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SDCの更なる情報交流に向けて

ブラックマンタ号・コモドクルーズ

表紙に寄せて  687 林  保 男 
 

メスの産卵を待つオスのカラフトマス。

頭上に見えるのは卵を狙う絶滅危惧Ⅱ類

のオショロコマ。 

写真上の白いのは滝壺の泡。 

ウエイトは腰8kg、ウエイトベスト6kg＋

8kg、アンクル1.5kg×2、計25kg。 

カメラはOLYMPUS TG-4。9月で水温は9

度。知床ダイビング企画の関さんに深謝。 

Ｐ26 アウトドアー 渓谷の紅葉 

Ｐ10 屋久島 白雲水郷「苔むす森」 

Ｐ20 マダガスカル フローダイビング シャコ 



 

 会員が持っている世界の海の情報、陸の交流の情

報はＳＤＣの宝です。しかし残念ながらこれらの情

報がフルに活用されているとは言えません。現在の

会員の情報交換の実態を確認して更なる情報共有の

可能性を検討しました。 

1. 会報 

 会員全員が情報交流できる基本的な役割。原稿を

書くのは負担と考える会員もあり、情報の発信者に

は偏りがある。 

 

2. インターネット 

1)．ＨＰ 

 会員対象であるが一般にも公開されている。書き

込みには慣れが必要で、書き込む人が限られている。 

 

2). 個人メール 

 ツアー企画・実施に際し、参加者間の情報伝達の

手段としてメールが重要な役割を果たしている。 

 

3). ＭＬ（メーリングリスト） 

 電子メールを使って登録されたメンバー内で交信

できるツール。一度にメンバー全員に情報発信でき

るのでグループ内のコミュニケーションに有用。Ｓ

ＤＣでＭＬを活用している例として次のグループが

ある。 

① 役員会ＭＬ：サイボウズ Live 登録 15名 

 役員会は年に 7，8回行われるが、その他情報共有

を補うツールとしてＭＬを活用している。 

② 広報担当ＭＬ：サイボウズ Live 登録 6名 

 会報原稿の収集、校正作業が行われ、このＭＬに

おける共同作業により会報が作られる。 

③ 水中映像を楽しむ会ＭＬ：freeml. 登録 22名 

 年 4回の勉強会、年 1回の発表会の打合せ、水中

映像に関する情報交換に使われている。 

④ ＳＤＣ Musicsalon ＭＬ：freeml. 登録 26名 

 ライブコンサートの参加募集、申込に活用されて

いる。 

 

4). ＳＮＳ Faceboook 

 現在、ダイビングに関して活発な情報交換が行わ

れている Facebook。ＳＤＣ会員も何人か使っている。 

 

以上私が把握しているＳＤＣ会員の情報交流の現

状をまとめました。更なる情報交流のツールを考え

た場合、会員の多くが利用している電子メールを使

ったＭＬ(メーリングリスト)が有用と考えます。私

は 3).で紹介した MLの全てに登録・参加しています

がこのツールがなければとても現在のような情報交

換・情報の共有はとても行えません。会報の作成に

は今では無くてはならないツールとなり、ファイル

の共有、編集作業の効率化を図っています。遠隔地

の方の編集参加も無理ではなくなっています。 

 

そこでＳＤＣの更なる情報交流の場としてＳＤ

Ｃ・ＭＬを始めたいと考えています。使えない、つ

いていけない方も居るから如何なものかという意見

がありますが、今までやっていた事を止めてしまう

訳では無くＳＤＣの活性化に向けた取り組みの一環

として理解して頂き、先ずＭＬに慣れている会員か

ら登録して頂き、徐々に登録会員を増やして電子メ

ールを使用している会員には出来るだけ参加して頂

きたいのです。 

 

登録した会員は次のような活用が期待されます。 

1) ダイビンツアー・ポイント情報の発信 

 会報原稿よりも気楽に書きこめる。 

2) ポイント情報の問合せ。 

3) 仲間作りの呼びかけ。 

4) 同好会、ご近所の会、懇親会の案内・問合せ。 

5) ＳＤＣイベントの登録。 

 ＳＤＣ新年会、総会・懇親会だけでなく各種同好

会、地区懇親会の案内およびリマインドに使う。 

この他何でも知りたいこと、提案したいこと等書き

込めるようになれば面白いことが起きそうです。 

 

使用するMLは役員会で使っているサイボウズ

Liveを考えています。このMLは 300人まで登録

できます。意見交換のための掲示板に画像や文書を

25MB迄添付できます。これらを保存すフォルダも

使えます。登録は名前とメールアドレスが必要です。 

  

このMLに参加する会員が多ければ多いほどＳＤＣ

の財産である情報の共有化が進むと期待しています。 

SDC の更なる情報交流に向けて 
005 会長 大隅楠夫 



 

 

 

 

 

 

 今年も新入会員を迎えての懇親会が、新宿の「響」 

という店で開催されました。 

懇親会は、大隅会長の挨拶から始まり新入会員の

方々の自己紹介へと進みました。ここまでは、まだ

少し硬い雰囲気でしたが、その後に乾杯となり飲み

放題付きメニューでもあり一気に会場内は賑やかに

なっていき、隣の方と話をしていても、聞き取りに

くいほどの盛り上がりとなっていました。 

皆さんダイビングという共通の話題もありますが、 

とにかく先輩役員・アドバイザーの方々の元気さに

触発された様に見受けられました。 

 

＜参加新入会員＞ ７名 敬称略 

813 藍原 初寿 821 森田 榮子 827 森沢 昭二 

830 高田 和男 831 七澤 清   836 川田 操 

837 鳥羽 省次 

＊＊＊以下、いただいた感想文を紹介いたします。 

 

〈813 藍原 初寿〉 

めったに都内で飲み会などする事がないので良い場

所で楽しい時間を過ごすことが出来ました。ＳＤＣ

会員の方は人の後をついて歩くタイプの人でなく、

自分から出掛けていく人の集まりだと感じました。 

最初に水中映像発表会に行ってみることにしました。 

よろしくお願いします。 

〈821森田 榮子〉 

囲む会に参加して。昨年ラパスで偶然ラパスクルー

ズに来ていた小林さんに入会を勧められ入会しまし

た。昨年出席できませんでしたが、今回出席出来た 

 

 

ことを嬉しく思います。初めは緊張していましたが

アドバイザーの都築さんを始め役員の皆様の暖かい

アドバイスを戴きありがとうございました。 

ダイビング出来る事が本当に楽しみです。これから

もどうぞよろしくお願いします。 

〈827森沢 昭二〉 

今年 6月に還暦を迎えこの会に入会しました。海の

ない山梨県の甲府市に住んでいます。参加した方々

が、とても若々しく活動的でびっくりしました。 

私も、 10年や 20年はまだまだ現役で潜っていける

ように、頑張ろうと思います。今回、囲む会に参加

してとても良かったと思います。今後は、ダイビン

グツアーにも参加していきたいと思います。 

今後とも宜しくお願いします。 

〈830 高田 和男〉 

懇親会を開催して頂き、役員の方々に感謝いたしま

す。僕は人付き合いが得意な方ではないので、ＳＤ

Ｃは重荷にならないか危惧していましたが、会員の

皆様と会食ができて、少し気持ちが楽になりました。 

今後は、健康に留意し経済的に許される限り、ダイ

ビングを続けたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

〈831七澤 清〉 

初めてＳＤＣの方々にお会いする機会を作っていた

だき本当にありがとうございました。やはり、ＳＤ

Ｃは只者ではないことが分かりました。でも、自分

はマイペースで“楽しく”参加すればいいのかな、

と思いました。ＳＤＣのふところの深さと大きさ、

そしてお互いを暖かく思いやる優しさを感じました。 

ダイビング、そして陸の活動、親睦の集まり、これ

からのつながりが楽しみです。冒険のはじまりです。 
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「新入会員を囲む懇親会」に参加して 
２０１５年１１月７日  於；響 新宿サザンタワー店 

            レポート ダイビング計画担当 766 鈴木 一雄 



〈836 川田 操〉 

初めてお会いする方々とは思えない程フレンドリー

で笑顔で迎えて頂き、すっかり緊張感がとけて、ま

るでもう何回も一緒に潜った友達みたいに感じてと

ても嬉しかったです。好きな事を自分なりに楽しん

でいる方々ばかりで、話もとても楽しかったです。

私もマイペースで続けたいと思っております。 

〈837鳥羽 省次〉 

ＳＤＣ新入会員懇親会に参加させて頂きました。 

どの様な方がいらっしゃるのか、緊張と不安を持っ

て会場に入りました。会長を含め役員の方々合わせ

て 20名程のメンバーさんと歓談させて頂き、アット

いう間に時間が過ぎてしまいました。同年代の方々

から伺うダイビング経験、見せて頂いた写真、ビデ

オはとても新鮮で刺激的でした。 

会場で“早く自分に合った会を見つけなさい”との

アドバイスを頂き、駅までの帰路さっそく埼玉近郊

の“ご近所会”の方と知り合いになりました。 

入会前に想像していたイメージ通りで驚いています。 

今後とも永くお付き合いさせて頂ければと思います。 

よろしくお願いします。 

以上新入会員の方々の感想を頂きました。 

皆さんやはり先輩会員である役員の方々の元気さや

前向きな姿勢を強く印象持たれたようです。 

私も、まだ入会から 3年半弱～改めてＳＤＣのすご

さを感じています。ともあれ、ＳＤＣ 

はみんなで協力してダイビングツアーはもとより、

様々な趣味の会、ご近所の会を盛り上げてクラブラ

イフを楽しんでいくものと思っています。 

どうか新入会員の方々も、色々な活動を通して知り

合いを増やし、会の運営にも興味を持って接してく

ださい。感想文にありましたが、 

＊＊＊これから冒険がはじまる＊＊＊のです。 

拙い幹事役でしたが、皆様の協力で楽しい懇親会に

なりありがとうございました。 

会員に聞く           

～754 小笠原末子さん～ 
聞き手  広報 

 

ＳＤＣダイビングツアーだけでなく、様々な同好会

に参加している 754 小笠原 末子さんにお話を聞き

ました。 

Ｑ：どんな同好会に参加されていますか？ 

A：「元祖 ご近所の会」「横浜 海を愛でる会」「ミュ

ージックサロン」「フリッパーの会」「アウトドアー

を楽しむ会」「水中映像の会」「ヴィンテージな会」

です。ＳＤＣにある 10個の同好会のうち 7個に参加

しています。分からない事を教えて頂いたり、いろ

んな経験を伺える事は勉強になります。 

Ｑ：きっかけはどんなところからですか？ 

A：こう見えても、結構人見知りなのです。ですので

最初はＳＤＣに一緒に入った友人 3人と参加してい

ました。参加してみると先輩たちがとても親切で、

新人を優しく受け入れてくれたので、すんなり溶け

込めました。 

Ｑ：同好会のどのようなところが楽しいですか？ 

A:ダイビングだけでは広がらない人たちと知り合い

になれた事と、行事が終わった後に皆さんと楽しく

おしゃべりをし、飲んだり食べたりすることが嬉し

いですね。特に「アウトドアーを楽しむ会」では宇

留賀さん特製のホットワインや鍋料理を野外で頂い

た事が印象的で参加する楽しみが増えました。 

Ｑ：ＳＤＣに入って人脈が広がりましたね？ 

A:はい、私以外でもいろいろな会に参加している方

がいて、「またお会いしましたね～。よろしく！」と

声を掛けて頂き、とても嬉しかったです。 

Ｑ：ＳＤＣに関係した行事は月にどのくらい？ 

A:月に 1～2回です。スケジュール帳にＳＤＣの予定

が入っていると期待感でワクワクします。 

Ｑ：ＳＤＣに入会して変わりましたか？ 

A:そう思います。今までは、なんでも友達と一緒に

行動していましたが、今では一人でも参加する勇気

が出てきたことです。さらにダイビングでも、自分

はどんなダイビングをしたいかという自分の考えを

持つことができるようになりました。 

Ｑ：今後はどのようにＳＤＣと関わりたいですか？ 

A:今までと同じようにいろいろな方と交流し楽しい

ダイビングを続けたいです。 

ありがとうございました。 
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 シルバーウィークはざまの 9月 24日～26日に館

山に潜りに行きました。 

快晴続きの連休中とは打って変わって曇りと雨の 3

日間でした。海況もうねりがあり濁っていると言う

最悪に近いコンディション。『天は我らを見放した

か？！』 

 1,2日目は『伊戸』です。TVや雑誌などでも取り

上げられ近年有名になっています。 

海に飛び込むと頭の大きさほどのクラゲ発見。今年

は多いそうです。 

海底に近づくとなにやら動き回っています。無数

のアカエイとドチザメです。アカエイは前から後ろ

から右から左から、次々と近づいてきます。頭の上

をかすめたり、腕にぶつかってきたりと我が物顔で

泳ぎ回っています。ドチザメは編隊を組んで周りを

グルグル泳ぎ回っています。コブダイ、ヒゲダイ、

シラコダイなども入り交じって向こう側は全く見え

ないほどです。 

参加者の一人野崎光子さんが【900本】の記念ダ

イブ！水中で記念撮影と胴上げをしました。 

 

宿は 2泊とも「釣り宿 ほさか」。お刺身、煮魚、

フライ、サザエの壺焼きなど新鮮な魚介類たっぷり

の夕食で、おいしいお酒もほどほどに頂きました。 

 3日目は「西川名オーシャンパーク」。休憩室、更

衣室、ｼｬﾜｰなど綺麗で設備も整っています。ルイボ

スティ、コーヒー、ポップコーンなど自由に飲食出

来るサービスも素敵です。 

 海は残念ながら、透明度 5～7ｍ程度でうねりもあ

り、海底の鎖をつかんで「匍匐前進」でエアーと体

力の温存に努めます。でも、50匹を超えるコロダイ

の群れ、ヒゲダイの群れ、砂に張り付く特大ヒラメ

など見応えたっぷりでした。 

 

この日は一木信子さんの【500本】記念ダイブ。

水中で記念写真をパチリッ！ 

 

船から上がってショップに戻ると庭の大きなタンク

にお湯を張ってくれてあり、冷えた体を温めてホッ

コリしました。今年初の「お風呂」とのことでした。 

 「天気と海況の良いときに又来ようね」と話しな

がら帰路につきました。 

 悪天候にもめげず参加された皆さん有り難うござ

いました。 

又、幹事の一人西島喜代子さんは急な目の手術後の

ため潜れないにもかかわらず、最初から最後まで参

加されてお世話下さいました。本当に有り難うござ

いました。 

【参加者】                  

173小元 佳代子 390金井 達雄 413野崎 光子  

434百瀬 由美子 544海老原 新 545海老原 昭子 

713福間 百合子 717一木 信子 725堺 考興  

765西島 喜代子 808千明 ｼｹﾞ子 812松尾 幸代 

千葉：館山の海を潜ってきました 
2015年 9月 24日～26日 

ツアー№1532 幹事 765 西島 喜代子  リポート 812 松尾 幸代 

 



 

 

 

 

 

訪道前に爆弾低気圧で大荒れだった北海道。目的

はサケの遡上する川でシュノーケルのドリフトで様

子を見ること。温泉と海の幸、山の紅葉。秋の景色

にはやや早いかも？と千歳空港から南におり白老、

太平洋の波が押し寄せる虎杖浜から羊蹄山の裾野を

周り北上、倶知安から日本海側のカムイ岬へ左に海

を見ながら目指すサケの遡上観察の積丹まで 1日か

けて移動。 

 
7 日の神威岬は一度訪れたかった積丹ブルーの美し

い噂の場所で日本海の流れが北上してぶつかる場所

上級者の海らしいがドリフトも時期によりブリ等の

群れが見られるそうで機会があればトライしてみた

い。しかし岬は馬の背のような風の強い路を 30分ほ

ど歩かないと先端の灯台にはいけない。アップダウ

ンをがんばってよかった景色だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白老「北のランプ亭」で夕食、海の幸と白老牛の

夕食。「登別は宿代が高いよ」の一声でそのまま白老

の温泉旅館に宿泊。地面を掘ると温泉が湧き出る場

所だそうで穴場だった。翌日秋晴れの中を北上。神

威岬をまわり積丹へ。3 日目サケの遡上観察の古平

川、積丹川に予定の日なのに突然道東に吹き荒れた

台風。その影響で海は大荒れ。 

「熊に注意」の立て看板が吹き飛ぶ中、「海側から

吹く風で川はキックが楽にでき川上に移動できます。

やりますか？」の言葉で「お願いします」と川でシ

ュノーケリングのフローティング、ドリフトができ

た。透明度も昨年よりずっと良く風で吹き飛ばされ

た木の葉が川面を流れる下に結構大きなサケが数匹

30分ほど楽しんだ。 

一緒した仲間はドライは嫌だとパスしたので、車

で待たせてしまった。 

 

 

個人ツアー 

 北海道 白老～神武威岬、積丹 
  サケの遡上を求め古平川、積丹川へ ３人の旅 

2015 年 10 月 6 日〜10 月 9 日 

レポート 240 山本 伸子 

 



 

 

 

 

 

 

  

今年で 8回目となる沖縄サンゴ植え付けツアー

は、台風の影響でチービシ海域はうねりがあり植

付けを行うことは困難なため、来年春先に延期と

し、予定を組み直しツアーを行いました。 

 

1．ツアー日程 

10月 23日：夕刻那覇空港に全員集合 

10月 24日：サンゴの植付けが中止の為、2組に

分かれ行動。Aグループ：ケラマのうねりの影

響の少ないポイントでファンダイブ。 

Ｂグループ：首里城観光。 

10月 25日：高速船で阿嘉島へ午後ファンダイブ 

10月 26日：阿嘉島でファンダイブ 

   10月 27日：午前・阿嘉島臨海研究所でサンゴの 

勉強会開催。午後ファンダイブ。 

10月 28日：朝一の高速船で那覇へ、泊港で解散 

 

2．利用ダイビングショップ 

那覇：沖縄トロピコ 

阿嘉島：シーサー阿嘉島 

 

3．ツアーレポート 

今回のツアーも現地集合現地解散で、早割で参

加の人や特典航空券｢お供 deマイル｣割引利用の

人など夫々で夕方那覇空港で皆が揃い、タクシー

に分乗しホテルへ向かいました。 

 台湾付近にいた台風も熱帯性低気圧になりま

したが、チービシ付近はうねりがあり明日のサン

ゴの植え付けは無理とのことで、サンゴ植付けは

中止とし、翌日、ダイビングはうねりの少ない那

覇からボートで 1時間強のケラマに行く予定と聞

き、それでも行く人達と船酔いが心配で止める人

達と二手に分かれ行動しました。 

ファンダイブ組は 3人で、ポイントは渡嘉敷・

野崎、座間味・ドラゴンレディーでしたが、流れ

はありました。3人ともカメラを持って入りまし

たが。年齢は私達と余り違わないと思える、ガイ

ドさんが正に体育会系の案内でひたすら泳ぎ、泳

いだ距離はかなりになったと思います。その為、

写真はあまり写せませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

一方、首里

城観光組

は、首里城

内の鎖之

間で庭園

を眺めな

がら王朝                                                                                                                                                       

時代の茶菓を頂き、系図座・用物座及び下之御

庭（しちゃぬうな～）での琉球舞踊の公演を見て

優雅なひと時を過ごしました。 

翌 25日は高速船で阿嘉島へ渡り、25日午後 

26日、27日午後ファンダイブ。初日はスピード

が出る少し小振りのボートでしたが、2日目はパ

ステルカラーの船体で、機材の装着が楽に出来る

タンクホルダー付ベンチが有り、また、エントリ

ー＆エキジットが楽な後部にタラップがある船

でファンダイブを楽しみました。 

 

可愛いイロブダイ幼魚 

普段はペアで泳ぐことが多いハタタテハゼの群れ 

第 8回沖縄サンゴ植付けツアー 

2015 年 10 月 23 日～10 月 28 日 

ツアー№1537 幹事 648 江藤 征雄  レポート 600 名倉 三也子 

 

ツアー№9999 幹事 999 ＸＸＸ ＸＸＸ レポート 999 ＸＸＸ ＸＸＸ 

 



 

海の乱暴者モンガラカワハギ 

27日は午前中、阿嘉島臨海研究所を訪問し、サ

ンゴの勉強会を行い、サンゴを取り巻く現状につ

いて研究所がまとめた資料をプロジェクターで

写してもらい話を聞きました。研究所では現在如

何にサンゴが元気に成長するかの研究をされて

いてその実験の水槽を見せて頂きました。 

下の写真は研究所が卵から育てたサンゴ苗を

阿嘉島港近くの海域に移植したもので、苗が大き

く育ち立派なサンゴ群落になっています。 

 

ＳＤＣのサンゴの根も早くこのようになって欲

しいと思います。 

 

４．参加者の感想 

614 河原 智怡：10月 23日張り切って那覇空港に

到着。6名全員、空港で待ち合わせをしましたが

ショップからの連絡で台風で波が高いため、残念

ながらサンゴの植え付けは出来ないことを知ら

され、自然相手に事を成す事は難しいと実感しま

した。3日目より阿嘉島へ渡り3日間潜りました。

阿嘉島も以前行った時よりサンゴが傷んでいま

した。綺麗な所も沢山ありましたが、今では国内

だけでなく海外の海もサンゴが傷んでいる場所

が沢山あります。地球温暖化、陸からの土砂の流

入、オニヒトデ、レイシガイダマシによる食害等、

いろいろな要因があり一筋縄では行きませんが、

皆が個々に気を付けて汚染しないようにしなけ

れば成らないと自分に言い聞かせています。 

619 祖父尼 倭子：グループ「サンゴの森」のサ

ンゴ植付けツアーは、残念ながら今年も台風のた

め植え付けが出来ませんでした。私が参加したの

は 4回目ですが植付けたのは 2回です。しかし今

回阿嘉島臨海研究所で、研究員岩尾様からお話を

伺うことが出来ました。サンゴの産卵はそれぞれ

異なる DNAの卵の受精のチャンスを広げるため、

同時に産卵するというお話を聞き、我々の植付け

たサンゴが何時の日か産卵して受精し、根付けば

いいなと思いました。 阿嘉島のサンゴも痛々し

いほど死滅しています。 

しかし、小さな

サンゴの株があ

ちこちで育って

いました。人の手

をかりてでも育

てる量とスピー

ドを上げなくて

はならないと思

います。その為には官民協力も必要ではないでし

ょうか？観光大国日本の沖縄のサンゴが世界に

誇れる復活を遂げればと思います。 

717 一木 信子：サンゴの植付けと研究所のお話

に興味が有り初参加しました。①サンゴの卵はイ

クラの卵みたいのがそれ 1個で着床してサンゴに

成長するのかと思っていたが違っていました。バ

ンドルと言う精子を数個の卵子で包んだものが

海面で破裂し離れ他の個体のものと受精する。海

面でのタイムリミットは 6時間。１つのサンゴ同

士では皆クローンなので受精しない。同種の異群

体と産卵後 6時間以内に受精、だから一斉に産卵

するのか！と納得。②枝が折れたサンゴも生きて

いる、砂に埋もれたり傷ついたりして死んでしま

うが、折れても素早い対応で再生することも出来

る。日頃の疑問が 2つ解決。勉強会は海の中より

楽しかった。 

826 野島 節子：植付けこそできませんでしたが、

研究所での勉強会でサンゴの生態を詳しく知る

ことができ、少し扉が開いた気がします。 

ダイビングを始めた頃に通ったケラマのサンゴ

がこれほど荒れてしまったとは驚きです。 

一面のエダサンゴの上、浮力を保つのに苦労し

たのが思いだされます。 

 （参加者） 

600 名倉 三也子  614 河原 智怡 

619 祖父尼 倭子  648 江藤 征雄 

717 一木 信子   826 野島 節子 



 

 

 

 

 

 

今年で 4回目となる渡嘉敷島・魚の生態観察ツ

アー、日焼けを心配しなければならないような良

い天気に恵まれ、渡嘉敷のきれいな海でのんびり

ゆったりと魚の生態観察ダイビングを楽しんで

きました。今回は会報カラー化に合わせ参加者の

皆さんが撮った写真を中心にレポートします。 

 

1．ツアー日程 

9月 1日：那覇泊港北岸高速船乗り場に集合。 

泊港 16時 30分発マリンライナーとかしきで 

渡嘉敷島へ。 

9月 2日～5日：渡嘉敷島でファンダイブ。 

9月 6日：公認ツアーの日程は終了。 

現地解散、それぞれ自由行動で帰宅。 

 

2．利用ダイビングショップ（( )内宿泊先） 

渡嘉敷島・シーフレンド（ペンション・シーフレ

ンド）ポイントも近く、設備が整った良いショッ

プです。 

 

3．ファンダイビング 

１）ダイビングスタイル 

①前日夜、翌日観察する魚について魚の生態に詳

しいガイドの内田さんからレクチャーを受ける。 

②当日、ポイントに行きあまり動き回らないで 

内田さんの説明を受けて、じっくりと観察する。

また、時間を掛けて写真を撮る。 

③夕食前のログ付時、内田さんと共に撮影した写

真を見ながら魚の生態につて理解を深める。 

 

２）生態観察ダイビングの日程 

2日：スズメダイの観察（種類、特徴、求愛行動

など）。3日：ベラ系のゴロタ石場での捕食行動。 

4日、5日：白い砂地に点在する綺麗なサンゴの

根の周りに群れる魚の観察を行った。 

 

３）参加者のツアーレポート 

627 小澤ユリ子：今年もお天気に恵まれ参加者

も 6名で賑やかに楽しいツアーになりました。可

愛いスズメダイや幼魚の生態観察ということで 

 

カメラを構えても小さくて動きの速い被写体を

捉えるのは大変でしたが、眺めているだけでも十

分幸せでした。3種のクマノミの可愛いペア写真

が良い構図で撮れ、またホソカマスの群れやフリ

ソデエビの写真などが撮れて良かったです。 

 
トウアカクマノミのペア（卵の保護中） 

セジロクマノミのペア 

（お互いそっぽを向いて夫婦げんか中？） 

 

カクレクマノミの仲良しペア 

 第 4回渡嘉敷島・魚の生態観察ツアー  

                 2015 年 9 月 1 日～6 日 

ツアーNo.1536  幹事&レポート 648 江藤 征雄 

 



 

       ホソカマスの群れ  

 

フリソデエビ（振袖姿ですがヒトデが大好物で

サンゴの天敵オニヒトデも食べちゃいます） 

 

648 幹事：3日ゴロタ石のポイントでベラの捕食

行動を観察しました。今までゴロタ石の場所は何

の変哲もないつまらない場所と思っていました

が、内田さんに適当な石を持って別の石を叩くと

ベラがエサにありつけると思い寄ってくるので

試して下さいとの説明

を受け、叩いてみると

写真のシロタスキベラ

など何匹ものベラが寄

ってきて、叩いた石の

周りでエサ探しをした

り、頭で石をひっくり返してエサを探すのを観察

できてゴロタ石場の遊び方が分かりました。     

また、サンゴの根ではデバ（出歯）スズメダイ

の出っ歯を観察したくて粘りましたが、動きが早

すぎて良く見えませんでした。次回は口を開けた、

はっきり分かる写真を撮りたいと思っています。 

 

741 小幡美枝：渡嘉敷島は毎年通っていて、入

会してからＳＤＣのツアーに参加したくて新年

会で江藤さんに参加希望を申し出ました。9月１

日からでは有りましたが、台風も帰宅する迄待っ

てくれ、また、通いなれた所で少ない人数だった

からか、ゆったりとリラツクスして潜れました。   

来年はサンゴの植え付けにも参加したいと思

っています。それから会員の皆様、お財布との兼

ね合いも有りますが SDCのツアーにいろいろ参加

したいと思っていますので誘って下さい。   

では、ツアーで撮ったスズメダイの可愛い写真

をご覧下さい。          

 

ネッタイスズメダイ 

 

       ナミスズメダイ 

 

       デバスズメダイ 

836 川田 操：初めての渡嘉敷、カメラを持たな

かったので、自分の目で魚のプロポーズ（求愛 

行動）の必死さと可愛さをゆっくり観察出来て 

大感激でした。  

5．参加者 

600 名倉 三也子627小澤 ユリ子 631森川 正明

648 江藤 征雄 741小幡 美枝  836 川田 操 



 

 

 

 

 

 

台風 15号が過ぎた 9月 1日からの一週間、世界遺

産の屋久島に行って来ました。海がメインの旅のつ

もりが陸にはまってしまいました。特に「白谷雲水

峡」は大岩や清流が織りなす清々しい渓谷と苔の絨

毯に覆われた森がみごとで、さながら宮崎駿のアニ

メの世界に迷い込んだ様でした。 

 
又、大川の滝は日本の滝 100選にも選ばれ、高さ

88ｍ、台風の後の雨量が多い時だったのでその水量

は半端ではなく滝壺の爆風は豪快そのものでした。 

この旅に隣の種子島のロケットの発射など見られた

ら最高だと思いました。丁度入れ違いに、この旅の

終わりと共に屋久島にまた台風が来ました。 

（245 今村 孝） 

 

屋久島は鹿

児島からフェ

リーで渡るか

屋久島空港に

飛んでいる空

路を使うかの

方法で種子島

にもフェリー

が出ている。

宿泊場所によってはレンタカーを利用したほうが便

利の時もあり特に海だけでなく陸も周りたい場合は

便利でした。 

今回利用した宿がダイバーにとっても思いがけず

居心地の良い宿でした。空港から車で 1時間弱。バ

スもあるが本数は少ない。 

 

 

送陽邸、名前のとおり海と夕日がどの部屋からも

望め、前の浜辺はカメの産卵、孵化もある。朝 6時

頃数匹が海に向か

って砂の上を移動

する様は何度見て

もがんばれと思っ

てしまう。 

 

 

すぐ下が海の露天

風呂と部屋の内風

呂も食事も宿のご

主人の心からのも

てなしの気持ちが

感じられまた来よ

うと思ってしまう。 

ダイビングショップはどこも小さな規模のようで

ガイドが一人で漁師さんの船をお願いしてるところ

が多いようで当然ゲストの数も制限があるようだ。 

先日英国在住の会員さんから屋久島に出かけるが、

DSの情報を、と聞かれた。我々が宿泊した場所とは

島の真反対の位置でお役には立てなかったが宿泊場

所によって潜るポイントや DSも変わると思う。 

海中は太平洋の魚と南の海の魚が混じり合って見

られる場所のようで、浜でカメの産卵、孵化がある

ように港から直ぐのポイントでもほとんどアオウミ

ガメには出会える。 

（240 山本 伸子） 

（ベンガルフエダイ） 

 屋久島 
 台風の合間に 

  2015 年 9 月 1 日〜8 日 現地集合 6 人のツアー（滞在日数はバラバラ） 

レポート 245 今村 孝  240 山本 伸子 

 



 

 

 

 

 

 

前号で469武田美砂子さんが報告してくれた宇

佐美ツアーの続編を今回お届けします。 

「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」広報誌 66号のツアー概要に

そう書かれていた。リゾート?！宇佐美?！昼食は

BBQとバリ料理?！なに、飲み放題?！と、すべて

の言葉に心ひかれましたが、反面まさか～と思い

申し込むことはしませんでした。 

縁があってか偶然か、総会の後の懇親会会場の

トイレの前で早川さんにバッタリ。初対面のはず

なのに「リゾート、バリ料理‼」の言葉が頭をよ

ぎりその場で参加決定。 

ツアー当日宇佐美駅にはスタッフが出迎えて

くれて、その場で初めてお会いするＳＤＣ会員さ

んともご挨拶。 

宇佐美 DSに着いてみれば、周りはピチピチの

おねえさん、おにいさん。水着姿も格好良くうら

やましい限り。宇佐美 DSのお客さんもいればシ

ョップツアーで場所借りのお客さんも、等々で人

がごった返し状態です。その中央に陣取っている

のが我がＳＤＣメンバー。着いて早々準備をして

ちょっと離れたボート乗り場へ。「この車に乗っ

てください」といわれて乗車。１分くらいで到着。

年寄りへの労りで車を準備してくれたようでし

た。 

1 本目、ドボーンとボートダイビング。エキジッ

トの時にはスタッフと幹事の早川さんが水面で

器材を取り外してくれ、体一つで楽々ボート上へ。 

2 本目は、目の前のスロープにつかまりながら、

その後、ロープを伝いビーチエントリー。 

 

1 日目のダイビングも終わり待ちに待った BBQ、

サザエ、イカなどの海の幸とお肉と野菜、そし  

て冷たいビール。まずいわけがない！！ 

割り箸をマイク代わりに幹事の早川さんにイ

ンタビュー。 

問 まだ入会間もない早川さんがなぜ公認ツア

ーの開催をしてみようと思ったのですか？ 

答 会員の会員による会員のためのツアーを開

催したかったのです。 とのこと。 

最近は個人ツアーばかりで、めっきり公認ツア

ーが減ってしまいました。そんな中で入会間もな

い早川さんが、会員のためのツアーを開催してく

ださったことはとてもうれしいことだと感謝、感

激です。 

ホテルは家族単位で 4～5 人は泊まれるお部屋

をシングルユース、景色は素晴らしくお風呂は温

泉。夜は伊東駅の近くで飲み放題。さすが海の近

くの居酒屋さん。肴はとても美味しかったし、ミ

カンを使ったお酒は最高でした。 

 2 日目もボート 1 本、ビーチ 1 本を楽しんで電

車組はバリ料理を楽しみながらビールをグイグ

イで解散となりました。 

 

聞いてみれば早川さん、潜水士でもありインス

トラクターでダイビング本数「祝 200本」との

事。そういえばウツボ大好きお姉さんがウツボと

戯れていたら「前の人のフィンが見えなくなる前

に行こうね」と水中で優しく声をかけてくれたと

か（笑）。アシストもしっかりしてくれていたの

ですね。早川さん、宇佐美 DSの皆さんありがと

さんね～。 

 

 

  会員の会員による会員のためのツアー 
宇佐美 partⅡ 

2015年 9月 5日〜6日 

ツアー№1538 幹事 819 早川 直樹 レポート 668 川瀬 和恵 

 



                                                

 

 

 

 

 

今回のツアーを立案し実行計画を作成された

幹事の木脇学さんが体調不良となられ、急きょ安

積が代わりの役をやる事になりました。 

 タイ航空とバンコクエアーウェイズのフライ

トプランが従来のものと大幅に変更になったと

の事で往復共深夜便の利用となり、我々にとって

はややハードな旅となりました。当初、木脇さん

の許にはかなりの参加希望があったようですが 7

月～9月は客が多く、現地のショップ・ビッグブ

ルーのキャパから 5名以内にして欲しいとの依頼

があったと聞いております。結局参加したのは男

女各 2名の 4名でした。 

 旅行社より出発間際に 70歳以上の参加者には

医師の診断書が必要との情報が入り、慌てて準備

を行いました。 

 初日は関空を午前 0時過ぎに出発しバンコクに

到着しました。何時もの事ながら最初の仕事は両

替です。関空は不利であろうとの予想から全員が

バンコクで現地通貨を購入、これがやはり正解で

した。次の通過地点・サムイと比較してもバンコ

クが若干有利だったようです。 

 昼過ぎにショップに到着し徒歩でビーチまで

行き沖に停泊しているダイビンボートのバンザ

イ号に乗船です。このビーチから出航したのは初

日だけで残りの 3日間は風裏となる島の反対側か

らの出発でした。出航地に向かう山越えの道は車

がやっと通れる位の細くでこぼこな急坂です。所

要時間は約 10分で我々ＳＤＣのメンバーには最

も座り心地の良いシートが提供され悪路ではあ

りますがご機嫌なドライブを楽しめました。 

 4ダイブを行う 2日目からの朝の初動は早く、6

時 15分にショップ前のレストランで食事、6時

40分ドライブでの出発です。 

 ガイドはいずれも親切で気持ち良く、数名は色

違いのフィンを着用し常に後方を確認、残圧も頻

繁にチェックしてくれました。我々以外のダイバ

ーの殆どは若く、毎日かなりの人数が入れ替わり

ます。1日 4ダイブの日は午前中に沖合の比較的

透明度の良いポイントで 2本、午後は島の近くで

透明度が 5～7、8メートルとやや濁って流れの無 

 

い場所で 2本と言うパターンでした。午後には新

規の客が乗船してきます。チェックダイブを兼ね

たダイビング実施のため、そのようなパターンに

なったのでしょう。沖のポイントではキンセンフ

エダイ、ホソヒラアジ、ユメウメイロの群れ、ア

カマダラハタ等が楽しめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3日目はフルデイトリップの 3ダイブです。バ

ンザイ号による 2時間の行程で有名ポイント・セ

イルロックに着きました。エントリーするや否や

一面ユメウメイロの大変密度の濃い大群、眼下で

はこれも大きなバラクダーの群れが悠然と進み

ます。休む間もなく次はギンガメアジの特大アジ

玉の出現です。そして上部にはツバメウオの大き

な群れが見えます。優に百匹以上はいたでしょう

か。身体を横にしながら太陽の光を反射させる姿

が大変美しい光景でした。とにかく廻りはびっし

りと魚・魚・魚です。このポイントはラジャアン

パットのベストより凄い、が実感でした。潮廻り

が良かったのでしょう、至福の数分でした。船上

で昼食に出されたカレーが又大変美味でガイド

タオ島ツアー 
  

2015 年 9 月 10 日〜9 月 15 日 

ツアー№1574  幹事＆レポート 508 安積 信 

 



はマタマンカレーと言っていましたが鶏肉とじ

ゃがいもにしゃぶしゃぶのソースが見事にマッ

チし、何でもコンクールで１位となった味との弁

でした。 

 

 どのポイントも水温は 30度以上で快適でした。 

アフターダイブはいつもの通り美味いビール

の出番です。ガイドにタイ料理の店を紹介依頼し

た所、ベスト 1とベスト 2の 2カ所を教えてくれ

ました。私の舌には両者にはかなりの開きがあり、

やはり順位通りだと思い、ベスト 1の店には 2度

訪れました。ガイドはさらにイタリアンを強く勧

め、薄目のベースに焼かれたピザは絶品で全員が

合格のサインを出しました。レストランでは先ず

ビールで乾杯、次は我家から持参した愛飲の芋焼

酎・大薩摩となります。ウェイターにお湯を注文

しますと快く応じてくれ湯割りとしました。どの

店も持込み料の請求はなく丁寧にサービスして

くれ、毎夜素敵なディナーを楽しむ事が出来まし

た。 

 今回は同行メンバーの皆さん、天候、ガイドに

恵まれ、その上胃袋も大満足。 

ナイスツアーであったと思っております。 

 

参加者 

070 河合 貞夫   508 安積 信  

747 松下 美紀子 805 吉田 延子 

 

 

 

多摩・武蔵野ご近所の会 

スキーと温泉ご一緒しませんか？ 

 

ＳＤＣの皆さんと個人的に 10名位の方と

ここ 2～3年位湯沢、安比高原、八甲田スキ

ー場などを楽しんでおります。 

以前は長年、アウトドアーの宇留賀さんのお

世話で、安く、親切なスクール付きスキーを

開催して頂いていましたがスクールの都合

で開催出来なくなり残念です。 

 

ダイビングとはまた大分違いますが、温泉

と飲み会は皆さん共通です！まだ、個人的な

集まりですが広くスキーに参加ご賛同の方、

ご連絡お待ち致しております。 

まず、Ｈ28年 1月 15日頃から 20日頃に志

賀高原か新潟県の温泉でのスキーをご一緒

できるツアーを計画をしております。 

 

 お問い合わせ連絡先 247 木村 満男  

有ったら便利！ 

ナイトダイブにケミカルライト 

770 小山 千香子 

 

真っ暗な海の中、どのライトが自分のガイ

ドかが分からず焦ったことがありました。そ

んな時、ケミカルライトが便利なようです。 

他のチームのＫさんが持って来ていて、同

じチームの方に配っていました。チームで同

じ色を付けたら他のチームと交差しても安

心ですね。 

大勢が集まるとどの人に付いていけば良

いか判らなくなります。そんな時ガイドが目

印を付けてくれたら安心。ただし取扱いは注

意しないといけないようです。 

 



 

 

 

 

 

 

私にとって何度となく訪れたカオラック、街の雰

囲気が好きなんですよ! 

★アクセス：日本からバンコクへ。国内線に乗り継

いでプーケットへ、陸路北上すること約 1時間半で

到着。 

★ショップ：ビッグブルー 

★病歴診断書提出 70才以上の方には診断書の提

出が必要とのこと、普段健康で病院やかかりつけ医

のない方は診断書を書いていただくだけでも大変。 

それなのに、一人の方の診断書が行方不明・・・間

際になってまたお願いするという始末。 

★リゾート：ムクダラビーチ&スパリゾート 

バンニアンエリア

の海辺にある５つ

星豪華リゾート。 

今回は豪華リゾ

ートスティという

ことで、ショップ

からも港からも近

いリゾートを本来

予約していたのですが・・・あにはからんやベッド

がダブルばかり、ツインのお部屋がない!! 急遽、

少しはずれたナントンビーチに建つラグーナリゾー

トに変更、またまた連絡が入り、ホテルがオーバー

ブッキングのため変更に、もとのツインがないムク

ダラリゾートにエキストラベッドを無料にていれて

もらうことに、・・・

ぎりぎりまで決まら

ない有様!! 

このリゾートは大

きな3つのプールを

囲むように各建物が

配置されていて、室

内はタイ風インテリ

アでまとめられ、水の気配を感じられる素敵なリゾ

ート。お部屋はバスタブ付で豪華ひろびろ・・・ 

 

★ダイビング 

半年間休ませたアンダマン海、期待高まる海。ス

ピードボート「ブルードルフィン」号でデイトリッ

プ。連日、ボートは満杯。 

 

 

 

 

 

 

1日目 シミラン諸島                                                       

1本目: №9 ノースポイント 

2本目:  №9 スリーツリー 

2日目 コボン／コタチャイ 

 1本目 コボン  

 2本目 コタチャイ (中止)  

 激流のため、エントリーしたものの(私ともう一人

だけ)あっという間にブイまで流され、他のご一緒し

た方もすぐにエキジットするという羽目で、海面・

海中あまりの激流でダイビング中止。 

3日目 リチェリューロックで 2本 

 

4日目 シミラン諸島 

 1本目:  №5 アニタズリーフ 

 2本目: №7 ウエストオブエデン 

青い海、すべて魚影濃く、魚種豊富、透明度も良

く、固有種も見られ、大満足。 

やっぱりアンダマン海素晴らしい!! 

 

★天候&水温 

晴れ時々曇り 水温約 30℃ 

カオラックツアー           
 豪華リゾートスティ&デイトリップ 

 2015年 11月 14日～11月 20日 

ツアー№1576 幹事&レポート: 306 宮本 節子 レポート 832 藤井 則芳 



 

★食事・アフターダイブ 

リゾートでの朝食は品数豊富、種類も多くあり、

何にしようかと迷うほど。毎日、目も舌も楽しませ

てくれました。どれも美味しかった! 

 昼食はボートで、シミランへのデイトリップでは 

白砂が眩しい砂地の島へ上陸してのランチ。この景

色をみるだけでも癒されます。 

 夕食は、初日はホテルのレストランにてとりまし

たが、2日目からは毎日、街中に出てタイレストラ

ン、海が見えるレストラン、ローカルレストランで

タイ料理を楽しみ舌鼓を打ちました。 

 

ダイビングから帰ってきてはホテルのプールで遊

び、アフターダイブはマッサージに出かけたり、街

中を散策したり、ショッピングしたりと・・・満喫。 

 

ご参加の皆様有難うございました。 

ビッグブルーの大村さん、Ryoさん、Hossiさんお

世話になりました。 

参加者(10名) 

305 宮内 弘人 306 宮本 節子 508 安積 信 

535 小林 純子 678 足立 公平 723 田中 彰 

724 田中 紀久子 735 道上 勲  805 吉田 延子 

832 藤井 則芳 

 

 

★レポート  832 藤井 則芳 

 6月に入会して初めてのＳＤＣ会員ツアーは、今

後とも記憶に残る素晴らしいツアーとなりました。

時間を忘れて癒されるリゾートホテルに、暖かい気

温に穏やかな海面の天候に、気遣いの良く出来たガ

イドに恵まれました。それに何と言っても同行の先

輩ＳＤＣ会員皆様の温かいご指導を頂いた事が一番

と思っています。感謝の気持ちで一杯です。 

 アンダマン海は、ダイナミックで迫力のある海中

の世界を見せてくれました。 

コボンでは、スカシテンジクダイが大発生でした。

今まで日本で見た根や沈船等の廻りにいる数とは比

べにならないくらい多く、島の海中岩壁が霧にかか

ったように見えないくらい延々と密集して集まって

いました。また、それを捕食目的でカスミアジやツ

ムブリ他の大型魚群れが次から次へと現れて楽しま

せてくれました。 

リチェリューロックでは、カラフルで鮮やかなソ

フトコーラルを見ること出来ました。また、キンセ

ンフエダイの群れには圧倒されました。眼の前に黄

色の壁が出来たかのように凄い数でした。その群れ

もゆったりとしているのでは無く、川の流れのよう

に移動して迫力満点でした。 

この素晴らしい海でも、2004年に大津波が発生し

てカオラック他のリゾート地に大きな被害が発生し

ました。復旧後も風評被害で観光客が遠のき戻って

来てもらえなかったそうです。そんな中、ＳＤＣ会

員がいち早く現地復興に成るならとビックブルーに

利用申込があったと、良い話をガイドのりょうさん

から聞きＳＤＣ会員の心意気を感じました。 

最後に、今後もＳＤＣ会員ツアーに参加して更に

人生の楽しい思い出を増やしたいと思います。 



 

 2 か月続けて西パプアへ出かけることになったが、

去年のリベンジをどうしても果たさなければという

思いから逃れることはできなかった。 

 ボートはお馴染のＳＳ8。クルーもガイドもお馴

染さん。アンディ、ニョマン、バワに、初めてお会

いする日本人女性ガイドのミキさん。そして、去年

はゲスト 2 人だったけど今年は一人増えてゲスト 3

人。毎度なんとも贅沢なクルーズだ。 

 今年はマノクワリから乗船してダイビングをしな

がら 3 日目の夕方、産卵の島の Jamursba Medi 

Beachへ上陸した。今回は海が静かだったので、ダ

イビングボートで直接ビーチに上陸することができ

た。水着にラッシュガード上下の軽装で出かけ、上

陸してからその上に雨合羽の上下を着て、夜の探索

に備えることにした。そして、今年は女性が 3人だ

ったせいか簡易トイレまで作ってくれていた。 

 

  

 

 

 

 

 

島の野生のイノシシから保護するため流木や石で

囲いがされ、産卵された日付のタグがつけられた産

卵巣が、浜にはすでにいくつかみられた。 

夕食後、チームに分かれて 1 時間位づつ約 1ｋｍ

のビーチを月明かりを頼りにオサガメを探して歩く。

砂の上を歩くのは結構疲れるが、10時半ごろ産卵を

始めているオサガメをガイドのバワが発見。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんて大きくて立派なカメなんでしょう。英語で 

Leatherbackと呼ばれるように、その背中は黒光り

していた。産卵を終えてから、丁寧に埋め戻して海

に帰るまで約 1時間。そんなシーンにラッキーにも

3回も立ち会うことが出来た。やったね！ 

あきらめずに再度やってきて本当によかった。 

それに不思議なことに明け方になってもあの恐るべ

きサンドフライの襲来がなかった。理由はわからな

いがとても寒かったからかもしれない。 

 もちろん産卵観察が第一の目的だったが、この界

隈のダイビングは見るものがいろいろある。 

マノクワリはチェンデラワシ湾の入り口なのでチ

ェンデラワシカラーのヤマブキスズメダイや、フエ

ヤッコダイが見られるし、メギスの仲間の、カイト

リンズドッティバック、サンギヘドッティバック、

バタンタドッティバックもいる。 

     

 

 

 

 

 

サンゴもとても元気でヨコミゾスリバチサンゴの大

群落は一見の価値ありだ。 

 

ラジャアンパット・エリアにも行く予定だったが

海峡が悪くなりソロン近くで潜ることになったが、

ラジャアンパットらしいマクロ生物がいろいろ見ら

れて意外と面白いのにちょっとびっくりした。 

収穫十分のクルーズだった。 

リベンジ成功！ オサガメの産卵 
2015年 6月 27日～7月５日 

レポート 172 島尾 愛子 

 



 

 思えば 2年前、エイペック開催日と重なり、予定

していたコモドツアーが直前に中止に。今回石川さ

んのツアーに（初）参加させていただきついに憧れ

のコモドに GO!  皆様お世話になりました。  

南部(スパン海 水温 20℃～透明度悪い)から北

部(フローレンス海域 水温 26℃～透明度良好)に

移動しながら、途中コモドドラゴン観察(何とドラゴ

ンは泳ぎも得意だった)、トレッキング、夕焼けの中、

1万羽ものコウモリの飛散を観察と、充実したクル

ーズを楽しんできました。もちろん海の中も期待を

裏切らないパフォーマンスが私たちを待っていてく

れました。3か所のマンタポイントは大当たり。ブ

ラックとホワイトのマンタの乱舞、最大 11枚？   

皆さん目を凝らしてブラックマンタを見極めていた

と思います。 

 

乗船したのはブラックマンタ号。 

スタッフに日本人はいません。精算は全て USドル。 

デンパサール空港から日本人インストラクター（タ

イ e-dive）の高見沢さんが同行し、サポートしてく

れました。心強かったです。船室は、収納場所も二

人分しっかりあり、カメラ派にも問題ないぐらいの

スペースでした。全体的にゆったりしていて、ダイ

ビングもしやすかったです。初日と最終日が 2ダイ

ブで、後はナイトを含む 4ダイブ。前半の水温の低

さで、16ダイブ全制覇したのは一名だけでした。 

ガイドは STANNY。女性 4人の Bチームでいざ出発

です。ちょっと無愛想という印象でしたが、終わっ

てみればプロのガイドだったと好印象。 

1: 流れの厳しいポイントではあえて高見沢さんを

呼んで日本語で指導、徹底しています。 

2:ラストダイブ、ガイドもめったに見ないというほ 

どの小魚の塊(ハナダイダマシ)に遭遇。そこにロー 

ニンがアタックするシーンに大興奮でした。 

ちょっと落ち着いた頃私の前にオクトパスが… 。 

ゲージをみると残圧 10。一瞬忘れてました。残圧ば 

                              

かり聞くガイドさんがいますが、彼は 70で申告する 

以外は聞きません。でもゲストの事はよく観察してい

るのですね、脱帽です。 他のチームのガイドさんも

すべて評判良く、料理も美味しかったし、クルー全体

の雰囲気がとてもよくてまたこのクルーの船に乗り

たいなと思いました。もちろん石川さんのお人柄で、

集うメンバーも最高だったからこその楽しいクルー

ジングでした。       （646 鈴木 麗子） 

 

祝 1000本 横井さん 800本 高木さん、600本 

石川さんと藤平さん 

子供時代にコモドドラゴンの名を知りましたが観

に行くなど夢だと思っていました。でも石川さんの

ツアーに「コモド島クルージング」があると妻から

教えられコモドドラゴン見たさに夫婦二人で申込み

ました。まだスキルの低い二人であり初めてのクル

ージングツアーで緊張していましたが参加の皆さん

に暖かく迎えられ安心しました。ラブアンバジョか

ら「ＢＬＡＣＫ ＭＡＮＴＡ」号に乗船、さあ出航！ 

1本目のチェックダイブから目の前の景色はまさに

「竜宮城」。2日目以降も初めて目にする数多くの水

棲生物や魚の玉、特にＭＡＮＴＡ ＡＬＬＥＹでの

マンタ７枚（内ブラックマンタ２枚）の、まるで歓

迎の舞いには感動でした。皆さんに感謝致します。 

（784 島村和夫） 

参加者                      

146 佐竹 綾子 354 横井 康江 415 加藤 京子

440 石川  勝 460 藤平 三枝子 472 高木 忠雄

646 鈴木 麗子 653 吉川 富美子 674 内芝 範子

684 小林 孝子 727 内藤 季完  737 林  賢子   

770 小山 千香子 784 島村 和夫 785 島村 正代 

817 船山 浩志 

ブラックマンタ号・コモドクルーズ 
 CLUB AZUL利用 

 2015年 9月 2日〜9月 9日 

幹事 440 石川 勝 レポート 464 鈴木 麗子  784 島村 和夫  

 

 

 

 

  



 

 9月8日から18日までモルディブのリーチビーチ

（Reethi Beach Resort)へ行きました。今回で 11

回目となるモルディブですが私としての新体験が幾

つかありましたので報告いたします。 

 

1． 小エビによる口中クリーニング体験 

ご承知だと思いますが数年前からダイバー総てが

初回にオリエンテーションダイブをすることがモル

ディブでは義務付けされています。マスククリヤー

や Reg交換など基本動作が出来ているか確認するの

が目的です。普通はハウスリーフで行う訳ですが正

直言って特別な出来事は期待できません。よってオ

リエンテーションダイブにカメラを持参することを

しないのですが、これが後で悔しい思いをすること

になったのです。 ガイドのトムはモルディブ人で

ダイブセンター（Sea-Explorer)の最古参、きめの細

かい案内をしてくれて結果的に最初のオリエンテー

ションダイブが印象深い新体験の始まりとなったの

です。 基本動作の確認が終わったあと、まず案内

されたのが岩礁に沢山住み着いている小エビの群れ。 

ここでは Regを外し自分の口の中に小エビを掬うよ

うにして入れ、まさに小エビによる歯磨き体験。 大

きな魚が小さな魚を口に入れて掃除してもらう、そ

んな感触を味わえます。70歳の年寄りの余りキレイ

とはいえない口の中に無理やり押し込められた小エ

ビには大迷惑だったことでしょう。 

 

2． ウツボのハグ（なでなで体験）。  

次に案内されたのは通称英名 Leopard Moray Eel, 

レオパード模様（縞模様）した体長 1.5メートル、

やや太り気味のウツボです。海のギャングなどとい

う失礼な呼び方をする人がいますがこの個体はトム

に馴れていて抱き付かれても嫌がる様子がない。（ウ

ツボの心は読めませんが）トムから”なでなでして

もよし”のサインがでたところで私も恐る恐る撫で

てみましたが、ウツボの皮膚ってビロード生地のよ

うな感触なんですね。初めて分かりました。撫でて

いるうちにウツボの目を見たところ何やらウットリ

して、猫か犬のよう。 ひょっとすると大変な誤解

かもしれませんがとにかく無事にウツボの”なでな 

                             

で体験”が終了。オリエンテーションダイブの最後

にまたこの場所へ戻ってくるとまだこのウツボ君が

いるので何やら嬉しい気持ちになりました。 

 

3． 白マンタに遭遇 

 

リーチビーチの売り物はドーニで 50 分程にある

マンタ玉が出現するハニファルベイ（Hanifaru Bay)

です。最盛期には一度に二百葉ものマンタが現れる

こともあるということで私も期待したのですが残念

ながらマンタ玉は不発。2011年からダイビングは禁

止されシュノーケルツアーのみが可能、現場にはレ

ンジャーが目を光らせておりダイビングをする不心

得者がいないか監視していますし、ハニファルベイ

内でのシュノーケルはライセンス料の発生となりま

す。従ってツアーガイドはよく心得ておりハニファ

ルベイ内にマンタの姿が見えない時はハニファルベ

イの外にあるクリーニングステーションへ移動して

マンタを探索します。（ライセンス料が発生しないだ

けツアー料金も安くなる） 私は計 3回参加しまし

て 1－2 回目は数葉のマンタがクリーニングステー

ションにいただけでしたが、その中に白いマンタが

一葉いることに気がつきました。 背中の大部分が

白い為、シュノーケルで水面から見ると普通のマン

タが背面飛行しているのではないかと思ったくらい。

子供のマンタだから白いのだという説もあるようで

すが‐‐‐どうなんでしょう。ブラックマンタはイ

ンドネシア、バリ近くのポイント（Nusa Penida)で

見ていますのでこれで白黒両方のマンタに出会えた

と自己満足しております。3 回目のツアーではハニ

ファルベイ内はやはり不発でしたが近くでマンタ十

葉位がプランクトンを捕食する場面に遭遇しました。 

モルディブツアー 
11回目の新体験 

2015年 9月 8日〜9月 18日 

 レポート 804 遠藤 卓 

 

 

 

 

  



クリーニングステーションではノンビリ泳ぐマンタ

も捕食時には狂ったように乱舞する、その光景は素

晴らしいものです。これが 3度目の正直。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4． 巨大イーグルレイに遭遇 （Spotted Eagle Ray) 

計 8本潜ったその最後の 8本目でエントリー直後

に翼長 1.5－1.8 メートルはあろうかという巨大イ

ーグルレイに遭遇しました。透明度が悪いため最初

はマンタが登場したのかと思いましたが目の前に現

れたのは生意気にもちゃんとコバンザメを従えた巨

大イーグルレイ、こんなに大きな個体は勿論初めて

です。ガイドのトムも 3回目の遭遇だとのこと、そ

れまで平凡なダイブばかりだったのですがこれで”

終わりよければすべてよし”、満足のいく結果となり

ました。ただ残念なことに押したはずのシャッター

ボタンが降りていなかった、涙涙であります。 

丁度モンスーンシーズンが終りかけのモルディブ

でしたのでリーチビーチを発つ日は悪天候となり、

マーレにある水上飛行機基地が一時閉鎖となってハ

ラハラさせられましたが、なんとか予定どおり帰途

に就くことが出来ました。利用したのはロンドン―

コロンボーマーレを結ぶスリランカ航空です。長距

離路線には新しい A330-300が導入され中々快適で

した。 シュノーケルツアーで撮影したビデオが

YouTubeに載っています。 

https://youtu.be/iFW7MyLHeqc 

今回のダイビングは平凡だった為にダイビングビ

デオはありません（平凡だなんて贅沢を言ってケシ

カラン）、返す返すも巨大イーグルレイをミスしたの

が悔やまれる今日この頃であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．リーチビーチの特徴 

 

上の写真は毎日夕方に行われるスティングレイの餌

付けシーンです。 

ビーチには珍しく蚊ハエが殆どいない。但し無防備

でいると何かしらの虫に刺されるので要注意ですが。 

ゴキブリはいますが動作が緩慢でごきぶりホイホイ

がなくても叩き殺せます。 

ビーチは細かい白砂が広がり快適。夜間のビーチ

は人工灯がないので雲がなければ星空が綺麗です。

流れ星や夜光虫も楽しめます。 

滞在客の殆どは落ち着いたヨーロッパ系が多く、

他のモルディブリゾートと異なり荒らされていない。 

 以上 余談ですがお出かけになる場合の参考まで。 

 

 

ギターシャークはスティングレイの餌付けショーに

勝手に潜入してきたものでスティングレイに混じっ

て餌のご相伴に預かっています。 ギターシャーク

はダイビング中に出くわすことは殆ど無いような珍

しいサメですので付け加えました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

毎度マダガスカル航空のトラブルは覚悟していた

ものの、「飛ばない」という最悪の想定になるとは。 

キューバから帰国した日にこの知らせ。出発は 3日

後。マダガスカル航空の振替便の提示は 3日後の出

発。即蹴って、ケニアはナイロビ経由を指示、満席

状況も、無理やり突っ込ませ座席確保。同時進行で

旧知のケニア現地にナイロビ乗継時間内で可能な手

配を整えさせ、出発当日未明、代替案を確定。即メ

ールでメンバーに知らせたものの、見ずに空港集合

後に事態を掌握した方も。根気強く、そして信頼し

て任せていただいた素晴らしい参加メンバーに感謝

です。かくしてツアーはスタートしたわけです。 

 

（サファリ中に遭遇したライオン） 

スケジュール 

10/17 日本→バンコク→ 

10/18 ナイロビ（サファリ）→タナ（マダガスカル） 

10/19 タナ周辺観光（世界遺産他） 

10/20 タナ周辺観光後、ノシベ→ノシサカティア 

10/21～24 サカティアロッジでダイビング 

10/25 ノシサカティア→ノシベ→タナ→ペリネ 

10/26 ウォーキングサファリ→タナ→ 

10/27 バンコク→日本 

 

というわけで、バオバブ並木はどうしても入れるこ

とができませんでしたが、ポジティブなメンバーは、

ケニアサファリのプラスを評価いただき、なんとか

プラス・マイナス・ゼロに戻せたか？ 

 

親日家の多いマダガスカル。しかし都市部を中心

に近年の治安は悪化の一途をたどり、数年前までは

街歩きもできましたが、今やガイドと一緒でも、金

品カメラには厳重警戒、車の窓も開けないほうがよ

いというアドバイス。これはとても残念なことでし

た。 

 

（タナはジャガランダの花が満開） 

一方、ダイビング・ベースとなる、サカティアロッ

ジは平穏・和やか。この数日でマダガスカルの好印

象を強く持っていただけたかと思っています。 

かつて、マダガスカルでのベストダイビング地を探

し回って見つけたサカティアロッジ。親子で宿とダ

イビングサービスを営み、スタッフもオープン当初

からのメンバーも多く、気持ちの良いサービスを提

供してくれます。ヤモリ、いろんな虫、猿・・いま

す。電気・・時々止まります。お湯量・・限られて

います。でも、そんな環境を全部ひっくるめて、「よ

かった」といえるサービスを提供してくれる宿なの

です。ぜひここでは、この環境に身を任せて、裸足

でゆっくり流れる時を楽しんでいただければと思う

のです。食事？僕に言わせれば抜群です。デザート

が甘すぎるというのだけは文化的違いということで。 

ダイビング？ 

10/21 チェックダイブかねてゆっくり癒し系 

10/22 ジンベエ・マンタ・ザトウクジラ 

10/23 蛍光ダイブに挑戦者あり 

10/24 マル秘大物ポイント再チャレンジ 

10/25 スペシャルマクロ？充実のハウスリーフ 

 SDC マダガスカル 2015 
 サカティアロッジ 

2015 年 10 月 17 日〜10 月 27 日 

幹事 S41 横浜カンパニー レポート 505 永吉 拓也 668 川瀬 和恵 

 



（6ｍほどのジンベイ） 

バラエティー豊かです。マダガスカル固有種もいく 

つか観ることができましたね。ダイビングセンター、

ボート、スタッフ、ポイント選定・・細かいところ

まで配慮されたサービスも、この界隈いろいろ見て

きたなかでは抜群に優れていると思います。 

 

とはいえ、参加メンバーみなさんそれぞれ思うとこ

ろはあるかと思うので、機会あったら直接良しも悪

しもぜひお聞きになってみてください。 

 

レポートは喜んで書きます！とは言ったものの、思

い返すのはチーム・マダガスカル 2015の参加メンバ

ーのポジティブさ。ひとりひとりが主役で、ひとり

ひとりが他の方のことを気遣って、ひとりひとりが

旅を楽しもうとしていただいて。そんなメンバーと

旅ができたことに感謝してレポートとさせていただ

きます。皆様、本当に有難うございました。 

 

メンバー 

419村上 あい子  505永吉 拓也  515阿部 秀行  

547赤羽 澄子  624阿久津 省一 668川瀬 和恵 

699岩﨑 八重子 768新井 成美 769新井 純枝   

644門井 久男 

 

レポート 668 川瀬 和恵 

1,500本と 700本のお祝いにはノシベ、サカティ

アロッジの調理スタッフがダイバーに扮して手作り

ケーキをもってきてくれました。我々の口にはちょ

っと甘かったけれど、とても素敵なサプライズでし

た。 

 

（祝 700本 阿久津さん 祝 1,500本 村上さん） 

ノシベを後にしタナへ 

タナから 5時間ほど小型バスに乗りペリネへ。移

動中カメレオンパークを見学したり夜行性動物の観

察などをしながら宿のインドリロッジに到着。 

翌朝はペリネ保護区内をウォーキングサファリ。 

キツネザルやインドリと交流を深めてまいりました。 

 

 

 

 

 

マダガスカルは貧しい国です。タナの町を車窓か

ら眺めるだけでカルチャーショックを受けました。 

治安も悪いということでしたが、そこは現地ガイド

さんたちが注意を払ってくれましたので問題なし。 

ただ、どこで何が起こるかわからない！！ 

出発便が突如欠航、焼き畑で半日燻され燻製になり

かけたり、乗った国内線がオール自由席！えっ⁉ 

そんなマダガスカルに行くときに一番必要なのは

「ちょっとした冒険心！」これがあれば大丈夫。 

楽しい旅行になること間違いなし！！ 

必携 虫よけスプレー等（ウエットティッシュ系） 

   虫刺され用塗り薬・懐中電灯・蚊取り線香 

標高が高いので場所により長袖シャツ等 



 

 キューバといえば、軍服姿のフィデル・カストロ

のイメージしかわかない国だったが、最近アメリカ

との関係修復のニュースが賑やかになるにつれて気

になる国になっていった。今回は横浜カンパニーの

永吉さんが調査も兼ねて私一人でもツアーを計画し

ても良いという返事を貰って、急に話が決まった。

そんな訳で何とも贅沢な旅が始まった。 

 まず、初体験。一般のキューバ人の個人経営のカ

サ・パルティクラルを各地で泊り歩いた。最近解禁

になった民宿のようなもので、部屋数は大抵 3～4

部屋。まずうれしいのは普通のキューバ人と身近に

触れ合える。でもほとんど英語が通じない。身振り

手振りと、簡単スペイン語本を頼りに基本単語を並

べるだけだけど、それでもとても楽しい。朝食もい

つも生ジュースとフルーツがありオムレツも美味し

かった。 

             

 

 

 

 

 

ダイビングはキューバ滞在中に 5本できた。 

一番面白かったのはマタンサス(フロリダ海峡側)の

ビーチダイビング。海に入ってからタンクを背負わ

せてくれるので心配はいらない。大きな根がある白

砂の海底に太陽の光がキラキラと輝いて「あ～、カ

リブ海だー」とまず思う水中景観だった。バードハ

ムレット、シャイハムレット、ゴールデンハムレッ

トなどカリブ海固有の魚たちに久しぶりに出会った。 

             

 

 

 

 

 

それにしてもなぜカリブ海はあまりカラフルではな

いのだろう。サンゴも魚も一杯いても皆シックな色

づかいでアジアの海とは大違い。固有の魚が多いの

でフィッシュウオッチングに興味がある私はドキド

キするが、カラフルなアジアの海に慣れた人には 

 

いまいち物足りないかもしれない。 

コスタリカのオコタルでパシフィックスペードフィ

ッシュをみたことがあるが、こちらには、アトラン

ティックスペードフィッシュがいた。 

              

 

 

 

 

 

 アトランティック      パシフィック 

比べるとちょっと違う。こんなことに興味があると

この海は面白い。 

 50年間もアメリカから悪者にされて、経済封鎖を

されて本当に困っただろうと思うけど、不思議なほ

ど人々は明るい。昼も夜も何処でもキューバンミュ

ージックが聞こえ、何よりも街がきれい。建物は老

朽化してボロボロだけど道にゴミが落ちていない。

タバコの吸い殻など常に掃き掃除している係(？)の

人がいる。レトロな 1950年代のアメリカ車が当た

り前のように、そしてたくましく観光資源となって

道を走っている。不思議の国キューバ。決して豊か

ではないけどひょっとしたら唯一成功した社会主義

の国かもしれない。世界の投資マネーがどのように

この国と人々を変えていくのだろうとちょっと心配。 

ハバナ～サンタ・クララ～トリニダー～シエンフ

エゴスとドライバー付き専用車で観光をし、チェ・

ゲバラの足跡をたどったり、ヘミングウエイゆかり

の場所を訪ね歩いたのも楽しかった。少人数で動く 

             

 

 

 

 

 

のがキューバを楽しむコツの一つだと思った。 

キューバといえばラム酒。それをベースにしたカ

クテルのモヒート、ダイキリ、カンチャンチャラを

思いっきり楽しんだ旅でもあった。 

 そして帰国してからスペイン語を少しでも覚えた

いと悪戦苦闘している。次のキューバ行きのために。 

        ビバ、キューバ！ 百聞は一見にしかず 

2015年 10月 4日～10月 14日 

レポート 172 島尾 愛子 

 



 

 3年前にバハカリフォルニアのカボサンルーカス

でウシバナトビエイの 300匹ほどの群れに出会い、

モブラの大群をかすった。そして、ショップに飾ら

れていたそれらの視界を覆い尽くす大群の写真が忘

れられずに「ウシバナプロジェクト」が発足したの

は今年の始めだった。ＳＤＣでは福田孝子さんをお

誘いし、その他 3人の友人と 5人で大群を夢見て出

発。 アメリカのダラスで乗り継ぎ、サンホセデル

カボへ向かう。ダラスの乗り継ぎはESTAを取得し

ておけば読み取り機械で入国手続きを済ませて、ス

タンプを押してもらえばいいように簡便化されてい

て従来よりスムーズに進む。到着と出発のターミナ

ルの間は skylinkというモノレールで結ばれていて

移動は便利になっている。 

 宿泊はカボのマリーナを一望できるTESORO 

RESORTのマリーナビュールーム。3年ぶりだが、

朝食のレストランがプールサイドに移動している以

外は変わりなかった。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

ダイビングでお世話になったのはお馴染の日本語

ペラペラのオスカルさんがオーナーのDEEP 

BLUE。ホテルの一階にあるのでとても便利。2014

年の巨大ハリケーンがカボを直撃した時にショップ

は水浸しになり、その後の改装で、入口がマリーナ

側に変わっていた。 

オスカルさんのブリーフィングでは最近水温が高

すぎてアジ玉、ウシバナトビエイ、モブラなどは 

見られない。でも探しましょう！ということだった。 

ミドルウオール、ランズエンドの深場を毎日、約 40

分位ちょっと重い潮の中を泳ぎまわって探したが全

く気配がなかった。 

せめて福田さんに約束していたアジ玉にアシカが戯

れる光景でもみたいと思ったが、肝心のアジがちっ 

ともかたまらない。数はいてもバラバラだ。 

 

そんな中、3日目に福田さんが 1000本の記念ダイ

ブを迎えた。アジ玉に囲まれて、という訳に行かな

かったのが残念だったが、みんなで水中記念撮影。 

 今まではランズエンドに行けばアジ玉とアシカが

お約束だったが、気候異変の影響なのだろうか。 

でも太陽の光が差し込んだ白砂にはギンガメアジの

トルネードと東太平洋側固有の魚たちがあふれてい

た。散々泳ぎまわった後のホッとする一時だった。 

             172 島尾 愛子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きっかけは島尾さんのカレンダーにあった「メア

ジとアシカ」の写真、砂地の明るい海にいるメアジ

の玉にアシカが突っ込んでいる写真です。 

３年前、伊豆でダイビングをご一緒した時にこれが

カボサンルーカスで撮られた写真で、メアジの玉も

アシカもいつも近くにいてくれるという魅力的な話

を聞きました。 

今回その機会を得ましたが、水温の関係でなかなか

その場面に出会えずに日を重ねて、最終日にやっと

メアジとアシカのコラボを見ることができました。 

海以外ではちょうどガイコツ祭りや釣りの大会が

行われていてその雰囲気を味わうことができたこと、

美味しい食事やマルガリータ、テキーラを味わうこ

とができたことなどが心に残りました。 

               302 福田 孝子 

  カボの水温高すぎて、プロジェクト成らず 

2015年 10月 31日～11月 11日 

レポート 172 島尾 愛子 302 福田 孝子 

 



 

 

 

 

 

 

1月のオリンパス TG3の試し撮りで「マクタン」

を皮切りに始まった2015年ダイビングは10月の「マ

ラトウア」が終わり、どっと押し寄せる疲労感の中

振り返ると、冷や汗・反省・自問自答の「危なかっ

たなあ～」が色々甦る。 

 

5月の八丈島で 14℃の海に縮み上がって 1本のみ

で終了した後、そのまま西表島に飛んだ。 

西表島ダイビング 3日目のオガンの 2本目、ガイド

はマグロの群れを見せたい一心だが、シニアゲスト

は流れの中、フィンキック移動で疲労困ぱい。期待

の魚は出ないままエアー消費するばかりで気が付く

と残圧 50を切

っていた。既に

10ｍの深度範囲

で時間的に直ぐ

にも安全停止に

入る予感だった

ので何とか持つ

だろうと思った

が、いっそう流

れが早くなり岩

にしがみ付き暫し待ちの態勢となった。その後の安

全停止の間、Ｋさんは早くもガイドのオクトパスを

咥えたが、ガイドは私のゲージを見てＫさんに浮上

指示を出しオクトパスは私に回った。エアーは“0”

に近かった。 

 

この何とかなるの自己判断は 7月の紅海ダイビン

グで思い出すたび冷や汗のアクシデントの原因とな

った。紅海ダイビングの沈船ポイント（海面近くが

急流だった）でボートからのバックエントリー後、

右側 2ｍ離れたロープに掴まり沈船まで降りていく

のだが、右側のドイツ人男性の大きな身体がバタバ

タと接触して動きが取れないまま、あっと言う間に

流されてしまった。並みのフィンキックでは 10ｍ先

ぐらいのロープに近づけなく「ああ、このまま流さ

れちゃうんだろうか、、」と思いながら両手で平泳ぎ

の型を必死に取った。やっとロープにたどり着いた

ときは「耳抜き」をせぬまま 16ｍの深さにいた。耳 

 

は痛いが抜けたのは幸いであった。ロープ 2本の内

10ｍの間隔のあちら側に他のゲストとガイドが 5ｍ

付近で降りてくるのが判った。ガイドは「そこで待

て！」の合図を送ってきた。ホットした瞬間である。 

その後耳をマッサージしながら沈船内を見たが 30

分前後したとき（その間 2度くらいエアー確認した

のだが見間違ったのかもしれない）既にエアーは 40 

を切っている事に気が付いた。慌ててＮさんに合図

して 2人で浮上の態勢になったがガイドは全員浮上

を選択した。相変わらず海面から 5～20ｍの間はガ

ンガン流れていて鯉のぼり状態で安全停止しながら

上に少しずつ上がっていくしかなく、私はエアー残

を見ながらドキドキ気が気ではない！海面浮上した

ときは“5”の残量であった。 

ガイドのエアー残量の指示“70”は重要な意味のあ

る事で、“何とかなる”は通用しないこともある事を

肝に銘じた。 

 

さて、5月の西表島の 4日目に事件は起こった。 

これはその後、幾たびか眠れぬ原因となった。 

前日レギュの中に水が入るのでガイドに相談したが、

自分のレギュも同じだから大丈夫との太鼓判。 

ボート後部からのジャイアントエントリーでドボ

ン！へっ！？なんか変！オカシイ！浮上して気が付

いたのはマウスピースだけ咥えていた事。レギュか

らマウスピースが外れていたのである。“きゃあーー

ーーーーー！！” 

幸い海水を飲まずに済んだが、その時は案外冷静に

行動出来ていた。 

ボートに上がってマウスピースを付け替え再エント

リーしたが、怖かったのはその後の思い出すたびの

冷や汗・ドキドキである。ガイドはオーバーホール

の不備だとぬかす！オイ、オイ、お兄さんそれだ

け？？あんたに相談したワタシが「アホ！なの？？」 

 

この経験はその後「バックエントリーした時外れ

たら、、、、、深い海でマウスピースが外れたら、、、、」

と何度か夢うつつにうなされる要因になった。 

現在は毎回しっかりチェックしている。 
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    ２０１５年ダイビング「危なかったあれこれ」 

 
レポート 610 白松 礼子 

 



変わって 9月のバリ島ダイビング。女性 4人のチ

ャンデイダサ 3泊～ウブド 1泊～ムンジャガン 3泊

の欲張りツアーである。 

マンボウ見たさに“ヌサぺニダ”より幾分イージー

かもしれないと選んだチャンデイダサであったが、

最終日のマンボウダイブの終盤（9ｍ前後）、安全停

止の寸前に凄いアップカレントに私は巻き込まれた。

倒立のまま必死にフィンキックするが上がるばか

り、、、、やがて気が付いたガイドが手を引っ張ってく

れたが、ガイドの目線はＭさんへのヘルプに注視と

なり途中で手を放してしまった。再度のフィンキッ

クの甲斐もなく疲れ果て仕方なく海面に出る事にし

た。チャンデイダサの沖合のマンボウポイントは幸

い他のボートが来て無い事をエントリー前に判って

いた。海面で待っていようと思った。しかしガイド

が来て海中に戻れと何度も催促してくる。過呼吸で

息が付けないでいるのでその要求には応えられない。

小さな島に近づき過ぎてる訳（波で危ない）でもな

いのでガイドの指示は理解できないまま。海面はウ

ソのように穏やかで、ほっとしてやがて呼吸が出来

ていた。この間、海中では必死のしがみつき状態（死

ぬかと何度も思った！とＭさん）で耐えていたらし

い。ガイドも上の私のサポート、経験の少ないＭさ

んのサポートと上下に慌てたに違いない。ボートに

上がるまで夫々の我慢の数分間は恐怖を伴った。 

疲労度 100％のマンボウダイブを 4人は何とかこな

してウブドに向かった。この経験は 2月のラジャア

ンパッドクルーズでカレントフックが外れて流され

た時 4ｍぐらい後ろにいたガイドがしっかり手を掴

んで一瞬で BCDの下部のバルブを排気してくれたの

と比較して自分のスキルの未熟さを感じる。 

倒立なので

焦らないで

このバルブ

を引いてい

たら排気出

来て少しは

楽になって

いたかもし

れない。或

はガイドが

ラジャアン

パッドクルーズのガイド同様に一瞬でバルブを排気

してくれたら安全停止で 4人は辛うじてまとまって

いたかもしれない、、、、等と色々考える。 

 

 

一瞬の判断は沢山の経験を重ねることで身に付く

のだろうが、、、、何事もなく旅を続けられた事に感謝

するばかりであった。 

 

10月のマラトゥアダイビングは別の意味で大変

であった。 

煙害で飛行機が飛ばず、3日間をガルーダ航空のフ

ライト待ちに費やした。往路と違うローカル空港（タ

ラカン）からの出発に変更になったが、外国人が殆

ど来ないらしく拙い英語が通じない。多数のインド

ネシアンが同じような顔してるなあ～（アジア人？）

とニコニコ興味深げに話しかけてくるのだがこちら

もコミニュケーションの手段が少ない。 

現地のエージェントが雇った学生バイトのサポート

が居るのだが、これがお互いの意思確認がもどかし

い。インドネシア語を日本語に転換したスマホを見

せるのだが、判る事もあり、頭をひねる内容もあり、

1日ごとに疲労感は増していく。3日目最終日の「本

日は on timeで飛ぶ」とお互い確認したはずで、ご

苦労さん（私たちは疲れ切っていたし、彼の顔も疲

労の 2文字に見えた）と帰ってもらったが飛ばない。

3回乗り継いで羽田に帰るのだが、既に 2回目の乗

継時間に間に合わない。慌ててガルーダ航空のカス

タマセンターで乗継可能な便に変更してもらったが、

その後で判ったことだが「見切り発車」の状態で乗

継危ういチケットを発行していた。日本人的？に考

えると乗継10分でも完璧サポートでJALやANAは待

っていてくれる。しかし荷物はジャカルタ止まり、

再度ジャカルタでチェックインせよ！との意味。 

ひえーーーー、おぬしらニコニコのおもてなし（誰

もがステキな笑顔で嬉しくなる）でアバウト（時間

に対してあまりにのんびり且つ鈍感じゃなかろうか

と幾度も感じたインドネシアン）な仕事してくれた

ね～。結局、最初の便で乗り合わせたインドネシア

の女性、パーサーのアドバイスとサポートでバリク

パパンの空港で再度、乗継便の変更をして（荷物も

羽田までスルーにしてもらい）ジャカルタに向かっ

た。この後も奮闘は続いたが、、、この時、ひとやま、

ふたやま越したのである。 

言葉の壁は「ふん、ふん」判ったふりをするとト

ンデモナイ事になる！恥を掻く覚悟で一に確認、二

に確認、海外のアクシデントは冷静な判断、腹をく

くり、怒らず、粘り強く交渉を重ねていくしかない

ようだ。 
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§百名山登頂祝パーティー（9月 9日催行） 

池田しのぶさんが昨年百名山の登頂を達成されま

した。そこで「アウトドアーを楽しむ会」の有志で

登頂達成祝を行いました。おめでとう御座います。 

◎感謝の一言 685 池田 しのぶ 

私のお祝いのために大雨の中遠路はるばるご参加い

ただき、本当にありがとうございました。 

主催してくださった宇留賀さん、玉村さ、良縁寺さ

ん、垂れ幕にケーキ、お花といろいろ趣向をこらし

ていただき本当にうれしかったです。 

海、アウトドアーを通じて皆様とはいろいろな思

い出もあり、お世話にもなり、特に SDCの中でも

気心の知れた仲間とこの上ない楽しい時間を過ごせ

たことはうれしい限りです。これからも、お付き合

いのほど、よろしくお願いいたします。本当にあり

がとうございました。 

（百名山登頂祝パーティーで） 

§金時山ハイク（9月 14日催行） 

新宿西口から小田急高速バスを利用してのバスハ

イクです。乙女峠バス停から登り、金時神社へ下山

するルートでしたが、登山道は険しく結構の難場で

した。残念ながら富士山の霊峰を仰ぐことは出来ま

せんでしたが初秋の楽しいハイクで、新宿の思い出

横丁で盛り上がった打ち上げでした。 

 

 

 

（公時神社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§筑波山登山（10月 10日催行）  

筑波山は標高 877メートルと低いながら日本百名

山の一座で男体山と女体山の二峰からなっています。 

富士山と並ぶ関東の霊山で山頂からの関東平野の眺

めは抜群です。 

◎感謝！ 413 野崎 光子 

お天気にも恵まれて楽しい筑波山ハイキングがで

きました。何時ものことですが本当に有り難うござ

います。毎月いろいろのところを企画していただき

連れて行ってくださりありがたくおもっています。

お友達からもとても羨ましがれています。 

◎頑張りました 357 佐藤 道子 

皆様お疲れ様でした。大汗かいて私は厳しい、険

しいのぼりをよく頑張りました。軽々と追い越して

登る若者たちがうらやましかったです。お昼は疲れ

で食欲もないかと思ったら次から次へと平らげて仕

舞いました。色々ご馳走様でした。 

◎楽しいアウトドアー 450 竹内 千草 

よいお天気のなか、しっかり歩いていい汗をたっ

ぷりかきました。頂上でのお昼、いつものあったか

いウイスキー入りの紅茶最高！つくば駅近くの店で

の夕食も楽しい会話でいっぱい。笑いすぎてしまい

ました。アウトドアーの会のおつきあいは、いいで

すね。ありがとうございました！  

（筑波山からの眺め） 

 

§西沢渓谷紅葉ツアー（11月6日催行） 

これ以上望みようのない雲一つ無い秋空に恵まれ、

紅葉に輝く渓谷美を堪能しました。七ツ釜五段の滝

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
 ①百名山登頂祝 ②金時山ハイク ③筑波山登山 ④西沢渓谷紅葉ハイク 

世話人 197 宇留賀 達雄 



まだ潜りたい会 
2015年 11月 4日 

レポート 745 稲村 洋子 

を筆頭に三重の滝・竜神の滝・恋糸の滝・貞泉の滝・

不動滝と様々な滝にパワーを貰いました。 

◎バスでの快適な旅 190 西谷 サヨ 

お天気にも恵まれて楽しいハイキングでした。 

初体験の渓谷～透明度もバツグン～！必死でしたの

で今写真を見て、紅葉と景色に感動してます（*^_^*）  

筋肉痛は此れから、じわじわと来るんでしょうね。

有り難う御座いました。又宜しくお願い致します。 

 

（七ツ釜五段の滝） 

◎感謝 603 氏家 友枝 

お天気に恵まれた西沢渓谷、本当に楽しい一日で

した。 

膝痛の不安を抱えながらの歩行で、皆様にご迷惑を

かけたらどうしようと思って居ましたが、幸い、何

とか最後まで自力で歩き通すことができました。あ

りがとうございました。 

 
（参加の皆さんと） 

 

11月 4日、新宿ライオン会館にて 12時～15時ま

でテーマは「老化とどう折り合いをつけて潜るか？」 

参加者 18名。美味しい料理をいただきながら大い

に盛り上がりました。私はこの会のタイトルに興味

を持ち、今回初参加しました。 

 始めにＳＤＣ会員のあこがれの的、大西さんのお

話。つやと張りのある声で自分の弱点やホームグラ

ンドを持つことの大切さを語ってくれました。優し

さの中に説得力があります。 

 参加者のほとんどの方は 70歳代で 60歳代は私を

含め 3人だけ。皆さん年齢を感じさせないパワーと

明るさがあります。また、誰でもたくさんの障害や

悩みを抱えています。でもそれをきちんと受け止め、

向き合い、笑って楽しそうに話されます。 

 年齢にかかわらずいくつになっても潜れるのだか

ら焦らず、前を向いて、できることをやればいいん

だということを強く感じました。 

 年と共に衰えが出るのは当然の事。しかも誰もが

通る道。それでもまだ潜りたいというエネルギーと

それを持ち続けるモチベーションは何か？大西さん

曰く「何よりも海が好き！ＳＤＣの仲間が好き！」 

みんな一様に頷く。 

 皆さん 貴重な体験談をありがとうございました。 

 
 

参加者 

・大隅（005）・大隅（006）・大西（007） 

・坂東（018）・川上（038）・狩野（062） 

・鈴木（085）・髙木（124）・平野（128） 

・太田（141）・森重（188）・西谷（190） 

・竹内（450）・山崎（640）・江藤（648） 

・小林（684）・一木（717）・稲村（745） 

 

  



 

 

 

 

 

厳しい酷暑を乗り越え、3か月ぶりの呑和会、す

っかり秋らしくなった今日この頃。元気な皆さんと

ともに・・・ 

今回は、京都の八坂通り沿いに昭和初期に和漢薬

を扱う豪商によって建てられた大邸宅。戦後、松竹

映画に渡り、日本映画の全盛期には京都での撮影中、

映画監督や映画スターの滞在先として利用されてい

たという伝統ある日本家屋を改装して作られたとい

う店内にて、京料理と焼肉の新しいかたち「京やき

にく」、贅沢なお肉のコース料理を、まさに食欲の秋

にふさわしく堪能しました。 

久しぶりにお会いするメンバーもおられ、話しは

盛り上がります。行った場所の話、面白かった場所

の話、これから行きたい所の話、色々と情報交換が

されます。公認ツアーやグループツアーの話も・・・

公認ツアーが激減、新会員さんはやはり公認ツアー

とかの中で仲間作りをしていかないと仲間を増やす

ことは難しい、いきなりグループツアーとかには入

れないので、、、といった意見も出ていました。 

そして、健康・体力づくりの話しと多岐にわたり、

コース料理が進むにつれ舌鼓を打ちながらまた、飲

むにつれどんどん話しが盛り上がり、3時間があっ

という間に過ぎていきました。 

 ご参加いただきました皆様有難うございました。 

 

参加者(11名) 

070 河合 貞夫 181 平山 英子 305 宮内 弘人 

306 宮本 節子 470 池田 孝雄 508 安積 信 

678 足立 公平 774 斉藤 満弘 795 塩澤 真由美 

805 吉田 延子 832 藤井 則芳 

 

 

 

 

 

 

11月 23日勤労感謝の日、集合場所の浅草雷門前

は小雨にもかかわらず大勢の人でごった返していま

した。石川さんの似顔絵が描かれた「ご近所の会」

の旗のもとに全員集合し、早目の昼食のため前回と

同じ「すたみな太郎」に向かい食べ放題を満喫しま

した。腹ごなしがてら合羽橋まで歩き、食品サンプ

ル製作体験の時間まで道具街を散策、買い物等を楽

しみました。 

そして、いよいよ食品サンプルづくりです。好き

な天ぷら二種とレタスを作ります。 

説明する女性の話しながらの手際の見事さに『ウォ

ッー』と感心し、総員 16名が二列に分かれ、エプ

ロンをつけて準備 OKです。 

どきどきの自分の番が来ました、上の方から少しづ

つ蝋を落とすのが上手くできない、イメトレしたの

に・・・でも担当の女性のフォローで、なんとか〔海

老の天ぷら〕に見えるようになりました。 

二回目の茄子、三回目のレタスと少しづつ慣れたよ

うでした。 

皆さん『面白かったね！』と笑顔で作品を手に集

合写真に収まり終了です。 

その後はカラオケで親睦を深めて、なごりを惜し

みつつ浅草の街を後にしました。 

本当に楽しい一日をありがとうございました。 

次回も宜しくお願いいたします 

 

     レタス 

えび 

かぼちゃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者 16名 

呑和会第47回「食欲の秋」 

2015年 10月 24日 

世話役 306 宮本 節子 

ご近所の会 食品サンプルづくり 

2015年 11月 23日 

レポート 785 島村 正代 



 

 大隅照子さんからのお誘いに一番のりで、横浜老

舗ライブハウスレストラン“ＢａｒＢａｒＢａｒ” 

に 5人で行きました。JR関内駅から歩いて 5－6分

の場所ですが、チョット分かりにくい場所で、スペ

イン料理店の横の細い階段を上り 2階にあります。 

店内の照明は薄暗く、テーブル席が 30席位のライ

ブハウスですが、広さや照明で既に雰囲気が有りま

す。食事は皆で色々頼み、シェアして頂きましたが、

どれも美味しいし、ワインを飲んでほろ酔いで聞く 

演奏に酔いしれました。（第一月曜は、ハッピーマン

デーを利用すると 50％割引で超お得！） 

 7時 30分からの演奏は、まずピアノトリオの演奏

から入り 20分

位して、ボーカ

ルの紗野葉子さ

んの登場ですが、

可愛いく、大人

の色香漂う姿に

釘づけ。 

パンチある声量と魅力的なクリスタルヴォイスとの

うたい文句通りの、歌の数々ですが、馴染みある曲

なのに、題名が出て来ないし覚えられない。ただ一

曲だけは分かりました。横浜にちなんでと、歌い出

した“伊勢佐木町ブルース”青江美奈の曲です。こ

んなに良い曲だった？ 歌詞も英語でジャズ風ブル

ースにアレンジされて紗野さんの歌唱力に圧倒され

ました。 

 兎に角、間近で素敵な音楽が聴けて、美味しい食

事と、ワインを飲みながらの時間に、夢心地状態で

帰宅しました。 皆さんも是非行ってみてください。 

参加者 

005 大隅 楠夫 006 大隅 照子 537 奥原 研二 

450 竹内 千草 713 福間 百合子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もはや恒例化したナイトクルージング。 

今年は猛暑、酷暑でしたが 9月を過ぎるとすっかり

秋の気配“サマーナイトクルージング”ならぬ“オ

ータムナイトクルージング”と成りました。 

涼しい秋風の吹く中、船着き場に集合。 

部屋は貸切個室のロイヤルルームですので、ＳＤＣ

のメンバーのみです。心置きなくお喋りに興じられ

楽しいひと時。定刻の 6時 30分に出航して、みなと

みらいのきらびやかなビルのイルミネーションや観

覧車のネオンの夜景を堪能しつつ船は進みます。 

（皆さん余り外には目がいかないようですが）間も

なくバンドの方達

が入ってくると部

屋の中は一変し

60年代ディスコ

会場？ 踊る踊る！気が付けば全員がダンサーに。

（ダイバーでもあります）  

 楽しい宴もアット言う間に終了。最後はバンドの

方達と記念撮影。“また来年も来てくださいね”何て

言われたらねー これで決まり！でしょう？ 

遠方からご参加の方、常連さん、初参加の方、皆さ

ま本当に有り難うございました。 

参加者の一言コメント： 

・クルーズなのに何だか船に乗った感覚があんまり

ありません。お料理やお酒はイマイチの声もありま

したがそんなの問題外。つまり我々ＳＤＣ仲間は集

まるだけで楽しくなってその他の事は付録（？）み

たいなものかもしれない、と思ったりして・・・ 

・一狂乱舞のひと時でしたね（笑い） 

 本当に、シニアかい？でも、若者にはない「まと

まり」と「品の良さ」を感じましたよ。 

参加者：20名（他 2名） 

 SDCミュージックサロン 

    
2015年 9月 15日 

713 福間 百合子 

 第８回「海をめでる会」（横浜） 
2015年 9月 30日／横浜港 

 マリーンシャトル“サマーナイトクルーズ” 

 世話人 713 福間 百合子 

 



 

私は当日スリランカに長期滞在中で残念ながら出

席出来ませんでしたが、FBを覗いたら 9月27日の

水中映像を楽しむ会の勉強会についての大隈さんの

コメントが出ていました。 

参加者は 20名、朝の 9時半からPCを持ち込ん

で作品作りの勉強会。11月 15日に行われる第 8回

水中映発表会候補作品が 9本上映されました。次回

の勉強会は 10月 28日最終チェックが行われ、初出

展の 2名が加わり 19作品上映の予定とか。板橋で

のSDCの水中映像を楽しむ会、今回も素晴らしく

盛況のようだ。 

『ダイビングはアウトドアで楽しんだ後インドア

でもこのように楽しめる素晴らしい遊びですね。』と

コメントされていましたが、本当にそう思います。

撮影している時のエクスタシー（笑）と afterの編

集した後の満足感で、確かに我々は『２度美味しさ』

を味わえ、『2度も楽しめる』！この歳回りになると、

自己主張が激しくなり、ほかの人の意見を、素直に

聞き入れる耳を持てなくなっていることは確かだ。

が、あんまり聞き入れたくない忠告（笑）を我慢し

て素直に聞いて、（笑）直した後の作品が、意外と素

晴らしいものになっていたりして（笑）思わぬ『3

度目の美味しさ』を味わいニヤリとしたりして。 

『今年は、名古屋と富士宮の新人が出品しますが、

これまた素晴らしい作品になりそうです。今枝さん

の映像は拍手喝采でした。』Kusuoさんの、このひ

とことで、私は、ヨシ！やったろうじゃないか！（笑）

すっかりその気になって仕舞うのだ！（笑）79歳で

新人とは〜〜〜！いいね！（笑） 

アラカン（還暦）アラコキ（古稀）アラキジュ（喜

寿）の皆さんが、朝 9時半から 20名も集まり、難

しい映像の アプリのプルミエがどうの〜〜〜ッて

話し込んでる水中映像の勉強会！これでは、アラサ

ー、アラフォー、も真っ青だ！ 

素晴らしい〜〜〜SDC万歳！（笑） 

『皆様本当に熱心ですね！！』と、Bigアイコさん

がコメントされていたが、ホントに凄いですネエ〜

〜〜!  （笑）       

  from Trincomalee, Sri Lanka  

 

 

 

昨年 11月 15日は毎年恒例の発表会でした。 

それに備え 9月 27日、10月 28日両日に勉強会及

びリハーサルを行い全員準備万端！ 

今回で8回目となった発表会ですが会のメンバー19

名、ご来場頂いた方 62名あわせて 81名の参加とな

りました。 

又発表会終了後の懇親会には総勢 42名ご参加頂き

皆さんととても楽しい時間を過ごす事が出来ました。 

上映作品は次の 18作品です。 

1.ムレ・ムレ                    544 海老原 新 

2.ただ今勉強中！                741 小幡 美枝 

3.海中欲張りウォッチング        572阿部千衣子 

4. ここあちゃんの不思議なお話   213 今澤 恵子 

5.バリ島  マクロな生き物        806 菊地 三男 

      (2名合同作品)             807 菊地 玲子 

6.シマシマは海がルーツ？        756 小嶋 啓行 

7.旅立ちの時                    687 林  保男 

8.美しきゴカイ                  302 福田 孝子 

9.海のダンサー達                005 大隅 楠夫 

10.海をアートする               128 平野 昌子 

11.Sari  Style                  699 岩﨑八重子 

12.群れのキセキ                 646鈴木 麗子 

13.砂地                         006 大隅 照子 

14.模様                         537 奥原 研二 

15.多彩な海～Bal i  Tulumbun   738 木藤 伸行 

16.夢が叶った                   641 今枝 淳平 

  「シロナガスクジラの水中撮影」 

17.色の競演                     472 高木 忠雄 

18.招待作品「Epilogue]          ガルーダ五十嵐                                                  

今回も水中写真家の大方洋二さんをはじめ数名の

ゲストの方より少し辛口で又温かいコメントを頂き

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「水中映像を楽しむ会」勉強会 
2015年 9月 27日／板橋ハイプラザ 

  『アラサー、アラフォーも真っ青！』 

  713 今枝 淳平 

 

第 8回水中映像を楽しむ会 発表会 
2015年 11月 15日／調布 たづくり 

   

  807 菊地 玲子 

 



 

1．はじめに 

サンゴ礁に群れを成していて、単体でも綺麗です

し、群れの形の変化を眺めていても飽きない美しい

魚です。今回は見てよし、食べてよしのヨスジフエ

ダイを紹介します。 

 

2．所属、名前の由来、特徴 

スズキ目フエダイ科の所属で、体は楕円形で側偏

し体色は黄色、体側に四本の青い縦筋があり、吻は

笛を吹く時のように突きだした形をしているところ

から、正式和名は体の特徴を捉え四筋笛鯛（ヨスジ

フエダイ）と言う名が付いています。それを沖縄の

方言で「ビタロー」と呼んでいます。正確に言うと

「ビタロー」はフエダイ系の魚のことを総称してい

るようで、ヨスジフエダイは「イノー・ビタロー」

と名前が付けられています。 

「イノー」は、沖縄の方言でヨスジフエダイが生

息するサンゴ礁に囲まれた浅い海のことを指します

が、なぜ、フエダイ系の魚のことを「ビタロー」と

呼ぶのかいろいろ聞いたり調べたりしましたが、さ

っぱり分かりません。  

仕方がないので私の勝手解釈で、正しい由来が分

かるまでの間「美太郎」からきたものとしました。

その心は、太郎は男の子に付けられる名前ですが、

「力強く、健康な」という意味があり、美しく、美

味しく食べて健康によい魚だからビタローと呼ばれ

るようになったと取りあえず理屈付けして置きます。 

体長は25㎝ぐらいのものが多く、食べ物は小魚、

甲殻類他なんでも食べる雑食屋で、亜熱帯から熱帯

域に広く分布していて、いつも群れて行動します。 

 

群れている魚が、

一斉に向きを変え

たり、規則正しい

群れ行動がなぜ出

来るのかいつも感

心しています。    

他の魚の動きに

より発生した水中

振動で、水の粒子

の変化や圧力変化

が生じるのを体側

線で感じとり、近

くの魚の動きに合

わせて素早く行動すると言われていますが、もっと

詳しく調べたいテーマの一つです。 

 

 

3.ビタローの美味しい食べ方 

ビタローは白身で上品な味がする魚で、刺身も良

いですが、バター焼きが美味しいです。また、塩焼、

フライ、唐

揚げも美味

しく、現地

（沖縄）で

食べる場合

は、地元の

オリオンビ

ールの「麦職人」を加えて煮付けた味も捨てがたい

です。 

忙しくて沖縄に行く時間が無い方は、六本木駅近

くの沖縄料理を味わえる店、その名も「沖縄ダイニ

ング びたろー」等、都内のお店でご賞味あれ。 

      ヨスジフエダイ（ビタロー） 
                 レポート 648 江藤 征雄 



 

http://www.rgblue.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上上級級者者・・初初心心者者もも楽楽ししめめるるリリクク

エエスストトベベーーススののダダイイビビンンググ!!  

 

 
1月 15日～3月はホエールウォ

ッチングサービス付き! 

カメラレンタル無料 

レンタル器材無料 

1111 月月～～66 月月のの金金曜曜日日・・土土曜曜日日限限

定定!!大大物物・・群群れれ狙狙いい!!    

 

 
最小催行 5名、フリー潜降可能かド

リフトスペシャルティー取得者! 

カメラレンタル無料 

66 月月～～1100月月毎毎週週日日曜曜日日開開催催!!  

狙狙うう!!ギギンンガガメメトトルルネネーードド。。  

 
 

最小催行 5 名、フリー潜降可

能が望ましいです。 

２ボートダビング 

カメラレンタル無料 

３ボートダビング 

 

 

★次号 69号「写真館」のテーマは【春】 

素敵な春を見つけてご投稿ください。 

★広報誌に掲載された方にはお一人様 

2冊お送りしますのでご活用ください。 

★レポートをご投稿くださる皆様へ 

カラー冊子になってから写真がとてもき

れいになりました。多くの写真を使用する

より「これ！」といった写真を 1頁 2枚か

ら 3枚が望ましいように感じられます。半

頁の場合は 1、2 枚程度がよいのではない

でしょうか。写真の美しさが際立つと思い

ます。もちろん文章も！！ 

ツアーレポートに囚われずに多岐に亘っ

た、たくさんのご投稿お待ちしています。 

★広報誌の表紙を飾る写真を大募集します。 

「これぞ力作」「表紙を飾るにふさわしい」

と思われた写真をお待ちしています。 

 

前回 67 号では嘆きの広報役員になってし
まいましたが、多くの方から励ましをいただ
きありがとうございました。功を奏したのか
多くの投稿があり素晴らしい 68 号になった
のではと感じています。          川瀬 和恵 
 
 明けましておめでとうございます。昨年は
強力なエルニーニョ現象により、海水温が高
く異常気象でした。今年の目標として、車は
使わないようにしようと、真剣に決めました。
私たちを楽しませてくれる海が海であるため
に。今年もよろしくお願いいたします。 

小林孝子 
前号に本音を吐露したのですが、愚痴を言

うなと言う様な叱責？（そう感じました）を
受けましたが、すぐに協力の連絡と投稿を送
って下さる方達がいらっしゃったのはとても
心強いものでした。 
会長が提案されている様にこれからは会報

に加えて双方向の情報等の交換への取り組み
はＳＤＣの活性化繋がるものだと思っていま
す。             木藤 伸行 



  

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 
ご案内可能です。飛行機を利用したプランだけ 
ではなく、小笠原や伊豆七島もお手配いたします。 
国内の移動の際にはお声がけください。 
ＳＤＣ担当 ： 松山 
〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-32-17 3Ｆ 
℡ ： 03-3466-6489 
e-mail：travel@pit-diving.com 

(株)Ｐ．Ｉ．Ｔ．ダイビングショップ＆ツアーディスク S03 

http://www.sporttours.co.jp 
パラオスポート号は MD 誌ダイブトラベル大賞、 

15 年連続１位受賞。12 月からは一押しポイントを移

動し「最高に!」「感動的に!」楽しむクルーズ 

にご期待下さい。 
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 

（株）スポートツアーズ               S14 

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  
℡：03-3495-7015 携帯 090-3409-8954 
e-mail：hw729461@yk2.so-net.ne.jp 

ぷちアイランド                     S15 

http://locoplace.jp/t000231444/ 
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 

サンドウエーブ（アドミナル（株）          S26 

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 

ＧOOD ダイブショップ                  S33 

千葉 studio    ＳＤＣ担当：代表 藤形誠一 
 

〒270-1471  千葉県船橋市小室町 2538 
℡：047-457-3986 fax  047-497-8616 
携帯：090-4375-9819 
e-mail：fzt03127@nifty.com 

(有)フロムライフ                S34 

http://www.izu.co.jp/~arari 
ＳＤＣ担当：代表取締役 高木辰元 
〒410-3500 静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 111-13 
℡&FAX：0558-56-0703 
e-mail：arari@izu.co.jp 

安良里ダイビングサービスＴＡＴＳＵＭＩ  S39 

http://tripplan.jp/ 
キューバ・ダイブサファリ募集中。世界遺産観光し

ながらキューバ各地でのダイビングを楽しむ画期的

なプランです。永吉同行、11/2,12/9,1/26、2/16 発。

米国交回復？早めがおすすめ！ 
ＳＤＣ担当：永吉拓也 
〒240-0022 横浜市保土ヶ谷区西久保町 36 番 
℡：Fax：TEL:045-333-4200 携帯：090-9968-5710 
e-mail：info@toripplan.jp 

(株)横浜カンパニー           S41 

加 入 順   ※ タグの色違いは内容が更新されています。 



 

 

  
http://www.wtp.co.jp 
豊富な旅＆ダイビング知識を持つスタッフがそろ

う、ダイビングツアー専門旅行会社。世界を旅する

ダイバーの味方として皆様をお手伝いします！ 
ＳＤＣ担当：遠藤 光衛 
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-2-3  
             磯山ビル 5F 
℡：03-5425-7711   fax : 03-5425-7713  
e-mail：info@wtp.co.jp 

(株)ワールドツアープランナーズ     S42 

(株)ユー・ツアーサービス/ユーツアー   S43 

http://www.u-diving.jp 
東南アジアを中心にマニアックな方面を得意として

います。勿論、ビギナーの方にも安心してご参加い

ただける方面も取り扱っています。お気軽にご相談

下さい。 
ＳＤＣ担当：村瀬慶美 黒田浩介 
〒461-0001 名古屋市東区泉 1-17-38 
           リバーパーク泉 2F  
℡：052-963-9500 
e-mail：tabikikaku@u-tour.jp 

http://www4.ocn.ne.jp/~south-p/ 
ＳＤＣ担当：高嶺 守 
〒907-0453 沖縄県石垣市川平 915-1   
℡：0980-88-2277   FAX ：0980-88-2661  
e-mail：south-p@wonder.ocn.ne.jp 

さうすぽいんとダイビングサービス       S46 

デイドリーム                     S47 

http://www.daydream-dive.com 
パラオでサービスを開始して 20 年が経ちました。 
スペシャルトリップ・サイドマウント・クルーズ 

龍馬号・テクニカル・多様なニーズに応えるべく様々

なパラオの楽しみ方を提供しています。 
ＳＤＣ担当：遠藤（エンドウ）、公野（コウノ） 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-5 
                        中日本ビル 3 階 
℡、Fax：03-6661-7285 
e-mail：palau-info@daydream-dive.com 

http://www.divenavi.com/ 
ＳＤＣ担当：阿部 
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-6-17 
          渋東シネタワー14Ｆ 
℡：03-6415-8633 
e-mail：abe_m@stworld.co.jp 

（株）エス・ティー・ワールド ダイブナビ S51 

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､

2015年度は 2015年に好評を得たダイブ･ショップの

デラックス･ボートで今年も皆様にご安心を提供。 
ホテル～ショップ～桟橋間は全て徒歩範囲内。 
ＳＤＣ担当：田淵 司 
〒105-0004 東京都港区新橋 5-27-6 上村ビル 201 
℡：03-5765-7010  fax : 03-5765-3173  
e-mail：info@lextours.com 

レックスツアーズ       S52 

2015 年 11 月 30 日～2016 年 1 年間の予定で 

セブ店：HAPPY ダイブショップを休業いたしま

す。再開は、SDC 会報に掲載させて頂きます 

ボホール店：GOOD ダイブショップは引き続き 

通常に営業をしています。』 

 

住所 HAPPY Diveshop c/o HADSAN COVE RESORT 
        Mactan is. Cebu Philippines 
℡：冨田恭子 0999-998-3204 
代表電話番号 0999-998-3203 
e-mail：happy@gooddive.jp 

『HAPPYダイブショップ休業のお知らせ S53 

http://www.tns-travel.co.jp/ 
名古屋にある旅行会社です。ミクロネシア・フイリ

ッ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  
e-mail：info@tns-travel.co.jp 

トラベルネットサービス(有)     S58 



 

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！  
ＳＤＣ担当：奥間 敬子 
〒900-0113 沖縄県那覇市牧志 2-23-8  
℡：098-867-5032 
e-mail：letter@okinawa-toropico.com 

おきなわ トロピコ             S61 

http://www.meluis.com 
ＧＷ明けぐらいまでは海況もよく、いろいろな魚

たちのイベントが盛りだくさんなシーズンが続

きますので、ぜひパラオにお越しください！ 

お待ちしております！！！ 
ＳＤＣ担当：富永 直之 
P.O.BOX669 KOROR PALAU96940  
℡,fax：(680)488-2214 
e-mail：bm@meluis.com 

ＢＬＵＥ ＭＡＲＬＩＮ      S64 

http://dive-dream-indonesia.com 
コモドとラジャアンパットをメインにインドネシア 
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 
℡：+62(361)270934 
e-mail：info@dive-dream-indonesia.com 

ダイブドリームインドネシア     S66 

http://www.santekuno.com/ 
名古屋の旅行会社です。ご要望にあわせ、東京 
大阪、中部、福岡など全国からの手配も可能です。 
行きにくいマイナーなところへは添乗も可能です。 
お気軽にお問い合わせ下さい。 
〒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 

サンテクノ旅行企画                S67 

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  
e-mail：ob-info@oceanbeach-net.com 

オーシャンビーチちゃたん（沖縄本島）    S68 

http://www.teada-okinawa.com/ 
那覇市を拠点に大型船 2 隻、小型船 1 隻、計 3 隻で 
皆様がお望みになるダイビングスタイルをリクエス

トベースでお応えいたします。粟国・渡名喜・ケラ

マ諸島 1 泊 2 日ダイブクルーズも好評開催中！ 
ＳＤＣ担当：直井 香織 
〒900-0012 沖縄県那覇市泊 2-13-4 1Ｆ 
℡：098-860-6868  
e-mail：info@teada-okinawa.com 

ダイビングスクール ティーダ        S70 

http://www.aoi-jp.biz/ 
デジカメ用防水プロテクターを大手カメラメーカー

に供給する OEM メーカー。2013 年より BGRIue/アー

ルジーブルーを立上げ水中ライトを中心としたオリ

ジナル製品の展開を始める。 
ＳＤＣ担当：久野 義憲（クノ ヨシノリ） 
東京都豊島区東池袋 1-47-6 
℡：03-3984-2992 Fax：03-3984-2882 
e-mail：kuno@aoi-jp.biz 

（株）エーオーアイ ジャパン  S71   新会員 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

  

ハタタテ幼稚園  

 

753 都築 和子 

「並んで並んで」  

先生の声が聞こえてくるような  

YOUNG集団でした。  

カメラ   オリンパス TG-3  

撮影地 八丈島 カジカケ  

撮影日 2015年 7月 29日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イエローヘッドジョーフィッシユ  

                 727 内藤 季完  

 

 題名のとおり、頭の部分が黄色いのが特徴の 

とても美しい魚です。可愛らしい様子でペアになり 

私が行くと体まで出して出迎えてくれました。       

 

カメラの機種  オリンパス TG-2  

撮影場所    リロアン アポ島 

撮影日時    2015年 6月 11日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デビュー 

687 林 保男 

 

噂では大瀬崎初のダンゴウオ。ボトルの 

首の部分に乗ったところをハイチーズ。 

 

カメラ  OLYMPUS TG-4 

撮影地  大瀬崎 湾内 

撮影日  2015年 5月 6日 

 

 

 

 

 

― かわいい ― 

 

 

ｘｘ－ 
 



 

 

S
D

C
 

 

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：2016年 12月 4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」など当クラブの行動原則を理解して行動して下さる方が入会可能です。 

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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