ etc. 

 2日目：今日も全員 3本潜りました。 

2本目は「石垣島ならマンタ」でしょう！ マンタ

シティポイントに 2枚のマンタが来てくれました。

ラッキー！！ 

 
3 本目は今回のツアーの目的オイランハゼ狙いです。

オイランハゼは川平湾奥の砂地、浅いところにいる

ので、満潮

時しか見に

行けません。

潜ったのは

夕方 5時過

ぎです。最

大水深 

1.8m  平均

水深 0.0m  

 

 

 

 

 

 

 

透明度 1m以下「何、これ？」と思って見ると砂地に

ポコポコ穴が開いていて、そこに美しいオイランハ

ゼがトウゾクテッポウエビという地味なエビと共生

しているのです。砂に腹ばいになったまま、アッと

いう間の１時間、とても楽しいダイビングでした。 

 3日目：明日の飛行機の時間を考慮して午前中１

本、アダンというミノカサゴが沢山いるポイントで

す。これも珍しい光景でした。 

 
もう明日は帰りです。楽しい時間はすぐ過ぎてしま

います。 

初めてツアーに参加させて頂きましたが、皆さん

ダイビング大好きで活動的でお元気な素晴らしい

方々でした。お会いできて本当に良かったと思いま

した。 

 又、チャンスがあったらご一緒したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者 

007大西 亀美代 026 良縁寺 悦子 038 川上 秋子  

052 大類 弘子   357 佐藤 道子  627小澤 ユリ子 

628 杉村 明子 

石垣島ツアー  
 初参加しました！ 

（2015年 6月 28日〜7月 2日） 

ツアー№1534 幹事 026 良縁寺 悦子 レポート 627 小澤 ユリ子 



 

 毎年梅雨明け後の 7月初めに通っている沖縄・阿

嘉島にいつもの 4人で行ってきました（7/3～7/7）。 

阿嘉島は泊港から高速フェリー・Ｑザマミで 50分、

国立公園になった慶良間諸島の座間味村にあります。

Ｑザマミに外国人の乗客を見かけるようになったの

は国立公園になった影響と思われます。夏場はＱザ

マミが混雑するのでしっかり予約を取ることが必要

になったそうです。阿嘉島の宿泊施設の大部分は小

規模の民宿です。夏場に阿嘉島でダイビングツアー

を計画する場合、まず宿泊所の確保から始まります。

我々は昨年来た 7月に今回の予約をしました。 

 
 

潜ったのは 7月 4、5、6日の 3日間、水温も 27度あ

り快適なダイビングでした。いつものように流れの

少ないポイントでゆったりと生物観察です。今回面

白かったのは、タツノイトコ 2匹の出会いと別れの

シーンをずーっと観察できたことです。可愛いい幼

魚達にも会うことが出来ました（キツネベラ、ノド

グロベラ、クロオビスズメダイ、ノコギリハギ）。 

今回１つ楽しみなことがありました。4週間前に来

た時に新田浜の洞窟で会ったキンメモドキの大群に

再会することです。その時は洞窟の隙間から差し込

むスポットライトを浴び見事なショーを見せてくれ

ました（写真）。カスミアジに見つかってしまったと

聞いていたので心配しましたが、それほど数が減っ

ていないので安心しました。成長して色が濃くなり、

4 週間前とはまた違った迫力あるショーを見せてく

れました。海の状況は刻一刻と変わって行きます。

魚達との出会いも、一期一会と思って大事にしたい

と感じた瞬間です。お世話になったのは 

ダイビングサービス:オケアノス 

民宿:すまいる 

 

 

 

5日の夕食後オケアノスに集まりました。平野さん 

の喜寿、岩崎さんの還暦、照子の復帰祝いです。 

ロック好きの森山さんがリクエストに応じて弾き語

りを披露してくれました。 

 

 

残念なことに、台風 9号が接近してきた関係で予定

より 2日早く帰ることになりました。来年の宿を予

約してお別れです。夏場の沖縄に台風はつきもの、3

日間でも遊ばせてもらったことに感謝です。 

短い旅となってしまいましたが、陸の楽しみも、

オオゴマダラの羽化、蛍鑑賞等盛りだくさんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

阿嘉島 
還暦＆喜寿の祝い 

 (2015年 7月 3日〜7月 7日) 

幹事 ＆レポート 005 大隅 楠夫 

 



 

いきなりですが、まずはダイブログから。 

6/30 ①円瀬北 ②須野東 ③空港北 

7/01 ①マキスミ ②須野 ③用 

7/02 ①モリタ※仮 ②七ツ根 ③マユ 

7/03 ①用 ②マユ ③モリタ※仮 

7/04 ①マキスミ ②須野 

7/05 ①マユ ※以降、湾内②ハナゴイ 

7/06 ①ミドリヤ ②大仏サンゴ 

 

毎度、「奄美のとめさん」とこのダイビングは、の

んびり、ゆっくり・・・のはずですが、前半戦は忙

しかった？ですね。1日 3本、とくにとめさんの庭？

太平洋側でのダイビングは、潮、風、うねり・・・

いろんな状況から、3 本違うポイントへ入れるとい

うのはなかなか難しいのです。 

「良し悪し問わず、海へ入れればいいのならできる

だろうが。。。」口には出しませんが、察するにそんな

ポリシーもあり、1日ゆっくり2本ペースという日々

が多いのだろうと思います。 

 

朝御飯食べて、そろそろ行こうかなという感じで

１本目。戻ってきて外のお風呂に入ってさっぱりし

てお昼ごはん。昼寝などして午後２本目。上がって

くると黄昏時にはまだちょっと早いも、外のお風呂

では湯船に入りながら一杯、そのうちいい頃合いに

なってきてテラスで晩酌から続いて晩御飯。そんな

日々が心地よい方には気に入っていただけると思い

ます。 

船出して、他の船や潮の流れやうねり、透明度な

ど、その場でチェックしてからのポイント決定。だ

から事前のブリーフィングはできません。その時一

番いいポイントに入るので、事前の説明するとなる

と何十通りになっちゃうでしょうね。覚えていられ

ません。「時間とポイント決めて行ったところで状況

悪かったらどうするの？」と言われると返す言葉が

ありません。  

 

ただし、ダイビング用意から無事戻ってくるまで

は、安全面にはものすごく注意していることがわか 

ります。もう何年も手伝いをしていますが、その 

 

度にひとつひとつの作業に安全につながる理由があ

ることを教えられます。というより怒られています。 

器材の準備、セッティング、積み下ろし、ボート

乗り降り、配置バランス、セッティング、エントリ

ー、そして水中・・口に出すことは少ないですが、

事故を起こさないダイビングに徹していることがわ

かります。「奄美群島地区スキューバダイビング安全

対策協議会」の会長に長年就任している理由もわか

ります。 

そんな奄美の日々でしたが、今回は、6/29から 2

名、7月 2日から 1名、7月 3日から 2名、夜は沖縄

から船で 4名・・・など、皆さんそれぞれの予定で

奄美 in/out。前半は太平洋側全開！とはいきません

でしたが、太平洋側北方面を中心に潜ることができ

ました。ポイント名にあるカタカナの人の名らしき

ものは、まさに人の名。名もないポイントに入って、

その時のお客様の名前をつけたり。またそんなポイ

ントがとても面白かったりするのです。ちなみに「※

モリタ」ポイントは仮称。森田さんは古株の奄美ダ

イビングクラブのメンバーなので、どなたかこのポ

イントが好きになった方がいたらポイント名譲りま

す！ということです。 

 

 そんな奄美ですが、一度お試しになりませんか？ 

 

038 川上 秋子 047 竹腰 憲江 132 岡野 博  

505 永吉 拓也 514 安部 智枝 515 阿部 秀行 

537 奥原 研二 624 阿久津 省一 661 向井 純一 

725 堺 孝興 

 

 

 

  

奄美の海・2015 
「奄美ダイビングセンター とめ」でのダイビング 

(2015年 6月 29日〜7月 7日) 

幹事 Ｓ41 横浜カンパニー レポート 505 永吉拓也 

 



 

Q,どこで潜ったのですか？ 

A,羅臼です。知床半島ウトロの反対側になります。 

Q,ガイドはどなたですか？ 

A,『知床ダイビング企画』の関さんです。 

Q,アクセスは？ 

A,羽田から中標津空港まで約１時間 40分、空港から

レンタカーで約１時間位で到着です。 

Q,水温はどのくらい？ 

A,私が 2月に潜った時は-12mで-1.5度位です。 

 

Q,潜っていて寒いと感じた事は？ 

A,防寒対策はバッチリしますので寒さは感じません

でした。問題はウエイトコントロールです。私の

場合 20kgのウエイトのため、エントリー、エキジ

ットも足下がふらつき大変でした。 

流氷ダイブは経験本数よりドライスーツにどれだ

け慣れているかが重要のようです。 

Q,生物は何がいますか？ 

A,定番のクリオネ、ミジンウキマイマイは勿論、オ

ニカジカ、フウセンクラゲ、イトヨ、ナメダンゴ、

ニジカジカ等々。又、空にはオジロワシ、オオワ

シ。流氷にはクラカケアザラシ、ゴマフアザラシ

等被写体には事欠きません。 

 

Q,何か印象に残った事は？ 

A,民宿で案内された部屋がなんと水中写真家の中村

征夫さんが宿泊された部屋。中村さんの為に床を

フローリングにし、布団からベッドに変えたとの

事。それだけでも喜んでいるのに翌日のダイビン

グでは時期的には早いオオカミウオが登場。早速

写真展で見たサイドからのライトで動画撮影。寒

さを吹き飛ばす感動のダイビングでした。 

Q,又行く予定はありますか？ 

A,2度目は 4月、3度目は 6月に行きました。羅臼は

流氷が去った後の春も生命の大爆発という感じで

した。行くたびに違った動植物や魚と出会い感動

を受けています。 

Q,今後のご予定は？ 

A,今（8月）羅臼の冬と春の映像を編集しています。 

タイトルは『北の海から 冬』編と『春』編です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

2月に流氷ダイビングを行った 687 林 保男さんにお話を伺いました 

  

流氷ダイビング 

 
聞き手  広報 



 

 昨年の消費増税前に駆け込みで購入したカメラ

（パナソニック GX7）をきちんと使いこなせないま

ま、海に持って行き無茶苦茶に写真を撮っていまし

た。当然、気に入った写真はなく、カメラを持つこ

とがだんだん億劫になってきていました。もう、お

花や孫の陸上写真だけでいいかなと思いながらも、

やはり水中写真への憧れは強く、もう一度チャレン

ジしようと八丈島のダイビングショップ“コンカラ

ー”に 2日間お世話になることにしました。733 林 

賢子さん（オリンパス TG4）、753 都築和子さん（オ

リンパス TG3）もご一緒です。 

 ワイド、マクロの練習をじっくり行います。とい

ってもカメラの基本もままならない状態なので、ま

ず水中写真を撮る際のカメラの基本設定を“コンカ

ラー”の田中さんにしていただき、じっくりと一つ

の被写体と向き合います。 

 その時に学

んだことの一

つが“寄り”

です。今まで

何度も聞かさ

れた言葉です

が、その距離

感は自分の感

覚と違い、もっともっと近づく必要があったのです。

さらに魚を撮る時のポジションですが、どうしても

魚を見下ろして撮ってしまったり、岩をバックに撮

ってしまう傾向があるようです。せっかく海の中を

撮影するので、海の水色を入れるとそれだけで印象

が変わることが判りました。 

 

 

今回さらに収穫があったのは、ショップで偶然お

会いした RG BLUE という水中ライトメーカー“AOI 

JAPAN”の方が持って来ていた新製品の拡大鏡を使

うことが出来たことです。驚くことに液晶がはっき

り見えるのです。だんだん見えづらくなった小さな

ものが判ります。それにはちょっと感動しました。 

  

ダイビングが終わった後も自分たちの撮った写真

を見ながら、それぞれニコニコして、都築さんは「こ

ういう写真を自分が撮れるとは思わなかった」と言

っていました。短い期間でしたが充実したツアーに

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八丈島  
水中写真勉強会 

 (2015年 7月 28日〜30日) 

幹事＆レポート 684小林 孝子  



 

……と言っても！地方から羽田空港をご利用され

ている方は既にご存知かもしれません。「何回も利用

しているわ」という方も！と思うほど、夜 9時のフ

ァーストキャビンのフロントは混んでいました。 

 私、前ページの八丈島ツアーのフライトが朝 7時

20分。携帯の“駅すぱあと”で調べたら、朝４時に

家を出て、途中で 30分待ってシャトルバスで羽田空

港という検索結果！！空港近くのホテルを検索して

も、矢張り１万円はします。朝バス送迎があっても

あまり乗る気がしません。頭の隅に記憶していた羽

田空港のカプセルホテルを検索、そして予約。初体

験です。早々と夕食を済ませた後、ちょっとドキド

キで出かけました。 

 羽田空港第 1ターミナル 1階。スカイブルーの売

場の真向い。羽田郵便局の角を曲がるとフロントで

す。男性と女性は別のフロアーになっています。 

料金はビジネスキャビン￥5,000(消費税込)。上のレ

ベルのファーストキャビンは￥6,000。下の写真を比

べてみてください。 

 初めてのカプセルホテル(笑)。中に案内され、そ

の暗さにびっくり。

でも昼でも眠れる

ようでないと役に

立たないのだと気

づきました。１泊

でなく時間単位で

も利用できます。ショートステイは 1時間 800円。 

 女性エリアには、浴場(バスジェル・シャンプー・ 

 

 

リンス・化粧落としジェル等揃っています)。シャワ 

ーブースが 2部屋。ドライヤー・乳液等用意されて

いる化粧台が 20台位。湯温は推定 40度。大浴場と

は言えませんが、ゆっくりと浸かることができます。 

キャビンはバスタオル・フェイスタオル・歯ブラシ・

キャビンウエアーが揃っていますが、ベッドの幅し

かありません。端に大きなセキュリティーボックス

があり、テレビもヘッドフォンで観られます。でも

大きな荷物は置けません。大きな荷物はフロントで

も預かってくれますが、部屋の前においても良いと

の事。でも、部屋の前は通路なのですが？部屋は完

全な個室にはならず、厚めなロールスクリーンを下

におろして、通路とベッドを遮断することでキャビ

ンになります。当然鍵もかかりません。寝心地とい

うと、慣れていないせいか余り良くありませんでし

た。両サイドの動きが何となく感じられてしまうの

です。通路を通る足音も時々聞こえます。漏れてく

る光も気になります。アイマスクやレッグウォーマ

ーが必要だったか！それにゆっくり眠るつもりだっ

たのに、皆さん朝いそいそとされ…私も予定より１

時間早く動き出し、モーニングコールをお願いした

時間にチェックアウト。 

 フライトは ANAなので第 2ターミナルに移動する

必要があります。フロントを出て斜め出口を出た所、

8番バス乗り場からターミナル間連絡バスに乗り 10

分掛からずに移動できました。 

 次に機会があったら利用するかと聞かれたら、矢

張り利用します。安いし、利便ですし、綺麗です。

左がビジネクラス。右が大きな荷物でも置けそうなファー

ストクラス。右上写真の

様に、小さなブースが沢山並んで

いて、異空間。カプセルホテルと

いう未経験体験にチョトときめ

いたのですが、普通でしたね(笑)。 

 

 

 

  

 

泊まってみました羽田空港 
ファーストキャビン羽田ターミナル 

(2015年 7月 27日) 

レポート 733 林 賢子 

 



 

 8月 18日 6：58新幹線のホームでワクワクドキド

キしていました。なんせＳＤＣツアー初参加。しか

も 3年ぶりのダイビング。大丈夫かなぁー。 

でもギューっとつまった 4日間であっという間に過

ぎてしまいました。 

企画実行してくださった氏家さん、島尾さん、同室

で色々と気配り教えてくださった良縁寺さん、同行

していただいたＳＤＣの皆様本当にありがとうござ

いました。 

 

圧巻はやはり黄金崎のビーチで見たアオリイカの

産卵でしょうか。幽玄な海の中で雄雌よりそい、産

卵する。その瞬間はサーッと濃茶色に体の色が変わ

ります。そして産卵の場所から離れた瞬間、白く、

また変わります。そうしてその役目を終えたら死に

ゆくだけ。なんと切なく美しい。いくら見ても飽き

るということはありませんでした。 

 

初日、二日目、安良里からのボート。久しぶりの海。 

まさに「帰って来―たよ♪♪」 

でも器材も初めてで、レギュレーターからうまく空

気が抜けず（抜き方を知らず）急浮上しかけたとこ

ろを親方に助けられたりしました。 

第 2の圧巻は花火です。海の間際でしかも真下で

見る花火。生まれて初めての経験でした。感激！！ 

黄金崎、田子でいただいた BBQも美味しかったぁ。

もち、ビールも！！ 

随分前から企画、段取り、用意をしてくださった

と思います。氏家さん、島尾さん、本当にありが 

 

とうございました。 

来年も是非参加したいです！！ 

どうぞ宜しくお願いします。 

 

ダイビングと花火大会  

                   広報 

 アフターダイブに花火大会はいかがですか？ 

今年は間に合いませんが、来年のダイブ計画に入れ

てみてはいかがでしょう。 

 

夏季熱海海上花火大会 

開催場所 熱海湾 

熱海、I.O.P、川奈など東伊豆のポイントで潜った後

の帰り道に立ち寄れます。 

 

土肥サマーフェスティバル 

開催場所 松原公園特設会場 

安良里、田子、雲見などの帰り道に立ち寄れます。 

 

和歌山田子花火大会 

開催場所 田辺市扇が浜堤防 

2015年 10月 10日 20:00～20:30 

 

白浜花火フェスティバル 

開催場所 白浜海水浴場 

 

それぞれの開催日時は観光協会などにお問い合わせ

ください。 

嬉し楽しの安良里ツアー 

(2015年 8月 18日〜8月 21日) 

幹事 603 氏家 友枝 レポート 823 高橋 佐知子 

 

 

 

 

  



 

  バリ、トランバンは 2年前に行き、生物の種類

が豊富であること、少人数ガイド制であること、ビ

ーチエントリーに対する十分なフォローがあること

等で、また行ってみたいところでした。ムンジャン

ガンのサリダイブもその良さを聞き、「トランバン＆

ムンジャンガン梯子ツアー」（各3日間ダイビング）

の欲張りツアーをKさんに習って企画しました。 

実現のきっかけは４月のダイビングフェアでトラ

ンバンのショップ、ノーブルバリの三浦夫妻にお会

いしたこと、ユーツアーの村瀬さんが具体化してく

れたこと、同行者が見つかったことでした。 

 成田からデンバサールまで直行便、空港でインド

ネシアのビザを取得し入国しました。（なんと、私た

ちが入国した翌日からビザは不要になった！） 

サリダイブ桟橋からの美しい夕焼け 

浅い泥地にいるピクチャードラゴネット 

 

 

デンバサール空港にはノーブルバリのマデさんが

迎えに来てくれていて、トランバンまで３時間余の

道のりを楽しませてくれました。（途中略） 

 ダイビング 3日目の午後サリに移動、翌日から 3 

日間のダイビングを楽しみました。（途中略） 

最終日はゆっくり帰り支度をして、昼食後、棚田

を見ながら山道を空港に向かいました。空港近くの

スーパーで買い物をし、オイルマッサージを２時間、 

疲れを癒して帰途につきました。 

 ノーブルもサリも家族的な居心地のよいショップ

＆宿で、同行者の阿部さんと加藤さんは初顔合わせ

だったのですが、打ち解けて楽しい女3人旅でした。 

              （302 福田 孝子）  

 

Sari Dive＆ Cottage 

オーナーのさとみさんとヘリさん、ガイドのリッ

クさん、そしてもうすぐガイドになるヌガさん。ス

タッフはじめ皆さんとても優しく親切な方々でした。 

 朝はコーランのお経で目覚め、ゆっくりの準備で

す。一本目のダイビングは 10 時出航、ダイブ後昼

食です。3本目はオプションですが、私たち（孝子・

千衣子・京子）の 3人は毎日 3本ダイブを楽しみま

した。 

360 度見渡せる桟橋からの朝焼け、満天の星のも

とで夜空の観察など素晴らしい体験でした。 

中でも、一番のお気に入りは新鮮野菜たっぷりの

食事です。丁寧に美味しく見た目もよく、おやつも

手作りでした。 

ダイビングから上がって、蚊取り線香のたかれた

食堂から海を眺めていると、沢山の名も知らぬバリ

の神々に見守られて時間が止まり年を取らないよう

な錯覚を覚える程の毎日でした。 

しっかりリラックスできた 4 日間の滞在でした。 

               （415 加藤 京子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

バリツアー トランバン・サリダイブ 

(2015年 6月 10日〜6月 18日) 

幹事＆レポート 302 福田 孝子  レポート 415 加藤 京子 572 阿部千衣子    

 



トランバン・ノーブルバリ 

バリは 2度観光で行っているが、ダイビングは初

めて、もちろんトランバンも初めてです。 

オーナーのマデさん、褒子さん夫妻、20歳前後の

ピチピチの女性スタッフ、男性スタッフも若い。 

お部屋には大きなバスタブ、別に外からすぐシャワ

ーができるようになっている（ﾃﾞﾗｯｸｽﾙｰﾑのみ）。 

ダイビングを終えてビーチから帰ってくると、目の

前がプール、これも嬉しい。 

ガイドのブリさんは 20歳、ビーチエントリーでゴ

ロタにもかかわらずフォロー素晴らしく、サッと 

ユカタハタを掃除するベンテンコモンエビ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手を差し出してくれる。とにかく目が良く、広い砂

地の中から 0.3～0.5ｍｍクラスのマクロ系生物を

沢山見せてくれる。 

ブリさんのお母さんは 47歳か 48歳で頭の上にバ

スタオルを台にしてあの重いタンク２本をのせて運

ぶのです。一本 20円の手間賃と聞いてさらに驚きで

す。ノーブルバリの若いスタッフも「ここで働けて

いることがしあわせ」と話す。 

とにかくマクロ系生物は豊富でバリの神々を感じ

つつ、満喫した 3日間でした。 

  テレマカシ！   （572 阿部 千衣子） 

泥地でかくれんぼしてたカエルアンコウのベビー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人旅行からグループ旅行まで 

近場から辺境地まで 

海外ダイビングツアーは弊社にご用命ください 

迅速回答、お待たせしません  

SDC担当：村瀬・黒田 

TEL : 052-963-9500 

 : tabikikaku@u-tour.jp  
株式会社 ユー・ツアー・サービス 



 

 15年ぶりのフィリピン、初めてのアニラオ！！ 

安・近・短のマクロツアーに参加してきました。 

（大物は留守でしたァ・・・） 

当初は永吉さんにお願いして、ビサヤクルーズを

計画していましたが、船の故障で止む無く断念…何

処か良いところは無い？？ 有りましたよ！！日本

人経営の宿＆DSが有る「アニラオ」はどうですか？

という訳で「Ｖilla  Magdalena(ヴィラ・マグダレ

ナ)4泊 5日」の旅が始まりました。 

Manilaアキノ国際空港から陸路高速道路を利用で、

3〜4時間、8人なので 2台の車でゆったりと宿まで

の送迎。 

今回もベテラン揃いなので、何の問題も無く……

と思いきや、出発前からハプニングが〜〜＠＠＠ハ

プニング 

① Immigration寸前に、Mさんが「CUSTOMS 

ECLARATION」の紙を紛失…他のメンバーは Mさ

んを置いて、サッサと通過。後で、特にあの紙

はなくても OKだったとの事…ホッ（笑） 

② 搭乗前に Tが「パスポート&搭乗券」を紛失！ト

イレに落ちていて何方か案内所に届けてくれて、

無事に Tの手元に戻り、搭乗できました。 

③ パスポート紛失の事を動く歩道上の H&Oさんに

説明中、エンドに躓き Hさんが転倒〜〜手荷物

が吹っ飛んだけれど、Hさんは怪我もなく…無

事に搭乗。 

④ アニラオ初日の 3本目、Tの 500本記念ダイブ

時、エントリー直後 Tのレギュレターからの排

気が普段の 3倍に＠直ぐにオクトパスに変えて

潜行。 

記念写真を撮ろうとするも何故かメンバーの息

が合わず、いつまでたってもあちこちで泡がブ

クブク〜。いつもはエコ潜水なのにこの時は 50

分潜って、残圧は 30だった！ 

⑤ 2日目の 3本目、ニシキテグリサンセットダイ

ブで、Aさんのレギュレターに不具合が生じ…

ダイブを断念！ 

⑥ 3日目最終日の 1本目、ベツレヘム（ゴミ屋敷

か？？）というポイントに O氏がエントリー後 

暫くダイブを楽しんで〜ふと手元を見ると、ダ 

 

イコンが無いのに気付く！魚ウオッチどころじ 

ゃあない！ダイコンが〜〜？？ゴミの中を探

しても無くて、渋々エグジット。ガイドの D君

に事情を説明し、再度、海中を探してくれたが

発見できず。 

⑦ 3日目 K氏のカメラが水没＠手入れミスでした

…トホホ。 

⑧ 帰りの飛行機の出発が、フライトラッシュで 

1時間機内待機。しかし…成田空港到着時間は

定刻でした。〜〜あの 1時間の差は何だった

の？？〜不思議。 

＊以上連日ハプニングだらけのアニラオツアーでし

たが、全員の身体には何等影響なく、笑って済ませ

る事が出来て何よりでした。 

何、何？ダイコン紛失の O氏はまだ悔やんでい

る？？ 

「ヴィラ・マグダレナ」はオープンして 1年余りで、 

お部屋もスタッフも GOOD! 食事も日本人向きの味

付けで良かったのですが、おかずの量が少なすぎた

感じがしました。シニアと言えども、ＳＤＣ会員は

良く食べ、良く飲むのですから（笑） 

ニシキテグリポイントはとても良かったです。 

M.Hさんのランデブーショットは日没寸前まで粘っ

て撮れて良かった！！このポイントは是非又潜りた

いですね。 

川上秋子さんの 1,200本記念写真は水中では仲間

の息が合わないので、陸でパチリ〜(^^♪…しかしこ

こでも一人おらずで…和気藹々の気楽な仲間は、統

制力不足？かも（笑） 

 

 

 

  

アニラオツアーリポート 

(2015年6月9日〜13日) 

幹事 514 安部 智枝 レポート 047 竹腰 憲江 

 



（2015年5月30日） 

レポート 広報 

スキューバダイビングは 

何歳でも始められる！楽しめる！ 

リーダーの安部智枝さん、何時も有難う！大変お

疲れ様でした。 

アニラオはお勧めです！興味が湧いてきた方は、

持参した方が良い「つまみ&お漬物等」を密かにお教

えしますので、リーダーまで連絡を(^^♪ 

最後に、Villa Magdarenaのオーナー夫妻に感謝い

たします。初めてお世話になったにも関わらず、2

名の記念ダイブのお祝いにシャンパン&ケーキをご

用意して頂き、有難うございました。 

同行の皆様楽しいアフターダイブを有難うござい

ました。 

又ご一緒しましょう〜(^^♪)」 

 

 

 

 

オサガメ 

 

 

 

            

 

 

 

 

     ハナイカ 

 

 

 

               

ボロカサゴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者 

038 川上 秋子 047 竹腰 憲江 128 平野 昌子  

132 岡野 博   427 木村 満男  514 安部 智枝 

537 奥原 研二  661 向井 純一 

 

 

 

 

 

5月 30日、大隅会長が「日本スクーバ協会」の依頼

で、日本橋三越本店 7Fの「はじまりのカフェ」で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スキューバダイビングは何歳でも始められる！楽

しめる！」のセミナーを行いました。土曜日のお昼

11時～12時で人が集まるか心配でしたが 10名近く

が受講されました。パワーポイントと動画を駆使し

て歳を取ってもダイビングは始められ、楽しむこと

ができることを知って貰いました。若い方は親に薦

められるかどうかを知りたくて参加されていました

が、安心して薦められる、年配の方はリタイアして

から始められるとの感想をいただきました。 

 ダイビングに興味を持つ人を増やしたい日本スク

ーバ協会の企画に賛同し、併せてＳＤＣの広報活動

を行っている会長でした。 

 

 

 

 

 

はじまりのカフェは期間限定で色々なテーマのブ

ースが作られ、ダイビングは約１週間、Cカードか

らダイビング器材、ハウジング、ライトなどが展示

されていました。 

 

ここでもう一度、総会で承認された今年度の方針

を抜粋して記載します。 

1．SDCの認知度を高める（2.3省略） 

＊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 Facebook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。 



 

 2012年の秋に入会してはや 3年。総会、新年会に

は出るようにしていましたが、アドバイザーの方以

外、相変わらず知り合いもなく、このままどこにも

潜りに行けずじまいかなと思っていた頃、石川さん

から今回のツアーのお誘いをいただき、大人数での

ツアーも初めてのことで若干の不安を抱きながらも

このツアーの来る日を心待ちにしていました。 

 成田からフィリピン航空でセブへ、そこから車で

3 時間半ほどで初日はリロアン滞在。次の日からダ

イビングをしながら車や船を使っての大移動の始ま

りです。出発当日からツアーの間ほとんど元気な青

空！透明度がそれほどでなくても、全般的にこのお

天気に助けられた海況で、流れも緩やかでエメラル

ドブルーの海を眺めながらの船移動は快適そのもの

でした。ダイビングは例によってのお姫様ダイブ天

国で楽チン。ダイバー14人にガイドの他のサポート

が 10人と言う贅沢さ。今までの個人旅行ではタンク

を背負うは歩くはで、ヘトヘト、次の日の英気を養

わなくちゃと大抵の場合 1日 2ダイブでしたが、今

回は楽々と 1日 3本をこなすことが出来ました。ダ

イブ 1日目モアルボアル（カテドラルケイブ・サウ

ズ・ハウスリーフ）海の上にまるまる半円の大きな

虹がかかりそれを眺めながらポイントへ。ケイブも

あり期待しましたが、ちょっとで終わり。小さな魚

が群れ飛ぶ状態は南の海に来たなぁという実感が！

午後からはアジの群れにも遭遇し、小さな集団でし

たがキラキラ輝きながらグルグルと旋回していたの

はとてもきれいでした。2 日目アポ島（チャペル・

マムサ・カティパナン）アオウミガメのお出迎えで

始まったこの日は一面に続くサンゴがとても綺麗な

海で、そこここにクマノミがテリトリーを守ってい

て、チンアナゴが顔を出していたり、珍しいカザリ

スズメダイがいたり。そしてこの日のガイドのイポ

ルはとても勉強熱心！マムサと言うポイントは現地

語でアジを意味するそうですが、ギンガメアジに行

き会った途端、ささっとスレートにカタカナで「ギ

ンガメアジ」と書いて見せてくれるという感じで、

ほとんどすべての行き会った魚の名前をその場でカ

タカナで書いて見せてくれました。これはすごいで

すね。 

 

 3 日目バリカサグ（ロイヤルガーデン・ブラック

ホレスト・サンクチュアリ）4 日目バリカサグ（ダ

イバーズヘブン・ルージーズロック・ドルホ）ダイ

バーズヘブンは水深もそれほど深くなく名前の通り

極楽極楽。浅地の柔らかな海藻を一心に食べるアオ

ウミガメに何度となく会い、フエダイの群れも行っ

たり来たり。ガイドが透明度真っ暗な上方をしきり

に指差しているのに何にも見えない。取り敢えず駆

けつけてみたら巨大なアジ玉でした。もうちょっと

透明度が良かったらなぁ。5 日目カビラオ（ライト

ハウス・タリサイ）最終日はダイビングしながらマ

クタンに戻りセブ島一番の高級ホテルラディソンブ

ルで１泊後帰途に。こうして一行 14人のセブ周遊ダ

イビングは無事終了しましたが、ほんとうにとても

楽しいツアーでした。道中、また海の中で皆さまに

は大変よくしていただき感謝の気持でいっぱいです。

石川さんはじめ皆さまありがとうございました。 

最初の不安も吹き飛び、とは言いながら地上では

お顔と名前を覚えるのが精一杯で海中では皆さまの

お顔判別も難しく迷子になったらとの不安でガイド

にぴったりくっついていてバディに怒られ（笑）ひ

んしゅくものだなと痛く反省しました。個人旅行で

は知り得なかったいろんな事、皆さまからダイビン

グのこと、パッキングのことや知恵などいろいろ教

えていただいたので次回に役立てようと思っていま

す。またどこかの海でご一緒出来ますように、その

折はどうぞよろしくお願いいたします。  

  

 

 

 

 

  

リロアン ボホール 
初めてのＳＤＣツアー  セブの海を潜り倒す 

副題 
 

(2015年 6月 9日〜6月 15日) 

幹事 440 石川 勝 レポート 769 田口 清美 

 



 

海の日だ、連休だ、青い海で潜りたい。3 日間の

休日でたくさん潜るには、サイパンが一番都合がよ

い。前日、仕事を終えてデルタの夜便で出発。3 時

間でサイパンに到着。真夜中になってしまうが、翌

朝からダイビングができる。やはり、安・近・短の

サイパンは強い味方だ。 

 

◎ダイビングサービス   SDA 

 サイパンダイビングサービス（SDA）を利用。イン

ターネットで予約。オーナーは、日本大好き日・英・

韓の 3か国語を話すリーさん。自社ボートを 2艘所

有しており、希望すれば 1日 4本でもボートダイビ

ングができる。ちなみに他のショップを利用してボ

ートダイビングをリクエストすると、この SDA所有

の大型船サンライダー号の後ろの方に乗ることが多

い。ガイドは、もちろん日本人。なんと今回は元 MOC

のサイパンダイビングの草分け的存在のヒロさんこ

と木村裕之さん。 

 

◎ポイント   夏限定の北側とリーフ内の 8本 

＜スポットライト＞ 

太陽が真上にあるときだけの限定ポイント。海底の

大きな岩がステージ、そこに洞窟の天井から差し込

む光が降り注ぎ、まるでスポットライト。暗と明の

コントラストが美しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜バンザイクリフ＞ 

 見渡す限り青い海。ダイナミックな地形。流れが

強ければ大物が来るそうだが、穏やか過ぎて大物な

し。リーフには、ナンヨウハギがいっぱい 

＜ウイング＞ 

大きなクレバスのダイナミックな地形ポイント。先

にエントリーし海底にいる人を上から見て、そのダ

イナミックさを実感。 

＜沈船  松安丸＞  

珍しい魚はいないがお魚ぐっちゃり。船底にはホワ

イトチップシャークが数匹。白い砂地には、白い魚

がたくさん、遠くにマダラトビエイが。そして、も

のすごい大物が出現。ギギギガアーと大音響ととも

に観光用潜水艦が。窓からこちらに向いてるカメラ

がいっぱい。手を振ってサービスした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ホテル   カノアリゾート 

中心地のガラパンからちょっと離れているが、全室

オーシャンビューでリーズナブル。青い海と空とき

れいな夕日がばっちり見える。 

 

 最終日は夕方便なので、ゆっくり朝食を済ませ、

買い物へ。けれど、円安で買い得感がないうえに中

国や韓国の方好みの品が多く購買意欲がわかなかっ

た。アロママッサージで時間を費やし、2 日間で 8

本潜った体をほぐした。 

 サイパンを取り巻く状況はずいぶんと変わり、日

本のダイビングショップはどんどん減り、町は中国

語や韓国語が主流になってしまった。けれど、海は

青くて透明で美しく、癒しの海だった。 

 

 

 

  

近くて便利 サイパン 
青くて透明な癒しの海 

2015年 7月 19日夜〜7月 22日 

レポート 469 武田 美砂子 

 



 

 一度は行ってみたいと思っていたトゥバタハリー

フにようやく行くことが出来ました。 

 トゥバタハリーフは季節風の影響で4月～6月の3

カ月しか行くことが出来ない海です。会報の推薦企

画でスポートツアーズのツアーに女性 3人で申し込

みをしました。もう少し早い時期に行きたかったの

ですが、空き状況や日程の都合で今季最終のツアー

に参加することになりました。最終はセブ島に到着

するため、通常のコースと異なりセブ島のダイビン

グポイントを数本潜ることになります。 

 

 出発の飛行機で会員の渡里さんと長谷川さんに会

い、あら～という挨拶でＳＤＣ会員 5人の旅が始ま

りました。 

マニラ経由でプエルトプリンセサに行くのですが、

今まで国内線の乗り継ぎは同じターミナルの階段を

上がった所だったので、大変とは思わなかったので

すが、今回は別ターミナルへバス移動のため、勝手

が違いまごつきました。 

無事、プエルトプリンセサに着き、乗船しました

が、出航は翌日夕方からで、船に 1泊して、世界遺

産のアンダーリバーを見学しました。ここは鍾乳洞

でボートに乗って約 1時間かけて中を見学します。

規模は日本にある鍾乳洞より大きいですが、整備さ

れていないのでボートにある灯光器が照らすところ

しか見ることが出来ませんでした。 

遅れて到着した人も揃い、出航前に世界遺産の海

に潜るための諸注意が管理事務所の職員から言い渡

されました。 

 

いよいよ出航です。夜通し移動して、翌日からト

ゥバタハリーフでのダイビングが始まります。私た

ちの乗る前のクルージングは波が穏やかでジンベイ

やマンタと遭遇できたと聞いたので、期待していた

のですが、わずか 1週間の差で海況が変わり、風が

強く波も立つようになってきました。当然透明度も

悪くポイントも限られてしまいました。レアなもの

にはお目にかかれませんでしたが、それでも世界遺

産の海だけあって、魚影の濃さはさすがで、ギンガ

メアジの群れやバラクーダの群れが私たちを迎えて

くれました。トゥバタハで遭遇できなかったジンベ

イはオスロブで見る事となりました。 

 

最後の夜のディナーで、森田さんの 400本記念ダ

イブを祝いました。 

今回、期待が大きかったので海が荒れて残念とい

う思いがありましたが、自然が相手ですので、いつ

か又リベンジしたいと思っています。 

 

 

 

ツアー参加者 

682 渡里 喬  767 椛島 三枝子 

792 長谷川 實 816 髙師 美惠子 

821 森田 榮子 

 

左端は入会予定の方。 

 

 

 

 

 

  

トゥバタハリーフクルーズ 
世界遺産の海 

(2015年 6月 13日〜6月 20日) 

レポート 767 椛島 三枝子 



 

ベルーガとより近くで遊ぼうと思いカナダ、ハド

ソン湾、チャーチルでシュノーケリングにチャレン

ジした。水温 3℃。山本さんはドライスーツを持参。

私はフルレンタルをと思いツアー会社の HP を見た

ら、なんとウェットスーツの案内。欧米人の寒さに

強い人達ならありうるかもしれないが・・・。 

にわかには信じられなかった。しかし保温性も高い

し、機動力もあると力説している。最後は、寒かっ

たらすぐ上がればいいのだと自分に言い聞かせ、試

してみようと一大決心。結果は・・・寒さをほとん

ど感じず、40分ほど水面に浮かんでいられた。 

ゾディアック

ボートに、浮

きを付けた３

ｍほどのロー

プが繫がれて

いて、それに

つかまってい

ればボートが

引っ張ってくれる。力を抜いて浮かぶのがベルーガ

を引き寄せるコツのようだ。バタバタしないように

フィンは着けない。 

カメラはオリンパ

ス TG‐3をハウジ

ングなしで使った

が、手袋がごつく

てボタン操作が非

常にしにくかった。

なおかつ透明度が

30〜50㎝。モード

を水中ワイドに設

定したが、見え

た！と思ったらも

う画面をはみ出し

ている。先に上がった山本さんは私の周りにベルー

ガが寄って来ている写真を撮ってくれていた。好奇

心旺盛なベルーガは私の黒い体を何と思ったのか。

水中での写真を見ると覗いているような姿があった。

澄んだ鳴き声も聞こえ、ベルーガとの不思議な時間

を過ごすことが出来た。 

 

(レンタルしたもの：極寒用の 7mmウェットスーツ、

ロングジョンとジャケットセット。手袋・ブーツ・

フード。マスク・シュノーケル。ほかにスーツの下

に水着とユニクロのヒートテック上下着用) 

 758 若佐 勢 

 

 
赤毛のアンの島、プリンスエドワード島の北、ニ

ューファンドランドの北端グロスモーン国立公園が

位置する海に氷山が流れ着きクジラがやってくる。

降りたディアレイク空港から車で 5 時間の

Tuckamorelodgeを拠点に毎日ﾜｲﾙﾄﾞﾗｲﾌに6日間参加。

アイスバーグの漂う海。海の中はシシャモの群れ？

10 匹以上のクジラが潮を吹きながら行進する様は

中をのぞきたい衝動にかられる。 

 
途中アンの島グリーンゲイブルスにも 3日間立ち

寄った。チャーチルは昨年訪れ到着前の大雨による

水の濁りで入れなかった場所である。昨年利用と同

じウイニペグからのツアーが出ているホテルとのセ

ットはかなり高い。今年はわかっていたので自己手

配。詳細必要な時は聞いてください 240 山本 伸子 

 

 

 

  

 

シュノーケルでベルーガと遊ぶ 

ニューファンドランド、ハドソン湾 チャーチル 

 (2015年 6月 27日〜7月 14日 17日間) 

レポート 240 山本 伸子  758 若佐 勢 

 



 

 ＳＤＣの賛助会員のダイブドリームインドネシア

がスペシャルトリップとしてまだあまり馴染みのな

いラジャアンパットエリアの南端のミッソールから

セラム諸島～バンダ諸島～アンボンへというコース

取りで調査も兼ねて 9泊 10日のクルーズをすると

いうニュースが飛び込んできた。 

 珍し物好きの私のこと、早速出かけることにした。 

いつもはジャカルタやデンパサールでスタッフが乗

り継ぎの手伝いや出迎えをしてくれるのだが、今度

ばかりは一人でソロンまでたどりつかなければなら

ないらしいとわかり少し緊張したが、羽田空港で顔

なじみの売り出し中の若手カメラマン、戸村さんに

出会ってほっとした。貿易風が強くソロンからミッ

ソールまでの移動に思いがけず時間がかかったが行

っただけのかいがあった。 

 ミッソールの東側にはたくさんのポイントがある。

そしてどのウオールにもソフトコーラルがぎっしり

とついていて、少し濁っているのが残念だった。 

 

ピナクルにはタカサゴ系の魚たちが走り回っており、 

それをヒレナガカンパチなどが狙っていた。                

                    

                    

                    

                    

                   

                   

 

 

 

 

そしてなんといってもマクロが面白い世界だった。 

デニスといわれるピグミーシーホースがウミウチワ

によくみられ、特に赤いピグミーシーホース、別名

サンタクロースには、皆が夢中になった。 

 

 Boo Is.にはケーブがあり大きな窓が二つある。ラ

ジャアンパットの本の表紙にもなっている景観だ。 

 

この島の周りにある岩周辺のポイントもソフトコー

ラル、ハードコーラルが豊かでマクロ生物も豊富で

ある。ナイトダイビングではウオーキングシャーク、

ウォビゴンがみられる。 

今年の11月29日からのダイブドリームインドネ

シアの推薦企画のラジャアンパットロングクルーズ

ではミッソールのダイビングも含まれているという

のであのコーラルぎっしりの水中をベストシーズン

の透明度の中で見たいと、また出かけるつもりにし

ている。 

 

ラジャアンパット・南端  ミッソールが面白い 

(2015年 5月 8日～5月 19日） 

レポート 172 島尾 愛子 

 



 

 

 

 

 

今年4月に逝去された関川元会長の散骨に 9月2

日～5日、関川さんの奥様とお子様 3人＋私の 5人

で、故人の希望だった宮古島に行って来ました。 

快晴・ベタ凪の中、ポイントは広大はサンゴ礁の池

間島の八重干瀬。幸いゲストは私と 10年以上ブラン

ク有る長女さんの 2人とオーナーのガイドだけ。ラ

ッキー(*^^)v 

彼の好きだったカクレクマノミの傍に着底。BCD

のポケットから 故人の好物だったお酒とハイビス

カスの花と亀の置物を取り出し、お骨も・・・と、

ポケット内を捜すが 確かに入れた筈のプラスチッ

ク容器が無い！！ エェーッ？そんな筈は無い？？ 

ふと上を見たら容器がスゥ～と上がって行くではな

いか！ 追いかけながら下に居るガイドを見ると 

同行した長女の方が未熟な為、ヘルプ中で私の浮上

に気付いて無い！ 容器の浮上速度は速く、このま

ま 息を吐きながら取りに行ってもガイドに心配か

ける・・・瞬時の判断で諦めました。「俺は未だ好き

な海を自由に漂って居たいんだよ」と、関川さんの

声が聞こえてきた気がして バイバ～イと手を振っ

て見送りました。御霊はイソギンチャクの根元に置

いてきた亀さんの元で「可愛いカクレクマノミ」と

遊んで居る事でしょう(^^♪ 

潜れなかったご遺族に事の次第を正直に話すと

「主人・お父さんらしい！ 確かに未だ海に漂って

居たいのよ。有り難う」と言って下さり、私も関川

さんとの約束が果たせて安堵しました♫  

今日のＳＤＣに至るまでの関川さんの尽力に 会

を代表して心より感謝の気持ちを込め合掌して来ま

した。ご遺族様からも「今後の会の発展を祈ってい

ます」との伝言でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「散骨の会」や関川さんの生前に携わった方々に

お声を掛けたが、皆さん「急な事で予定が有り・・・」

との事で×。ちょっと寂しい気がしました。 

       

第 8 回ＳＤＣ水中映像発表会のお知らせ 

 

ＳＤＣ「水中映像を楽しむ会」の第 8回目の発表

会を下記要領にて行います。 

 

日時：11月 15日（日）13：00～16：30 

場所：調布市文化会館「たづくり・映像シアター」 

   調布市小島町 2-33-1 電話 042-441-6111 

   京王線調布駅下車 南口から徒歩 3分 

会場は 104名収容の映像シアターです。 

「水中映像を楽しむ会」は、ダイビングを楽しむだ

けでなく、自分が撮った水中映像を使って、スライ

ドショーやビデオ作品作りを楽しんでいる同好会で

す。年に 1回の発表会、今年も 15本を超すスライド

ショー、ビデオ作品の上映が見込まれています。 

ご家族や知り合いの同伴も歓迎します。 

発表会後には懇親会（予約制）も予定しています。

懇親会に参加して作品の感想など頂けると励みとな

ります。懇親会参加希望の方は 11月 1日までにご連

絡いただけるようお願いします。それまでにはプロ

グラムもできる予定なのでお問い合わせください。 

世話人 005大隅 楠夫 

 

「ヴィンテージな会」のお知らせ  

 

今年も忘年会を兼ね、「ヴィンテージな会」を開催

します。この会は会員同士が親しく語り、そして飲

んで、相互にコミュニケーションを図る集いです。 

アトラクションとして、ビンゴゲーム等も用意して

います。余りＳＤＣのツアーや集いに参加の機会が

少ない方、未だ会に馴染めない新会員の方々、この

機会に是非参加ください。 

― 記 ― 

日時：12月 17日（木曜日）17時 30分～20時 00分 

会場：新宿季膳房  

新宿区西新宿 2-1-1新宿三井ビル 3階 

電話 03-3345-5341 

会費：6,000円 

申込：下記にメール又は電話で連絡下さい。 

     Mail: toki-urg529@jcom.home.ne.jp 

      ℡:   090-3109-8221 

 

197 宇留賀 達雄（ウルガ タツオ） 

026 良縁寺 悦子（リョウエンジ エツコ） 

486 塙 恵美子（ハナワ エミコ） 

関川名誉会長を送る〜宮古島で散骨 

085 鈴木 清子 



 

§高ボッチ～乗鞍高原山菜採りツアー 

（6月 2～3日催行） 

◎楽しかった 2日間 419 村上 あい子 

今年も山菜ツアー、とても楽しませていただきあ

りがとうございました。雨が降って、熊が出るとの

ことで、山菜採りはできませんでしたが、前日はお

天気に恵まれ高ポッチからの景色は最高でした。 

暑くなく寒くなく、いい空気の中おいしくお弁当を

いただきました。 

宿泊先の乗鞍高原テンガロンハットはアットホー

ムでオーナーも奥様もとてもよい方で居心地の良い

ロッジですね。なんと言っても食事がおいしい！！ 

食事の後は、オーナーのギター伴奏で楽しませてい

ただいたり、カラオケしたりと本当に楽しかったで

す。雨が降って山菜採りができなくても、すばらし

い滝を見に行ったり（私は行かなかったけど）、みん

なで温泉に行ったりと有意義に過ごせました。 

何があってもみんなで楽しく過ごせたのが一番で

す。帰りがけに、山菜も買えましたし、テンガロン

ハットから松本インターまでの景色も新緑で美しく、

梓川沿いに咲くニセアカシアや山法師も満開で見事

でしたね。山法師からハナミズキの話になって、ウ

ルチャンがネットでいろいろ調べてくださいました

よね。一つ賢くなりました。買った蕨もあくぬきし

たし、初山菜の「うりっぱ」もゆでて浅漬けにした

し、今日の晩ご飯が楽しみです。アウトドアーでは、

いつもいろいろとお手配ありがとうございます。 

ウルチャンの綿密な計画の下、楽しませていただけ

ることに心から感謝しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§尾瀬ヶ原前泊ツアー 

（7月 26日バ～27日催行） 

◎バスでの快適な旅 754 小笠原 未子 

とにかく天候に恵まれ、ゆったりとしたバスでの

快適な旅、ツアーの前夜祭はいつものように楽しく

美酒に酔い翌日の尾瀬ハイキングに向けとても充実

した交流会でしたね。翌日はニッコウキスゲの群生

を見ることが出来ませんでしたがお昼のトン汁の美

味しかったこと、いつもいつもありがとうございま

す。 

とにかく、いい汗をかき帰りのバスでは賑やかな、

飲み会・・・本当にアウトドアーの会は素敵な仲間

の交流会ですね(*^。^*) 

（尾瀬ヶ原から燧岳を望む 

 

§多摩川ラフティング 

（8月 6日催行） 

◎忘れられない多摩川の水 450 竹内 千草 

あんなすばらしい体験が出来てよかった！あの多

摩川の水の感触が忘れられません。 

宇留賀さんに感謝、感謝！河原での鍋、ロケーショ

ン最高お味も Good！ 

 

◎童心に返った様 680 玉村 馨 

ラフティングも河原での２次会もお世話になりま

した。奥多摩の水量は豊かで水も冷たく、子供心に

帰ったような水遊びができました。 

 

 

（
高
ボ
ッ
チ
で
皆
さ
ん
と
） 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
  ① 山菜採りツアー ② 尾瀬ヶ原前泊ツアー ③多摩川ラフティング  

  

世話人 197 宇留賀 達雄 



◎初めての経験 766 鈴木 一雄 

ラフティング、河原の 2次会とお世話になり、あ

りがとうございました。天気にも恵まれ、冷たい川

の水でひと時暑さを忘れられ、初めてのラフティン

グ最高でした。河原でも美味しいお酒を飲めて、楽

しい一日になりました。 

（多摩川で皆さんと） 

 

 

 

 

 

 

くっきり澄んだ水中、キラキラ光る日差し、浮遊

感を楽しみながらのダイビングでは無い、砂地・ド

ロドロポイントでの写真撮影で心掛けたいことをち

ょっと書いてみたいと思います。 

無意識の内にこんな事をしていませんか？ 

・写真を撮る時ついつい手をついてしまう。 

・いつもフィンをパタパタ動かしている。 

・撮った後の動きが大きい。 

・構図を考えて被写体の近くで動き回る。 

・撮っている人が居るのに突っ込む。 

・なかなか譲らない。 

・何枚も撮る度に液晶で確認する。 

 

では、どうしたらいいでしょうか。 

・中性浮力をきちんと取れる様になる。 

・撮り終えたら静かに後ろ、若しくは上にゆっくり

移動する。 

・構図が決まらないのなら一度、後ろにひいてから

ゆっくり近づく。 

・次に撮る人のことを考える。 

ちょっとした気遣いで楽しく潜って撮りましょう。 

 

 

 

 

第７回「まだ潜りたい会」のお知らせ 

006 大隅 照子 

お陰様で７回を迎える事が出来ました。 

毎回テーマを変えながら有意義にしかも楽しくやっ

ています（ただの飲み会ではありません、笑）。 

今回のメインテーマは「老化とどう折り合いをつけ

て潜るか？」であります。「私には関係ない」と強

気のあなた・・・でも忍び寄る老化が～。ＳＤＣで

80歳を過ぎても元気に潜っている大西さんを講師

（？）に招き貴重なお話を聞かせてもらおうと思っ

ています。そしてあなたの「折り合いのつけ方」も

披露して下さい。早く申し込まないと満員御礼にな

りますよ～（？）他の相談事も受け付けます（次回

のテーマになるかもしれませんが）会員制ではない

のでどなたでも気楽にご参加ください。 

＊日時 : 11月 4日（水） 12:00～3:00 

＊会場 : 新宿ライオン会館 

＊会費 ： 5000円位 

＊定員 : 15名位 

参加希望の方はお早めに大隅まで連絡ください。 

世話役（大隅、坂東、高木、竹内） 

「第 6回の報告の中の訂正」→「竹内さんの鼓膜の

手術は 1回だけ」でした。 

 

多摩・武蔵野ご近所の会 

Ｈ２７年  忘年会開催予定のお知らせ 

  

ＳＤＣの皆さん今年の忘年会は昨年暮れに二次会会

場で盛り上がった新宿西口のカラオケスナック「キ

ャロル」にて一次会から懇親食事会＆カラオケで年

末のひと時をご一緒しませんか？ 

 

詳細予定日は 11月上旬ころに再度お知らせ致し

ますが、お一人 6千円位でＨ27年 12月 10日（木〕

5時からを計画しております。 

 

多摩・蔵野会御近所の会の方には決定次第再度メ

ールでご連絡しますが、ＳＤＣ会員はどちらの地区

からでも参加大歓迎です。 

427 木村 満男 

 

水中撮影をするときに 

738 木藤 伸行 



 

 

 

 

 

関西地区で恒例となりました公認ツアー会議第 5

回目、来年度の公認ツアーを誰が何処にどうする

か・・・大枠を決めようというものです。 

いつもお集まりいただくのですが、なかなか思うよ

うには決まりません。皆さん、お誘いを受けたり、

グループで参加されたりと公認ツアーでなくとも

色々と行かれています。新会員さんもご参加いただ

き、ご意見をいただきました。 

勿論、ツアーの変更も可能なので自分が行きたいと

ころだけでもとあげて頂いて、2時間の会議でなん

とかこぎつけました。 

マクロ好き、大物好き、リゾート派、のんびり派と

色々と行く方面が分かれます!  

 

1月 河合さん バリ・トランバン  

3月 池田さん モルディブ  

ロイヤルアイランドリゾート&スパ 

5月 宮内さん アロナビーチ 

7月 安積さん メナド・ブナケン 

9月 上田さん 久米島 

11月 宮本   レンベ 

 

ツアーの幹事はしていただけるだけでも有難いです。 

感謝の気持ちをこめて一人一人できることは助け合

っていきたいと思います。 

仲間と安全に楽しくダイビングが出来たら一番よい

なぁ～と思います。 

続いて、会場を移して呑和会開催。今回は夏にピ

ッタリの企画だったのに・・・雨で台無し!!  

ホテルニューオオタニのプールサイドでビュッフェ

が、宴会場にてのビュッフェに変更!となり、雰囲気

がまるで別物になってしまいました。 

呑和会も発足してこの5月で丸10年を迎えました。

さぁ~11年目に突入です。最初は陸での集まりに人

が集まるだろうか・・・何をしたらいいのだろう

か・・・色々心配なことばかりでしたが、皆様のお

蔭で和気藹々と関西地区が一塊になれたことはとて

も嬉しく思います。 

これからも皆様のご要望に応えられるように頑張っ

て行きたいと思います。そして、もう少し、進化形

にできたらなぁ～と思いは複雑です。本日は、連絡

会議から長時間にわたり皆様有難うございました。 

 

 

 

 

 

ホテルニューオオタニ大阪で行われました、第 46

回呑和会に参加いたしました。 

水の恋しい季節にプールサイドで楽しむビアガーデ

ン！の予定が、雨のため室内に会場を移してのビュ

ッフェとなりました(苦笑)。初めての参加でしたが、

驚きましたのは、過去 45回も定期的に続いているこ

とです。関西地区での懇親会。さすが現役ダイバー

さん、皆さん元気で明るい方ばかりです。 

「海はご無沙汰ですが、今でもナイトダイビングは

大好きです」と下ネタも飛び出し、楽しい雰囲気が

ずっと続きました(笑)。 

趣向を凝らした企画を考えて下さり、出欠取りまと

めの大変なお役目、宮本節子さん、いつもありがと

うございます。 

 

参加者(14名) 

070 河合 貞夫  181 平山 英子  252上田 満彦 

305 宮内 弘人  306 宮本 節子  406 立木 博信 

470 池田 孝雄  508 安積 信    622 三吉 清忠  

678 足立 公平  735 道上 勲    779 大塚 真一 

805 吉田 延子  832 藤井 則芳 

 

呑和会第４６回  

2015.7.4(土) 

世話役 181 平山 映子 

レポート 779 大塚 真一 

関西地区連絡会議第 5 回 

 

2015.7.4(土) 

世話役 306 宮本 節子 



 

 サマージャズと暑気払いと銘打ってミュージック

サロンのメンバー14名が14時に日比谷公会堂に集

まりました。 

サマージャズの内容は森口博子の司会で、ビッグバ

ンド・オブローグス、今田勝のピアノソロ、エリッ

ク・ミヤシロ・スペシャル・サックステト、アカペ

ラのジャミン・ゼブ、そして森寿男とブルーコーツ、

ジャズクラリネットの大御所 北村英治や官能的な

旋律で煌めくヴァイオリニスト 寺井尚子、等々の

出演で18時半までの4時間半をたっぷりジャズミ

ュージックに浸って楽しみました。 

音楽の後は暑気払い。新橋の中華料理店でペキン

ダッグを始め、数々の美味しい料理とアルコールで

ほろ酔いのなか、今日の音楽やその他のよもやま話

で大いに盛り上がりました。 

また、当日は佐藤道子さんの誕生日ということで、

誕生ケーキを前にして、皆で写真を撮りお祝いしま

した。 

（海老原 新  記） 

 

47回サマージャズが8月22日（土）日比谷公会

堂で午後2時に開演し、休憩を入れて述べ4時間30

分のジャズプレーヤーの熱演を鑑賞した。オープニ

ングはビッグバンド東京キューバンボーイズJrの

ラテンバンドで「Begin The Beguine」で始まり、 

8曲目に「El Cumbanchero」と懐かしい曲目が続

いたので、青年期にタイムスリップした感じがした。 

（高木 忠雄 記） 

 

久し振りのミュージックサロンでした。真夏のひ

と時を音楽と共に過ごす楽しくも至福の一日でした。 

イケメン男四人アカペラグループ「ジャミン・ゼブ」

の素晴らしい歌声、ハーモニーに酔いしれました。 

国歌「君が代」をアカペラで歌った時は、こんなに 

心に染み渡る「君が代」があったのかと思わず鳥肌

が立つほど。 

（池田 しのぶ 記） 

 

以前からミュージックサロンに興味を持っていま

したが、たまたまメンバーの方に「サマージャズコ

ンサート」に誘われて参加させて頂きました。ジャ

ズの事はまるで分からない私ですが、プログラムス

タートから聞いたことのある曲「ビギンザビギン」

が始まるとすっかり体でリズムをとって楽しめてい

る自分がいました。また、アカペラグループ「ジャ

ミン・ゼブ」はひとりひとりの音（？）が楽器を奏

でているように感じ、ハモってアカペラが始まると

感動のあまり鳥肌がたつほどでした。 

４時間半もの長いコンサートは初めてで座ってい

るのも大変でしたが、それ以上に感動したジャズコ

ンサートでした。次はクリスマスコンサートが楽し

みです。 

また、その後の中華料理に紹興酒はとても美味し

く、楽しい交流会になりました。 

（小笠原 末子 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近はデジカメでも動画を撮影される方が多くな

り、大光量のライトを使用される様になっています。

水中専用と注意書きに記載している・いないに関わ

らず陸上で使うのはなるべく避けて下さい。 

 かく言う私も大光量ライトを自分では長時間だと

は全く思っていませんでしたが内部の接点のスプリ

ングが焼き直した様になり壊れてしまいました。ま

た複数本数のニッケル水素電池の極性を1本間違っ

て入れて点灯させた場合、電池が異常発熱して電池

ケースのスプリングが焼けてこれも接点のバネが効

かなくなり、プラスチックのケース内部までもが溶

けてしまう事例もありました。 

 また、何の不具合も出なかった場合も異常発熱で

LED(電球)の寿命は極端に短くなるとも聞いていま

す。 

 くれぐれも大光量の水中ライトはテスト点灯以外、

陸上では使わない様にしましょう。 

発熱して火傷や火災に繋がることも無いとは言えま

せんから。 

  SDCミュージックサロン 
2015年 8月 22日 

サマージャズ＆暑気払い 

大光量の水中ライトについてのご注意   

          738 木藤 伸行 



水中映像を楽しむ会～勉強会 

  

 

  

6 月 25 日ハイライフ板橋で勉強会が行われまし

た。会員 17名会員以外 4名の参加でした。 

午前中は個別指導学習、3月 20日に引き続き高木さ

ん講師による動画撮影作品作りを教えていただき、

既に作品作った人、途中の人など学習の成果がみら

れ、楽しむ会入会にと期待がかかります。相変わら

ず昼休みもそこそこに教え合っている状況です。 

 
午後からは近況報告。 

１） 岩﨑八重子さん「コブシメの産卵」 

２） 大石和明さん 「サンゴの大集合」 

３） 今枝淳平さん 「シロナガスクジラ」 

４） 林 保男さん 「知床の春」 

５） 大隅楠夫さん 「GoProのｾﾐﾌｨｯｼｭｱｲ映像」 

６） 高木忠雄さん 「フィリピンツアー」 

6作品共 11月 25日発表会本番に向けてさながら 

プレリハーサルかと思われるほど力の入った作品で

した。次に講師大隅会長による  

「水中動画の撮影＆編集のコツ」 

長年動画作品を作り続け、色々な賞を取っている

大隅会長の講義はとても力のこもったお話でした。 

 

夜は中華レストランで飲み放題コース、話は尽きず 

大いに盛り上がり、酔いも冷めやらぬ内にそれぞれ 

帰途に就いた。 

 

 

 

 

 

「サンバ・サンバ」今回は「弾ける強烈なリズム」

「躍動する華やかなコスチューム」最後の夏をご近

所の皆さんと楽しみたいと浅草サンバカーニバルを 

観に行きました。 

当日は 21度の小雨のぱらつくあいにくの天気に

成ってしまいましたがキャンセルは無く 21名の参

加が有りま

した。昼食

に焼肉、す

し、デザー

ト等食べ放

題の「すた

みな太郎」

で腹ごしら

えして浅草寺にお参り、13時 30分サンバの開演、

さあ行こう！肌寒さのなか華やかな衣装をまとった

ダンサー達が小刻みなステップで激しく体を動かす

と盛大な拍手と歓声が沸きあがりました。しらない

うちに見物の皆さんも体を動かしていたようです。

「最高に楽しいお祭りだね」「テレビでしか観たこと

なかったけど実物は迫力が有って素晴らしー」「今日

は天気が今一だけど来てよかった」喜びの声が上が

っていました。 

その後、立疲れしたのでカラオケルームで休憩

方々、歌も楽しみましょうと言うことでカラオケに

行きました。ところがカラオケルームが 3F に有り

窓からパレードが良く見えるのです「歌にする＆サ

ンバを観る」何か得をした気分で懇親会も大いに盛

り上がっていました。 

新幹線を使って参加して戴いた方、2時間もかけ

て参加してくださった方、皆さん参加有難うござい

ました。皆さんのご協力で楽しい思い出に残る時間

を共有することが出来ました。 

2015年 6月 25 日 

  572 阿部 千衣子 

ご近所の会～サンバカーニバル 

440 石川 勝 



 

 

 

 

 

 

東京湾日の出桟橋の夕暮れ時、待合室にそぞろ集

まって来るフリッパーの仲間たち、今年のあの猛暑

もどこを吹く風と、パワーが漲る。総勢 16名納涼

ディナークルーズクラシカ号に乗船です。ビール＆

カクテルディナーのせいでしょうか？女性陣は素敵

な浴衣姿でチョッピリおしとやか、夏を彩り涼やか

でした。 

いつもは辰巳のプールで、ホンの一言二言、挨拶の

言葉を交わす程度の仲間たち。今宵は円卓テーブル

を囲んで、思う存分個人情報の交換ができました。

美味しいカク

テルを味わい

ながら、話が

尽きず、笑い

が絶えず、あ

っという間の

一時で、さら

に親交を深め

合いました。  

水際には宝石を散りばめたように輝く、イルミネー

ションのビル群、ブルーに煌めいて天空にかかるベ

イブリッジ、

悠久の彼方

に消えてい

く尾翼の赤

い灯、素晴

らしい夜景

でした。デ

ッキでの楽しい語らい、心のふれあいは忘れられな

い夏の日の思い出の 1ページになることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

今年も恒例の高尾山散策＆ビヤガーデンで納涼会

を 12名の参加で開催出来ました。その後のハイラ

イトは江藤さんが手配してくれた相模湖花火大会で

した。ビヤガーデンでの飲み会は夕方 4時からでし

たが、高尾山山頂付近の散策希望者は午後 1時に集

合。初参加で高尾山トレーニングを希望していたベ

テランの清原れい子さんの案内で殆どの方が木陰の

散策ルートの４号探索路で山頂へ。一休みして３号

探索路で飲み会が終わり高尾山山頂ケーブルカー駅

に再集合。記念写真撮影〔写真〕。殆どが相模湖花火

大会会場へ大移動デス。会場では思いがけなく 2千

円なりの特等席が全員分確保でき、椅子にもたれな

がら頭上でさく裂する大輪の打ち上げ花火や大小の

スターマインの優雅な見物でした。しばし湖畔の涼

しいそよ風に吹かれながら改めて飲み直しの方、居

眠りの方、物思いに浸りながらの方と楽しみ方はさ

まざまでした。程よく東の山間から上ってきた満月

が一段と会場の雰囲気を盛り上げ午後8時半過ぎか

らいよいよ相模湖湖畔を横切るナイアガラ大花火は

雄大なもので小生 40年振りに見学でき感無量でし

た。来年も参加しよう！ 

 
 

005 大隅 楠夫 006 大隅 照子 141 太田 充康 

173 小元 佳代子  320 清原 れい子 

357 佐藤 道子  427 木村 満男  514 安部 智枝 

632 遠藤 秀子 648 江藤 征雄 680 玉村 馨   

748 加藤 倭朗 

 

 

 

 

 

多摩・武蔵野ご近所の会 

高尾山散策とビヤガーデン＆ 

特等席付き相模湖花火大会開催 

 472 木村 満男 

フリッパーの会 東京湾クルーズ暑気払い 

173 小元 佳代子 



 

 

 

 

 

１．ごあいさつ 

ＳＤＣの皆様こんにち

は。いつもクマノミ 

一族を可愛がって頂き

ありがとうございます。

前回、紙面の都合で紹

介できなかった仲間を

紹介します。  

２．種類と特徴 

①トウアカクマノミ 

体色はいろいろありますが、頭部が赤みがかった

橙色で、ボディは黒っぽい色が多く、頭部の白帯と

背中にある大きな白斑が特徴です。名前は頭部が赤

いのでトウ

アカと呼ば

れています。

誰かさんの

ように昼間

からお酒を

飲んで赤ら

顔になって

いるのではありません。

砂地にあるイボハタゴイソギンチャクに共生して

いることが多いです。砂地で卵を産み付ける適当な

場所が無い場合は、近くにある貝殻や石などをイソ

ギンチャクの所まで一生懸命運んで来て産卵場所を

作ります。そして、産み付けた卵が孵化するまでオ

ス親が新鮮な海水を送ったり、汚れが付かないよう

にしたり、せっせと世話をします。

今度、貝殻や石を運んでいるのを見たら、見てい

るだけでなく運ぶのを手伝って下さいね！

立っているものは親でも使えと言いますから。

②セジロクマノミ 

口の上から

尾鰭までの鮮

やかな白の太

いラインが自

慢です。江戸

時代の鼻が低

いのを高く見

せる化粧法の、   

（↑ 卵です）     鼻に白粉を濃く 

 

 

 

 

 

塗り、頬の紅は薄目にするハイライト効果を狙った

化粧をしています。自慢の鼻筋が通った顔を見て貰

いたくて、カメラを向けるといつも正面を向くよう

にしています。目もクリクリしていて可愛いですか

ら良く観察して下さい。 

③ハナビラクマノミ 

セジロクマノミに似ていますが、背中の白いライ

ンはセジロより細く、口の周りの白いぼかしに広が

りながら繋がっています。また、鰓のところに白線

が左右あり見分けが付きます。体色は共生するイソ

ギンチャクに合わせ保護色となり、シライトイソギ

ンチャクに棲むものは淡いピンク色、センジュイソ

ギンチャクでは濃い目の色となります。綺麗なハナ

ビラクマノミがイソギンチャクの周りを泳ぐ姿には

いつも癒されます。 

 

３．クマノミの生態 

クマノミは性転換する魚として有名です。性転換

には雄性先熟と雌性先熟があり、前者が一夫一妻、

後者が一夫多妻制で、クマノミは前者です。イソギ

ンチャクが棲家のクマノミは狭いエリアに定住して

いるため、序列に厳しい掟があります。子孫を多く

残すため、卵を沢山産める一番大きな個体がメスと

なり、次に大きな個体のオスとカップルになります。 

他の個体が同居している場合それらは繁殖に参加

しない未成魚です。棲家にメス（ボス）がいる間は、

オスは成長ホルモンが抑えられメスを上回る大きさ

になることは出来ないようです。そして、メスが死

んだ時、オスがメスに性転換し、次に大きな体の未

成魚がオスとなりカップルになります。 

可愛いクマノミ達の家は、実は「かかあ天下」の

世界だったのです。 

 

        クマノミ（その 2） 
                 レポート 648 江藤 征雄 



ツアー幹事をやろうと思ったのは 

 入会してモルジブに行った時、梶原昭さんと同室

になり今後行きたいポイントの話になり私は「映画

の世界で観たタヒチのボラボラ島には是非行きたい」

といったところ、当時のツアー担当の栗本はるみさ

んが「私がサブ幹事をやります」梶原さんは「僕は

細かなことが得意なのでサポートします」と言って

くださり、是非 3人でやりましょうと言うこと事で

2004年 4月に始めたのが最初です。初めてでしたが

13名の方に参加して戴きました。当時は幹事の条件

として入会 3年以上、ダイビング本数 300本以上と

いう内規が有ったようです。私は入会 2年目、ダイ

ブ本数 213本でしたので帰国すると役員さんに呼び

出しを受け、君はどの条件もクリアーしていないの

で幹事役はだめですとお叱りを受けました。「知らぬ

こととはいえ出過ぎたことをしてしまいました、今

後は絶対にやりません」と言ったところ、ある役員

さんが「幹事をやってくれるのは有りがたいことで

はないか、今後もやめないで下さい」と他の役員さ

んを説得してくださいました。その後続けて早くも

今年のコモドクルーズで 30回目になります。 

 ツアーを企画するにあたって、気を付けているこ

とは初めに自分が行きたいところを決めて数社から

見積もりを取り、金額はもちろんの事、対応の仕方、

現地情報等を調べて決めていますが、初めはなかな

か上手くできずに中部の石岡ツアーのやり方を勉強

しながら試行錯誤をしていました。ＳＤＣの会員の

なかには Cカードを取得したのでスキルに心配が有

りますが是非海外に行ってみたいという方もいらっ

しゃるので旅行社にお願いし、現地のサポート体制

がしっかり取れるところでは参加 OK で一緒に楽し

んでいます。 

私の役目は出発時に参加の皆さんが揃い手続きが

終わったところで終了です。後は皆さんが自分の楽

しみ方で大いに楽しんでもらうようにしています。

幹事が何でも縛り付けるのは良くないし、自分も仲

間と楽しみたいので連絡事項だけはお伝えしていま

す。最終日に皆さんから「ご苦労様、思い出に残る

楽しい時間を過ごせました」と言われると、無事に

終わった、皆さんと楽しい思い出を持って帰れると 

 

思うと嬉しくなりますね。 

今後は自分の年齢を考えるとそろそろ幹事は限界

かな？近場で楽しめればと考えています。 

 

 

ご近所で懇親会（元祖！ご近所の会） 

ＳＤＣのある先輩に、埼玉を中心に何方でも参加

できる懇親会をやる事により「今後のＳＤＣの発展

に役に立てないか」「入会しても顔みしりの人がいな

いので誰に相談したらよいのか判らない」という人

のためにも顔みしりの人が出来れば気楽にツアーに

参加できるのでは、というお話を戴き世話役をお受

けすることになりました。懇親会だけでは飲み会に

成ってしまうので何かのイベントと組み合わせたら

面白い企画になると思い初回は春日部の藤祭りにお

誘いしたところ何と 17 名もの方が参加してくださ

いました、同じ趣味のひとの集まりということも有

り初回から大いに盛り上がり「こんな楽しい集まり

なら今後も沢山企画してください」との声を戴き、

初めは参加者がいるのだろうかという不安が無くな

りました。今後も多くの人に楽しんでいただくのに

は集まり易い場所の設定が欠かせないと思い集合場

所も東京を中心に企画をしています。 

この会は初めから役員や地域も有りません、私も

企画を担当するだけで後は参加者が自由に世話役を

担当してくださり皆さんの意見を聞きながら楽しい

会の運営にご協力を戴いています。 

昨年の新年会には会員の方がご近所会の「旗」を

作り、減圧ソングで新年会が盛り上がりました。今

後もこの旗のもとに皆さんで楽しい時間を共有でき

れば思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会員に聞く 440 石川 勝さん    

SDC の活動をいろいろな形でサポートしてくれている 440 石川勝さん

が「ツアー幹事のこと」「ご近所の会のこと」を書いてくださいました。        

440 石川 勝 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツアーに行くと必ず、現地のスーパーマーケット

に行って買い物します。普通ならば現地で消費する

ものとお土産を買い込むのですが、私はその土地の

特産品や変わった調味料などを買い込んで来て帰っ

てから色々と楽しみます。 

今回はセブ島で今、流行りの「ココナッツオイル」

を買い込んで来ました。内地ではブームなので売り

切れとか、限定 1 個とか品薄になっています。価格

も格安です。 

効能は 1 日ティースプーン２杯でボケ防止に役立つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とか・・・。パンを焼く時に無塩バターの代わりに

使ったり、ポップコーンを炒るバター替り等々、大

活躍です。とてもヘルシーで手に付いたら擦り込む

だけで手もすべすべになりま

す。 

色々とお出掛けになっている

皆さん「此処へ行ったらこれ

がお勧め！」例えば、お菓

子・レストラン・マッサージ

とか色々な情報提供をお待ち

しています。 

 
ツアーに行くなら～お買い物編 

広報 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“広報役員をしていても、ダイビングに気軽に行け

る”こんな当たり前な事が、今まではできませんでし

た。締め切り 1~2週間前は予定を入れず、ひたすら

PCに向かっていました。しかし、今は広報役員全員

が進行状況を判り、協力して作業に当たれます。そし

て、今回締切り一週間前にダイビングに行くことがで

きました。ボランティア精神全開です。 

しかし、それは結局、広報役員の好意に頼っているだ

けです。会報は広報のものでなく会員のものです。役

員をしていてもダイビングに気楽に行ける良い知恵は

ないでしょうか？           （小林 孝子） 

 

気軽な気持ちで引き受けた広報役員。こんなはずじ

ゃなかった！！逃げ出したい！！そうだ、ＳＤＣを退

会すれば良いんだ！！ と、大人げないことを考えて

しまいます。 

年 4回の発刊は多すぎるように思います。記事が集

まらないと言いつつ、公認ツアーはもとより個人が開

催するツアーを人伝いに聞いては記事のお願いをする。 

その後文章をいただいて、掲載するまでの作業をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今は新人として先輩役員さんの見習いをしている程

度ですが、それでもきつい状態です。 

会員の皆様は本当に広報誌を楽しみにしているので 

しょうか？ 

憂鬱が鬱積している今日この頃です。 （川瀬 和恵） 

 

 会報の発行見直しを行ってからの２号目を何とかお

届けすることができました。大幅なコストダウンは図

れましたが、それはかなりの作業を広報で行うことで

成り立っています。 

1 ｹ月ちょっとは会報の事が頭の中から離れません。

広報の任期は 3年（規約では役員の任期は 2年ですが）

と約半年の見習い期間もありましたが、やっと後 2号

で終わります。 

これから会報にたずさわる方にはマニュアルに縛ら

れず、もっと無理なく、楽しさを持って作成していた

だくにはどうしたら良いでしょうか？半ば苦行となっ

た会報のお陰？で最近、ダイビングに対する熱意も薄

れてしまっています。ダイビングを続けて楽しむため

にはどうするか考える今日この頃です。 （木藤 伸行） 

雑 感 編 集



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「リゾートの朝」 

472 高木 忠雄 

 

バリ島ミンピリゾートの浜辺から見える 

メラピ山(1968m)が美しい。 

カメラ：CANON  IXY 120F 

撮影地：バリ島 

撮影日：2015年 2月 6日 
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カメラ： 

撮影地： 

撮影日： 

 

 

「癒しの島」 

806 菊地 三男  

 

徒歩１周５分の島。海とヤシの木、あとは波の音

しか聞こえない小さな島。水も海水を浄化している

のでしょっぱくて快適ではない、でも沢山の自然を

もらえて心身共に癒される。  

カメラ：ニコンＦ4 15ミリフィッシュアイ 

撮影地：マレーシア ロッシュリーフ 

撮影日：2005年 5月 

 

「 

「ブーゲンビリアが咲くレストラン」 

240 山本 伸子 

 

夜になると山から下りてくるキツネザルと夕食時

のラム酒の味、料理の見事さは忘れられない。 

カメラ：キャノン IXY 11015 にフィッシュアイ 

撮影地：マダガスカル ノシベ、サカティアロッジ 

撮影日： 2012年 10月 19～26 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サーファーの聖地」 

641 今枝 淳平  

 

まっ黒けに陽焼けした子供たちが、次から次と襲

い来る大波を恐れず、何度も果敢にチャレンジして

いる。 

 

カメラ：オリンパス XZ2 

撮影地：スリランカ ミリッサの海 

撮影日：2015年 8月 

 

 

 

 

― 海辺の風景 ― 
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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 

 

AX 

AX  

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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