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”ふなっしー”に顔だけ似

てる「ハナダイギンポ」  
体色の似るハナダイの群れ

に混じる習性があって泳い

でいる恰好は胴体が長すぎ

てイマイチ。でも目を見張

ってメイクを誇らしげにア

ピールする顔だけの彼女は

色気があって超カワユイ！ 
１月のスミランクルーズ 

ハレルヤ号での３日目のオ

リンパスＴＧ３での 

出会い。 
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１月 31日の日曜日、竹芝にあるホテルアジュール

にて新年会を開催いたしました。東京は暖かい日が

続いていましたが、間近になると最強クラスの寒波

が襲来、遠くからお越しになる方もおられるのにと

心配しておりましたが、幸いにも 1日だけ気温の緩

んだ日に皆さまをお迎えすることができました。 

120 名の参加をお待ちしておりましたが、残念なこ

とに賛助会員初参加のエーオーアイジャパン久野様

から、急病の為欠席と会場に連絡が入りました。す

でに会場にはいくつもの箱をご準備して頂いており

ましたが、箱の中身を拝見出来ずにたいへん残念に

思います。拡大鏡を楽しみに来ていた会員もおりま

したので、是非とも次の機会にご参加くださること

を、お待ち申し上げます。 

パートⅠは、ツノ

ダシ大群の映像か

らスタート。総務

の林さんの司会

で、大隅会長の挨

拶では新ＭＬの有

用性について、 

 

来賓マリンダイビング副

編集長の後藤ゆかり様の

ご挨拶では取材への感謝

と引き続きの協力につい

てお話をいただきました。 

 今年の講演は、三保耳

鼻咽喉科院長の三保仁先

生から、耳抜き不良から

生ずるトラブルについて

お話を頂きました。先生 

 

ご自身がテクニカルダイビングのスペシャリストで

いらっしゃいます。世界でもまだ数人しか潜ったこ

とのないセノーテで、ケーブダイビングから帰った

ばかりでご参加いただき、会場ではその時の写真を

写してご紹介させて頂きました。 

 パネルを使っての丁寧なお

話に、皆さん真剣なまなざしで

す。まず、中耳気圧外傷と外リ

ンパ瘻の説明。間違いだらけの

耳抜き不良の都市伝説につい

ても、ひとつずつ説明して頂き

ました。耳抜き不良の 97％は

下手だからという、耳抜きの苦

手な私には耳の痛い話ですが、

適切な治療を受ければ必ず治るとのお言葉に安心し

ました。オトベントで練習した耳抜きを一日 100回

には仰天、10 回

も難しい私です

が正しい耳抜き

を覚えるために

必要なのですね。

そして何よりも

大切なのはダイ

ビング後に耳の

不調を感じたらすぐにダイビングの専門医に診断を

受けること、突発性難聴と言われたらもうすぐに三

保先生に予約です。 

 講演の次は乾杯です。兵

庫県からお越しの足立公

平さんに音頭を取ってい

ただき会食開始となりま

した。お世話係りの皆さま

のご協力もあり、どのテー

ブルもたいへん和やか、話

が弾んでいる様子でした。 

 会食後半には、初参加の

方、遠方よりお越しいただ

いた方、賛助会員の皆さま

の紹介と挨拶が続きました。今年の初参加者は男性

が多かったです。関西地区担当幹事の宮本さん、江
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総務 770 小山 千香子 



藤副会長の挨拶のあとは恒例の減圧ソングです。 

関西地区の皆さまがひょっとことお福のお面をかぶ

っての登場。息が出来ないと笑いを集めておられま

したが、減圧ソング保存会から「今年は踊りだけで

なく歌も元気に歌いましょう」とはっぱをかけられ

るなか、お面をかぶりながらも見事に踊っていらっ

しゃったのは流石です。 

 写真撮影の後はお待ちかねパートⅡ、何でも相談

テーブルでは、ＭＬについて実際に見て頂きました。

フリーテーブルも含め、あちらでもこちらでも皆さ

ま活発な様子。賛助会員の方々にご準備頂いた特別

プランには、グループがまとまっているようです。 

 

 

三保先生のテーブルでは、絶えず順番待ちの様子で

すが、ひとりひとり丁寧にお答えいただきました。 

そのような盛況のなか、アッと言う間に“蛍の光”

が流れる時間となり、本年の新年会はお開きとなり

ました。皆さま楽しんで頂けたでしょうか？ 

 ＢＢＳにて事前

に展示品のお願い

をしたところ、４名

からご協力を頂き

ました。大隅照子さ

んからは海水魚の

スケッチ、通山さん

からはアルバム、氏

家さんからはパッチワーク、岩崎さんからはカレン

ダーと絵葉書です。どの作品もため息が出る程見事

です。通山さんからは、自分は出席出来ないので代

わりにアルバムを出席させますとお送り頂きました。

この場をお借りして、改めて御礼申し上げます。 

今回初めて準備を担当させていただきましたが、

皆さまにご協力を頂き、助けて頂いたおかげで、何

とか無事終了することができました。最後になりま

したが、本会の開催にご尽力いただいた皆さまに御

礼を申し上げ、まとめとさせていただきます。 

皆さま、本当にありがとうございました。 



 

 

 

 

827 森沢 昭二 

 昨年入会しました、森沢です。 

新年会に初めて参加しました。 

多くの諸先輩の方々にお会いできて、とてもよ

い機会でした。 

 皆さん私よりもご年配にもかかわらずいろい

ろな所にダイビングにでかけており私のこれか

らのダイビングにも張り合いが出てきました。 

 三保先生の講演もとてもためになり、勉強に

なりました。会員の皆様が集まる機会には、ま

た参加したいと思います。 

 

830 高田 和男 

会員の皆様とお会いするたびに、ダイビング

に対する関心や意欲が高まる思いが致します。

初めは長時間の会に思えましたが、結局二次会

も参加して楽しい時間でした。12月の公認ツア

ーでご一緒した会員の方々に再会出来た事も良

かったです。三保先生の貴重なお話を聞けた事

や、今年のツアー計画が増えた事など、有意義

でした。周到な準備をされた役員の皆様に感謝

致します。 

 

835 木幡 恭一 

11時に会場に着いて午後 9時頃まで皆さんと

ご一緒できた。この長丁場、実は飽きることが

無かった。三保先生の『耳抜きトラブル』のご

講演で耳新しいお話を伺ったのをスタートに、

先輩会員の方々のお話からも教えていただくも

のも多くあり初参加の身は、時を忘れて有意義

で実に楽しく過ごさせていただいた。 

 今年のダイビングの主な日程がこの時埋まっ

てしまった。会員の方が主催するアクティビテ

ィにもこの 16日、参加することになった。別に

計画していることを合わせると、この新年会の 

1日が向こう 1年の計画を埋めることとなった。

それは決して無謀なことではない。あの長丁場

の会場全体に活気に満ちた楽しさの空気が渦巻

いていた。みなさんの話に次第に酔いしれる自

分がいた。実に心地いい思いに浸ることができ

た。会場のみなさんがそれを共有していたと思

える。 

これほどの組織を作り上げてこられた大隅会

長さん初め、関係の方々に感謝申し上げます。

そしてまた入会をさせていただいたこと、誠に

ありがとうございます。楽しい道がいっぱいあ

る、青空の広がった新緑の原っぱに立った感で

す。どうぞよろしくお願いいたします。   

 

836 川田 操 

 何と？何と？昔からの知り合い？と思う位の

気を使う事なし（でもないですが）今まで経験

のない会でした。とても楽しく嬉しく、いつも

出会えたらいいなと思う位、楽しかったです。

やはり自分を理解、他人も理解している人は違

うなと感じました。ダイビングを楽しむ人の生

き方の素晴らしさを感じ、やりくりしてこの楽

しみを続けたいと思いました。 

初めてでこんな打ち解けた集まりを経験した

ことがありません。大切な気使いのない？ＳＤ

Ｃクラブに乾杯です。こんなに多目的なＳＤＣ

ってあり？でも、いいね、きっかけはダイビン

グですよね。潜れなくなるまで楽しみます。皆

さま自慢げに話し、これを楽しく聞く、これが

ＳＤＣ、バンザイ。話に酔っています。 

乱筆乱文おゆるしください。 

 

838 市川 雅紀 

新年会には沢山の方が来られていて驚きまし

た。その殆どの方が人生とダイビングと、その

両方ともの先輩さんでした。皆さんパワーに溢

れているんですね。これから楽しみです。 

 私もこれからのダイビングや各行事に参加さ

せていただくのを楽しみにしています。 

 

新年会に初参加して  
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 役員会において新年会はがきを作る際に、どのよ

うなアンケート内容にするのかを任せて頂きました。

せっかくの機会なので、経験豊富な皆さまに、なに

か工夫していること、気を付けていることが有った

ら教えて頂きたいと思い、お伺いしました。 

 質問を３つさせて頂きました。１と２の質問には、

返信を頂いた 90％の方にお答え頂きましたが、３の

質問にご記入頂いたのは 11％でした。ちょっと答え

にくい質問でしたね。貴重なご意見・情報を頂きま

したので、できるかぎりご紹介させていただきます。 

【１】 ダイバー保険に入っていますか？ 

    はい・57％  いいえ・43％  

【２】海外旅行保険は申し込みますか？ 

    はい・74％  いいえ・26％ 

【３】保険を上手に利用する方法・注意点等が有っ

たら教えて下さい。 

・海外のＤＳで免責申告書と同時に加入保険情報を

知らせる。いざという時に直ちに適切な病院で診

てもらうため。 

・旅行代理店推奨の保険が万が一のアクシデントに

速やかな対処で良いと思います。一度も経験ナシ

ですが… 

・カード付帯の海外旅行保険だけでもＯＫかと思い

ますが、念の為に掛けています。しっかり内容を

確認すれば良いことなのですが面倒なので… 

・今まではカメラの水没以外は利用したことがない

ので具体的には思いうかびませんが、年齢的にも

必ず入って出かけます。ネットで加入すると半額

くらいで入れます。 

・保険は自分自身の“お守り”のつもりで入ります。 

・担当者の対応のよい会社を選ぶべきです。 

・取扱旅行社お勧め、治療救援保証 1500 万円以上

の物。 

・インターネットで入るのが割安ですが 70 才以上

はネットで入れないので、70才超えたらどうし

よう。 

・保険に頼らない、あくまで自己責任が原則ですけ

どね… 

・カード会社の付帯保険の他にＳ会社の短期旅行保

険に加入すべきです。 

・netで申込むと安くなります。ただし 1000円未満

は受付けしない場合があるので状況に応じて（ダ

イビング場所）オプションを付けるとgoodです。 

・反対に教えて欲しいことがあります。私は時々ギ

ックリ腰などで急にキャンセルしなければならな

いことがありました。直前などで全額代金を支払

わなければならなく、こういう時に補償してもら

える保険があるのでしょうか？ 

・インターネットＳ・Ｊの海外旅行保険が割安です。 

・カメラ関係で利用が多い。 

・職業上ですが、保険は自分の為というより、家族

の為にかけてもらうようお願いしております。 

・国民健康保険申請のため英文で書かれた診療内容

明細書、領収明細を念のため携行しています。 

・DAN JAPANに入り、あと JAL  ANNの有料マ

イル会員になればその都度保険に入る必要がない

と思います。 

・①国内旅行の為にダイバーズ保険（障害保険）②

DAN ③海外に行く時にＳＪの新海外旅行保険

｛off｝のオーダーメイドで治療費用と救援費用の

みを掛ける。 

・（インターネットを利用する）IFC新・海外旅行保

険（off）同じ保険会社に請求が多いと更新しても

らえなくなるので、注意。 

・海外旅行のたびにネットで保険を申込み、会員登

録すると値引き有り。空港で申込む金額の半分位

の保険料で済む。 

・水没も諦めないで申請を！ 

・利用するダイビングショップに保険の内容を伝え

ておくようにする（イザ！という時にすぐ使用で

きるようにする為です）バリのＤＳでお話を伺い

強く思いました。 

・どの保険が良いかもわかりません、只々ある保険

に入るのみです。 

・裁判を前提に対処を考えておくこと。 

・①カード保険でカバーされない部分を追加で付保

する（保険料が安く上がる）②旅行変更費用特約、

旅行中止費用特約で、もしもの時のリスクをカバ

ーする（￥1000程度） 

・必ず保険には入るべきで有る、海外での医療費用

は高額となります。又旅行費用のキャンセル保険

をオプションで付保すれば安心です。 

・携行品についてですが次の経験があります「置き

忘れて海から戻ったらなくなっていた」-→ 置き

忘れは保険が出ない。「ここに置いて海から戻った

ら盗まれていた」-→ 盗難は保険対象です。 

アンケートにご協力いただき有難うございました 

2016年新年会アンケートより 総務 770 小山千香子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイビングより温泉旅行が多くなりま

した       052 大類 弘子多

くなり 

ました           052 大類 弘子 

ました           052 大類 弘子 

 

ました           052 大類 弘子 

 

新 

年 

会 

出 

欠 

ハ 

ガ 

キ 

よ 

り 

 

身体のあちこちにｶﾞﾀが来てﾒﾝﾃﾅﾝｽが 

必要になって来ました 085 鈴木 清子 

7 月の公認ﾂｱｰ徳之島は直前で台風

11号のおかげでキャンセル、 

大変残念でした   252 上田 満彦 

ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞから引退して早や 2 年が過ぎ、

SDCﾏｶﾞｼﾞﾝで楽しいﾂｱｰを振り返りなが

ら思いでにふけっています      

294 三輪 勝廣 

くなり 

ました           052 大類 弘子 

ました           052 大類 弘子 

 

ました           052 大類 弘子 

 

今年で 77 才、そろそろかなと思い退会

させていただきます。長い間お世話にな

りありがとうございました      

あ         346 森川 清久                                                                                                                                                                                                                                                            

346  森川 清久 

ました           052 大類 弘子 

ました           052 大類 弘子 

 

ました           052 大類 弘子 

 

皆様から送付していただきました

photo ｶﾚﾝﾀﾞｰを毎年楽しみにしており

ます         356 栗本 はるみ 

もぐり三昧の 1年でした。ひとりで行け

るうちに、です     468 通山 多恵子 

息抜くひまのない程仕事に忙しく潜れ

ていません、ダイビングﾞが出来なく

なるんではと不安に成ります     

え         503 榎本 光代 

 
最近なかなかもぐれません。生物多様

性の海、辺野古、大浦湾にも関心をも

っていただければ幸いです          

あ         716 三宅 俊司 

今年こそは SDCのﾂｱｰに参加させて 

頂きたいです    795 塩澤 真由美 

 

2 月頃にﾎﾞﾎｰﾙに行きたいなと思って  

います               074 藤井 泰代  

ダイビングしばらくはｽｷｰで頑張ってま

す。2月 1日～12日迄ｵｰｽﾄﾘｱです。  

又ｶﾗｵｹでも楽しみましょうね         

あ         173 小元 佳代子 

間もなく 80才になりますが、もう少し

ダイブを楽しみたいと考えています。 

健康に感謝！         277 堀田 恭正 

1/23～1/30 ｲﾀﾘｱ･ﾁｪﾙﾋﾞﾆｱにｽｷｰに出かけ 

ます                320 清原 れい子 

ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを始めて 22年､目標の 1000本達

成!!これからはゆっくり･ゆったりを  

目標！に             354 横井 康江 

2 月にはﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾓｱﾙﾎﾞｱｱﾙに行きますが

約 2週間滞在して 10本くらい潜るつもり

です                406 立木 博信 

相変わらずダイビングは年に 1,2度くら

いしか行けません。もっと行きたいので

すが…                420 村上 彰 

海外にも 2016年は行けそうです、ﾀﾞｲﾋﾞ

ﾝｸﾞ歴 26 年目、ますますハマってまーす

^_^              504 伊藤 久海子 

                                                    体調が不安定なためダイブ器材全て処分し

ました。今後ｼｭﾉｰｹﾙで海を楽しみたいと思

っています       743 渡 辺 芳次郎      

今年の目標:ﾀﾞｲﾌﾞ本数が会員番号を超える

こと→可能性あり「喜寿」への目標：ﾀﾞｲ

ﾌﾞ本数が 777 本   585 中島 史明 

細く長く潜れる様体をきたえなくてはと

思うこの頃です      632 遠藤 秀子  

ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ楽しみましょう。年と共に腰痛

出現 楽なﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞをしたいと思うこの

ごろです              762 中西 静江 
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耳抜きのお話をします。 

中耳腔圧平衡障害、平たく言えば、耳抜き不良のこ

とを言います。要するに、鼻の奥の上咽頭から耳管

を通じて、鼓膜の内側の中耳腔に空気が送り込めな

い状態です。耳が痛くなったり、鼻血がよく出ます。

それから、上がった後に、水が抜けないような詰ま

った感じになるというようなことがよくある症状で

す。 

 中耳腔リバースブロックというのはこの逆です。 

浮上時に鼓膜の内側の空気が膨張して、耳管を通し

て喉のほうに戻ってこれなくなる状態で、めまいが

したり上がる時に耳がキュルキュルいって痛かった

りするという症状を起こすわけです。 

  

よくある耳抜き不良の“都市伝説”いわゆる嘘です

ね、これについてですが 

①生まれつき耳管の細い人が耳抜き不良を起こす。 

→耳管が太いとか細いということと、耳抜きが良い

悪いということにはなんの関連性もありません。 

②耳抜きの悪い人はそういう体質だからダイビング

に向いていない。 

→現在、耳の病気がなくて子供のころの中耳炎のダ

メージなんかを残していない人は全員、耳抜き不良

が治ります。 

③耳鼻科に行って鼻から風を通す通気治療を行えば

耳抜きが良くなる。 

→機械を通してやる耳抜きと自分でやる耳抜きは全

く違うものです。 

④耳抜きが悪くても潜っているうちに慣れるから慣

れるまで多少の我慢は仕方がない。 

 

→そんなことをやっていたら耳を壊してしまいます。 

⑤全く抜けないわけではなく、時間をかければ抜け

るので、それで問題はない。 

→１番困るのがこれで、耳を壊して、２度と潜れな

くなった方のほとんど全員がこれです。全く抜けな

い人は２ｍまで潜ることが出来ないので、ダイビン

グを中止することになるので耳を壊さないですね。

もちろん、よく抜ける人も壊さないです。壊した人

は皆「抜けづらいけど抜けている」と言って潜って

いくうちに、10 本、100 本、1000 本と潜って、い

つか耳を壊してしまう方が多いです。 

⑥水の中で痛い時にはじっと止まっていれば、だん

だん良くなる。 

→これは鼓膜の内側に血がたまってくるので、陰圧

がやわらぎ楽になるだけで、大変危険なことです。 

⑦鼻をつまむ耳抜きは耳に負担がかかるので、唾を

飲む方が安全だ。 

→そんなことはなく、人によって、鼻をつまむのが

合っていたり、つばを飲むのが合っていたりします。 

⑧ダイビングをすると時 「々中耳炎」になるが、「中

耳炎」が治れば潜っていい。 

→ダイビングで「中耳炎」になる人はめったにいな

いのです。「中耳気圧外傷」で鼓膜の内側に出血して

血液が溜まったり、鼓膜に充血を起こしたり内出血

を起こします。潜水医学の知らない医師は「中耳炎」

と誤診する、今日はそういったお話をします。 

 

 耳抜きに関する潜水事故で耳抜き不良があって、

それだけでパニックになる人もいれば、耳が痛いの

で痛みでパニックになる人もいます。中には鼓膜が

破れ、鼓膜の内側に海水が入りめまいを起こしパニ

ックになる人、あるいは聴えの神経まで壊れて激し

いめまいでパニックになる方もいてうっかりすると

一生潜れないような後遺症になってしまう方もいま

す。めまいが起きるとゲロゲロ吐いてしまいますが、

パージボタンを押していればいいんですけど、慣れ

ないと吸気時に嘔吐物が排気バルブにひっかかって

吸気時に海水が入ってきて溺れてしまう。 

こういうことが起きないように耳抜きは完璧じゃ

なければならないのです。 

    三保耳鼻咽喉科医院 三保 仁先生の講演 

         「耳抜き不良から生じるトラブルについて」 
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耳抜き不良の合併症で一番多いのが「中耳気圧外

傷」です。世間一般では気圧外傷を“潜水性中耳炎”

“航空性中耳炎”と“炎”と言っていますが、これ

は“外傷”で怪我なんですね。“炎症”じゃないんで

す。そこを誤解している耳鼻科医が非常に多いです。 

耳抜き不良が起きると鼓膜の内側が陰圧になる。

そうすると鼓膜の内側に血が出て、鼓膜の表面が内

出血して、水面に上がった後に、水が抜けないよう

な感じになる。でも、実際には水は耳の穴に入って

いないのです。血が鼓膜の内側に溜まっているので

す。ほっとけば、この範囲であれば治ってしまいま

す。ただ、耳鳴りやめまいがあると、この後お話し

する「外リンパ瘻」になってしまったかもしれない

という事になります。 

「中耳気圧外傷」の治療というのは、自然治癒しま

すので、わざわざ鼓膜を切ったり抗生物質を使った

りということは全く必要ないです。鼓膜を切ってし

まうと、かえって傷がダイビングの水圧に耐えられ

るまでに、半年ほど時間がかかってしまう人もいて、

ダイビングに復活するまでに時間がかかります。そ

れから、鼻から通気治療で空気を通したりすると内

出血がひどくなります。で、この後お話しする「外

リンパ瘻」を誘発してしまうので、絶対に通気治療

はやっちゃいけないですね。「中耳気圧外傷」の時に

は「耳鼻科医が通気療法をやる」と言ったら「やめ

てくれ」と言ってかまいません。中耳気圧外傷の怪

我はほっとけば治ります。 

 

「外リンパ瘻」についてお話しします。原因は耳

抜き不良です。抜けないからといって思いっきり力

んじゃう、強いバルサルバ、こういうのをやると耳

が壊れちゃう人もいます。当院には年間 500人くら

いのダイバーが来院しますが、そのうちの 25 人に

１人くらいは、すでに壊して外リンパ瘻になってか

ら来院しています。一度壊すと、潜水適正は望まし

くないということになってしまいます。よほど酷い

人は水中で起こる耳鳴り、難聴、めまい、に陥る。

こうなると命にかかわることすらありますね。診断

は、耳抜き不良の自覚があったこと、「中耳気圧外傷」

を合併していること、高い音が難聴になる、内耳が

破けた時にポップ音が聞こえる人もいます。鼓膜の

内側でチョロチョロ水が流れる音を感じ取れる人も

います。 

「内耳型減圧症」というそっくりな症状の疾患と区

別が現場では重要になります。診断は鼓膜の内側の

タンパクをとってきたり、手術で開けてみて内耳に

ひびが入っていてリンパ液が漏れているかどうかを

調べたり、最近では高解像度の CT で判るようにな

っています。ひどい人はすぐ手術です。軽い方は２

週間くらい薬を使って、治ならければ手術。そうし

ないと聴力が戻らない。 

「中耳気圧外傷」も「外リンパ瘻」も全く抜けない

わけではない、抜けづらいけど、抜けているダイバ

ーに多いです。 

「外リンパ瘻」は、耳抜き不良が起きた時に、強

い耳抜きをすると脳圧が亢進します。そうするとそ

の圧力は前提水管を通じて内耳圧が高まって、正円

窓、卵円窓という骨の薄い膜が中耳腔側に突出しま

す。強い力みは内耳窓に圧力がかかります。次に耳

抜き不良が起きると中耳腔が陰圧になり、鼓膜と正

円窓、卵円窓が中耳側に引っ張られます。更に耳小

骨連鎖の動きによって卵円窓が圧迫されて内耳圧が

高まり、その結果正円窓が中耳側へ飛び出してきま

す。これらの脳圧亢進、中耳腔陰圧、耳小骨連鎖に

よる卵円窓の圧迫という力がすべて正円窓に集中し

て正円窓が破壊する、これが「外リンパ瘻」です。

外リンパ瘻はダイバーにはいっぱいいるわけです。

高い方の音が聴こえづらい。「突発性難聴」とよく耳

鼻科は診断します。ダイビングして「突発性難聴」

に偶然かかる確率なんて非常に低いです。「内耳型減

圧症」か「外リンパ瘻」がほとんどです。で、みん

ないらないステロイドの点滴とかさせられて後遺症

になるという人が結構いますね。だから、ダイバー 

に多いです 

「外リンパ瘻」の問題は、耳鳴り、難聴、めまい

などの後遺症が残ってしまうということもあるし酷

い人はすぐ手術しないと治らないのに、どこどこの

大学病院で入院して２週間点滴したけど治りません

が「突発性難聴」と言われたらすぐに、ウチ（三保

耳鼻咽喉科）にすっ飛んで来て下さい。 

半年後いらしても、もう後遺症ですね。 

「突発性難聴」と誤診されやすく、ステロイドの



点滴は何の効果もない。手術を受けても受けなくっ

ても、治っても治らなくても「外リンパ瘻」の病歴

は残り、ガイドラインで、一生ダイビングが望まし

くない状態になってしまうので、「外リンパ瘻」にな

らない様にしたほうが良いわけです。 

 

「中耳腔リバースブロック」というのは、鼓膜の

内側の空気が膨張してくる時に、その空気が喉に戻

れなくなってします。グルグル回転性めまいがした

り、キュルキュル耳がいうような症状がある。これ

も実は耳抜き不良が原因で、耳抜き不良のために、

潜降中に耳管が腫れてしまったから浮上時にリバー

スブロックを起こす。 

「中耳気圧外傷」「外リンパ瘻」「リバースブロッ

ク」全部耳抜き不良が原因です。いろいろな形の潜

水障害になってしまうんです。 

 

耳抜き不良の治療と診断のために検査が必要です。

“耳管機能検査”で良く判るし、技術的な評価、簡

単に言うとへたっぴかどうかが良く判ります。技術

的にへたっぴであれば、バルサルバ法の訓練を行う。

このためには鼻で膨らませるオトベントというもの

があります。技術的に問題がなければ鼻の治療を行

います。ただ鼻の治療を先に行なって鼻をよくした

って、へたっぴだったら、よく抜けない。逆にいえ

ばちょっとくらい鼻のアレルギーや蓄膿があっても、

技術的によく抜けてカバーできれば、日常生活で困

っていない鼻はほっとけばいいと思います。だから

先に訓練。でダメな人だけ鼻の治療ですね。鼻から

耳に機械で空気をシューと入れる受動的な耳抜きは、

その人の耳抜きの評価とは関係ないです。鼻が通り

いいから耳抜けがいいとか、悪いから抜けないとか

全く比例しない。耳抜き検査は色々な種類がありま

すが、バルサルバ法と嚥下法の 2つが向いているん

です。 

嚥下法というのは唾をゴクっと飲んだ時にこうい

う山ができるかどうかですね（スライド） 

鼻にスピーカー、音が出ているのです。耳にそれ

を拾うマイクをあてておいて、唾をゴクっと飲んだ

時に耳管が開いて、鼻からの音が耳に到達できたか

どうかで抜けているかどうかが判るという検査です。

ただ、つば飲みというのは治療や訓練がきわめて困

難です。だから、基本的には、バルサルバ法のほう

がいいですね。 

 

バルサルバ法は、片鼻に圧力トランスデューサを

つけておいて逆の鼻を塞いでバルサルバでフーンと

息んでもらう、耳管が開くと空気が鼓膜の内側に行

くわけで、そうすると鼓膜がぷくっと膨らむ。圧力

トランスデューサーが鼓膜の膨らみを感知して、状

態が記録されるわけですね。鼻にかかった圧力と、

鼓膜の膨らみを見る方法ですね。で、きちんと抜け

ていない時には結局、オトベントで訓練する。ヨー

ロッパの滲出性中耳炎の子供の為に、在宅で治療す

るために開発された世界 26 か国の医療特許商品で

す。 

 

ダイバーの為の効率的なオトベント使用ですが膨

らませていれば誰でも耳が抜けるようになるわけで

はないのです。治療器ではないんです。適切な息み

の強さを憶えるための訓練の道具です。大事なこと

は一気に膨らませない、ゆっくり、2 秒 3 秒とかけ

て膨らませるということが大事です。一気にやると

耳管がうっ血してしまって、耳抜きがかえって悪く

なったり、急に抜けて「外リンパ瘻」を起こしちゃ

ったりするので、ゆっくり膨らませる。次に､風船が

グレープフルーツ大に膨らんだら1秒か2秒そのま

ま、その大きさが維持できるように、圧力をかけ続

ける。息を止めるのではありません。それで合計、

慣れるまでは 4，5秒、慣れたら 3，4秒が理想です。

6 秒以上だと皆の 2 倍時間がかかるので、潜降では

ぐれてしまうし、1 秒 2 秒では一気に圧力をかけ過

ぎになってします。3 秒から５秒でやっていただけ

ればいいわけです。それがうまくできたら、風船を

海に持っていくわけにいかないので、鼻つまんで風

船と同じよう訓練する。1日 100回くらい練習して

いれば、大体、2 週間から数か月、長い方で半年く

らいで習得できます。1ダイブ 30回くらい耳抜きし

ますから、1日 3本ダイビングすると 100回くらい

できないとだめというわけです。20、30回でヘロヘ

ロになっちゃたら一本しか潜れないのです。 

皆さん、オープンウォーターのライセンスを取る

ときに習ったと思いますが、ボイルの法則、気圧と

体積を掛けると一定ですという話です。平たく言う

と水面 0m、水深 0m、水面が仮に 1気圧とすれば

10ｍ、20mで 2気圧 3気圧となるわけです。水深

10mで 1ℓの風船は 500ccになります。20mで

1/3,30mで 1/4になります。 

0から10ｍ潜降すると気体の体積は1が1/2にな

ってしまう。差し引き 1/2になってしまい 500cc に

なってしまう。でも同じ 10ｍ潜っても 20 mから 30

ｍだと 1/3,1/4 になるので差し引き 1/12 しか萎んで

いない。だから下に行けば行くほど耳抜きはいらな

い。私はテクニカルダイビングをやっていて、水深



100m 潜水などをするのですけど、90m から 100m

は 1 回も耳抜きしないですみます。だから、0 から

10m、特に 0から 5 mくらいまでが、とても気体の

体積の収縮率が大きいので、そこをまめに耳抜きを

やってほしいのです。だから、いくら耳抜きをやっ

てもタイミングや頻度を間違えていると耳抜き不良

を起こすのです。まず、水面で耳抜きを行ってから、

できたら潜降を開始しましょう。水深 5ｍまでは 50

㎝位ごとに耳抜きをやって下さい。5mから 10mな

ら 1ｍ間隔くらいで。10ｍ過ぎたら、まあ、適当に

やってね。やるんですよもちろん。（笑）耳抜きがう

まくいかなかったら２ｍ潜ったら壊してしまう人が

いるから、1.5ｍくらいで判断して、今日はもう止め

たという、止める勇気があるダイバーは事故を起こ

さないですね。 

 

もっとも理想的な耳抜きはバルサルバじゃなくて

フレンツェル法というんです。言葉にすると皆さん

何言っているのかわからないと思うのですが 

鼻つまんで声門を閉じ息を止める。ダイビングで息

止めちゃいけないのですけど、一瞬なので問題あり

ません。それからベロの奥を上にあげるような、グ

ーと持ち上げるような感覚でゆっくりと耳管に空気

を入れる方法です。バルサルバを習得すると、その

後100本ぐらい潜っているといつの間にかフレンツ

ェル法を習得しているんです。だから、バルサルバ

は入門、フレンツェルは上級者になって憶えていく

んですね。これは統計的にみんなそうなっているこ

とが判っているんです。 

でも、もちろんバルサルバでも構わないですね。 

 

耳抜き不良の方が治療に見えた時のフロ－チャー

トをお見せします。（スライド）問題があればオトベ

ント治療、なければ鼻の治療。オトベントで効果が

あった人はそのまま。効果がなかった人は鼻の治療。 

オトベントが必要な技術的問題がある方は 97％、

要するに上手で抜けないという人は 3％しかいない。

だからほとんど、へたっぴなんです。（笑）どうやろ

うとよ―く抜けていればいいんです。抜けてない人

だけオトベントで訓練です。インストラクターはそ

んな方法を教えてくれなかったというんですが、抜

けていればいいんです。だけど 100人に一人や二人

どうやったって抜けない、講習も中止してしまう、

そういう人たちがへたっぴとかカンが悪い、そうい

う人たちね。風船渡すだけで 95，96％の人がほぼ治

っている。鼻の治療まで行く人は 1.5％しかいない。

ここまでやれば全員治っちゃうんです。途中で来な

くなっちゃう人が数％いるんでその方がどうなって

いるのか分からないです。抜けなくて諦めたのか、

それとも、もうよくなって勝手にやめちゃう人もい

ます。それは困るんですよね（笑） 

 

 

 まとめです。耳抜き不良はみんな治るんですよ。

耳抜き不良で一生潜れなくなったり、難聴の後遺症

になったり、死んじゃうこともあります。潜水医学

を知らない先生が「（ダイビングしても）いい」と言

ったって、必ず専門の先生に一度見てもらって相談

してください。 

どうもありがとうございました。 

 

 

〒222-0031 神奈川県横浜市港北区大倉山 3-26-6 

三保クリニックビル 1Ｆ 

TEL 045-545-8711 FAX 045-545-1487 

TEL 045-549-3888（予約） 

大倉山駅（エルムロード側）徒歩 5分 



 

 

 

 

 

1．はじめに 

公認ツアーの「第 4回渡嘉敷島魚の生態観察

ツアー」終了後、会員の森川さんと共に、いつ

もお世話になっている北谷にあるショップ、 

ＳＤＣ賛助会員「オーシャンビーチちゃたん」

の店長・藤田さんの案内で、沖縄本島北部・今

帰仁村にある古宇利島北側の海域の水深 46ｍの

海底に横倒しで沈んでいる、第 2次大戦の沖縄

戦に参加したアメリカ海軍のグリーブス級駆逐

艦 USSエモンズのレックダイビングを行った。              

古宇利島は、平成 17年（2005）に全長約 2km

の古宇利大橋が開通し車で行ける美しい離島と

して人気を集めている。また、アダムとイブに

似た伝説やハート形の岩が在るなど、別名「恋

の島」として近年人気上昇中の島である。 

もう「恋」の文字とは無縁の年になってしま

いましたが、まだ無縁ではないとお思いの方

は、是非訪れて見て下さい。 

2．USSエモンズ 

USSエモン

ズは、全長

106.2ｍ、全

幅 11mの駆

逐艦で 1945

年 4月の米

軍の沖縄 

  （ USSエモンズの銘板）  上陸作戦をサ

ポートする為、レーダーピケット任務に就い

た。レーダーピケット艦はレーダーにより敵を

長距離から先制探知できるが、敵からも逆探知 

されやすく、集中攻撃の対象となりやすい危険

な任務である。そして作戦展開中、日本軍の特

攻機 5機による集中攻撃を受け、内１機の特攻

攻撃により弾薬庫に引火、大爆発を起こし航行

不可能な状態に陥った。そして機密保護の為、

アメリカ軍により沈められる運命となった。 

 

 

 

 

 

この戦闘により、特攻機のパイロットはもちろ

んのことエモンズの乗員 60名が戦死し、多数

の負傷者、行方不明者が出たと言われている。 

3．USSエモンズ沈船ダイビング 

ダイビングの為に作

られたポイントでは無

い為、水深も深く流れ

も時に非常に速い上級

者向きのポイントと言

える。当日の海況はう

ねりがあり、あまり良

いコンディションでは

なかったが、バックロ

ールで入り艦

に繋がった中

央部の潜行ロ

ープを頼り

に、先ずは艦

の上部（水深

約 36ｍ）まで

潜降。38口径 5インチ砲のお出迎えを受ける。 

更に攻撃に

より破損した

部位を見るた

め、41m迄潜降

し戦闘の激し

さを実感し

た。 

それが今、艦

の周りに魚が群

れて漁礁になっ

ているのを見る

と、「戦争と平

和」について改

めて考えさせら

れる 1日となった。 

   駆逐艦 USSエモンズ・レックダイビング  
 2015 年 9 月 9 日 

レポート 648 江藤 征雄 

http://www.okitour.net/sightseeing/tatsujin/00186/
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Ｙ様 

明けましておめでとうございます。昨年 10月に

屋久島の情報についてお世話になった遠藤です。1

月 1日にイギリスに戻りました。こちらは世界各

地と同様、例年とは異なる気象状況で私が日本へ出

かけていた頃から未だに雨量が多く、殆ど毎日が雨

です。表日本の冬の青空が懐かしく思えます。 

さて屋久島ですが一応簡単に感想などご報告いた

します。 屋久島滞在は 12月 23日から 28日まで

の 5泊、JRホテルは空港から南にクルマで小一時

間の距離で大海原を一目に見下ろせる展望温泉が素

晴らしかったです。直前まで迷ったのですが空港で

レンタカーを 6日間借りたのが大成功でした。屋

久島での移動はさすがにクルマが必須ですね。屋久

島はやはり山登りがメインでダイビングはマイナー

な位置づけであることはご承知の通り、冬場は尚更

です。依頼したのは南側に住所がある屋久島ダイビ

ングセンター、個人営業です。初対面で私の年齢が

分かると先ずは体力的に岩場を歩いて海に入ること

が可能かどうか深刻に心配されてしまいました。そ

こまで心配されてしまうと私も自信喪失、そんなに

ジイサンになったのかとやや自己嫌悪（と謂うほど

大袈裟ではありませんが）になった次第。 

12月 24日（時折小雨）のポイントは多分ご存じ

だと思いますが、北側の一湊（いっそ）タンク下で

2本潜りました。体力を心配されてしまうのも至極

もっともと思わせる足場の悪い岩場からエントリー

するのですね。その前に体力テストと称して 2メ

ートル程の高さがある防波堤をロープを使って登る

羽目になりましたが、私の妻でも出来るのですから

私でも OKでした。水温 24度、5ミリのセミドライ

で十分でした。透明度の高さは 30メートルはある

と思えるくらい、最高ですね、さすが東シナ海に面

しているだけのことはあります。海の生き物は数は

比較的少ないと感じましたがアオウミガメ、ウミヘ

ビを始め種類が多くて楽しめました。珊瑚の群生は

地味ですが屋久島周辺ではここが唯一のようでし

た。 

1本目が終ったところで休息を兼ねた食事なので

すが、ここの流儀なのでしょうかウェットスーツの

まま歩いて近くの食堂へ。400円也のカレーうどん

はやはり値段だけのことはあります、お勧めしませ

ん。2本目も同じタンク下で 43分、防波堤周辺と

いうこともあって釣り人が残していく擬似餌ハリが

多く海底にあるのが気になりました。25日（快

晴）は北側の海況が悪く、南側にある尾の間（おの

あいだ）と呼ばれるポイントで 1本のみ。ちょう

ど JRホテルから崖下へ降りた場所に使用されてい

ない船着場があるのですが、もともとは近くにある

岩崎ホテルが釣りボートやマリーンスポーツで使う

目的で建設されたとのことです。防波堤や波よけブ

ロックも本格的に建設された船着場ですが結局放棄

されたままになって実にもったいないことです。釣

り人やバーベキュー（違法？）で来る以外は人が立

ち入らない模様。陸上は殆どゴミのない屋久島です

がここの海はビールの空き缶などで汚され可哀想な

感じでした。水温は 1度下がって 23度、一湊同様

透明度が高く、海の生き物も種類が豊富でそれなり

に楽しめます。放棄された船着場ですからトイレも

シャワーも脱衣所も無し。人が普段は立ち入らない

場所ですからその点では気楽な場所ではあります。 

以上簡単ですが屋久島の感想です。屋久島の地名

は読み方が日本語の常識的読み方とかなり違う例が

多くて戸惑いますね。一湊、安房、大川の滝、千尋

の滝等々、カーナビに地名を平仮名入力しようとし

ても正しい読み方を知らないとどうにもなりませ

ん。もっとも地名の読み方が分からないのは屋久島

だけのことではありませんが。最後に半日かけてク

ルマで島を反時計回りで一周しました。西側の道路

は狭くてカーブが多いので要注意です。オフシーズ

ンですからすれ違うクルマがほとんどありませんで

したから良かったものの夏場は大変でしょう。報告

の最後になりますが平内海中温泉は試したことがあ

りますか？干潮時の限られた時間帯しか入れません

が大自然のなかで入る天然屋外温泉は屋久島ならで

はのだいご味があって良かったです。 

Ｙ様 屋久島に行ってきました 
 （2015 年 12 月 23 日〜28 日） 

レポート 804 遠藤 卓 



 

 

 

 

 

 

7 日総勢 11 名が羽田に集合。シンガポールで

の乗り継ぎを含めて 10 時間 20 分程でプーケッ

ト着。更に車でタプラム港へ。ショップはビッ

グブルー、クルーズ船はハレルヤ号。船は大き

いのですが、船室はちょっと狭め。しかも冷

房・給湯設備が故障した部屋が 2 室も有り、運

の悪いメンバーは他の部屋に遊びに行ったりサ

ロンで過ごしたりしました。 

★ダイビング 

翌朝からダイビング開始。前夜タプラム港を

出港して 9 つの島が並ぶシミラン諸島の 4 番目

の島近くでチェックダイブ。その後北上しなが

ら翌昼までに 9 番目の島まで 6 本潜りました。 

島々の東・陸地側は砂地の癒し系、西側は巨

石がゴロゴロしたポイントが多かったようで

す。私の印象では魚影は濃いけれど穏やかな、

それほど特徴のない海に思えました。 

しかし更に北上してボン島、タチャイ島、リ

チェリューロックへと進むと流れも有りました

が魚影がとても濃くなり、様々な群れが次々に

現れてとても楽しいダイビングでした。 

特にボン島で潜った時は準備中に船上からマ

ンタが見えたとのことで何となく期待感も強ま

っていたのですが、素晴らしかったです！ 

透明度が高かったので、下を見下ろすとまる

で低空から地上を見ているようでした。緑のサ

ンゴは畑、岩やサンゴの間に群れるスカシテン

ジクダイは山に掛かる雲のようでした！次から

次に現れる群れに圧倒され続け、安全停止中も

飽きることが有りません。 

特にキツネフエフキの群れは圧巻で、この魚

が捕食モードになると一瞬にしてまだら模様に

なったりするということを初めて知りました。 

最終日は南下しながら潜り、最終ダイブは沈船

ポイント。エントリーしてすぐにガイドさん達が

ざわつき始め、何事かと思ったら”ジンベエ！“と。

ジッと目を凝らすと頭の周りに魚の群れを従え

たジンベエが悠々と泳いで行き、今回のクルーズ

を華々しく締めくくってくれました。 

 

★お祝い&ハプニング 

8 日 2 本目は小林さんの 500 本記念。大きな

ウミウチワが美しいウエストオブエデンという

ポイントで皆が集合して海中記念撮影。おめで

とうございます！ 

そして 9日は昼食後まったりしていたら美味し

そうなケーキが運ばれてきて、何と今日は小林さ

んのお誕生日とのこと。二日続きのおめでたで私

たちもケーキのお相伴にあずかりました。 

でも良いことばかりは続きません。次のダイ

ビングで小林さんのカメラが水没・・・。折角

撮った 500 本記念写真がダメになり、後日船の

サンデッキで（海に居るつもりでウエットを着

たまま）撮りなおしました。 

小林さん、ハプニングにもめげず、お礼とお

っしゃって皆にワイン

をたっぷりご馳走し

て下さいました。 

シミランクルーズ 
  

2015 年 12 月 7 日〜12 月 13 日 

ツアー№1578 幹事 753 都築 和子 レポート 816 髙師 美惠子 

 



★ナイトロックス講習 

 今回 3 名の方がナイトロックス講習を受けた

のですが、これが予想以上にハードで見ていて

お気の毒な程でした。参加者の感想にも有りま

すが、傍でお酒を飲んで騒ぐのも申し訳ないよ

うな・・・。 

皆さん、お疲れさま、そして合格おめでとうご

ざいます！ 

 

★アフターダイブ 

上陸してカオラックのトニーロッジ宿泊。船

が狭かったので広い部屋が嬉しい！街には土産

物や水着を売る店が多く、女性軍は一室に集合

して買ってきた水着を試着したり、触発されて

ビキニデビューしたり、またマッサージに行っ

たりと楽しい時を過ごしました。 

 高田さんの情報で、シンガポール空港でトラ

ンジット客は 20 シンガポールドルのチケットを

もらえることが分かり、皆化粧品やチョコレー

トなどをゲット。嬉しいお土産になりました。 

 

★参加者感想 

○初めての公認ツアーでしたが、終始リラックス

して無事に終える事ができ満足しています。 

ただ、ダイビングに関しては経験不足を痛感しま

した。皆様にはお気遣い頂き感謝します。（高田） 

○久しぶりのダイビングで色々戸惑うことが多か

ったのですが、海に入れば以前の爽快さがよみが

えってきます。その解放感が何ともいえません。

今回はクルーズで HARERUYA 号。ガイドは全て日

本人です。特に RYOさんは安全第一、優しくて心

強い存在でした。どのポイントも魚影の濃さには

驚きです。最終日には、残念ながら写真は撮れま

せんでしたが初めてジンベエにも会えて感動し

ました。(稲村) 

○お天気・メンバーに恵まれ、快適で楽しいシミ

ランツアーでした。海は北上するほどにサンゴ

も魚影もすばらしく、ナイトロックス使用もあ

りまさに極楽気分♪ 最後には（私は残念なが

ら耳不調で潜れず見られませんでしたが）、な

んとジンベエまで！思い出の最後を飾ってくれ

ました。 

船上は和気藹々の楽しさ！お料理上手なスタッ

フのおかげで毎回美味しい食事をし、お酒もガブ

ガブのはずが(笑)ナイトロックス講習が思いの

他ハードで隣のテーブルで騒いだら申し訳ない

と・・・他のメンバーはひっそりと見守りつつお

酒も控えてしまいました(笑)でも講習は無事終

了してライセン取得で良かった、良かった！ 

最後の最後までまとめ役を担ってくださった

都築さん、本当に有難うございました！ (田口) 

○今回で 2度目のシミランクルーズでした。前回

あまり印象に残っていなかったので期待してい

なかったのですが、魚影の濃さに驚き、ラスト

ダイブではジンベエザメにも会えました。とて

も楽しい時を過ごすことが出来ました。(椛島) 

○初めての「シミランクルーズ」今回はナイトロ

ックス講習を組み入れてのクルーズ参加の為、ダ

イビングを挟んでの講義、夕食後の講義で 1週間

頭の痛くなる毎日で合間を縫ってのダイビング

となりました。ポイントに着くと講義を中断し緊

張してのエントリー。その後はポイント毎に魚影

の濃さとソフトコーラルやサンゴの豊かさに感

激し気持ちが和み、ただただ魚の群れに囲まれ癒

されることの多いダイビングでした。また、ラス

トダイブではジンベエまで見る事が出来思い出

に残るツアーとなりました。 (小笠原) 

  

参加者 

205 江田 隆  680 玉村 馨  684 小林 孝子 

745 稲村 洋子 753 都築 和子 754 小笠原 末子 

761田中 恵美子 767 椛島 三枝子  

796 田口 清美 816 髙師 美惠子  830高田 和男 



 

 

 

 

 

 

パラオへは幾度もダイビングに出掛けました

が、今回は9日間という比較的長いツアーのため、

ゆっくり観光し、パラオについていろいろ知るこ

とが出来、最高に印象深いツアーでした。 

 

ツアー日程： 

12月 8日～12月 16日 

9日～11日 ボートダイビング 

12日 ペリリュー島観光ツアー 

13～14日 ボートダイビング 

15日 陸ツアー 

ショップ：アクアマジックパラオ 

ホテル： パレイシアホテル 

参加者： 14名 

 

機内 

 成田～コロールは往復ともほぼ満席。パラオ 

便は荷物の機内預けが 23Kgと少ないため、機

内持ち込みが多く、上部への収納がなかなか取

りにくい状態。このため往路で、最後部窓際の

中年の男性が CAにクレームをつけ、なかなか

説得に応じなかったため、飛行機から降ろされ

るアクシデントがあり、びっくりしました。 

 

ダイビング 

 5日間 一日 2～3ダイブは、 お天気に恵ま

れ、透明度もかなりよく、ブルーコーナーの湧

き出てくるようなギンガメアジ、ジャーマンチ

ャネルのマンタの乱舞、シアストンネルのヘル

リツチ、アケボノハゼ、水面休息時のイルカの

群れなどが印象的でした。 

我々のガイドはパラオ人のブランコさんで、

噂によるとペリリュー島の酋長とのこと、ベテ

ランで、潜行もゆっくりで、シニアに対する配

慮を感じました。エキジット時にフロートを使

わずバックアップの泡でボートに知らせていま

した。 

 

 

 

ペリリュー島観光ツアー 

昨年天皇・皇后両陛下が戦後 70年の慰霊のた 

め訪問されたことで、関心をもっていましたが、 

自分が太平洋戦争について何も知らなかった事

を恥ずかしく思いました。今、パプア・ニュー

ギニア、グアム、サイパン、フィリピン、パラ

オなどでダイビングを楽しませもらっています

が、戦争でなくなられた方々の犠牲のもとに成

り立つ事と、平和の有りがたさを実感しつつ

も、あまりの生々しさに胸を打たれました。 

 

日本軍がペリリュー島に建設した空港は南洋諸

国随一の規模で、制空権を得る上で重要な拠点 

だったため、1944 年 3 月に開始された米軍の攻

撃から同 11 月に日本軍が玉砕するまでに、多く

の血が流され（米軍 2,000名、日本軍 17,000名）、

現在も沢山の戦跡が残っています。 

今もなお慰霊のために多くの方々が訪れるそう

です。 

 

  

日本軍総司令部跡 

 

パラオ・９日間 
 アクアマジック 利用 

2015年 12月 8日〜12月 16日 

ツアー№1577 幹事 440 石川 勝 レポート 619 祖父尼 倭子 

 



日本軍９５式軽戦車 

 

 

 

日本軍零式戦闘機 

 

 

ペリリュー島平和記念公園 

西太平洋戦没者の碑 

 

陸ツアー 

国会議事堂、ストーンモノリス遺跡、日本・

パラオ友好の橋その他の見学。 

 

パラオは 1500年代にスペイン人がミクロネシ

ア諸島の一つとして発見、その後スペイン、ド

イツ、が統治、1920年日本統治となりました

が、日本の敗戦に伴い 1947年米国の統治を経

て、1994年パラオ共和国として独立した新しい

国です。かつて日系の大統領が就任した事もあ

り、大変親日的です。 

 

国会議事堂 

 

 

アフターダイブ 

夕食は居酒屋、日本食レストランなどに出

掛けることが多く、とりわけ F氏、Sご夫

妻、Sさんのチームワークで、メニューの選

択、会計などを取り仕切っていただき、とて

もスムーズで好評でした。 

祝 100本 784 島村 和夫さん  

 

9日間はあっという間に終わってしまいました

が、一年の締めくくりになる楽しいツアーでし

た。 

幹事の石川様、皆様お世話になり有難うござ

いました。 

 

参加者 

128平野 昌子  287石岡 弘至 

354横井 康江  440石川 勝 

537奥原 研二  616志賀 暎功 

619祖父尼 倭子 668川瀬 和恵 

727内藤 季完  740庄司 米子 

784島村 和夫  785島村 正代 

817船山 浩志  821森田 榮子 
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厳寒・荒天・降雪の日本を後に、避寒を兼ね

たバリ島ツアーは好天に恵まれ、気持ち良くダ

イビングができたことは、まず何よりも良かっ

たです。 

トランバンでのダイビングは主にビーチダイ

ブの為、ＳＤＣ会員にとっては少々ハードかな

と思っていましたがダイブハウス Noble  Bali

この辺では見られない殿様姫様ダイブスタイル

を取り入れられて、とれも楽でした。そんなお

蔭で多少のゴロタ石があるビーチエントリー等

も全員怪我なく無事に終われた。 

食堂は 2 階にあって、正面にアグン山（3,142

ｍ）が富士山のように見られる絶景ポイントに

あり、食事の度に移り行く山の変化が楽しめま

した。 

食事も日本人向きに余り辛くないように気を使

って頂き、お粥はなかなかの味でした。 

海の中は大きなものはカンムリブダイ・ナポ

レオン ハタ類からタテキン、ヤッコ類等種類

は豊富なところへハゼ類からマクロ系ウミウ

シ・エビ・カニと老眼の人には少々つらいもの

まで多様性の多い海です。ダイビングスタイル

は 1 本潜ってはホテルに一度戻り休憩後、又出

かける為にゆったりとした時間がとれて疲れも

たまりにくく、この点もＳＤＣ会員向けか

も！！ 

ホテルからビーチまでもほんの数分で行ける

ところがメインポイントである点も楽な要因で

もあります。結局 3 日間で丁度 10 本潜ることと

なり、吉田さんはその 10 本で切り良く 100 本目

となり水中写真の通り記念ダイブとなりまし

た。 

又、宮本さんは途中で 750本を達成されたこ

ともあり、最終日の夜は Noble  Baliさんの御

好意により記念のケーキと 2 人に美しいパレオ

が送られました。 

参加者各位のレポートは以下の通りです。 

ダイビングと最終日はバリ島観光も出来てもら

えたようなので、ハッピーエンドのツアーでした。 

バリ島ダイビング、楽しみにしていました。

エントリーはビーチという事で足許のおぼつか

ない私は少々不安です。 

 さて、海中で BC装着、エアーを入れレギュを

くわえて寝転べばフィンさえも着脱してくれる

のです。まさにお姫様ダイブでした。 

 リゾートに戻ればプールで遊び、温かいバス

タブに浸る。清潔な部屋でくつろいでいると食

欲をそそるスパイシーな香りが漂ってくるので

す。 

 用意された食事、持ち寄った酒や肴を前に今

宵も宴の始まりです。 

こうして数日間の非日常を楽しみ、初めての

バリを満喫しました。楽しいツアーでした。お

世話下さった幹事さん、同行のメンバーに感謝

です。有難うございました。     

181 平山 英子 

 

2002 年、2009 年、今回 3 回目となるバリ・

トランバン、懐かし思いで行ってきました。ビ

ーチなのでと・・心配していましたが、ショッ

プの殿様姫様扱いのため、何の不自由もなく潜

らせていただきました。フィンぐらいは自分で

履きたいとトライするのですが、何もさせては

バリ島トランバンツアー 

   2016 年 1 月 18 日〜 1 月 23 日 

ツアー№1671    幹事＆レポート 070 河合 貞夫 
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くれません。まさに姫様です。このショップは

みんな明るく・気持ち良く・楽しませてくれま

した。そして、次から次へと色々な生物を見せ

てくれて、今回は生物観察がたくさんできて大

変楽しかったです。ガイドの日本語が上手く、

魚の名前もカナやローマ字で教えてくれるので

分かりやすくて・・・・楽しいひと時を過ごさ

せていただきありがとうございました。ただ、

寂しかったのは「沈船」に居ついていたギンガ

メアジの群れが何年か前からいなくなったとい

うことです。とても、悲しい思いでした。ご一

緒した皆さん有難うございました。  

               306 宮本 節子 

 

ボホール・セブが殿様ダイビングなら今回の

トランバンは大王様ダイビングとでも言えるで

しょうか。ビーチからのエントリーとの事前情

報から丈夫なブーツ、着脱容易なバックル式の

フィンを持参しましたが結果的には必要ありま

せんでした。浜から胸の位置位に進んだ所でガ

イドが BCにエアーを入れ仰向けの姿勢で水面に

浮きます。ガイドはすかさずフィンを装着、潜

行の合図で海底を進みました。岸から上がる時

も総てサポートしてくれ、全くイージーで楽ち

んです。マクロに興味の無い私ですがこの時も

ガイドは私のカメラを掴み、数多くの極小の生

物を必死で撮影してくれました。至れり尽くせ

りです。リゾートのサービスも大変良く快適に

過ごせました。ただホテルのレストランで持参

した焼酎の持込み料、更にグラス単位で氷の料

金を請求されたのにはちょっぴり残念な気分で

した。               

508 安積 信 

 

  フィロディスミウム・ラドマニ 

（ウミウシです） 

 私には初めてのバリ島ダイブでした。 

6 時 20 分のフライトと 3 時間の車の移動で長く

感じ少し疲れました。 

ホテルに着けば、部屋の前には専用プールが

あり、部屋のシャワールームには外から直接出

入りが出来てバスタブもあり、リゾート気分満

載で気分上々。雨季だと聞いたのですが、毎日

晴天で水温も 30℃あり快適でした。 

しかし、石ころだらけのビーチダイブを初め

て経験し、とにかく転ばないように怪我しない

ようにと必死の思いでした。 

そして、早朝ダイブも初めてで、沈船に静止

している大きなカンムリブダイとナポレオンを

間近に見ることが出来感激し、ドロップオフで

は、紫が美しいスミレナガハナダイが印象に残

りました。 

また、バンカーボートを小さく細長くしたよ

うな 3〜4 人乗りの「ジュンク」というボートに

も初めて乗ってとても嬉しかったです。 

最終日のラストダイブ（この時だけ雨だった

のです）が 100 本となり、皆さんでお祝いをし

ていただきとても Happyでした。 

出発までのフリータイムに、段々畑や寺院、

ケチャックダンスなどの観光まで計画して貰

い、盛りだくさんのツアーとなりました。 

今回も皆さんにお世話になり有難うございま

した。            805 吉田 延子 

参加者   

 070 河合 貞夫     

181 平山 英子 

306 宮本 節子    

508 安積 信  

805 吉田 延子  
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今回のパラオは「ツノダシ狙い」です。 

はじめの 4日間はコロールからのデイトリップ。 

 そして、4日目の夜「龍馬号」に乗船です。 

中は、明るくて広々とし

た空間で船で有ることを

忘れてしまいそうです。

広～い畳の部屋がありロ

グ付けや読書も出来ま

す。脱水機が有るので水

着やタオルなどの乾きが

速いこと速いこと! また、ダイビング後はバスタ

オルを何枚でも貸してもらえます。これらのサービ

スは大変有りがたいです。 

食事は 2階のラウンジで大海原を眺めながら頂

きます。のり子シェフの料理はうどんやちらしず

し、味噌汁などの和食を始めイタリアン、中華など

バラエティ豊かでどれもこれも美味!です。 

更に、トップデッキに

有る「ジャグジー」。 

沈む夕日を眺めながら冷

えた体を温めます。 

何とも言えない至福の時

間です。スタッフも皆フ

レンドリーで細かいとこ

ろに気を配ってくれます。 

 さてさて、問題はダイビングです・・・。 

インストラクターが何度も潮の流れや魚影の状況を

見てくれて、飛び込み時を指示してくれます。その

おかげで、「ツノダシ」の大きな群れに何度も出会 

 

いました。そのほかにも「バラフエダイの産卵」

「ヨスジフエダイの群れ」「ギンガメアジの群れ」

「オオメカマスの群れ」「クロヒラアジの群れ」「バ

ラクーダの群れ」「ウメイロモドキの群れ」などな

ど枚挙にいとまが有りません。イソマグロ・ナポレ

オン・ホワイトチップ・ロウニンアジ・バッファロ

ーフィッシュ・グレイリーフシャーク達もほとんど

毎回登場してくれました。パラオは本当に『大物天

国』!!でした。 

今回の参加者は全員女性でした。「400本」「500

本」「1100本」「1300本」「誕生日」の方が居てお

祝いをしました。食べて、おしゃべりして、大笑い

してそれはそれは賑やかで楽しいツアーでした。 

もう一つ、良縁寺さんから第 2次大戦の激戦地

だったトラック島の「慰霊ダイビング」の話を伺い

ました。パラオやフィリピンなどの激戦地で､沢山

の人々が亡くなりました。その犠牲の上に今の私た

ちの安定した生活が築かれています。沖縄も含め南

の暖かい海で潜るときには、いつもその思いを忘れ

ずにいたいと思いました。  （812 松尾 幸代） 

昨年のパラオのツノダシの群れが忘れられず、今

年も参加させて頂きました。やはり、期待通りのツ

ノダシの群れまた群れ、水中で「ワーワー！」と声

に出てしまう程の感激で、まるでツノダシがスケー

ターズワルツを踊っているようでした。また、カス

ミチョウチョウウオはパラオの雪と言われるとの

事、まさに白と黄色の花びらが、舞い散る雪を見て

いるようでした。そんな中でグレイリーフシャーク

が次から次と悠然と通り過ぎ、流れの中必死にシャ

ッターを押している自分がいました。いろんな魚の

群れに気を取られ、自己反省をする事も多々あり、

パラオの魅力にまたハマってしまいました。 

パラオ後半は憧れの「龍馬号」に乗船しクルーズ

を楽しみました。初めての龍馬号の船内は快適で、

特にジャグジーを楽しみながら夕陽を眺めお喋りに

花が咲く（女子会ならではの楽しみ）幸せ感を味わ

いました。こんな中で 400本の記念ダイブのお祝

いを皆さんにやって頂き、思い出深いパラオツアー

になりました。企画をして頂いた良縁寺さん、ご一

緒して頂いた皆さん、本当に有難うございました。 

（754 小笠原 末子） 

 

 

 

  

龍馬でパラオを潜る 

 2016年 1月 16日〜24日 

幹事 026 良縁寺 悦子 レポート 812 松尾 幸代 754 小笠原 末子 591和田美代子 

５９ 
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１昨年フルタイムの仕事

から解放され、ようやく長

いツアーに参加できる身分

になり、誘って頂いたパラ

オツアー。旅行会社から届

いた書類の参加者名簿を見

ると「あら？ 女性のみ？」

さほど気に留める事もなく、集合の成田空港へ。機

内預けのバッグは 23 キロ以上はお金がかかるとの

ことも、旅慣れない私には大仕事で結局カウンター

で 23.3キロ「帰りは気をつけて下さい。超過料金が

発生します。」と言われてしまいました。それでも荷

物を預けてホット一息。 

当日はＳＤＣパラオツアーが偶然にも3チームあり、

思わぬ知り合いとも会えて盛大な人数になりました。

修学旅行のようで、思いもかけずに楽しさ倍増！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前号（会報 68号）で会長が「ＳＤＣの更なる情

報交流に向けて」でお話しされている会員相互の情

報共有・交流に向けての新しいツールです。 

ただ、ＭＬ（メーリングリスト）の一つだと理解さ

れていますが、単なるＭＬではメンバーに一括メー

ルを送る機能が殆どですが、サイボウズＬiveは一

歩進んだコラボレーションツールです。 

これはメンバーが色々な情報を発信し、共有・イ

ベント・ツアーへの新たな参加を促すことも発展し

ていけば可能性がどんどん広がっていくものだと思

います。 

会報への投稿の少なさ、個人ツアーが主流になっ

て公認ツアーが激減していることに表される様に海

や楽しみは今できている仲間でいいとお思いの方が 

増えて来ているのではないかと感じます。 

サイボウズＬive はスマホでないと使えないと思

われていますが、携帯全般で使えるということです。

基本的にはパソコンで使用します。 

さて翌朝はツノダシをリクエストしたとあって、

群れの動きとそれを狙うサメの悠々たる泳ぎは圧巻

でした。今まで「サメ」はあまり見たくない部類に

入っていましたが、慣れてくると彼らのスマートな

泳ぎっぷりに惚れ惚れしたり、又バッファローの大

きさと言ったら！！これで透明度が良かったらもっ

と・・などと贅沢な事を思ったり。 

賛助会員のデイドリームのガイド達は、ポイント

に着くと素潜りで毎回確認し「今、ツノダシは見え

ないのでもう少し待ってからエントリーしましょ

う。」等手厚いガイドに皆さん感激していました。最

後に女性のみのツアーの面白さも十分満喫できまし

た。（男性ダイバーにはごめんなさい。）世間で言わ

れている「女子会」がこんなに楽しいとは！！ 

「ビックリぽん」のパラオツアーでした。参加者の

皆さまありがとうございました。    

             （591 和田 美代子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心と見易さ、色々な機能 

☆登録されたメンバーしか見ることができない。 

☆メンバーは 300名まで登録ができる。 

☆無料なのに、うるさい広告も一切表示されない。 

☆情報の更新があるとお知らせするメールが届く。 

☆カテゴリごとにトピックを作成できる「掲示板」 

☆ファイルをアップロードして 3世代までバージョ

ン管理できる「共有フォルダ」 

☆イベントの予定を管理できる「カレンダー」 

☆語句から知りたい情報を探せる「検索」 

☆簡単なアンケートもできる「アンケート」 

 など機能は色々です。 

まずは参加して「どんなものか！？」をご覧になって頂

下さい、そして会員全員で作り上げて行きましょう。 

順次、招待メールをお送りしますので登録画面 URL

からパスワードと名前を入力して利用規約に同意

して登録するをクリックして参加して下さい。 

次号から活用方法を順次説明していく予定です。 

 新しいコミュニュケーションツール サイボウズＬｉｖｅについて  



 

 

 

 

 

 

昨年の会報 4月号を見てツノダシの群れを見た

いからツアーを計画してと依頼され、実行しまし

た。 

何と成田空港で 4組 18人のＳＤＣグループが集ま

っていました。 

 現地ではそれぞれのホテル、ショップに分かれて

ツノダシの群れを追いかけました。今年は残念なが

ら水温が低く、透視度も悪く、群れもあまり大きく

なかったということになりました。ほとんどのグル

ープがブルーコーナーで潜り、ときどきジャーマン

チャンネル、シアスコーナーに行きました。詳細は

別のグループのレポートにまかせます。 

 パラオベテランの人は当たり前でご存知と思いま

すが、ホテル、食事、レストランなどの情報を書い

てみます。 

 女性の方からリクエストでツアーを計画してコロ

ールのホテル滞在で過ごしました。私は今まで他の

人のツアーに参加して、皆様に案内されて食事をし

ていました。経済的で安全で便利なホテルというこ

とでペントハウスに宿泊しました。 

 朝食は歩いて 2分のところにある大きなスーパ

ーマーケットとその脇にある惣菜屋で調達し、ホテ

ル 2階の電子レンジで温めて各部屋で取る。 

 夕食はピンからキリまであり、いろいろ試しまし

た。値段は飲み物、食べ物次第ですが参考にしてく

ださい。ペントハウスのレストランは美味しくてリ

ーズナブル（ビール$3~4､全部で$22/人程度）、ク

マガイ（パン屋、ステーキハウス）：安くてボリュ

ーム満点。チャーハンは 6～7人前/皿。（注意）

（ビール$3~4､全部で$12/人程度） モグモグ：地

元料理特にタロイモコロッケがお勧め。（ビール

$3~4､全部で$35/人程度） 夢（日本料理主体）：

（ビール$3~4､焼酎ボトル$35全部で$30/人程度） 

ジュウジュウ：（日本料理、寿司）（ビール$4~4.5､

焼酎ボトル$50全部で$40/人程度） フィッシャー

マン：デイドリームオーナー経営、デイドリームか

らの紹介でドリンク 1杯サービス。＄25/人で海鮮

ＢＢＱセット。（ビール$6~7､焼酎ボトル$70～全部

で$40/人程度） 

 その他注意点として、ジェリーフィッシュレイク

に行く予定のある人は最初にロックアイランド入海

料と同時に$100で支払わないと別々には購入でき

ないので入海料を 2度払うことになります。 

 

感想文 

ツノダシが見たいとリクエストをしたのは私で

す。 

日にちが決まってから雪の心配が頭をかすめていま

した。出発前の一週間は天気予報に胃痛がおきるほ

ど。青梅は東京の豪雪地帯、おととしは 60㎝越え

の大雪でした。交通機関は遮断されもはや脱出不可

能な状態でした。廻りに迷惑をかけ青梅から脱出で

き、シミランクルーズに参加できたものの、ほとほ

と疲れ、もうやめた。絶対行かないと誓ったのでし

た。去年はホイホイとスミランクルーズ行きまし

た。今年もなんとかなるさと甘くみていたら大寒波

に雪マークが・・・・雪かきに交通機関の心配、疲

れ果てました。  

皆さんはツノダシの小さい群れに不満そうでしたが

私としてはパラオに来られただけでも幸せ。小さく

ても群れが見れて大満足。苦労もしてみるものです

ね。来年は皆さんはリベンジするようですが私は冬

休みにします。雪は懲り懲りです。  

  （746 大舘ゆきこ）＜雪子と書きたくない＞ 

 

  80才なってからのダイブ、同行者に迷惑をかけ

るのではとの多少の不安をもってのツアー参加でし

たが、皆様の協力で十分に楽しむことが出来たツア

ーでした。 

ツアーは初日からツノダシの群れ、群れの周りには

ツノダシ捕食目的のホワイトチップ、ロウニンアジ

が群れ、大当たりの一日で満足していました。この

後は一日ごとに群れの数が減少し、話によると今回

見た群れは百匹単位の群れで、多いときは千匹単位

の群れが見られるとのことでした。ツアー前半は静

止画のみで、後半から動画も交えた結果、やはり群

れの素晴らしさの表現は動画でした。来年は千匹単

位の群れを動画に収めたいと思っています。 

今回残念なのはパラオにしては透明度が悪かったこ

とです。来年を期待しています。（725 堺 孝興） 

 パラオ・ツノダシツアー 
 2016 年 1 月 16 日〜24 日 

幹事&レポート 682 渡里 喬 

 



先発組に 3日遅れの、1月 20日パラオに到着。

既に 3日間潜った 7人は、ツノダシの群れや多く

のサメ達に会えて大満足のご様子。でも濁りと水温

が低くて寒いらしい。何回も来ていて寒いと感じた

事はないけど、1月の沖縄の水温を想定して、

5mmワンピース＋2mmジャケットで潜り、快適

なダイビングが出来ました。チェックダイブでの 1

本目はジャーマンチャネル、2本目と 3本目はブル

ーコーナー。 

数は少ないものツノダシ群に会えて満足！ 

ガイドの話ではサメに食べられで日に日に数も減っ

ているらしい。濁りのないスッキリした海でもう一

度ツノダシが見たいと、既に来年に期待です。 

                         （713 福間 百合子） 

 

海が濁っていて水温がパラオにしては低かったの

が残念でしたが、ツノダシの（小さめの）群れと沢

山のサメをたっぷり見てきました。夜は皆でローカ

ル色豊かな美味しいお料理とお酒を楽しみ、炊事も

掃除もしない贅沢で幸せな日々を過ごしてきまし

た。 

私達の他にもＳＤＣのグループが幾つか行っていた

ので、ホテルやレストランや海上でお逢いしたのも

楽しい出来事でした。 

今年はツノダシの数が今一つだったので来年も行っ

て、透明度の高い海でもっと大きな群れを見たいと

思っています。 

幹事の渡里さん、皆さん、楽しい時間を有難う 

ございました。      （816髙師 美惠子） 

 

参加者 

682 渡里 喬   713 福間 百合子 725 堺 孝興 

746 大館 雪子 734 真鍋 美智子  

768 新井 成美  769 新井 純枝   

808 千明 シゲ子 816 高師 美恵子 

  

   

 

 

「第８回  まだ潜りたい会」ご案内」  

           124 高木 元子 

 

20年の歴史を誇る我がＳＤＣ！ということは頑

強なメンバーさんも老化は避けられず、身体にも健

康にもいろいろトラブルを抱えるようになりまし

た。しかし まだ潜りたーい！ そんなメンバーさ

んとまだ潜り続けるための方法やら用具やらを探る

研究会(？＝ただの飲み会じゃございません！）で

す。 

もちろん楽しく飲みながら＆食べながらね(^^)/  

※医療についての体験はお話しできますが、ご相

談は医療機関でお願いします。 

 次回は、まだ潜りたいメンバーさんが行き易い

場所、優しく面倒見の良いショップを紹介し合いな

がら『まだ潜りたい会が企画するまだ潜りたいダイ

バーのためのツアー』を考えたいと思います。 

たぶん きっと 実際にツアー成立するかも

(^^)/ 

＊日 時  平成２８年４月２１日(木) 

１２時～１５時 

＊会 場  新宿ライオン会館 

＊会 費  ５０００円位 

＊定 員  １５名位で締め切ります 

参加希望は早めに世話人(№６：大隅)まで連絡

を！ 

世話役 （大隅、坂東、高木、竹内） 

 

「フリッパーの会始めます」  

           205 江田 隆 

今年も 4月から開催します。 

＊日程   

4月 19日（火）15:00～17:00 

メインプール⑦レーン 

5月 6日（金）15:00～17:00 

メインプール⑦レーン 

以降は日程が決まり次第お知らせします。 

  

5ｍのダイビングプールは 7月に予定しています。 

 

 不明な点は 205 江田 隆 まで 

 

 

 



 

 ラジャのセントラルでは何度か潜っているけど 

南北を潜り倒すのは初めて。なるほど地図をみれば 

クルーズといえどもかなりの日数が必要なのが分か

る。 

 申し込みは個人でしていたが、ふたを開けてみれ

ばＳＤＣ 6人のグループが一緒だった。他に以前の

クルーズで知り合ったゲストにも再会して賑やかで

楽しいクルーズの始まりである。 

 ソロン～ミッソールの移動はやはり 1 日がかり。

日本を出発して 3日目に、5月に潜って大好きポイ

ントの一つになったミッソールから潜り倒しが始ま

った。 

 ミッソールはどのポイントもカラフルなソフトコ

ーラルが一杯で、サンタクロースというニックネー

ムのピグミーシーホースや、デニスがかなりの確率

で見られる。 

 5日目にKofiau島に移動。ラジャの西の端に位置

していてソロンからも遠いのでなかなかいけない場

所であるがこのクルーズならではの遠征である。砂

地にサンゴの根が点在して、その上にスズメダイ系、

ハナダイ系の魚が群れていてとても綺麗なポイント

だった。魚の種類の多さではラジャでも指折りのポ

イントで、特にマクロの宝庫と感じた。 

 6 日目にキヘリキンチャクダイがよく目につくな

と思っていたら、ベルベットエンジェルフィッシュ

の間違いだった。尾鰭の色が全部黄色というほかは

あまり区別がつかない。今度ラジャへ行ったらこの

違いに注目してみてはいかがでしょうか。（すみませ

ん、小さな事が気になるものですから！） 

 7日目には赤道越えをしてWayag島、Kawe島の

周辺で潜った。ケーブの下にはコショウダイ系の魚 

 

がまるで展示場かと思うように綺麗に整列していた

り、岩の間で真っ赤なピンジャロスナッパーが群れ

ていたりする。このスナッパーはパプアニューギニ

アでしか見たことがなかったのでここもやっぱり西

パプアだと変に感心した。 

ナイトダイビングではラジャエポーレットシャーク

（ウオーキングシャーク）がするすると歩くのをじ

っくり観察でき、ボートに上がったところで、満天

の星空の下、今、赤道の０線の上に立っているので

すよ、といわれて大感激。 

 9 日目の Airborek 島のナイトダイビングではバ

ンデットトードフィッシュを見せてもらった。カリ

ブ海のトードフィッシュを想像していたので予想外

の姿で戸惑ってしまった。よく鳴き声をあげるそう

だが私にはわからなかった。次の課題だ。 

 11 日目のクルーズ最後のダイビングは Blue 

Magic。ラジャを代表するワイドポイント。でも私

の目的は、ホワイトボンネットというセジロクマノ

ミとオレンジフィンアネモネフィッシュのハイブリ

ッド種。真っ赤なボディに白いボンネットがよく似

合う可愛いクマノミだった。ログブックには、海は

ブルーではなかったが、魚影は濃くマンタも回って

きたと書いてあった。 

 それにしてもこの魚影の濃さは一体何！どこへい

ってもあふれんばかりに魚が湧いてくる海だ。信頼

できるガイドさんたちだからこその楽しさだと感謝

しながら、またラジャ・ロングクルーズに行こうと 

いつまでも終わりがこない、懲りないダイバーであ

る。 

ラジャアンパット南北制覇ロングクルーズ    

2016年 11月 28日～12月 10日 

レポート 172 島尾 愛子 

 



 

 去年の楽しさが忘れられず今年も出かけた北極圏

に近いノルウエー・センヤ島。わりに早くから計画

を立て始めたにもかかわらずいろいろな事情が重な

ってすべての手配が整ったのが 12 月後半になって

からだった。 

 成田から約 18 時間かけてたどり着いたトロムソ

から、翌日、専用車で途中のスーパーで食材とアル

コールを買いこんで、センヤ島のハムン・イ・セン

ヤというホテルに到着。私たち 3人はアパートメン

ト形式の 1ブロックを借り、独立したトイレ・シャ

ワー付きの部屋をそれぞれで利用。共有のリビング

とダイニングキッチンがあり、夕食、昼食は現地で

買ったり、日本から持ち込んだ食材を使って自炊生

活。というのは、ノルウエーは物価が高くホテルの

食事は飲み物別で一食 6500円くらいする。 

 第 1夜目に早速オーロラ観測のチャンス。部屋の

すぐそばにはオーロラ観測のウッドデッキが作って

あり、そこに三脚を立てて写真撮影を開始した。風

が強く、立てた三脚が倒れそうだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑色のカーテンが揺れる中に北斗七星が見え、真下

の海も緑色に染まっていて寒いのも忘れるくらい。

それぞれがシングルで部屋利用をしたので、夜中に

目が覚めて時々一人で外の様子をみにでかけたりし

やすいのもオーロラ観測には好都合だった。 

翌日からフィッシングボートでオルカ・スイムを

3 日間予約していた。夜半から降り出した雪が少し

積もっていて、雪模様の中を出港。時々吹雪いて周

りが真っ白になったりすることもあり、吹き付ける

風と雪が目にあたって痛いのでマスクをしていたら 

 

マスクの中に氷の膜が出来る有り様。去年と全然違

うと思いながらも、キャプテンからエントリーの号

令がかかると皆一斉に海の中へ。水面にオルカのヒ

レは見えるけど、水中では姿がつかめず、それに去

年と違って水中にニシンの群れが全く見えない。目

に入るのは、インディゴブルーの海と白っぽい水底

の岩肌。まだニシンが集まるには時期が早かったの

か。出遅れてこの日程でしか、ボートを予約できな

かったことが悔やまれる。2 日目はお天気は良かっ

たが、エントリーするチャンスは訪れなかった。最

終日、エントリーしてオルカを見ることが出来たが、

今年も写真に残すことはできなかった。でも同行し

たプロカメラマンの戸村裕行さんはバッチリ可愛い

オルカをカメラに収めていた。さすがだなー、 

と誘った立場としては少しほっとした。 

 あまり晴れ間がなく、オーロラも最初の日以外は

いまいちという感じで、センヤをあとにした。旅慣

れた友人たちは自然相手なんだから、充分楽しんだ

よといってくれてうれしかった。 

帰りにトロムソに一泊して、午後 3時ごろ、真っ

暗な中を、対岸にあるステンドグラスで有名な北極

教会に行ってみた。内部から見るステンドグラスは

外が真っ暗なのでただの窓。でも外から見ると教会

に灯りがともっているのでそれは綺麗な絵を夜空に

輝かせていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年のツアーでは横浜カンパニーの永吉さんに本

当にお世話になった。時間も迫っている中を完璧に

アレンジしてもらい大感謝！！ 

もう一つびっくりしたことに全く同じ日程で山本さ

んグループにセンヤで出会った。 

       マスクの中が凍りついたオルカ・スイム 

(2016年 1月 11日～1月 21日） 

レポート 172 島尾 愛子 

 



 

 

 

 

 

 

年明け早々からシミランクルーズ、2度目のハレ

ルヤ号にてアンダマン海を満喫して来ました(^^) 

いつも思うんですが、到着 1本目のダイブは本当に

水温は暖かいのかちょっと警戒。ドボンと飛び込ん

でしまえば谷岡ヤスジの世界ですねえ・・・ヤデウ

デシヤ（オヤジしか解らないかも（笑）） 

いつものメンバーいつもの様に成田集合ですがお

互い出会う度に大歓声（*＾。^*）まずは定刻も近

づいて佐々木さんの姿が見えず皆でガヤガヤ。戸塚

さんも合流なりましたので聞いてみたら佐々木さん

は体調を崩してしまい不参加との事。あれま～当日

ドタキャンとは（後日新年会で当人にお聞きしまし

たら、前日気合を入れようと高価なユンケルを飲ん

だら反っておかしくなったとの事でした（＞_＜）

残念～ん）佐々木さんご苦労様でした。 

今回もハレルヤ号ですから船内も熟知、前回並み

の広い部屋かなと期待しておりましたら狭い２段の

二人部屋でちょっとがっかり（＞_＜）まあ海がメ

インですし、今回は多国籍ダイバー軍団も大勢乗船

してますんで・・・彼等男女とも縦横に大成長の巨

体を考えるとあの狭さは日本人にはピッタリなのか

もねえ。それでも我が身をよじって用足しの狭い便

座やウォシュレットに慣れ親しんだ下半身には殊の

他自宅のトイレが愛しく思えてなりませんでしたね

え（＾.＾） 

さてさてダイビングですが、今回吉川さんが 800

本、阿部さんが 777本・・・若干透明度の落ちる

水底にて全員集合で記念撮影。お二人ともどうもお

めでとうございます。これからも元気な限りはドン

ドン潜って記録を更新されて下さい。シミランとは

現地語で 9の数。九つの島から成り立ってるので

シミランを名付けられたそうです。クルーズは南か

ら順次ポイントを移動して行きますが、今回は余り

お天気も良くはなくスッキリと晴れたのは下船して

からでした。どのポイントも透明度も良くはありま

せんでしたし、超レア物との遭遇も殆どありません

でしたね。僕はカメラは陸上だけですので、海は浮

遊感・地形・あまたの魚類・生態等々自分なりの楽

しみ方をしております（＾.＾）でも皆さんはきっ

と素晴らしい被写体を見つけられた事でしょう。 

素晴らしい写真は皆様にお任せと致しますね。 

只毎日 4本目のトワイライトダイブ、これが毎

回凄かった！捕食タイムですし海の中は大賑やか。

ギンガメやバラクーダの群れ有りチラホラと大物も

回遊にはエクセレント～(*＾＾)V  

4本目をシンハビールの皆さんはご苦労様でした

（＾.＾）終日水温は 30℃前後、アンダマン海は癒

しの時間となりました。 

処で事件もありました。何本目かで海中で阿部さ

んが行方不明！？実は 20年程前ペリリューで日本

人ダイバー４人が流されるというアクシデントがあ

りまして、当日僕はパラオで潜っていて・・・その

夜コロールの街は大騒ぎ。結局皆さん亡くなりまし

たが、もしかすると阿部さんも・・で、エクジッ

ト。海面からハレルヤ号を見ると本人が居ました

よ、良かった良かった（＾＾ゞ当人はキッチリと減

圧して浮上、船を探して泳いだそうです。ガイド曰

く、その場合フロートを使って緊急浮上がベストだ

とか。因みに僕が翌年パラオに行ったらそれがきっ

 行きました！２度目のシミラン 
 2016 年 1 月 15 日〜21 日 

幹事 310 戸塚 明夫 レポート 562 加藤 隆司 
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かけでフロートの携行が義務付けられたそうです。 

更に更に事件発生、あの福田さんがフインを履か

ずにダイブ（*_*） これだけキャリアのある福田

さんでもあるんですからねえ・・・物が物だけに尾

ひれが付いてマズイかな。でも酒宴の話題にも事欠

かないツアーではありました（＾.＾） 

最終はカオラックでの会食と恒例のタイマッサー

ジ。常夏の昼下がりのマッタリとした時間を過ごし

ましてピックアップまでの時間調整。今回ジンベイ

さんにはお逢い出来ませんでしたが向こうにも都合

があるだろうし・・・これだけはご縁ですかね～

（＾＾ゞ 

今回も参加者は皆さん話題豊富で話の尽きない素

敵な方ばかりでしたしツアー期間中本当に楽しませ

て頂きました。僕はカメラ派ではありませんのでお

逢いした魚さん等の名前も書きませんし物足りない

と想われるでしょうが、魚さん達はサカナ君にお任

せしますし、皆さまの方が詳しいと想いますので省

略させてもらいました。今回のツアーではエピソー

ドの方を優先的に書かせてもらい、詳細なレポート

やお話しは皆様のシミランクルーズにお任せしたい

と思います。それでもツアーの醍醐味（笑）を僅か 

でも感じて頂けましたら幸いですね。今回も戸塚さ

ん他皆様お世話になりまして本当にありがとう御座

いました。これからもコバンザメ加藤と致しまして

は皆様のタンクに張り付いてでも参加したいと思い

ますんで是非宜しくお願い致します。 

 

戸塚さん 加藤（本人） 福田さん 阿部さん 

白松さん 吉川さん 遠藤さん 

 

 

 

 



 

１．はじめに 

今回は、パラオやシパダン、ランギロアなどでダ

イバーの皆さんに群れの凄さで人気を得ているブラ

ックフィンバラクーダを紹介します。 

 

２．所属、名前の由来、特徴 

①所属、名前の由来 

スズキ目 - カマス科 - カマス属に所属していま

す。名前は体の特徴（ブラックフィン）を表現して

おり、和名は無く英名のブラックフィンバラクーダ

がそのまま使われています。素直な名前なので不満

はありませんが、シェブロンバラクーダ（和名オオ

カマス）と混同されることが多く困惑しています。 

また、一族の中のグレートバラクーダ（和名オニ

カマス）とも良く似ていて間違えられます。オニカ

マスは乱暴者で人を襲うケースがあり嫌われ者です。

オニカマスのお蔭で、バラクーダ＝凶暴な大型肉食

魚と思われ、ジェントルな私達は迷惑しています。 

ただ、ジェントルと言っても草食系ではなく典型

的な肉食系で歯は鋭いですから気を付けて下さい。 

 

②特徴 自分で言うのもなんですが、体形はスマー

トで大きなものは

1.5ｍ程にもなりま

す。体形がスマート

な上、尻尾の付け根

が太いため、キック

力は抜群で時速

150km/h ぐらいのス

ピードを出すことが出来ます。 

 

口は受け口で、鋭い歯が生えています。目は大きく

視力は良

いので、

遠くにい

る獲物を

早くから

見つける

ことが出

来ます。 

受け口

なので、獲物は食べ易い位置（自分より上）にいる

イワシ等の小魚に狙いを定め、素早く近づき、鋭い

歯で噛みつきアッと言う間に丸呑みしていまいます。 

 

③群れ オニカマスは群れをつくらず一匹狼です

が、私達（ブラックフィンバラクーダ）はご承知の

ように大きな群れを作ります。「カマス一匹底千匹」

と言われる様に、釣りをしていてカマスが一匹釣れ

ばその下には大群

がいることが昔か

ら伝えられている

ように半端な数で

はない群れを作り

ます。   

その群れが作る

トルネードは圧巻

です。では、なぜ魚

達がトルネードを

形成するのかについては未だ良く分かっていません

が、面白い説があるので紹介します。 

カマスやギンガメアジなどのトルネードは魚達が

出会いを求める合コンなのだそうです。群れて直進

するのみでは、気に入った相手を選ぶのは左右の狭

い範囲に限られますが、トルネード（円筒）状態で

あれば広い範囲で気に入った相手（イケメン、イク

メン、ステキ女子）を探すことが出来るためだそう

です。 

そして、気に入った相手が見つかったカップルは

群れから離れて行くそうです。 

ほんとかな！と思いますが、面白い説なので今度

良く観察して見ようと思います。 

       ブラックフィンバラクーダ 
                 レポート 648 江藤 征雄 



 

 大阪第一ホテルで恒例の関西地区懇親会が開催

されました。司会は斉藤幹事が担当し愛嬌たっぷり

の名スピーチで会は進められました。 

 先ず関西の代表幹事である宮本さんの挨拶があり、

次に大隅会長よりお話がありました。 

現在の会員は278名で高齢化が進んでいるがツアー、

会員の集い、広報・同好会活動等を通じ年齢の割に

は会の行動は活発である、会員の皆さんには安全を

第一にダイビングを楽しんで貰いたい、との内容で

した。 

その後は宮内幹事の発声で乾杯が行われ会の始まり

です。総参加者は 22 名で遠路よりの参加はボホー

ルのグッドダイブから恭子さん、金沢から毛利さん、

岡山から国師さんでした。 

 いつも通りの和洋折衷の美味な料理が出され飲み

放題のビール、吟醸酒、ワイン等を頂きながら和や

かな歓談が続きます。 

その後各参加者の自己紹介が始まり、今年の実績や

来年の抱負等が報告されました。 

やがてビンゴゲームの時間となり、各人が用紙に思

い思いの 9名の参加者の名前を記入し、ゲームの資

料とします。景品は参加者数と同等の量が用意され、

ウェットスーツハンガーや手袋等が前方の机に並べ

られました。今年も一番の人気はmic21作成のカレ

ンダーの様で多数用意されていました。 

 全員の写真撮影そして休憩の後、宮本さんより来

年のツアー計画が発表されました。公認ツアーが激

減している昨今、来年以降も関西としては出来るだ

け多くのツアーを計画して行きたい、との力強いお

話しがありました。 

 次に大隅会長より会員のメーリングリストに関し

て今後の情報の共有や交換の在り方についての提案

が示されました。新鮮で興味深いお話でした。 

 会も終盤、用意された 6本のビデオが放映されま

した。白ナガスクジラやアニメと組み合わされた作

品もあり何れのビデオも作者のレベルの高さに感心

させられ見とれたひと時でした。 

 最後は宮本さんより閉会の挨拶があり、今年も無

事、会の終了となりました。 

 

 

 

 

306 宮本節子 

今年も恒例の関西地区懇親会、もうこの時期がき

たんだな～と、１年が早い・・・ 

課題は高齢化による会員数の減、如何に活動を PR

し会員増に繋げるか、また、公認ツアーの企画、そ

して、会員の情報交換・共有のための ML の普及、

やることがいっぱいある! 

 

ご参加いただいた皆様有難うございました! 

みんなで考えること実践すること、継続は力なり!! 

 

(MLの説明風景) 

 

参加者(22名) 

005 大隅 楠夫   123 河村 啓子  181 平山 英子

184 岡本 剛亮   305 宮内 弘人  306 宮本 節子 

406 立木 博信  470 池田 孝雄  

506 国師 三起子 508 安積 信   556 田中 宏子  

601 冨田 恭子   622 三吉 清忠  678 足立 公平  

723 田中  彰 724 田中 紀久子 735 道上 勲  

774 斉藤 満弘  787 岡 満男   793 毛利 暁夫  

805 吉田 延子  832 藤井 義則 

 

 

 
 関西地区  懇親会  

    2015年 12月 6日 

508 安積 信 



 

§景信山忘年餅つき山行（2015年 12月 19日） 

年末には欠かせない行事、景信山山頂での餅つき

です。ここでつくお餅が特別に美味しいと評判で、

毎年大勢の参加者で賑わいます。小仏バス停から 2

時間ほどかけ、上り詰めた山頂での餅つきです。時

間に合わせ景信茶屋が自慢のもち米を蒸かし待って

いてくれます。今年はお土産分も含め、3 臼 6 升も

餅つきしました。 

女性軍の多くが餅つきの反し用に割烹着着用で一際

華やかでした。暖かな快晴に恵まれ富士山もくっき

り、一年の締め括りの行事でした。 

（返しの名人田中恵美子さん） 

◎締め括りの行事 450 竹内千草  

今年は暖かい景信山でしたね。たくさん頂いた写

真を眺めながらいろいろ思い出しています。とびき

りおいしかった搗き立てのおもちとバラエティーに

富んだおかずよかったですね。今年のよいしめくく

りの行事でした。 

ありがとうございました。来年もたのしみましょう

（山頂から仰ぐ富士山） 

 

◎来年も！ 680 玉村馨 

今日も大変お世話になりました。 

餅つきとごちそうで今年最後のハイキングも楽しい 

忘年会になりました。 

少し疲れてしまい、飲み会に行く元気がなくて、ご

挨拶もせず失礼してすみませんでした。 

山登りすると足腰が衰えたかなと心配になります。 

毎日近所を歩くといいよと池田さんがおっしゃって

いたのでこころがけたいとおもいます。 

来年もよろしくお願いします。 

 

◎割烹着バッチリ！ 357 佐藤道子 

登りつめた展望の白い富士は素晴らしかった！ 

今年は好天に恵まれ

楽しい餅つきになり

ましたね～ 

年々進化して色々な

餅に合うもの一杯出

てきて、次から次と

食べて仕舞いました。 

女性群の割烹着姿も

ばっちりで益々息が

合うようになり、来

年も楽しみです。 

（杵を振り上げての餅つき） 

今年１年楽しい企画ありがとうございました。来年

もよろしくお願い致します。皆さま良いお年をお迎

えください。 

（山頂での記念写真） 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
① 景信山忘年餅つき山行 ②曽我梅林・曽我丘陵散策＆ビール工場見学 

  

世話人 197 宇留賀 達雄 



§房総高塚山ハイク＆フラワーライン 

（1月 20日催行予定を中止） 

 

§小田原曽我梅林＆曽我丘陵（2月 13日催行） 

当初の計画では寄（ヤドリキ）でのロウバイ観賞

を計画していました。しかし今年の花の開花は何れ

も早く、ロウバイは 20日も早く、1月いっぱいで見

ごろが終わってしまいました。 

急遽近くの曽我の梅林と散策に変更しました。 

小田原市の北部に広がる国府津・曽我は梅林だけで

なく、富士山の絶景ポイント、童謡「みかんの花咲

く丘」のゆかりの地でも知られたところです。 

曽我の里は、曽我兄弟曽我十郎祐成・五郎時致が父

の仇である工藤祐経を討ち取って本懐を遂げたとい

う「曽我物語」で有名で、近世以来、幸若舞、謡曲、

歌舞伎、浮世絵などで今日まで人気です。 

（曽我の梅花・by市川） 

 

◎ラッキー 124 高木元子 

昨日は楽しく、普段ろくに歩かない生活をしてい

るのに 10,000歩以上！ 

今朝は筋肉痛でヨタヨタ歩いております (^^ゞが、

解散直後からの雨・夜半からの暴風雨・今は雷も... 

何と私達はついていたことか！と嬉しくなってしま

いました。 

それもこれもリーダーの心掛けが最近良くなってき

た（ご本人は「昔からだ」と言い張っておられます

が）お陰＆我等の行いの良さのお陰でございましょ

う。 

次、アウトドアの会に参加出来るのは… 分かりま

せんが、また仲良く御一緒させてください m(__)m 

 

◎一杯！ 450 竹内千草 

富士山ごきげん、おいしいものいっぱい、らくち

んツアー、いっぱい楽しみました！ 

又ご一緒しましょうね。 

 

◎またご一緒に！ 831 七澤清 

ありがとうございました。翌日の春の嵐がウソの

ようです。隊長、役員の方、参加者の皆さま、お疲

れさまでした。 

また、御一緒できるのを楽しみにしております。 

 

◎綺麗な写真 838 市川雅紀 

宇留賀さん、皆さん、昨日はありがとうございま

した。綺麗な写真も撮れて満足してます。 

駅からは先に失礼しましたが、無事に？鴨宮まで歩

けました。 

また皆さんと御一緒できる時を楽しみにしていま

す。 

 
（ビール工場で by鈴木） 

 

◎またお会いしましょう 766 鈴木一雄 

昨日の春一番、今日の急転の寒さ～土曜日の好天

は、やはり皆様のパワーのなせる業か(笑)おかげさ

まで、楽しい一日を過ごせました。梅園とか梅林と

いうよりは、下曽我は里山の中の「梅の里」という

感じでした。市川さんが、素晴らしい写真をつけて

くださり、又お会いした時には、色々と習いたいと

思いました。小生は、いつもながら穏やかな日和の

中での梅見の散策の思い出にと拙い写真を添付いた

します。またアウトドアーの会とか、お会いいたし

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アウトドアーを楽しむ会、ご一緒しませんか！ 

アウトドアーを楽しむ会では毎月1回、低山・里山

ハイク等を中心に催行しています。花ハイク・ラフ

ティング・餅つき山行・スノーシュー・山菜取り等

バラエティーに富んだ催し満載です。地図読みやコ

ンパスの使い方なども学びます。ダイビングを共通

の趣味とする仲間が、別の趣味で楽しみを共有する

のも格別です。 

№197 宇留賀 達雄 

toki-urg529@jcom.home.ne.jp  

 

 



 

 12月 22日、5か月の間引き出しの奥でじっと出

番を待っていたチケットを手に、ウキウキしながら

私は家を後にした。 

すでに暮れの渋谷の街は、クリスマスイルミネー

ション一色で、いやが上にも気分を盛り上げてくれ

る。休日の夕方だけあって多くの人でごった返し、

同行の埼玉二人とキョロキョロと店の看板を探しな

がら、待ち合わせ場所のレストランへと急いだ。 

コンサート前に、イタリアンのお店でボリュウムた

っぷりの美味しい食事とお酒で、前奏曲が始まると

いう幹事さんの心配りは嬉しいですねえ。 

先ずはビールとワインで乾杯。私はミュージック

サロン初参加とはいえ、顔見知りの方も多くみえて

いて、互いに近況報告やおしゃべりをひとしきり楽

しむことができた。この日、集まった人の中にはチ

ケットが取れなかったため、レストランだけの参加

の方も┅┅。 

あっという間に時間は迫ってきて、「演奏者には

失礼かな？」と思いながらも、「少々ほろ酔い気分

の方がジャズを聴くにはノリがいいよね!」くらい

の気持ちで、会場のオーチャードホールへ向かっ

た。会場はすでに満席状態、熱気でムンムンしてい

る。 

 

今回のコンサートは、ジャズピアニスト小曾根真

率いる総勢 15名のビックバンドによる共演。モー

ツアルトのピアノ協奏曲を小曾根真がビックバンド

用にアレンジしたもので、ジャズならではの即興演

奏は、小曾根氏のすばらしいピアノタッチの連続と

ビックバンドとの音に圧倒された。 

そして演奏の合間に、この日はなんとキャロライ

ン・ケネディ駐日大使が来場しているという紹介が

あり、会場にどよめきがはしった。（3階席の私か

らは、頭だけチラリと見えた） 

最後は、クリスマス・ジャズナイトに合わせて

「きよしこの夜」を会場全員で合唱し、素晴らしい 

演奏会の幕は下りた。 

今回のコンサートでは、希望者が多くてチケット

を取るのに苦労された豊田さん、本当にありがとう

ございました。 

 

 

今回は昨年の開催から少し間が空きました。いつ

もは１月に新年会として開催しているのですが・・・

ツアーに出かけたり、仕事が重なったり、SDC新年

会での減圧ソングのダンス練習会があったりと忙し

く、諸事情あり、2月の開催となりました。 

折角の呑和会なのに、春の嵐と言われ凄い雨の日と

なりましたが、皆様元気にお出かけ下さいました。 

久しぶりのお顔拝見となった方もおられ、美味しい

中国料理を味わいながら、円卓で皆さんの顔も眺め

ながら、話しが弾みます。 

いつものように行きたい場所やツアーの話し、ツア

ー幹事のすすめやカメラの話し、ダイビングに復帰

したいけど・・・という方には一緒に行こうとお誘

いを!  そして、確定申告・税金の話しまで、幅の広

～い話題で盛り上がりました!  趣味の世界の話し

も飛び出し、料理が終わっても話しが尽きません。   

やっと 3月にリタイヤする方もおられ、今後が楽し

みです。 時間がいくらあっても足りません。話し

出したらあれもこれもと次々と話題がわいてきて止

まることを知りません。でも、こうして皆さんの顔

を見て話しが出来て楽しめるというのは本当に良い

ことで嬉しいことです。 

80才が目前の方が何人かおられ、いつまでダイビン

グが続けられるかなぁ～という思いとともに・・・ 

みんな元気で若い!! 皆さん有難うございました! 

 

 

 

 

呑和会  第 48 回「初花月」 

2016年 2月 20日 

世話役：306 宮本 節子 

 

 

 

 

 SDCミュージックサロン  

小曾根 真 クリスマス・ジャズナイト 

 

 

 

2015年 12月 22日 

761 田中 恵美子 



 

  

 

 

 

横浜「海の公園」内に、期間限定で設置されてい

る牡蠣小屋へSDC仲間と行きました。 

先般実施したご近所の会「海を愛でる会」にて、

何故か「牡蠣を食べる会」を実施する事になってし

まい、海を愛でる会の中の行事なのか、単に牡蠣を

食べたい人が集まるだけなのか、私自身もよく理解

せず声をかけかけたところ、10人も集まってくれ

ました。ただあまり人数を増やしたくなかったの

で、声をかけた人が少なく、新年会では「俺は聞い

ていない」と多くの人からおしかりを受けました。 

本当に申し訳ないです。 

大酒飲みの呑兵衛？が多いので、飲む暇がないよ

う牡蠣やホタテなどの食材を大量に買い込みまし

た。（おかげで予算オーバーでした） 

牡蠣などの食材を焼きながら食べるのは初体験だと

感激する人もおり、話す暇もない程の勢いで食べ始

めました。食べるのが一段落して、各自からの話が

始まると、突込みが多く話が進まないどころか 

今回の参加者による少人数制の「シークレット？イ

ベント」が幾つも具体的に決まり、気力・体力・財

力とも凄い集団だと、改めての驚きです。 

時間が経つのも忘れ、4時間もの間、飲み食べ話し

た後は、海辺と八景島を散策しましたが、ジェット

コースタに乗りたいと言う人が 5人もおり、乗車

券を買って乗り込もうとした直前に、年齢を聞かれ

65歳以上はだめですと断られ、すごすごと・・・ 

気は若いので次回はもっと若作りして行きましょう。 

リタイアすると通常友人は減っていくのに、逆に増

えていくSDCメンバーです。 

参加者 

006大隅 照子 038川上 秋子 062狩野 孝繁 

380舩坂 健  434百瀬 由美子 537奥原 研二 

600名倉 三也子 713福間 百合子 

816高師 美恵子 835木幡 恭一 

 

桜の季節になって昨年忘年会の報告をするのはち

と季節外れで間が抜けた気がしますが、H27年 12

月 10日(木曜日)午後 5時から 2時間位開催しまし

た。場所は例年行っているお座敷居酒屋「乃ノ木」

で、新宿駅西口から京王ホテルへの右手のビル工学

院大学キャンバスが入っている地下二階奥の静かな

和室である。今年の開催は幹事の都合で 12月は早

めの 10日に開催したため、多くの皆さん方がまだ

年内最後のダイビングツアーに出かけていたりし

て、都合に合わせることができず申し訳ありません

でした。 

そんな中でも例年の約半分の方に参加して頂き、

今回は若干会費を上げ飲み放題 6,000円也。お酒の

ランクアップとコンパクトにまとまった為かお座敷

の中は大変盛り上がり制限時間オーバー！即ち会費

追加かと思いましたが、お店のお得意様サービスも

あり集合写真1枚パチリで無事会計も予算内で完了

しました。盛り上がった勢いで予定していた二次会

会場カラオケスナック「キャロル」（小田急ハルク裏）

へ直行し、今度はワイン＆カラオケ＆雑談でＳＤＣ

パワーのにぎやかな夜が更けてゆきました。 

H28年の忘年会は 12月 20日過ぎに設定予定で 

誰でもどこからでも参加できます。ＳＤＣの皆さん

楽しい時間を是非ご一緒しましょう。連絡係の木村

までメール下さい、ご案内を差し上げます。 

参加者 

141 太田 允康 173 小元 佳代子 310 戸塚 明夫 

356 栗本 はるみ(二次会からの参加） 

357 佐藤 道子 419 村上 あい子 427 木村 満男 

472 高木 忠雄 514 安部 智枝   648 江藤 征雄 

661 向井 純一 748 加藤 倭朗  

牡蠣小屋での飲み食い 

2016年 2月 16日 

レポート 380 舩坂 健 

 
2015年 12月 10日 

427 木村 満男 

 多摩･武蔵野ご近所の会忘年会

SDCミュージックサロン 

    



SDCのスキー愛好会発足 

427 木村 満男 

 

 以前からアウトドアーの会でスキーを楽しんでき

ましたが数年前にスクールの事情で中止になり、北

海道十勝の有澤さん（No.845）からスキーの指導

をしてもいいよ！との応援話も有り、年 1回～2回

皆さんとご一緒の機会を持ちたいとお声かけした

ら、18名の方から賛同して頂きました。 

 第 1回の開催は宇留賀さんの紹介で雪質の良い 

かぐらスキー場とその宿を決定。都合のついた方  々

参加者 7名で第 1回を平成 28年 1月 18日から 20

日までの 2泊 3日で開催しました。 

一日目は越後湯沢駅に AM9 時集合で、東京にも

大雪が降り交通機関が荒れましたが無事全員集合。

地元の竹腰さん（No.47）が 25人乗りのバスで迎え

に来てくれたので皆さんびっくり！民宿「清つ館」

に入り、スキーをセットし晴天と雪質に恵まれ、銀

世界を滑る快適な時間があっという間に過ぎました。

夕食前に近くの温泉浴場へ行きたっぷり汗を流して、

宿からのお酒「八海山」を無料サービスされ感激し

談話が弾んだ。お部屋は昔懐かしい炬燵に皆で足を

入れての睡眠！1泊 2食で 7,000円也。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二日目も同じく晴天でスキー満喫、夕方宿に戻っ

たらご主人が送迎バスで三国街道を 20 分位登った

あの二居宿の「宿場の湯」へ案内してもらい、まさ

にスキー＆温泉の旅。2泊 3日の雪山のひと時でし

た。 

三日目は前夜半から大嵐で雨！あきらめてお昼ま

でのんびり、湯沢駅でひげそばとお酒の昼食をして

早めに帰京し新宿でまた二次会でした。次回 4月

上旬は八甲田のスキー＆酸ヶ湯温泉の予定です。 

 

写真は向井さん提供。 

参加者は 047 竹腰 141 太田 356 栗本 427 木村  

661 向井 748 加藤 倭朗 と元会員の本田さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 

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、3名で催行。 

4 月～11 月の設定日他にも 3 人いれば行きます。 

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 

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 

加 入 順 



 

  
(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､

2016 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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・会報 70号（7月号）は 6月 5日の総会の記事

を掲載する為、皆様にお届けするのが 1週間

近く遅れてしまいます。ご了承下さい。 

 

 

 

 

新年会での三保先生の講演が好評でしたので先

生のご協力を得て掲載することが出来ました。 

さっそく耳抜き訓練を始めました。“正しい耳抜

き”は予想以上に難しく四苦八苦しています。 

初心に返り出直しです。       小林 孝子 

 

広報誌とは・・・ 

う～ん、読んで喜ぶ！？ 

まだまだ、皆さんが広報誌に何を期待しているの

か理解できていません。 

「内容がほぼ同じだから私は読まないのよ！」 

と言われてしまった。ショック！ 

何方か教えてください、何を期待するのか！ 

川瀬 和恵 

 

会報に係わって約 3 年半、総ページカラー化と

コストダウンができたことが印象に残ります。 

ただ原稿が集まらないことが気がかりです。投稿 

して下さるのはいつもの方達。会報は広報や役員 

のものでは無く会員全体のものですので全員で作

り上げて行かないと継続させることが難しくなっ

て来ています。皆さまのご協力をお待ちしており

ます。               木藤 伸行 

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） 
神奈川県横浜市神奈川区金港町 2-1 

パークタワー横濱ポートサイド 2F 

℡：045-441-0125  

カスタマーサポート 045-441-0127 
e-mail：kuno@aoi-jp.biz 

（株）エーオーアイ ジャパン      S71 

広報よりのお知らせ 

編 集 雑 感  



� 【国内ツアー】 

区

分 

番

号 
日程 

ツアー名 

行先 
（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

会

員

公

認

企

画 

1
6
4
0
 

7.24～

7.29 

奄美大島       

ミステリー 

サークル観察 

ツアー6日間 

奄美大島で発見されたミステリーサークルを見に行

くツアー＊成田発着（バニラエア）＊初級者可  

＊8 ボート＊朝夕食付＊部屋シングル・申込み 4 月末

迄 旅行社ＳＴワールド 問い合わせ幹事まで 

12 万 648 江藤 征雄 

1
6
4
1
 

9.30～

10.6 

第 9 回沖縄 

サンゴ植付け＆

第 5回渡嘉敷 

魚の生態観察 

チービシでサンゴ植付け、その後、渡嘉敷で魚の生

態観察 ＊那覇ホテル集合・泊港解散（飛行機各自

手配）＊要中性浮力 ＊6泊７日 10 ボート（早帰り

可）＊部屋シングル：朝 6夕食 4 

10 万 648 江藤 征雄 

賛

 

助

 
会

 

員

 

公

 

認

 

企

 

画 

S
1
6
0
3
  4.22〜

4.25  
複数 

日程    

鹿児島        

トカラ列島    

口之島 

黒潮の本流がぶち当たる海は野生の匂いがプンプ

ン！ ＊羽田発着 ＊フリー潜降・中性浮力 

＊4月は 4 ダイブ 20 万 5 月は 7ダイブ  

9,10 月は 9ダイブﾞ ＊全食事 

＊5/16-5/20  6/6-6/9 9/26-10/1 10/31-11/5  

30 万 
ぷちアイランド 

S15 金子 弘之 

S
1
6
0
4
 

5.30〜

6.3 
沖縄 粟国島 

ギンガメトルネードやイソマグロトルネードのコラ

ボの時期 ＊羽田発着 ＊6 ダイブ ＊8 食事付き 
30 万 

ぷちアイランド 

S15 金子 弘之 

S
1
6
0
7
 6 月下旬 

～ 

7 月中旬 

小笠原 

父島・ 母島 

聟島列島 

12 日間 

梅雨明けの最高の季節。毎日快晴そしてべた凪、父

島、母島、聟島列島へ遠征！ マグロ穴イソマグロ

艦隊、平根の巨大カンパチ軍、ブルーリボンへの 

ウエメイロモドキとコクテンカタギの群れは圧巻 

＊13 ダイブ ＊18 食  

40 万 
ぷちアイランド 

S15 金子 弘之 

S
1
6
0
5
 

7.8～

7.13 

小笠原      

６日間 

＊小笠原のマグロは世界屈指！ ＊竹芝発着 

＊ビギナー可 ＊２ボートダイブ×３日 ＊食事別  
21 万 

サンドウェーブ

S26 

S
1
6
0
8
 

7.15～

7.20    

8.12～

8.22           
自由日程 

梅雨明け＆     

夏休み        

八丈島         

3 日間 

平均透明度は 40ｍ水温は 28°C とこの時期の海は安

定しています。なにしろ青い海、八丈ブルーを見に

来てください ＊4 ダイブ ＊4 食 

＊羽田―八丈飛行機代含 ＊1名から開催 

12 万 
ぷちアイランド 

S15 金子 弘之 

S
1
6
0
9
 7.25 

～ 

8.１ 

南九州秘境ツアー 

薩南諸島＆トカラ

口之島 8 日間 

黒潮の本流が走る海は正に野生のにおいがプンプ

ン！湧き上がる魚群に圧倒させられます 

＊羽田発着 ＊13 ダイブ ＊全食事  

40 万 
ぷちアイランド

S15 金子 弘之 

S
1
6
0
6
 

8.12 ～

8.15 

三宅島・ 

御蔵島４日間 

ダイブ＆ドルフィンスイム！ ＊竹芝発着  

＊ビギナー可 ＊２ビーチダイブ×２日 

ドルフィンスイム半日 ＊食事別  

12 万 
サンドウェーブ 

S26 下川 誠 

S
1
6
1
3
 

8.22 ～

8.23 

前日夜発     

神子元 

２ダイブ 

＊ハンマー狙い！前日泊なので楽チンです♪  

＊新宿集合解散(現地集合可） ＊ビギナー可 

＊２ボートダイブ ＊食事別  

3.5

万 

サンドウェーブ 

S26 

S
1
6
1
0
 8.23～

9.22    
自由日程 

伊豆 

神子元島       

2 日間 

南伊豆 弓ヶ浜沖の奇蹟 ハンマーヘッドと並走し

ましょう！ ＊下田駅集合解散 ＊2ボート  

＊1 泊朝食 ＊1名から開催 

4 万 
ぷちアイランド 

S15 金子 弘之 

この色のセルは 

新規掲載です 



区

分 

番

号 
日程 

ツアー名 

行先（国名、日

数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

賛 

助 

会 

員 

公 

認 

企 

画 

S
1
6
1
4
 

9.11 

本栖湖     

淡水&高所 

ダイブ 

＊珍しい淡水&高所ダイブ！ ＊新宿集合解散 

＊ビギナー可 ＊２ビーチダイブ ＊食事付  

2.5

万 
サンドウェーブ 

S
1
6
1
1
 

9.13〜

9.15 

終わらない夏   

伊豆大島      

3 日間 

秋の伊豆大島は魚影が濃く、カンパチやヒラマサな

ど回遊魚が渦巻、透明度 水温もアップし伊豆大島

はベストシーズン！ ＊高速船代金 ＊ホテル 2泊 

＊初心者歓迎            

＊4 ボート 2ビーチ ＊2名から催行 

12 万 
ぷちアイランド 

S15 金子 弘之 

S
1
6
1
2
 

10.17〜

21 

ヨナラ水道 

マンタ決戦！    

5 日間 

西表島と小浜島の間にあるヨナラ水道をドリフトダ

イブで見るマンタの編隊は白砂とのコントラストが

圧巻で一度見ると病み付き！ ＊石垣空港集合  

＊初心者歓迎 

＊９ダイブ ＊ホテル 4泊 1 名から催行      

18 万 
ぷちアイランド 

S15 金子 弘之 

S
1
7
0
1
 2017          

１.9〜

1.14 

初潜り沖縄    

与那国島       

6 日間 

体長 3ｍ強の巨大のハンマーヘッドシャークの群れと

泳ぐ至福の時を体感！大浴場完備！ これ病みつき

です ＊羽田発着 ＊８ダイブ ＊全食事  

＊1 名から開催！ 

30 万 
ぷちアイランド 

S15 金子 弘之 

推

 

薦

 

企

 

画 

N
1
6
0
6
 4.1～

12.31 
自由日程 

沖縄・慶良間 

自由日程 

大物・小物・地形・冒険ダイブ等 ＊現地集合解散 

＊2ボート＊ｷｬﾝｾﾙ前日 15 時まで 

・3ボート 1.58 万 ＊宿送迎(那覇市内限定) 

1. 

26 万 

ティーダ沖縄  

S70 豊里 友樹 

N
1
6
0
７

 5.1～

10.31 

毎週 

日曜日 

粟国 or 

渡名喜島 

日帰り遠征     

ツアー 

ギンガメアジ・マグロのトルネード・元祖青の洞窟

など狙い、5月 6月は粟国島中心 ＊最小 8名 ＊50

本以上 ＊3ボート ＊キャンセル前日 15 時まで 

＊宿送迎(那覇市内限定) 

1. 

98 万 

ティーダ沖縄  

S70 豊里 友樹 

N
1
6
3
4
 6.13～

6.14 
複数日程 

粟国・渡名喜・      

慶良間１泊２日     

ダイブクルーズ 

ギンガメアジ・マグロのトルネード・元祖青の洞窟な

ど狙い ＊最小 5 名 ＊全食事 ＊50 本以上 ＊追

加ダイブ 3.78 千 ＊6 ボート＊キャンセル１週間前

まで ＊宿送迎(那覇市内限定)＊7/4、9/26、10/24 発 

5. 

78 万 

ティーダ沖縄  

S70 豊里 友樹 

N
1
6
3
6
 6.28～

7.6    
日数自由 

奄美大島 

（北部） 

永吉期間中現地入り。ご希望の日数でご計画くださ

い。4 日間～がおすすめ。概算費用は 5日間 6 ダイブ

朝食付きの場合 ＊マイル利用他アレンジします。 

14 万 
横浜カンパニー

S41 永吉 拓也 

【海外ツアー】 

会

員

公

認

企

画 

1
6
7
3
 

5.18～

5.23 

ボホール・ 

アロナビーチ 

６日間 

フィリピン 

ワイドからマクロまで楽しめ、サンゴ・砂地・地形

ものんびり、バリカサグ島へも 

＊関空・成田発着 ＊11 ボート 

＊朝食付 

＊当日乗継不可能な場合ツアー中止 

15 万 305 宮内 弘人 

1
6
7
5
 

5.25～

5.29 

サバンビーチ   

5 日間         

フィリピン 

欧米人が多いリゾートで殿様ダイビング、治安がと

ても良く、のんびり過ごしたい人向き ＊成田発着 

＊初心者から ＊8 ボート ＊朝食付 ＊一人部屋  

予価 

16 万 
827 森沢 昭二 

1
6
7
6
 

6.15～

6.19 

サイパン           

5 日間 

陸（火災樹が咲きローカルマンゴも実る）も海もベ

ストシーズン！にのんびりダイビング 

＊成田発着 ＊8ダイブ ＊ボートフィー現地払 

＊一人部屋とスキルアップ対応  

予価 

16 万 
827 森沢 昭二 

1
6
7
8
 

7.26～

7.31 

モアルボアル     

６日間       

フィリピン 

ドロップオフならではの魚影とダイナミックな風景 

＊関空・成田発着 ＊11 ボート ＊朝食付 

＊遠征ポイント変更差額別途 

14 万 306 宮本 節子 

1
6
7
7
 

11.1～

11.8 

レンベ       

8 日間       

インドネシア 

レンベ海峡にポイントが点在、フォト派・マクロ

派・ﾌｨｯｼｭｳｫｯﾁﾝｸﾞ好きにはたまらない生物の宝庫   

＊関空・成田発着 ＊12 ボート  

＊リゾート滞在中全食事 ＊シンガポール前泊 

＊ 旅行社 ワールドツアープランナーズ 

22 万 306 宮本 節子 



区

分 

番

号 
日程 

ツアー名 

行先（国名、日

数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

賛

助

会

員

公

認

企

画 

S
1
6
7
5
 

5.22～

5.27 

チューク       

６日間        

ミクロネシア 

世界屈指の沈船ポイント＆世界一の絶景ジープ島！ 

＊成田発着 ＊ビギナー可 

＊２ボートダイブ×３日 ＊食事付  

29.5

万 

サンドウエーブ   

S26 下川 誠 

S
1
6
7
6
 

6.13～

6.17 

マラパスクア    

５日間        

フィリピン 

驚異のニタリ遭遇率！ ＊成田発着 ＊ビギナー可         

＊２ボートダイブ×３日 ＊食事別  
26 万 

サンドウエーブ   

S26 下川 誠 

S
1
6
7
7
 

9.26～

10.2 

トンガ 

ホエール   

スイム７日間 

ザトウクジラと泳げます！ 

＊成田発着 ＊ビギナー可  

＊ホエールスイム+１ボートダイブ×３日 

＊オークランド観光付 ＊食事付  

58 万 
サンドウエーブ   

S26 下川 誠 

推

 

薦

 

企

 

画 

N
1
6
2
8
 5.1～

7.9   
毎週土曜

発 

トンガ王国/ 

エウアイキ島 

近海で巨大ケー

ブ日帰りダイブ 

８日間 

巨大ケーブでマグロの群れと日帰りダイビング(３日

間／９ダイブ込) *成田発着 ＊４名～ ＊オーク

ランドとトンガでの半日観光＋空港ホテル間往復送

迎付 ＊トンガでの全食事(ソフト・ドリンク付) 

46.5

万～   

49.8

万 

レックス 

ツアーズ    

S52 田渕 司 

N
1
6
3
0
 

5.1～

10.15   
毎週土・

日・月曜

発 

ラパスでの 

日帰りﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ

7 日間     

メキシコ 

コルテス海のラパス近海で日帰りダイブ(3 日間 9ダ

イブ）＊ボートはカタマラン・タイプのファンライ

ダー号又はシースター号 ＊成田発着 ＊2名～  

＊ロスカボス空港～ラパス間往復送迎 

＊ラパスでの朝・昼各３食 

18.9

万～      

23.9

万 

レックス 

ツアーズ    

S52 田渕 司 

N
1
6
5
7
 5.01～

10.31   
毎週金曜

発 

カリブ海の真珠

/キューバで貴

重なダイビング

と古の町の散策

８日間 

文豪ヘミングウエイが愛した古の町ハバナを散策＋

カリブ海での２日×４本ダイブ ＊羽田発着 ＊４

名～ ＊ハバナの終日観光＋トロピカーナ・ショー

＋空港ホテル間送迎 ＊離島での全食事(オールイン

クルーシブ／3 泊 4日) 

36.8

万～   

41.3

万 

レックス 

ツアーズ    

S52 田渕 司 

N
1
6
2
5
 5.3～

6.14 
複数日程 

ガラパゴス          

クルーズ           

12 日間 

生命の楽園『ガラパゴス諸島』を潜るダイビングク

ルーズ【アグレッサーⅢ】12 日間キト前入りプラン 

＊成田発着 

＊22 ダイブ *別途空港諸税等\12010 

＊ガラパゴス入島税他＄120   

＊ナイトロックス対応（US＄150） 

90.9

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
6
2
2
 5.8～

6.26   
毎週日曜

発 

コスラエ       

8 日間        

ミクロネシア 

ミクロネシアの宝石・コスラエ 珊瑚の大国、 

抜群の透明度＆大物遭遇 日本人ガイドが安心サポ

ート 帰途グアム泊 ＊4日間 8 ボート  

＊成田・関西・中部発着 ＊昼食４ 

26 万 
ユーツアー   

S43 村瀬 慶美 

N
1
6
3
5
 5.8～

5.18              
複数日程 

キューバ 

ダイブ 

サファリ 

11 日間 

永吉同行。世界遺産含む 5都市観光、ダイビング３

か所計６本、キャバレートロピカーナショー  

3 名催行（最大も 3 名が理想） ＊初級者可 

＊東京発着他各地発可 ＊全食事 

* 5/19、5/30、6/8、11/2、11/10、11/20 発 

58 万 
横浜カンパニー

S41 永吉拓也 

N
1
6
2
3
 

5.8 ～

6.30   

毎週日・

火・水・

金・土発 

イル・デ・パン 

&ヌメア 

8 日間 

ニューカレ 

ドニア 

ブラックマンタ遭遇率大のヌメアと、離島イル・ 

デ・パンの 2か所で潜るお勧めプラン 

*イル・デ・パン 2日 4 本/ヌメア 1日 2 本、計 6 ダ

イブ *成田発着 ＊朝食３  ＊詳細要問合せ 

28.5

万 

ユーツアー   

S43 村瀬 慶美 

N
1
6
2
6
 5.10～

7.10 
毎日出発 

リロアン 

5 日間 

フィリピン 

日本人ガイド常勤！ゆっくり、のんびり、まったり

マクロウォッチング！フォトダイビングしたい方！

必見！ ＊9ダイブ ＊全食事 

＊オプションでジンベイＤＶも可能 

11 万 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
6
4
3
 

5.21～

5.28 

コモド諸島 

スペシャル 

企画６日間 

クルーズ 

5 月満月週（大潮）廻りの魚影の濃い時、コモドを一

番知る弊社ガイドと人気カメラマン（鍵井氏）とお

楽しみ下さい 国際航空運賃込みでこの価格！ 

＊東京発着 ＊13 ダイブ *乗船中全食事 

＊5名からＳＤＣ特別価格 

29〜 

31 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 水谷・唐澤 



区

分 

番

号 
日程 

ツアー名 

行先（国名、日

数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

推

 

薦

 

企

 
画 

N
1
6
2
7
 

5.28～

6.4 

トゥフィ        

8 日間       

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ 

We 看板ｶﾞｲﾄﾞ的場と行く トゥフィ ！ 

陸の孤島・フィヨルドの作り出す海！ ＊成田発 

＊催行最小人数 10 名 ＊朝食 7 昼夕各 6 

＊15 ダイブ(3 セルフワーフダイブ込) 

39.4

万 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
6
3
3
 

6.4～

6.12 

グルグル 

じんべえ 

チェンデラワシ

湾 ７日間 

クルーズ 

泳がなくともダイバー周りをグルグル回るジンベエ

保証、透明度の良い中で写真取り放題！水温２９度

＆美珊瑚の秘境、国際航空運賃込みでこの価格 

＊東京発着 ＊15 ﾀﾞｲﾌ ＊乗船中全食事 

＊5名からの特別価格 

43〜 

45 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 水谷・唐澤 

N
1
6
3
2
 6.14～

6.23   

6.22～

7.1 

レンベ発 

サンギへ諸島 

８日間 

クルーズ 

１クルーズで３度美味しいクルーズ、レンベのマク

ロから、世界有数の海底火山、そして世界のブナケ

ン！ 国際航空運賃込みでこの価格 ＊東京発着 

＊17 ﾀﾞｲﾌﾞ ＊乗船中全食事 ＊５名からの特別価格 

37〜 

39 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 水谷・唐澤 

N
1
6
1
8
 

7.8～

7.18 

レッドシー 
ダイブクルーズ      

11 日間 

永吉同行 、4 名催行～10 名で貸切、いいとこどり最

大 20 ダイブ トルコから直クルーズ地入り カイロ

他政情不安地域なし ＊フリー潜降＆中性浮力  

＊乗船中全食事 ＊伝説のガザラ１号利用 

39 万 
横浜カンパニー

S41 永吉 拓也 

N
1
6
2
9
 7.16～

9.26   

毎週 

土曜発 

トンガ王国/ク

ジラ･スイム＋

巨大ケーブ 

日帰りﾀﾞｲﾌﾞ                

８日間 

クジラとスイム＆巨大ケーブでマグロの群れとの日

帰りダイビング(３日間／３本ダイブ込) ＊成田発

着 ＊４名～ ＊オークランドとトンガでの半日観

光＋空港ホテル間往復送迎付 ＊トンガでの全食事

(ソフト・ドリンク付) 

48.5

万～   

51.5

万 

レックス 

ツアーズ    

S52 田渕 司 

N
1
6
1
7
 

7.16～

7.24 

世界最大 

オサガメ観察 

7 日間クルーズ 

アジア最大のオサガメ産卵地へ！手つかずの海をダ

ビイングしながら、世界最大（全長 2mUP）絶滅危惧

種のオサガメ観察！ ＊東京発着 ＊15 ﾀﾞｲﾌﾞ 

＊乗船中全食事 ＊5名からの特別価格  

44〜 

47 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 水谷・唐澤 

N
1
6
5
1
 7.16～

7.23  
複数日程 

コモドクルーズ 

８日間 

フローレス海と、インド洋の間の特殊な環境、話題

のコモドドラゴンにも会え大満喫ツアー♪ 

＊成田大阪発着 ＊ドリフト経験、40 本以上、 

フリー潜降 ＊16 ﾀﾞｲﾌﾞ ＊朝昼夕各 5  

＊7/23,7/30,8/6.8/13,8/20,8/27,9/3,9/10 発 

29.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
6
5
2
 

8 月以降    
毎日出発 

リロアン 

マリン 

ヴィレッジ 

 ５日間 

日本人ガイドが複数常駐していて、1人参加でも安

心！フィッシュウォッチ派もフォト派も万全なケア

大小 7 艇の船、多数のベテランガイドと機動力も抜

群。＊9ダイブ      ＊朝 4昼 3夕 4食 

10 万

～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
6
5
3
 8.6～

11.12 
毎土曜発 

モルディブ 

クルーズ 

8 日間 

マンタ・ジンベエ等の大物が高確率で狙えるツアー 

＊成田発着 ＊50 本以上,1 年以上のブランクが無い

健康な方。 ＊15 ボート ＊全食事 

＊早期申込み割引あり 

30 万 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
6
3
9
 8.16～

8.21 

8.23～

8.28 

世界遺産パラオ 

クルーズ 6日間 

夏のパラオはトップシーズン。ブルーコーナーを満

喫 前後泊ホテル ＊成田発着 ＊11 ダイブ  

＊乗船中全食事 ＊ＳＤＣ特典割：￥8,000 

19.8

万円 

スポート 

ツアーズﾞ                    

S14 西元 君子 

N
1
6
4
9
 8.20～

8.26 

8.27～

9.2 

世界遺産パラオ 

クルーズ 7日間 

8 月のブルーホール、ブルーコーナー、ジャーマンチ

ャネルを潜り倒す、前後泊ホテル ＊成田発着 

＊15 ダイブ ＊乗船中全食事 

＊ＳＤＣ特典割\10,000 

23.5

万円 

スポート 

ツアーズﾞ                    

S14 西元 君子 

N
1
6
5
4
 

8.20～

9.12  

9.24～

10.31 
土･月曜発 

タヒチ・ 

ランギロア 

8 日間 

ランギロア・ベストシーズン到来！バショウカジキ

＆イルカの大物三昧！ *成田空港発着 

＊8ダイブ ＊朝 5 食 

44.7

万 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
6
4
0
 

8.23～

8.28 

パラオ 

クルーズ     

6 日間 

8 月のパラオは一年の中で上位になる Good 

Condition。マンタ、ギンガメ、バラクーダーに出会

う夏のパラオに行こう！＊成田発着/デルタ直行便 

＊乗船中、全食事 ＊ＳＤＣ特典割￥5,000 

21.5

万～ 

スポート 

ツアーズﾞ                    

S14 西元 君子 



区

分 

番

号 
日程 

ツアー名 

行先 
（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

推

 

薦

 

企

 

画 

N
1
6
4
1
 

8.23～

8.30 

マラパスクア    

８日間 

フィリピン 

マラパスクア・ニタリザメ鑑賞ツアー ＊成田・中

部・関空発着 ＊ＡＯＷ 最少２名 

＊１６ボート（内 5 本は早朝ニタリダイブ） 

＊朝食付 ＊キャンセル３５日前  

21 万 

トラベルネット

サービス 

Ｓ58 森下 亮一 

N
1
6
3
1
 8.27～

10.8   
複数日程 

ラパスでの 

ダイブクルーズ 

８日間 

メキシコ 

ラパス近海で大物狙いのダイブクルーズ(アドベンチ

ャー号に 4泊 5日 14 本ダイブ） ＊成田発着 

＊最少８名～ ＊ロスカボス空港～ラパス往復送迎 

＊ボートで朝・昼・夕食各４と飲み物込 

＊8/27、9/3、9/10、9/18、10/8 発 

29.5

万～   

30.5

万 

レックス 

ツアーズ    

S52 田渕 司 

N
1
6
5
0
 

9.17～

9.26 

世界遺産パラオ 

クルーズ 

10 日間 

9 月の飛び石連休はパラオに決まり！美しい夕日、満

点の星、マンタ、ギンガメ群、バラクーダ―群を思

う存分撮ろう！前後泊ホテル  ＊成田発着 

＊27 ダイブ ＊乗船中全食事 

＊ＳＤＣ特典割：1 万+シングルルーム無料 

33.8

万円 

スポート 

ツアーズﾞ                    

S14 西元 君子 

N
1
6
5
5
 

9.17～

9.25 

コモドクルーズ       

マウメレ 
（フローレス島） 

通常南北エリアコモドクルーズに加え、マウメレへ

の移動航海！（マクロも）＊成田・大阪発着 

＊ドリフト経験、40 本以上、フリー潜降 

＊16 ダイブ ＊朝昼夕各 5食 

40.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
6
4
4
 10.1～

10.8    

10.8～

10.15 

コモド諸島 

全エリア網羅 

６日間クルーズ 

本当のコモドの魅力…南と北の違いと二つの海の魅

力が交錯する中部エリアを潜ると分かる素晴らし

さ！全エリア網羅ルートを国際国内運賃込み価格！ 

＊東京発着 ＊13 ダイブ ＊乗船中全食事 

＊5名から特別価格で！ 

30〜 

32 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 水谷・唐澤 

N
1
6
4
8
 

10.15～

25 

マダガスカル 

ダイビング 

11 日間 

永吉同行。ジンベエ・マンタシーズン、最高のダイ

ブロッジで 4日間 8 ダイブ＋バオバブ＆動物見学。

全食事付。6名催行・燃油空港税込 

60 万 
横浜カンパニー

S41 永吉 拓也 

N
1
6
5
6
 

10.18～

26 

アンボン＆ 

バンダ海 

クルーズ９日間 

マクロの秘宝・アンボン＆ハンマーの海・バンダ海

を 9日間で潜り倒クルーズ！！＊ドリフト経験、 

最低 40 本以上  フリー潜降  ＊23 ダイブ  

＊朝 7昼 6夕 6食  

51.2

万 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
6
4
5
 10.29～

11.6    

11.19～

27 

ラジャアン 

パット 

７日間クルーズ 

弊社ならではの良い所取りのクルーズ、この季節は

高透明度＆ムレムレ魚群と、安定した海況、国際国

内航空運賃込みでこの価格 ＊東京発着 ＊15 ﾀﾞｲﾌﾞ 

＊乗船中全食事 ＊5名からの特別価格 

37〜 

39 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 水谷・唐澤 

N
1
6
4
6
 

11.11～

20 

アロールマウメレ

活火山＆マッコウ

7 日間 

クルーズ 

手つかずの自然、活火山、本当の秘境、マッコウ鯨

漁の村の海へ！このルートでしかできない経験！ 

＊国際国内航空運賃含めた SDC 特別価格 

＊26 ダイブ ＊5 名からの特別価格 

33〜 

35 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 水谷・唐澤 

N
1
6
4
7
 

11.26～

12.8 

ラジャアンパット

全島網羅 

１１日間 

ロングクルーズ 

ラジャアンパットの所以となる４島を巡る秘境ロン

グクルーズ、各海の違いをその目で！あのサンタク

ロースも保証”、＊国際国内航空運賃含めた SDC 特別

価格  ＊東京発着 ＊26 ダイブ ＊乗船中全食事 

＊5名からの特別価格 

52〜 

55 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 水谷・唐澤 

N
1
6
4
2
 

11.27～

12.4 

コスラエ       

8 日間        

ミクロネシア 

コスラエで唯一の日本人ガイドが海＆陸を案内圧巻

の珊瑚と、大物との遭遇はミクロネシア随一 

グアム前・後泊 ＊成田・関空・中部発着 

＊4日間１１ダイブ ＊朝 5昼 4食  

28.3

万 

ユーツアー    

S43 村瀬 慶美 

☆ 前号（68 号）掲載で継続募集中のものがあります。前号、ご参照の上、幹事にお問い合わせ下さい。 

ツアー一覧表に関するお問い合わせ、及びツアー計画書の提出先  753 都築 和子   766 鈴木 一雄 

 
会費納入、忘れていませんか？  会計 417 豊田 映子 

2016 年度の活動が始まります。会費を納めていただいたことと思いますが、うっかり忘れてしまった方、早急にお払込

みをお願いいたします。「払込取扱票」を利用しますと窓口、ATM 手数料は無料です。紛失なされたり、他銀行から 

振込なされる場合は下記の口座にお願いします。 

★ゆうちょ銀行 〇二九（ゼロ二キュウ）店 当座預金  0011027 日本シニアダイバーズ・クラブ 

（ニホンシニアダイバーズ・クラブ） 

会計より 



 

 

 

「ローソク岩のてっぺんに落ちる夕日」 

358 渡辺 靖明 

船で出て夕日が岩の先端に掛かる瞬間にシャッター

を切るタイミングが難しかった。 

カメラ：オリンパス XZ-2 

撮影地：沖ノ島 

撮影日：2015年 6月 4日 

 

 

「花より団子っ鼻」  

610 白松 礼子                            

ピグミーシーホースのお花見だよ～ん 

 

カメラ：オリンパス ＴＧ3 

撮影地：フィリッピン アニラオ 

撮影日：2015年 11月 16日 

 

 

 

 

 

「コブシメのペア」 

830 高田 和男 

慶良間の海の中は5月になってようやく暖かい陽気

に、このペアはダイバーの視線をよそに、ずっとこ

のまま。 

カメラ：SONY SC-W170 

撮影地：慶良間 カミグー 

撮影日：2013年 5月 16日   

 

 

 

「春の光の中に」 

753 都築 和子  

やわらかな陽ざしにつつまれて 

 ホヤに妖精が隠れていました 

カメラ：オリンパス ＴＧ3 

撮影地：フィリッピン マクタン 

撮影日：2015年 4月 10日 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

2016 年総会・懇親会  

日時：2016年 6月 5日（日）12:00～16:30 

  ※ 11時からビデオ・スライドショー（自由参加） 

会場：恵比寿イーストギャラリー 

 東京都渋谷区東 3-24-7 

交通：JR山手線・埼京線  

東京メトロ日比谷線 

恵比寿駅西口から徒歩 2分 

会費：8千円 

大阪第一ホテル会場案内図 

S
D

C
 

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。 

 

 

 

 

SDC 全国の集い 
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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、会報の季刊発 

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  

イーストギャラリー 会場案内図 

SDC 主要行事のご案内  

SDC 主要行事のご案内  

 

mailto:s.akutsu1@jcom.home.ne.jp

