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南伊豆 弓ヶ浜沖の奇跡

（神子元島）毎年、こころ 

  踊る季節がやって来る 

奴らと共に！ 



2017年総会報告 

     005 会長 大隅楠夫 

 

2016年度活動報告 

1） 会員数：269名で始まり最終 279名。 

2） ダイビング活動（会報に報告されたもの）： 

会員企画公認ツアー10、賛助会員同行ツアー4、

個人グループツアー23の実施が報告された（実

際にはこの数倍の数の個人グループツアーが実

施されていると予想される。） 

3） 会員の集い：全国から総会・懇親会 95名、新年

会 104名の参加者があり、活発な情報交流が行

われた。12月の関西地区懇親会は24名の参加、

関東地区から 3名が参加した。11月の中部地区

懇親会は 15名の参加、中部以外から 8名の会員

が参加した。 

4） その他地区の活動：関西地区では呑和会が年に

4 回開催された。関東地区では、ヴィンテージ

な会が 1 回、ご近所の会、多摩・武蔵野ご近所

の会、海を愛でる会がそれぞれ 2 回開催。同好

会では、フリッパーの会 8 回、アウトドアを楽

しむ会 11回、ミュージックサロン 7回、水中映

像を楽しむ会は勉強会を 4回、その成果を 11月

の上映会で発表。まだ潜りたい会 2 回、グルー

プサンゴの森 2 回、新しくスキー愛好会と海釣

り同好会がそれぞれ 2回開催された。 

5） ダイビング活動と地区懇親会の関係： 

関西地区では 6 月の連絡会議で年間のツアー計

画を立て世話人の役割分担を決めるなど、計画

的でまとまりがよく 5 つの公認ツァーが実施さ

れた。関東地区は、会員数が多く、経験や好み

のスタイルが多様なため、数多く行われる懇親

会や同好会の際にツアー企画が生まれ個人グル

ーツアーとして実行されている。このうちのい

くつかでも公認ツアーとして提案されることを

期待する。 

6） 広報活動：会報はNo.70～No.73迄発刊された。 

  昨年導入された会員相互のコミュニケーション

ツール・サイボウズLiveは登録会員 120名とな

り更なる活用が期待される。 

  SDCの活動を紹介するマリンダイビング連載は 

  5年目、Vol.54迄進んだ。4月のMDフェア・セ

ミナーも 5年目・第 5回となる。 

 

 

 

2017年度活動方針 

1）更なる充実をめざして（昨年の企画の推進） 

 ＊講演会・勉強会の開催 

 ＊地方会員の全国の集いへの参加補助 

 ＊サイボウズLive & HPの活用 

  2 つの活用方法に関してチームを作り検討する。 

2）創立 25周年事業 

  2019 年実施に向けて検討委員会を設置して計

画を立てる。 

    2017年度役員 

6 月 4 日の総会において 2017 年度役員が次のよう

に決まりました。 

会 長 005 大隅 楠夫 

副会長 648 江藤 征雄 

 603 氏家 友枝 

事務局 830 高田 和男（新任） 

総 務 640 山﨑 利江（新任） 

 820 小澤 良一（新任） 

会 計 792 長谷川 實（新任） 

広 報 668 川瀬 和恵 

 674 内芝  範子 

 572 阿部 千衣子 

 832 市川 雅紀（新任） 

ダイビング計画 816 高師 美恵子 

 817 船山 浩志（新任） 

関西地区担当 306 宮本 節子 

会計監査  682 渡里 喬 

 

＊クラブ運営に関して問合せ、相談等ありましたら

担当役員までご連絡下さい。  

事務局 会員の入退会手続き、名簿管理 

総 務 新年会・総会・懇親会 

会 計  会費 

広 報  会報 sdckoho2012@hotmail.co.jp 

ダイビング計画 ダイビングツァー 

 

 [その他の役員]  

技術顧問  030 杉本 信也 

顧 問  018 坂東 正朗 

 197 宇留賀 達雄 

   

関西地区幹事 470 池田 孝雄 

 508 安積 信 

 735 道上 勲 

 774 斉藤 満弘 
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6 月 4 日（日）恵比寿イーストギャラリーにおい

て、会員 87 名・賛助会員 10 名の御参加を頂き、

2017年の総会・懇親会が開催されました。 

11 時から恒例のアトラクションで、「水中映像を楽

しむ会」7 名の力作が発表され、どの映像も素晴ら

しく、癒しの一時を過ごすことが出来ました。 

12 時からの総会では、会長から御挨拶、2016 年度

の活動報告、会計からの決算報告並びに会計監査報

告、引き続き 2017 年度の活動方針で、講演会・勉

強会の充実、サイボウズの有効活用、SDCホームペ

ージ改善の検討チーム結成等の提案がなされました。 

 
2017年度の予算では、「規約細則の改訂」で役員

会等における役員の旅費について、定額制から実費

制について提案がされ、いずれも全会一致にて一括

承認されました。 

その後、会長から 9 名の留任、5 名の退任、6 名

の新任の提案がされ、いずれも全会一致で承認され

ました。（役員名については、別掲） 

 
会場整理して参加者一同の記念撮影、「皆さん、笑

顔ですよ」でパチリ、思い思いの笑顔で、出来栄え

は見てのお楽しみ、カメラのせいではありませんよ。 

 

場所を B1F に移動してお待ちかねの楽しい懇親

会、「私のテーブルは何処？」と右往左往でしたが、

何とか無事に着席して司会の氏家様の「ご静粛に！」。 

江藤副会長の御挨拶「SDCの平均年齢は約 69.9歳

です。気持ち年齢は 10歳と若いですが、『安全ファ

ーストで』ですよ」とどこかの知事の弁のパクリか

な？ 

来賓の水中造形センターの後藤様から、長い黒髪

を撫ぜながら御祝辞をいただきました。 

 
乾杯は、「私いますよ」と島尾様、お元気ですね。 

テーブル毎の思い思いの歓談、初参加者様、賛助会

員様、関東圏以外の参加者様の紹介が終わり、恒例

の「多摩・武蔵野ご近所の会」の皆様による『みん

なで踊ろう、減圧ソング』、謎の美少女現れる？で会

場騒然でしたが、「終わりよければ、すべてよし！」 

でしたね。 

 
ワイガヤの中で無事に総会・懇親会を終えました

ことに対し、旧役員への感謝と御慰労を申し上げる

とともに、相変わらず新役員にも同様の御愛顧をお

願い申し上げます。 

来年の総会は、2018年 6月 3日（日）に開催です。 

2017年 総会・懇親会報告 
 総務 820 小澤 良一 
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          861 小宮 雪美  

 受付でにこやかに迎えられて、総会の雰囲気も

和やか、懇親会の会場では、不慣れな雰囲気にの

みこまれてしまいそうと不安が過ぎりましたが、

私にアドバイザーをつけて頂き、とても親切に昔

からの知り合いであるかのようにいろいろな事を

教えて頂き、緊張と不安が飛んでいってしまいま

した。その後のサークルにおいても皆さんフレン

ドリーでした。最初から、WELCOME,の姿勢を十分

に感じ素敵なクラブに、入会できてよかった～

と、楽しみが増えました。日程が合えば出来る限 

り、イベントに参加したいと思います。よろしくお

願いします。  

 

859 新山 公男 

今回 壇上で自己紹介をさせて頂きました 

 

 

が、沢山の会員の方に囲まれ楽しい時間を過ご

せた事は近々無くてとても楽しかったです。  

自己紹介の際 ダイブ仲間が此処数年 凄く少な

く成り、一人寂しく潜りに行く事が多く寂しい

思いをしていた処、三年前の沖縄トロピコと

（居酒屋で）喜寿のお祝いをした際に、ＳＤＣ

のパンフレットを頂いたのを思い出し事務局の

阿久津さんに、3 月電話 参加希望を依頼し OK

を頂き無事参加させて頂きました。 

もっと早く会員参加をして居れば と思ってし

まいました。 私事 歳と共に体力の衰えには遺

憾し難く日頃健康管理に勤しみ、アウトドアー

の趣味もダイビングのみ に成りました。 

先ずはサンゴ植え付け参加から会員さんとのコミ

ュニケーションを、と考えて居ますので 少し長く

成りましたが 宜しくお願い致します。

 

新年会での会長挨拶は SDC の理念に戻
ったものでよかったです。基金・マニュ
アル化・品管指向など不要。安全と親睦
のための活動を    30 杉本 信也 

旅・クルーズ等忙しく、9 月にはボホー
ルへ行くつもりです。 

70 河合 貞夫 

病院通いはしていますが、一応元気に過
ごしています。  245 今村 孝 

相変わらず実家と東京間を往復してお
ります。時々皆様とお会いできることを
楽しみにしています。 

356 栗本 はるみ 

両ひざを手術、ダイビングも出来ませ
んでしたが、夏ごろからできるように
トレーニング中です！ 

55 鶴若 富夫 

「ダイコンの研修会」参加できませんで
したので、「伝達講習会」を開いてほし
い。        124 高木 元子 

5/2 SDCメンバー3人で亀戸天神楽の藤
祭りへ行き、梅屋敷で寄席を楽しみまし
た。知らない街の散策、下町はほんのり
として良いですね。 146 佐竹 綾子 

総会は海のあるところ、潜れるところで
開いて頂けませんか？沖縄でもタイで
も結構です。   406 立木 博信 

昨年 8 月から狭窄症になり現在も通院
治療が続いていますが、思うように改
善していないので、ＳＤＣの企画に参
加できない状態です。今年こそは参加
して楽しみたいです。 

754 小笠原 末子 

高齢になったせいか 2 月のツアーをキ
ャンセルしたら体が楽になり、楽しみが
負担に感じられる年になり、ダイビング
は休止しています。総会時は北欧を旅し
ています。   727 内藤 季完 

どんなポイントでも体力に合ったダイ
ビングができればと思い、続けていま
す。      619 祖父尼 倭子 

昨年１月以来ダイビングが出来ずにい
ます。ＧＷに館山でチャレンジ。新しい
ポイントもできました。千葉の海にぜひ
おいでください。812 松尾 幸代 
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事務局 830 高田 和男 

 人付き合いがあまり上手

なほうではないので、どう

なる事かと思いましたが、

入会して 2年が経ちました。

その間、親しい仲間ができ、

何度もツアーに参加する事

が出来ました。ＳＤＣに入会して本当に良かっ

たと感じています。縁があって前任者からお声

がかかり、事務局を引き継ぐ事になりました。

今後は微力ながらＳＤＣの発展の為に役員の立

場で貢献したいと考えております。皆様、ご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

 

 

総務 820 小澤 良一 

ＳＤＣに入会して約 3 年

が経過しました。只々感謝、

感謝で楽しいシニアライフ

を楽しませていただいてお

りましたが、この度、「総務」

の役員を引き受けることに

なりました。楽天的な性格で、未熟者ですので、

至らぬ点がございましたらご忠告・ご助言をい

ただければ嬉しいです。会長や他の役員と協力

しながら、楽しく融和のある SDC にと考えて

おりますので、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

総務 640 山﨑利江 

フリー潜降が怖い状態か

ら、ＳＤＣに入会して、早

10 年、なんとか皆様とお付

き合いの出来るダイバーに

なれました。力不足ですが、

総務の仕事を務めさせて頂

きます。 

 

 

 

 

 

 

会計 792 長谷川 實 

今年（2017 年）6 月よ

り会計を担当させて頂き

ます。2013年に入会しま

したが、体調の関係で 2

年間ほとんどSDCでの活

動ができませんでした。

昨年（2016 年）からダイビングを再開し SDC

の活動に参加し始めたところ、この度お話しが

あり会計を担当させて頂くことになりました。

まだ SDC の活動内容を十分把握しておりませ

んが、役員の皆様と協力して、担当の 2年間を

勤めさせていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

 

広報 838 市川 雅紀 

ＳＤＣに入会して 2 年目

になります。ダイビングと

同様に飲むのが大好きでし

て、積極的に各同好会等に

も出席して居ましたところ、

今回役員をと、お声をかけ

ていただきました。大役でございますが、少し

でもお役に立てますように頑張りますので、皆

様宜しくお願い致します。 

 

 

ダイビング計画  

817  船山 浩志 

ダイビング経験が浅く、

ポイントもさっぱり分か

らない私ですが皆さんの

ご意見やアドバイスを頂

きながら、楽しいダイビ

ングのお手伝いができればいいなと思っていま

す。どうかよろしく！ 
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事務局 624 阿久津省一 

2010 年仕事の退職に合わせ事務局を引き受け

ましたので７年になりました。 

その間の一番の出来事は何と言っても 2011 年の

東日本大震災と 14 年のバリ漂流事故だったと思

います。これらは会員にも影響を与え多くの退会

者が出ました。現在の会員数が 270名前後なのは

それらが大きな要因だと思っています。また、事

務局として 20 周年行事に立ち会えたことと、役

員業務のマニアルを作り文書管理システムを立

ち上げたことが今となっては良い思い出となり

ました。 

長い間ご協力ありがとうございました。 

 

総務 770 小山千香子 

総務を務めさせて頂きありがとうございまし

た。断る言葉が底を付き雑用だけならと引き受け

た次第ですが、楽しく貴重な 2年間でした。入会

してから至れり尽くせりのクラブをただ楽しん

でおりましたが、それも当然でした。諸先輩方が

大切に導き築いてくださった SDC 歴をほんの少

しだけでしょうが役員になって感じることがで

きたことに改めて感謝しております。至らないと

ころばかりの私を支えてくださった会長はじめ

役員の皆様、会員の皆さま、本当にありがとうご

ざいました。今後のますますの発展をこれからも

ずっと応援させていただきます。 

 

会計 417 豊田映子 

2 年間、みなさまの会費をしっかり預からせて

いただきました。次に会計を担当してくれる長谷

川さんは、ＳＤＣ歴は短いですが、経理一筋○十

年のベテランですからなんの憂いもありません。 

会員数が減少傾向なのは織り込み済み、上手く智

恵を出し合って 25周年を迎えてください。 

海への畏敬の念が、人とのつながりを優しくして

くれることを願っております。 

ご協力ありがとうございました。 

 

広報 684 小林孝子 

4 年間 16 冊の会報作成に関わらせていただき

ました。途中、会員にとって会報は何だろう・・

と考えることもありました。しかし、ある時遠隔

地にいる会員から「ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを止めて数年、前に

行った海を思い出しながら会報を楽しみに読ん

でいます。」という声を聞きました。この言葉に

背中を押されながら作業を進めてきたと思いま

す。それができたのも、編集作業を教えてくださ

ったフロムライフの 843藤形さん、会報作業のシ

ステムを作ってくれた 738木藤さん、そしていつ

も原稿を寄せてくれた会員の皆様のおかげです。

ありがとうございました。 

 

ダイビング計画 766 鈴木一雄 

ダイビング計画担当役員になってから早 3 年

が過ぎ、このたび退任することになりました。大

したお役には立てませんでしたが、ＳＤＣのクラ

ブとしての歴史・成り立ちを少しは理解できたか

なと思います。これからもダイビングツアーとか、

お手伝いをしているアウトドアの会などでお会

いした時は、よろしくお願いいたします。 
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 ＳＤＣ発足以来もしかしたら初めての本格

的な勉強会だったかもしれません。元 TUSAでダ

イブコンピューターの開発・分析を担当され、

2016年に退職されて、現在は減圧症予防研究を行

いつつ全国で講演をしている今村昭彦氏を招い

て講演会（勉強会）が開催されました。 

5月 2日、ゴールデンウイーク中にも関わらず 

総勢 42名の参加者で、会場（江東区文化センタ 

―）はいっぱいになりました。まず会長の挨拶、 

会員の中には減圧症に罹患した人が何人かいる

ということ、又ダイコンの指示通りに潜っていた

にもかかわらず減圧症になった井上さんの例か

ら勉強会を開くことになった経過と、今までＳＤ

Ｃに事故がなかったことの報告があり、次に 827

森沢さんから講師の今村氏の略歴の紹介があり

ました。 

「目から鱗」の講義の始まりです。 

今村氏の友人の一人が減圧症により車椅子生活

を余儀なくされたことから潜水医学者とは全く

別の観点から減圧症とダイコンの因果関係を研

究するようになったというお話があり、減圧症に

なるリスクについてのちょっと難しいお話が続

きました。まずダイブテーブルを計算して潜る場

合とダイコンを使って潜る場合の安全性の比較。

ダイブテーブルは最大水深にずっといた計算を

するので、ダイコンより厳しくなります。諸説は

あるものの 1990年代後半からダイコンの普及が

一般的になり、それと共にレジャーダイバーの減

圧症患者が急増したこと。ダイバー人口は減りつ

つあるのに減圧症患者が増えたということ、つま

りダイコンを使用して潜ったことによって減圧

症になる確率が増えたということになります。ダ

イコンの 無減圧潜水時間だけ見たらダイブテー

ブル時代には絶対にできなかったような潜り方

ができてしまうということ。特に反復潜水。ダイ

コンの数字だけ見ると、１日 5本や 6本とか潜れ

てしまいます。ご存知のように減圧症とは潜水時

に肺から体内に取り込まれた窒素が、通常は浮上

と共に自然に体内から排出されていきますが、無

理な潜水をして取り込まれた窒素の量が多すぎ

たり、浮上速度違反をして急な水圧の変化を受け

て、体の中に溶け込んだ窒素が血液の中で気泡化

してそれが血管を塞いで体の中のいろいろなと

ころに障害を起こす病気です。減圧症には 2種あ

りⅠ型は関節・筋肉等に症状が出、Ⅱ型は中枢神

経等に出るというもので多くは合併症状が出る

ようです。減圧症になったらチャンバーで治療す

るのが一般的ですが、最近では酸素を吸うことに

よって治る可能性が大であるとの説も出ている

ようです。 

体内に取り込まれる窒素は体組織によって速さ

が異なり、筋肉、脳、脊髄、皮膚、肺、腎臓、肝

臓などは速く窒素が取り込まれ、速く排出され骨、

靭帯、脂肪、骨髄などは、ゆっくり取り込まれ、

排出も時間がかかるとのこと。ダイコンも人間の

体と同じように窒素の吸排出の速度の「早い組織」

から「遅い組織」まで、コンパートメント（仮想

組織）に分けて無限圧潜水時間等の計算を行って

います。イメージしやすいように今村氏が開発し

たダイコ

ンの画面

を表示し

ます。赤枠

内のバー

で左から

窒素の吸

排出の「速

い組織」→

「遅い組

織」を表しています。バーそれぞれに窒素の吸排

出時間（窒素飽和の 50％までの時間でハーフタイ

今村昭彦氏による講演 
 ダイブコンピューターが示す無限圧潜水時間の危険性 

2017 年 5 月 2 日 

レポート 603 氏家友枝  
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ムという）と減圧潜水になるかならないかの分岐

点（M値といい、水深に換算して表す）が設定さ

れています。どのダイコンも同様に計算されます

が、メーカー、機種により設定数値が異なり、そ

の違いが無限圧潜水時間の違いになります。深い

水深ではそれほどの違いはなくても浅い水深、特

に 15mくらいではかなり違ってくるそうです。自

分の使っているダイコンのダイブプランモード

を見てみると水深ごとに何分潜水していられる

かがわかるということです。 

TUSAのダイコンでは初回潜水で水深15mの無限

圧潜水時間は 64分ですが、85分というダイコン

もあるそうです。こういうダイコンは危ない。使

っているダイコンによっては減圧症になると言

っていました。 

上の図は、水深における M値の違いによる無限圧

潜水時間の差です。浅い水深では無限圧潜水時間

がかなり違うことがわかります。 

今村氏は各コンパートメントに設定された数

値を減圧潜水になるかならないかを決定する審

判と例えました。コンパートメントの数（9～16

は必要と言ってました）だけ審判がいると考え、

深い水深では窒素の吸排出の速い組織の審判が

担当し、浅くなると遅い組織の審判が担当します。

そして驚いたことにこの審判たちはお互い合議

することなく、自分の担当の水深の時だけ無限圧

潜水時間を示します。 

つまり水深 15ｍに浮上してきた使用者（ダイバー）

がどんなダイビングをしたかは全く考慮されな

いということです。使用者（ダイバー）は浮上し

てきて窒素が排出されたから無減圧潜水時間が

増えたと思いがちですが、そうではないようです。 

 

 

上のダイコンの画面ですが、15mで無限圧潜水時

間があと 2分というところまで潜水しています。 

バーを見ると左から 5番目のコンパートメントの

窒素蓄積量が 100％近くになっているのが判りま

す。ダイバーはダイコンを絶対視しがちですが、

自分のダイコンは絶対だと信じ込まないことが

重要なようです。 

それでは、我々はダイコンとどう付き合ってい

けばよいのでしょうか。講師によると多くのダイ

バーが危険ではないと思っているところに減圧

症の危険が潜んでいるということです。私もそう

ですが、ダイコンに DECOが出るかどうかはとて

も気にしているのに、DECOギリギリまで窒素を溜

めることに抵抗を感じない人も多いのではない

でしょうか。 

減圧症になりやすいダイブプロファイルの説

明があり、とても参考になりました。 

1.窒素蓄積(平均水深 15m以上かつ潜水時間 45分

以上) 59名 71% 

今村氏によると、「平均水深 15m以上かつ潜水時

間 45分以上」というのが危ない目安だとのこと。

最大水深とか深場で DECOを出したかどうかとい

うよりも実践的な目安であるようです。 

2.浮上速度違反 30名 36% 

特に安全停止後の浮上をゆっくりすることが

大切。気体の膨張の割合は浅場に行くほど大きく

なります。 

3.減圧潜水 28名 34% 

この数字をどう見るか。今村氏が解析した減圧症

患者のうち、DECOを出したのは 34%だったという

こと。これは、裏を返せば 66％の人は DECOを出

さずダイコンの指示通りに潜ったけれど減圧症

になったということ。ほかにも反復潜水とか連日

潜水による減圧症の事例が提示されました。特に

１の平均水深 15ｍ以上というのは割と陥りやす

い数字だと思います。講師によると 15ｍ～19ｍは
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魔のゾーンだとのこと。エアは十分持つし、危険

意識も薄い、それによって反復潜水をしやすいと

いう危険の三拍子がそろっているようです。30ｍ

を超えるような深いダイビングに比べても減圧

症のリスクが高いといわれます。また、長時間の

箱型潜水により、全体のコンパートメントに万遍

なく窒素が蓄積される、ということは窒素の排出

に長時間かかるということに留意しなければな

りません。最近は写真やビデオをする会員も大勢

います。特にマクロ好きの会員は注意が必要なよ

うです。どんなに窒素を体内に溜め込むようダイ

ビングをしても、浅いところに浮上すると、無減

圧潜水時間が長く表示されるので、窒素が抜けた

かのような錯覚をしてしまうということがあり

ます。10ｍ以上 5、6ｍくらいのところでゆっくり

遊び、安全停止も 3分という数字にこだわらず長

めに取ったほうが良いようです。そして安全停止

から水面への浮上時間は１分以上。安全停止後の

浮上をゆっくりということは知っていましたが、

それほど時間をかけなければいけないとは考え

てもいませんでした。 

今村氏が提示した減圧症を防ぐための９つの

リスクマネジメントを記します。 

１．急浮上を絶対にしない浅い水深ほど注意する。

安全停止後は特にゆっくり！ 

２．ダイビングの始めに最大水深に達し、後はゆ

っくりと浮上していく模範(フォワード)潜水パ

ターンを遵守。中途半端な水深の箱型潜水は非常

に危険！ 

３．最大水深よりも、むしろ平均水深×潜水時間

に注意を払う。平均水深 15m以上かつ潜水時間が

45分を超えることは危険。 

４．ダイコンが示す無減圧潜水時間に対して水深

が浅くなるほどマージンを加える(早めに浮

上！) 

５．どの水深においても減圧潜水は絶対に行わな

い。特に浅い水深での減圧潜水は危ない！ 

６．反復潜水をする場合は、水面休息時間を 90

分以上とる。ダイコンの「速いコンパートメント

(4番目まで)」は、90分の間を空けるとどんなダ

イビングをしてもほぼ同じ状態に落ち着く。 

７．潜水後の高所移動（飛行機搭乗、車での山越

え）に十分な注意を払う。 

８．安全停止はすれば良いというものではない。

体内窒素の蓄積状態を組織別に常に安全な状態

にコントロールすることが大切！ 

９．無制限ダイビングをする際は、3日に 1日は

軽く抑える。1日で排出しきれない窒素は溜まっ

ていく。 

今村氏が考える減圧症三大要員についても記

しておきましょう。1.体質や体調などの個人的要

因 2.浮上速度違反 3.体内窒素蓄積過多 

 

私の腕ではなかなかうまくレポートできませ

ん。繰り返して言いますが、本当に目から鱗の内

容の濃い講習会でした。今迄安全かつ大丈夫と思

っていたダイビングが一番危険だということに

気づかされたことは大きな収穫でした。2時間と

いう長時間にもかかわらずあっという間に終わ

った感のある講習会でした。 

講習後に行われた懇親会も今村氏が参加して

下さり、その席でも参加会員から質問が飛び交い

ました。こういう勉強会なら会員全員に参加して

ほしいということになり、チャンスを作って又ぜ

ひ講習をお願いしたいということでお開きとな

りました。 
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2017年と７年前の 2010年でＳＤＣに新入会してくる会員の特性を調べた。 

【方法】名簿の最後の番号からさかのぼって 50人を抽出した。 

１．年齢分布 

年齢だけは、2010年データがあったので、それとの比較をおこなった。 

・7年前は 59歳以下の入会者が 4分の１いた。 

・ただし、75歳以上も 10.4％いたので平均年齢はあまり変わらない。 

２．経験本数 

・2010年では 199本以下が半数を占めていた。今回は 4割にとどまり、1000本以上が 1割も

いた。 

３．年間ダイビング本数 

・年間本数は 7年前の方がやや多かった。 

総合すると、今回の方が入会者の年齢がやや高く、その分経験本数も多いようだった。また、年間

ダイビング本数は年齢との関係から、7年前の方が多かった。 

25.0

10.9

29.2

37.0

29.2

30.4

6.3

19.6

10.4

2.2

2010

年

2017

年

59歳以下 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上
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50.0
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5.3
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2.6
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41.8

45.7
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ＳＤＣ 新入会員分析 

レポート 194 鈴木征男 



 

 

 

 

 

 今年も新入会員を迎えての懇親会を、昨年同様新

宿の「響」という店で開催いたしました。 

懇親会は、大隅会長から積極的にクラブライフをた

のしんで欲しいとの挨拶から始まり、役員の方々そ

して新入会員の方々と自己紹介を行い、食事と歓談

の時間でワイワイと楽しく語らいました。 

＜参加新入会員＞  

840 瀧澤 操、844 今里壯治、854 河井昌子 

858 平山哲明、859 新山公男、 

＊＊＊以下、いただいた感想文を紹介いたします。 

 

840 瀧澤 操 

方向音痴な私ですので、早めに出かけましたが、

やはり迷いました～。『響』での飲み放題ランチ！ 

初めての会でドキドキを感じる間もなく、先輩たち

の元気さと、よく飲みしゃべり、ダイビングへの熱

い思いに圧倒された会でした。『楽しんだもの勝ち！』 

のＳＤＣですね。ありがとうございました。 

844 今里 壯治 

昨年入会したものの一度もダイビングツアーに参

加できず残念な一年となりました。 

今年こそはといくつか候補地を決め（沖縄、八丈島、

小笠原、東南アジアなど）是非実現したく思ってお

りますので宜しくお願いします。 

854 河合 昌子 

新入会員懇親会に参加させて頂いて、やっと本当

に会員になれた喜びを実感できました。海のお話が

できて、ダイビング以外の情報も溢れ、久々に有意

義で大満足な時間を過ごさせて頂きました。先輩の

元気パワーもしっかり頂戴しましたので、当分は私

も元気いっぱいです。ありがとうございました。 

 

858 平山 哲明 

ＳＤＣ新会員懇親会に出席させて戴きました（勿

論初めての参加です）。当日は大隅会長さん始め役員

の皆様と親しく交流させて戴き、居心地の良い時間

を過ごさせて戴きました。 

 新入会員の方々もとても活動的な方ばかりで、意

欲的なお話ぶりにタジタジの思いでしたが、とても

よい刺激を受けることが出来ました。 

 そのあと私は夜の便でパラオ龍馬クルーズに出か

けました。ＳＤＣの新年会でお誘いを受けてのツア

ーです。本当によい会に参加できましたことを心か

ら喜んでいます。今後ともツアーに参加できますこ

とを楽しみにしています。 

 

859 新山 公男 

このたび 新入会員を囲む懇親会に初めて参加さ

せて頂き皆さん楽しい方ばかりで、此れからダイビ

ングツアー他の同好会のまだ潜りたい会等参加させ

て頂けるのが楽しみです。 

新規加入の私のツアー希望をお聞き下さい。ホエー

ルシュノーケルウオッチングは国内外で沢山在りま

すが、親クジラが出産・子育てをタヒチ島 ルルツ島

その他の島でシュノーケルスイムでカメラなどで楽

しめるコースが有り、潜りの先輩（現在引退）から

の羨ましい自慢話（何度も）聞かされ色々とタヒチ

に行かれた方の話など資料も取り寄せ勉強し、先輩

の話が（私なりに）本当で子クジラが目じりを下げ

た（笑ってる）様な顔で手の届く近くまで来る（ラ

ッキー）様な遭遇も有るそうです。良い先輩でした

が、ダイブ人生の中で最高の感動を受けたと聞き及

んで是非是非私も行きたいです。こんな希望のツア

ー企画をＳＤＣで検討頂ければありがたいです。 
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 「新入会員を囲む懇親会」に参加して 
2017年 4月 8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 

 



 

 

 

 

 

昨年に引き続き、沖縄本島東岸での「モズク採り」

に行って来ました。 

出発直前に、エアー等の全てを手配していただいた

幹事がキャンセルして心配しましたが、幹事代行の橋

本さんが頑張って、何事もなく無事に終えることが出

来ました。 

5 名のツアーでしたが、成田から、大阪から、宮古

島から三々五々那覇空港へ向かい、賛助会員の「オー

シャンビーチちゃたん」の藤田さんのお出迎え、昨年

も行っているのに判らない会員もいたりして、やっぱ

りシニアですね。 

昨年は 2回モズク採りをしましたが、今年はメッシ

ュバックで大量にと１回にしましたが、少し時期が早

かったようで、お茶でいう新芽の出始めで柔らかかっ

たから、採ってバックに入れようとしても半分は流れ

てしまう．．．、でも食べるとシニアには優しい歯の触感、

美味しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回リクエストの「ジンベイザメツアー」は、最高

でしたね。読谷村の沖合に、網の中で 2頭が飼育され

ていて、並走して泳いでくれたり、大きな口を開けて

接近したりと、遊んでいるのか遊ばれているのか判り

ませんが、充分ダイバーを楽しませてくれました。 

最後の日は沖縄の眩しい太陽の光を浴びて、本島か

ら 1 時間かけて慶良間諸島の前島でのんびりダイビン

グ楽しみました。スタッフ入れて総勢 11名でしたので、

船の中もゆったりのびのびとして思い思いのスタイル

で過ごせました。勿論、ＳＤＣの元気の源「アフター

５」は全員参加で大盛り上がりでした。北谷のアメリ

カンビレッジの近くのホテルを拠点に、「タイ料理」「ロ

ブスター料理」「沖縄民謡酒場」と、最終日は、お世話

になった藤田さん、コーちゃんと馴染みの「丹菜房」

で打ち上げ、写真や動画を見ながら回顧・反省、爆笑、

そして沖縄料理を満喫して「カンパ～イ！」。 

 

水温 23℃超えで風もうねりも少なく、この時期のダ

イビングとしては良かったです。しかし、世情を反映

してか、空には戦闘機やヘリコプターが飛び交い、海

上ではゴムボートでの訓練等で緊張感が感じられまし

たね。 

 

 

 

 

 

 

 

体調不良による幹事にキャンセル、その日の体調に

よるダイビング中止、「ダイコンの取扱＆減圧症」のミ

ニ勉強会と、経験の浅い私にとっては勉強になった 5

日間でした。 

参加者 368 石井幸子 820 小澤良一 838 市川雅紀 

842 神崎美治 847 橋本淳子 
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沖縄本島・モズク採りツアー 
2017 年 4 月 16 日～20 日 

幹事代行 847 橋本淳子  レポート 820 小澤良一 

 



 

 

 

 

 

 

 毎年 4月の時期にモズク摘みを兼ねて石垣島へダ

イビングに出かけております。 

日程は午後が干潮になり水温が高くなる日、及び

混雑するＧＷと石垣島トライアスロン開催日を避け

4月22日～27日の6日間で中4日間午前中2本潜り

午後はモズク摘みへ。 

 4月 22日夕刻ホテルラ・ティーダ石垣リゾートへ

さうすぽいんとダイビングサービスのスタッフの方

に空港からホテルへ送って頂き集合。 

今回利用したホテルはショップとは多少距離があ

りましたが昨年利用して部屋代もリーズナブルで朝

食が今迄に体験したことのない良い内容でした。 

今年も期待したのですが、利用客が多く(中国人の

ツアー客等）銘々のプレートは無理でした。しかし

部屋は新館のツインで 40㎡と言う広さでこの値段

でベランダからは海が見え半年前に予約を入れた早

割とリピーター割引？の恩恵？のようでした。 

2.3月と天候が良かったせいか今年は昨年より水

温 24～25℃位と高く寒さは感じませんでした。 

1日目は一昨年取り切れない程の収穫があった海岸

で潮位は 15～30㎝場所で探しました。昨年の影響で

今年もだめでした。2･3日目は少し遠くまで車で行

って頂き大収穫でした。25日には「石垣島 3935プ

ロジェクト」の一環のサンゴの植え付けに参加しま

した。2007～8年の温暖化やその後のオニヒトデが

大量発生しサンゴは重大なダメージを受けましたが、

最近小さなサンゴがあちこちに育っていました。何

故か愛おしく｢元気に育ってよ｣と海の中でエールを

送りました。 

ダイビング終了 

後の打ち上げ会場 

では最近沖縄離島 

にも外国旅行者が 

多くなり今回はオ 

ランダからの方と 

知り合い他の旅行 

者と一緒に｢エイ 

サー｣で盛り上がり、 

国際親善にも貢献 

できたのでは？  

≪初体験のモズク摘み≫  826 野島 節子 

 干潮時、浅くなった海岸付近でモズクつみ、2 本

ダイビングをして、昼食を大急ぎですまし、そのま

まモズクの生える海岸へ直行。近場にはいい藻場が

なくて、片道小１時間の遠征。干潮時刻を過ぎすで

に満潮に。マスク・フィン・シュノーケルとネット

袋を持ってできるだけ深場、腰位まで水に浸かり、

潜ってもくもくとモズクをつむ。約１時間袋が一杯

になったのでゴミを取りながら岸に向かう。ここで

終了！と思ったら、これは第一段階。全行程は 

①モズクをつむ 

②ザルにあけゴミ 

を取り除く 

③塩でもみ灰汁を 

取り除く 

④海水で洗い流す 

②～④の行程を約１ 

時間、この間に潮がどんどん満ちてきて、モズクを

入れた桶がぷかぷか、フィンも流されたりとあたり

に気を配りつつ、「モズクを採集する」だけと軽く

考えていたが、美味しく頂くためにはその後の行程

が不可欠でした。 

「モズク」って何？ 

光が届く潮下帯の岩しょうに生える海藻。他の褐藻

や海草、石に付着。夏には枯れる。ではいったい何

時どのように生えるのか、来年までの宿題！ 

 

≪55年ぶりの石垣島川平湾≫ 844 今里 壮治 

鹿児島から船で那覇、石垣港と乗り継ぎ 30 時間

以上かかった旅は、今や羽田からわずか 3 時間余。 

当時シュノーケリングで見た川平湾内の枝珊瑚群に

この世の天国かと思ったが、温暖化とオニヒトデに

荒らされ可哀そうなくらい。 

それでもまだ残った珊瑚の間を泳ぎ回る小魚に見

とれ、何とかこの日本の自然を後世まで残したい思

いに駆られた。 

最終日居酒屋で皆と食事のあと、一人暗い夜道を

宿まで辿ると、どこからともなく蛍が一匹近づき道

案内。街の明かりが見え始まるまで付き合ってくれ

た。あれはいったい誰だったのかな？ 
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石垣島モズク摘み＆サンゴの植え付けダイブ 
2017 年 4 月 22 日〜4 月 27 日 

ツアー№1733 幹事 600 名倉 三也子 レポート参加者全員 

公
認
ツ
ア
ー 



≪竹富島海底温泉ダイブ≫ 631 森川 正明 

 2日目の 1本目のダイブは「竹富島海底温泉」に 

陸上と異なり海底温泉とは初めてのことワクワク！ 

竹富港東 1ｋｍ位の沖合で 10～20ｍ程の海底にあり

ました。以前より琉球大学等で基礎調査を続けてお

り現地では｢泡｣があちこちから吹き上げて、主な所

に約 30ｃｍ位の筒が埋め込まれていました筒の先

端に手を当てると暖かくこの時期は離れがたくなり

ます。何種類もの魚もいて、地元の人曰く魚達も「湯

治」に来るのでは！？ 又ここの砂地は非常に細くて

綺麗です。沖縄返還の頃から琉球大学も研究 

し陸地上でも

掘削が進み新

たな観光に? 

泉質は｢塩化

物泉｣で常時

35℃に保たれ

湧きています。                 

≪ 石 垣 島

3935（サンキューサンゴ） 

プロジェクト初参加報告≫  648 江藤 征雄 

  ＳＤＣ「グループサンゴの森」は、今まで沖縄の

チービシ諸島の神山島にＳＤＣのサンゴの根を設定

し、毎年サンゴの移植を行ってきました。昨年春、

石垣市が島の宝であるサンゴを｢みんなの想いで育

てる」地方創生事業｢サンゴ保全活動における新たな

観光事業の創出｣として、「3935プロジェクト」を企

画、八重山漁協組合協力のもと、海中にサンゴ畑を

作り、島内外のダイビングショップに無償レンタル

して、島を訪れるダイバー、地元住民らに「苗作り」

や「植付け」を行う体験コンテンツを提供しながら、

サンゴの育成を進める活動の情報を得た。今年から

「グループサンゴの森」も参加する事に。尚、この

プロジェクトには賛助会員の「さうすぽいんと」さ

んも参画していてサンゴ畑の区画が割り当てられて

いる。 

サンゴ畑は

石垣港近くの

人工島「南の

島（ぱいぬし

ま）」にあり、

パイプ（鋼管

と塩ビ管）を

組合せた棚方式の畑になっていて、今回は 11本の苗

を植え付けた。 

植付け方法は神山島の粘土接着剤方式と異なりサ

ンゴ苗をマグホワイトという土壌硬化剤で作った四

角柱にステンレスワイヤでくくりつけ、サンゴ畑の

塩ビ管の穴に四角柱に付いているねじ部分を差し込

む方法であつた。マグホワイトは環境に優しい素材

で、ステンレス線は時間が経つにつれて水中電蝕に 

よりサンゴの定着を助長する働きがあるとのこと。

植付け終了後、「さうすぽいんと」の高嶺さんにＳＤ

Ｃが移植した区画に「ＳＤＣサンゴの森」の銘板を

設置して頂くようにお願いした。 

今後毎年モズク摘みの時期に植付けを行い石垣島の

「ＳＤＣサンゴの森」として育てて行きたい    

            

≪コブシメの交接行動に遭遇≫ 741小幡美枝 

 昨年１月ダイビングしてから体調がすぐれず 15

ヶ月ぶりダイビングにも不安がありました、無理せ

ずのんびりとカメラもコンデジ１本で今の私がどの

位できるのかとに角 ｢サンゴの植え付け｣だけは出

来ればと参加しました。非常に我儘で申し訳なかっ

たのですが、久しぶりの石垣島今迄の街中でなく川

平の「さうすぽいんと」さんで家庭的でとても親切

でストレスなく潜ることが出来ました。 

これからの『スローダイブ』『サンゴの森の同好会』 

そしてフォトプレイイングと目標が出来ました。 

さて2日目１本目コブシメの交接行動に遭遇する事

となりこれは動画撮影をしたいと思い与えられた時

間カメラを向 

けましたが、 

オス同士のケ 

ンカそして交 

尾と思いきや 

横やりと圧巻 

で興奮しまし 

た。又会えたらな～来年の楽しみです。 

 

≪本日ダイビング最終日≫   836 川田 操 

 曇りの日が続いていましたが今日は晴天、やっと

沖縄でダイビングという気分になりました。1 本目

｢アダンポイント｣白砂にはアダンの木が間に合わず

ロ－プで出来た住宅にはミノカサゴ 29 匹キンチャ

クダイ、ケラマハナダイの幼魚達がようこそと乱舞

しながら迎えてくれました。ハウスの隙間から奥を

覗いていたら黄色のおしゃれな柄のヘリゴイシウツ

ボが挨拶に来てくれました。後からハコフグとタテ

ジマキンチャクダイの子供が顔を出しお遊戯を披露

してくれました。アザハタは様子をみに何回も近く

に来てくれました。別れ際白砂の中でモンガルマガ

レイが黒目をキヨロキョロさせてここに居るよーー

とアピールしてくれた。ありがとう、また来ま～す。 
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今回のツアーは、交通の便が良く、日本各地か

ら参加が可能なフィリピン・マクタン島を選んだ

ことで日程に柔軟性を持たせるツアーを組むこ

とが出来ました。新会員の参加も期待しましたが、

残念ながら幹事以外は名古屋から 1 名、計 3名の

寂しいツアーになりそうでした。ところが、ほぼ

同じ日程で「ＳＤＣまだ潜りたい会」のグループ

6名と合流して、賑やかなツアーを楽しむことが

できました。まだ潜りたい会のメンバーは会員ナ

ンバーが若く小さなものは見えない人もいたと

思いますが、海に入るだけで楽しいと元気に潜っ

ていました。 

 

1． 宿泊：Club Paraiso Resort（空港から 20分）、 

 ダイビング：PCOM Dream（Resortから 20 

分）と便利なところにある施設です。 

いずれも水中写真家・平田吉克（ヨシ）さんが

オーナーです。WiFiは食堂と食堂に近い部屋

で繋がります。 

2． ダイビング：朝 7：30にリゾートを出発し午 

前 2本潜り昼食。潜りたい人は午後 2時過ぎ 

から 3本目を楽しむスタイルです。 

ほとんどは小さな生き物の観察ですが、イワシ

の大きな群れを楽しむダイブもありました。 

3． 夕食：午後 7時くらいからプールサイドの 

食堂でヨシさんの作る美味しい料理を楽しみ

ます。10日の食後、ヨシさんの素晴らしいスラ

イドショーを見せてもらいました。 

 

827 森沢 昭二（3/8~3/12） 

8 日から新入会員さんの内田さんと一緒に行き、

現地で会長さんと合流しました。現地ではＳＤＣ

の「まだ潜りたい会」の方々もいらしていて、ご 

 

一緒させていただきました。 

「まだ潜りたい会」の方々と潜ってみて、私もま

だまだ 20年以上はダイビングを続けていけるこ

とを実感しました。でも諸先輩方はすごくお元気

ですね。 

 今回は少し天気が悪かったですが、海の中は楽

しかったです。スーパーガイドの方々が珍しいも

のを次々に見つけては、じっくり見せてくれまし

た。ここは写真を撮りやすいように潜らせてくれ

ます。マクロは楽しいですね！！ 

 セブ島は日本から近いですので、ちょっと暖か

いところへ潜りに行きたいと思ったらすぐに行

けます。宿泊した Club Paraiso Resortでの食事

はとてもおいしいです。外国に行くとチップで悩

みますが、リゾート内・ダイビングにおいてはチ

ップの必要がないので、わずらわしさがなくてよ

かったです。 

 いろいろな会員さんとご一緒でき楽しかった

です。またこのようなツアーがあったら参加した

いと思います。皆さんもぜひ一緒に行きましょ

う！！ 

 

005 大隅 楠夫（3/6~3/11） 

 皆より 1日早く入り 1日早く帰りました。1日

早かったことで、逗留中の水中写真家・中村宏冶

さんと一緒に潜ることができました。また食事の

時に宏冶さんとヨシさんから、シロナガスクジラ

からカニの幼生の生態など幅広い話を聞けたの

はラッキーでした。映像作品に関する二人の意見

を聞けたのも大変参考になりました。 

2013年にイワシの大群に感動しましたが、今回も

会えてセミフィシュアイ画角で撮れました。 

857 内田由美子（3/8~3/12） 

昨年ＳＤＣに入会、今回初めてのツアー参加で

したが、幹事の方に細々お気づかいいただき、安

心して楽しませていただくことができました。 

更に『まだ潜りたい会』＝素敵な人生の先輩方と

ご一緒させていただき、アドバイスやお気づかい

いただきました。ありがとうございました。 

また、水中写真家ヨシさんの作品スライドショー

は素晴らしく感動的でした！ 
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マクロが楽しいマクタン島  

2017 年 3 月 6 日〜3 月 12 日 

ツアー№1773 幹事 827 森沢昭二  副幹事・レポート 005 大隅楠夫 

 



ダイビングでは じっくり写真を撮る時間もあり、

カメラ好きの私には楽しい時間となりました。 

幹事の方、まだ潜りたい会の皆様、たいへんお世

話になりました。本当に「入会して良かった」と

思えるツアーでした。ありがとうございました。 

 
      Photo by 平野昌子 

まだ潜りたい会（3/7~3/12） 

007 大西亀美代 

11月の「まだ潜りたい会」で隣席の鈴木さんと

「どこか行きたいね？でも寒いのは嫌、遠いのも

疲れる。じゃマクタンだね、ショップは？日本人

の経営が良いわ」と言うことで会報の公認ツアー

と重なりましたが、こちらは高齢者？揃いで何と

かなるさ・・ 

水中写真家ヨシさんを尋ねて写真を撮る人が集

まるショップです。しかも超マクロ、なにせガイ

ドが皆凄い。何ミリの世界です。老眼の私が見え

るのは？㎜までかしら～ 

でもウミウシも多くイワシの群れも元気。そして

全員個室で食事が美味しい。夜にヨシさんの夢の

ようなスライドショーを拝見、最新の写真集を手

に入れて大満足。 

私は午前中 2本でコテージに戻り風呂に入り部屋

でのんびり、老ダイバーにはこの時間が取れるの

も最高ですね。 

 

      Photo by 鈴木征男 

640 山崎 利江 

どれなの？2mmのウミウシ？う～んこれ藻じ 

ゃないの？迷っていると背後から長い腕でオリ

ンパスＸＺ－Ⅰの超マクロ設定とカメラアング

ルの調整をしてくれる tomo嬢・・・・あ～ら！

私でも撮れました。喜んでいたら背中がゾクゾク

と。これからは 5mmのスーツで寒さ予防をする必

要を感じました。超マクロ撮影の初体験でした。 

 

参加者： 

005 大隅楠夫 827 森沢昭二 857 内田由美子 

まだ潜りたい会： 

007 大西亀美代 038 川上秋子 052 大類弘子 

128 平野昌子  194 鈴木征男 640 山崎利江 

 

 

 
 

を企画しま

した。 

日 時   2017年 7月 26日 

 参加費用  １５,０００円 

 集合場所・時刻  京浜急行北品川駅改札 

 ６時４５分集合 

終了時刻 ・ 14時半から 15時ごろの帰港 

参加希望の方はこのメールにてご返信ください 

 ＊最少催行人員 １０名 

                205 江田 隆 

            sdc205eda@aqua.ocn.ne.jp  

フリッパーの会練習日 

7月 11日 ダイビングプール 
8月 17日 サブプール④レーン 
時 間   15；00 ~ 17；00 

問い合わせ 205江田 隆 
sdc205@aqua.ocn.ne.jp 
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4月～6月の期間しか入れない世界遺産のトゥ

バタハリーフに行ってきました。  

期待に胸膨らませ、午後関空発フィリピン航空に

てセブ国際空港に定刻通り夕方に到着。そして 10

分程で、港に停泊中のスポート号にてウエルカム

ドリンク。  

と、ここまでは予定通りでしたが、21時出航の予

定が、錨が外れないとのことで、朝の 3時になっ

てしまいその為、強い北東風の影響もありダイビ

ングは大幅な変更になってしまいました。  

 

ダイビング  

初ダイブは早朝予定が午後のオスロブでのジ

ンベイ、透明度は良くないのですが大型のジンベ

イが 結構長い間遊んでくれましたのでそれなり

に満足。  

その後スミロンに移動してのダイブは、前回も

そうでしたがパスしてもよかった位のダイブ。  

そして、夕方からカガヤンシリオへ向かったので

すが、風の影響で海が荒れ、到着が大幅に遅れそ

うなのでカガヤンシリオでのダイブは中止にな

り、引き返してトゥバタハに直行する事になりま

した。  

 

そして、翌日からのトゥバタハでのダイブです

が、相変わらず風が強く トゥバタハらしいポイ

ントは一本だけで、他は平凡なポイントになって

しまい ダイビングとしては、残念なツアーとな

ってしまいました。  

 

 

 

 

スポート号  

日本人のガイドは一人で、トゥバタハは初めて

なのでメインはフィリピン人ガイドが 中心にな

っていました。安全ダイブを心がけ、全てのダイ

ブ時間は 45分きっちり。  

そして、常に日本人ガイドが我々の上・後方に

て潜っており安心できました。 

後、食事ですが種類は少ないのですが日本人向け

の味付けで美味しかったです。  

最後に船ですが、部屋が狭いのと設備が古くな

っており毎日水の節約を言われたのと、排水がう

まくいかず苦労しました。  

ただ、船のスタッフはフレンドリーで良くやって

くれました。  

 

 

 

 

トゥバタハダイビングツアー 
2017年 4月１日〜７日 

ツアー№1774 幹事＆レポート 470 池田 孝雄 
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感想  

船酔いしたり、デッキに置いておいたブーツを

流されたり、期待していたダイビングが出来なか

ったりと、いろいろありましたが 又、一つ思い

出ができました。  

参加された方、ありがとうございました。  

尚、海中の写真は紀 貞子さんに提供していただ

きました。  

 

参加者 6名  

470 池田 孝雄    508 安積  信       

762 中西 静江    805 吉田 延子   

832 藤井 則芳    851  紀  貞子 
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ＳＤＣの皆さんと行くダイビングツアーにも少し

慣れ楽しみに待っていたフィリピンアイランドサフ

ァリツアー～！先ずは成田空港に集合。空港直行便

の高速バスが本数少なく、かな～り早い時間に成田

空港に到着して暇をつぶしていたら、やはりという

か幹事の石川さんが、いの一番に現れ、もうそれだ

けでこの旅は大丈夫！と安心してしまった私(笑) 

17 人という大所帯も滞りなく機上の人となり一路

フィリピンのセブへ！ 

 夜 7時過ぎ到着のホテルは夜目にも豪華で敷地の

広い 4・5 星クラスのホテルで一同びっくり！ダイ

ビングツアーでこんなのあり？と喜んだものの、次

の日以降のホテルはどうなるんだろうの心配も。。。

まさかこのクラスのホテルに宿泊続けられるとも思

えず、そうは思いながら外出して地元で大人気のレ

ストランに連れて行ってもらい、おいしいお料理に

舌鼓を打ち、ホテルでは束の間のゴージャスな雰囲

気を楽しんだのでした。 

そして次の日からはアイランドサファリツアーの

始まり！アウトリガー型のボートでヒルトゥガン・

カビラオへ。お天気もまずまず、透明度もまずまず

の海は暖かく私たちを迎えてくれ、ここで 2ダイブ。

 

2日目・3日目はカビラオ・バリカサグへ。ここでも

それぞれ 3ダイブずつ。大型のサンゴやクマノミ、

スズメダイ、たまにはるか彼方をロウニンアジなど。

大小のカメや補食に夢中のギンガメアジのトルネー

ドなども見られ透明度はいまいちながらのんびりと

楽しむことが出来ました。 

 

  

 

 

 

 

                      

けれどホテルについてはここからがトラブルの始

まり。到着した 2日目のホテルではまずドアが開か

なくてスタッフを呼ぶと力任せに鍵を押し込まない

と開かないことが判明。そうこうするうちにシャワ

ー室には珍しくカーテンの代わりに引き戸があるに

もかかわらず出てみたら外の床が水浸し、挙句に引

き戸を閉めた途端ガタリと引き戸の通風口が外れて

しまい、もう知らん顔（笑） 

3 日目、ホテルは変わりここで 2 日間の連泊とな

る予定だったので自分たちは衣類の洗濯を期待して

いたのですが何と‼水が足りない！水シャワーくら

いには驚かないものの、何しろ水圧が低くてハンド

シャワーをもってひざまずかないと水が出て来ない

(笑) 洗濯等はもってのほかの状況に一同ガックリ。 

シャワールームには賢く水を使うようにとの張り

紙が。。。ここで初めて海水の出る水道栓というもの

を目にしました。でも自分たちの体も含め塩抜きど

うするの状態。ここでの 1日目は暗澹たる気持ちに

なったのですが、2 日目にはもう慣れてしまい？コ

テージの前に真水を張ったプールがあるのを発見！ 

海から上がったら速攻そのプールに飛び込み塩抜き

をしたのでした。落ち葉などはきれいに取り除かれ、

お掃除の行き届いていたプールだったのがが救いで

した。 

 

 

 

  フィリピン・アイランドサファリツアー 
ホテル 天国と地獄 

2017年 2月 23日〜3月 1日  

幹事 440石川 勝  レポート 796田口 清美 
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 4 日目の朝、ボートは、またまた次の場所を目

指して出航した！と思ったらどこからか、けたたま

しくコケコッコーの鳴き声。誰かの目覚まし時計か

と思っていたら本物の雄鶏が 1羽メンバーに加わっ

ていました。どことなく不安そうな顔つきに自分た

ちも不安になり、と言うのもこのボートには腕の良

いコックさんが乗っており、熱々のおいしいお料理

を作って出してくれていたのです。食事はフィリピ

ン初日以外、唯一このコックさんのお料理が楽しみ

になっており、まさかここで私たちの餌食になっち

ゃうの？と言う心配でした(笑) 結果私たちがこの

ボートを下船するまでこの雄鶏は潮風に吹かれなが

ら一緒に旅を続けていたのですがその後はどうなっ

たんでしょう？ 

  

 3 日目は日曜日に当たり海はすごい数のボート

が集まり大賑わいでしたが幸い誰も迷子にならず 4

日目バリカサグ周辺で 3ダイブ。その後ビーチに面

したおしゃれなホテルで 1泊。 

メンバーの中にはカメラを落としたり水没させて

しまったり、ウエイトを落としたり、お腹の具合を

悪くしてダイビングを控えたり、といろいろありま

したが 5日目マクタンのウオーターフロントのホテ

ルで最終日。ここは振出しに戻り？かなり豪華なホ

テルに泊まることが出来ました。 

 

そして、ここでたぶん自分のダイビング人生の中

で一番のイベントになるだろうと思われるほどの

300 本記念を皆さんに祝っていただきました。まだ

まだ駆け出しみたいな私のためにお一人ずつから一

言ずつ書いていただいた石川さん作の似顔絵の色紙、

クラブアズールさんからの証明書、そしてびっくり

するほどおいしかったお祝いのケーキ！本当に石川

さんはじめ参加された皆さんに心からお礼申し上げ

ます。楽しい旅もこの皆さんのおかげでした。本当

にいつまでも忘れられないフィリピンアイランドサ

ファリツアーになりました。またどこかの海でご一

緒できることがありましたらどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

追記：最近になってからのことと思いますがフィリ

ピンでは手回りの荷物にレギュレーターのようなダ

イビングギヤを入れることは認められていません。 

これを知らずに引っかかってしまい袖の下を要求さ

れてしまったということがありましたので念のため。 

 

 

参加者（17名） 

146 佐竹 綾子    225 芳賀 幸子  

368 石井 幸子    390 金井 達雄 

415 加藤 京子    440 石川  勝 

460 藤平 三枝子   472 高木 忠雄 

619 祖父尼 倭子    627 小澤 ユリ子 

654 田谷 千衣子   725  堺   孝興 

740 庄司 米子    752 橋本 和子 

765 西島 喜代子   796 田口 清美 

847 橋本 淳子   
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 5年前（2012年）に行って良い思いをしたのに味

をしめて勇んで出かけましたが、地球の気候、海の

状況はいつも同じとは限りませんでした。プロカメ

ラマンの越智さんによると、カジキの集合は年々少

なくなっているということでした。10年周期かとも

言われているらしいです。今回の私のもう一つの目

当てはマコシャークのケージダイビングでしたが、

これも海況が荒れ気味だったので実現できず、イス

ラムヘーレスは完敗に終わりました。でもイルカの

もの凄い遊び風景に出会ったのは唯一の収穫でした。

これは同行の友人から貰った写真ですが、とにかく

面白かったです。これも越智さんからの話ですが、

オス同士が遊んでいたらしいのです。 

 

 ユカタン半島・プラヤデルカルメンのブルシャー

クはしっかり見られました。去年は不発だったらし

くＤＳのガイドは自信がなさそうでしたがまるまる

と太ったブルが数匹行ったり来たりしてました。と

ころが用心していた彼らではなく、うろついていた 

               コバンザメの襲撃

をくらって、耳た

ぶに噛みつかれ

て出血したダイ

バーが数人でて

浮上してから手

当てに大騒ぎし

ました。     

あの血をかぎつけてサメが寄ってきたらと想像して

ちょっとゾッとしました。午後からのリーフダイビ

ングはカリブ海らしい海中で楽しかったです。 

 

 

メキシコをあとにして、フロリダ半島のオーラン

ド近くのクリスタルリバーのマナティスイムに足を

のばしました。結論からいうとこれもちょっと消化

不良で終わりました。水温が高いせいなのか透明度

も非常に悪く、マナティの数も少なかったのですが、 

監視員の注意が厳しくて、基本は足を動かさずに手

だけでかいて動く。少しでも水音を出すと叱られま

した。そのくせマナティは呼吸をするために上に人

がいようがかまわず浮上してきてぶつかってきます。

人間は大慌てで逃げるのですが、そんなにうまくか

わせなくて、触るなとまた叱られます。 

行く前のイメージでは食事をするマナティを水面に

浮いてゆっくり眺めるという感じを想像していたの

で、ちょっとイラッとしてしまいました。               

               殆どが巨大なナマ

コが餌を食べて

いるように見え

てしまう透明度

の悪さだったの

が残念でした。数

年前にマナティ

スイムに出かけ

た友人によると、

まわり中マナテ

ィだったそうで

す。そんな時に 

もう一度出かけ

たいものです。                      

 

        3か所、欲張りツアー（カジキ、ブルシャーク、マナティ） 

2017年 2月 4日～2月 17日 

レポート 172 島尾 愛子 
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 新艇HATIKU号に乗船してきました。客室6室、

定員 12名とこじんまりとしたクルーズ船。船室はす

べて船底にあります。客室が少ないので原則同性相

部屋ということになっていますが、今回は 10 名の

ゲストだったので、うまく個室を確保できました。 

 今までの船ではシャワーやトイレのトラブルに悩

まされることが多かったのですが、ハティク号は特

に困ることもなく過ごすことが出来ました。特に気

に入ったのは、シャワー室の木製の床の乾きが早い

ことです。濡れている床はいつもあまり気持ちの良

いものではなかったので快適でした。それになんと

ハンドシャワーになってました。ダイビングデッキ

にトイレがあるのもダイビングから上がってきた時

にとても助かることがあることは皆さんも心当たり

があると思います。クルー達も良く働いていました。 

 

 

 

 

 

 

食事のスタイルは大皿に 

盛った料理がテーブルに 

出されていて、各自がとりわけながらいただくよう

になっていました。カウンターに並ぶわずらわしさ

から解放されました。ゲストの人数が少ないから出

来ることなのかもしれません。お料理もとても美味

しく、日本人シニアに合う 

ように工夫されているよう 

に感じました。日本人スタ 

ッフの指導がいいのかな？ 

「ビール一丁」というと 

バーマンが「喜んでー」と 

いうのでみんな大笑い。 

               

              お約束のセールアッ 

              プの時、真っ白な帆 

              が張られていてとて 

              も新鮮に感じました。 

              清水港で見た日本丸

を思い出しました。 

               

クルーズ中は毎日不思議なほどよい天気が続きま

した。雨が降る時があっても、いつも決まってダイ

ビングの後。今度のゲストは余程行いがいい人ばか

りが集まったのでしょう。 

おかげで Passage では水中景観と光のカーテンを

思う存分楽しむことが出来ました。 

                  

 

 

 

                

               イチゴのタルトの 

               ような可愛いホヤ 

               もいました。 

パッセージの潜り方もいつもと違っていました。複

雑な潮の流れに巻き込まれるリスクを避けて、

ハイライトの 2か所を分けてボートで移動して

ピンポイントで潜るやり方でした。緊張する 

こわ面白い体験はできませんでしたが、ゆった

りと楽しく遊べました。 

ナイトダイビングのあと、ボートに上がってみ

た星空は素晴らしかった。天の川が煌めく中に 

オリオン座、南十字星、北斗七星がはっきりと

見え、思わず歓声が上がりました。水中ではもちろ

んウオーキングシャークを数回見ることが出来まし

た。 

Cape Kri、Chicken Reef、Mike’s Point、Blue Magic 

  など、あまりに魚影が濃く茫然とみとれてしま 

  いました。どこから湧いてくるのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そして今回は極楽鳥の求愛ダンスまで見てしまい

ました。ちょっと付きすぎですね。 

 ジャカルタの空港が立派になって乗り継ぎ順路が

変わっていました。荷物は往復ともスル―でした。 

         HATIKU号でラジャアンパットクルーズ 

2017年 3月 18日～3月 26日 

レポート 172 島尾 愛子 
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15体のモアイの列に並んで 

はるか遠いと思っていたイースター島にタヒ

チから週に一回の便がある。DSもあり陸と海の計

画を現地在住 20年の日本人ガイドに依頼した。

メールでのやり取りを始めて 1年以上。ガイド M

氏もダイバーで奥さんは現地ホテル、タハ タイ

のスタッフ。フライトは成田→パペーテ→イース

ター島。11時間＋5時間半（乗り継ぎに 14時間

あり空港すぐのエアポートモーテルにチェック

イン） 

フライト代 

エアータヒチヌイ：成田⇔パペーテ 145000円 

燃油サーチャージ 3800円 

タヒチ現地空港税、成田空港使用保安料、6100円 

ランチリ、パペーテ⇔イースター島（税込み）

69000円 パペーテ⇔ランギロア往復 42000円 

滞在ホテル 

イースター島：ホテル タハ タイ 6泊 

ランギロア：星野リゾート キア オラ 4泊 

パペーテ：空港モーテル 2泊 

 
日本人ガイドＭ氏と（彼もダイバーでした） 

 

水中モアイと 500本記念ダイブの佐々木さん。 

 

鳥人競技のあった場所から見る無人島。海況により行けないこともある

ダイビングポイント。透明度が素晴らしかった。 

 モアイが作られてた場所、ラノ ララク 

 

海は大物はいません、魚の種類も多くはなく固

有種は少し、と聞いていて期待してなかったがあ

る意味ランギロアより興味深い海だった。 

3月より冬に向かうので水温は下がっていくそ

うでフード、インナーが必要になること。ガイド

の M氏がかなり予約が入ってる方で日程もその方

イースター島＆ランギロア 
 モアイとイルカに会いに 

2017 年 2 月 27 日〜3 月 13 日 

 ツアーの呼びかけ、レポート 240 山本 伸子 会員 4 名＋他 2 人 
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優先で決めた。器材はメンテナンスの行き届いた

のを揃えているのでレンタルおすすめと聞いて同

行者も BCDとレギはほとんどレンタル。 

ウエットは持参の方がサイズが安心できるかも。 

ダイビングフィーは 1本 80ドルと聞いていたが

本数によってか割引があった。 

ランギロアへ 

 
往復ともパペーテ経由ということもありラン

ギロアでも 4泊した。                   

2月上旬ＳＤＣの 6人が同じリゾート利用の予定

と情報があり帰国後すぐ様子を聞き参考にさせ

ていただいた。 

青い海、新婚旅行のリゾート、イルカと一緒に泳

げるかもと聞いてはいた。ビーチビラ、プールビ

ラ、水上コテージの 3種類が部屋。ビーチビラは

ジャグジー、プールビラは小さなプライベートプー

ルつき。 

プールビラは前に広がる海の景色は外からの

視線をさえぎるためか高い塀で囲われてビーチ

や海は見えない。ジャグジーも確かに気分はよい

かも。                          

しかしサンゴや環境には長いタームでいえばか

なりのダメージではないかと思う。部屋には毎日

大きなバスタオル、ガウン、足ふきマットが届い

ている。こういったサービスは必要だろうか？ 

電線のケーブルか潜った海にもサンゴが崩れて

かぶさった景色があった。と何か違和感がある水

中であった。ハンマー、マンタ、特に売りのイル

カにも潜った人は至近で出会えた。もちろん満面

の笑みでのエキジット。遠くまで来た手ごたえは

十二分だったのでは。トップダイブ利用：整備さ

れたレンタルがそろってると聞きここもほとん

ど利用した。 

 

ブラックパールのゴーギャンパール見学  

食事は高く情報を頼りにレンタサイクルでビ

ールを買いに走った。ティプタパスの様子を上か

ら見られお値打ちビールを買い込んで帰った。 

最後の夕食は持参の食料アレンジでお部屋ご飯 

テーブルセッティングはCHIEさん。美味しかった。 

(photo by Wakasa) 
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4月 23日コロール発デルタ 292便は9時頃成田着

陸。やっと寒気のする客室から解放された。久々の

東京は初夏の陽気がする。皆、疲れと安堵感の中、

ツアーの余韻に浸っている。8日前の 16日の早朝 16

名は龍馬号に乗船した。クルーズの始まりだ。 

 登場人物の紹介から。1日目のダイブログ、強力

なガイド陣と愛しきＳＤＣメンバーのサインがある。 

 

 誠一さんは、名前通り誠実なベテランガイド、コ

ロール店のマネージャーだが、特別に龍馬号に乗船

してくれた。現在ダイエット中とか？グアム生まれ

のスター君は、あんこ型、流暢な日本語、かわいい

お目目、文字通りの龍馬号のスターガイドだ。オス

カーはスウェーデン生まれ、イケメン、優しく控え

めな物腰、女性陣のお気に入りだ。毎晩のログ付け

の時、その日のビデオを編集して楽しませてくれた。 

ガイドはサイドマウントで潜る。そのためか海中

ではよく目立つ。楽ちん・楽しいダイビングが可能？

スキル不足を器材で補いたい僕は興味津々だったが、

ＳＰに 3日かかると聞いて早々に断念した。 

 

4/19  Blue Corner 江田さんの 700本ダイブ。素敵

な一枚の写真、主役の右が誠一さん、左がスター君、

横断幕に寄せ書きをして記念日を祝った。 

 Yellow Wall 普段は数百メートルの深海に生息す

る、イレズミフエダイはこの時期ペリリュー島南端

の浅瀬に集結する。これが産卵の前段階だ。少々怪

しい命名と裏腹に、体長 60cm、青色と黄色の綺麗な

色彩と姿をしている。愛くるしい端正な顔立ち、男

前と別嬪さんが数万の大群で行進する。デイドリー

ムの流儀に従って、ダイバー達はリーフの窪みに陣

取って 5分置きに繰り返される、めくるめく光景を

目の当たりにするのだ。 

 4/20 7:44 Peleliu Express エントリー直後に巨

大な群れ。流れは強くない。ガイドのタンクを叩く

音は突入のサインだ。ところが不覚にも聞き逃して

しまった。誰かが群れに突入して行くのが見える。

悔しい！群れの中で遊びたい。そうだ今夜は夢を見

よう。出来たら、正面突破する夢がいい。 

新月前の早朝に美形の魚達は、乱婚を始める。雌

が急浮上して放卵、直ぐに複数の雄が追っかけて放

精、周りが白く濁る。心の準備は出来ている。神秘

のショーの幕開けは近い。次はいよいよツアーのハ

イライト、イレズミフエダイの産卵だ。だが、幕切

れは突然にくる。チーム内の器材のトラブル、オス

カーのエギジットのサイン。ああ無情！これもルー

ルだ。僕は安全停止の時、再挑戦を誓った。 

 

 4/21 13:58 Blue Hall 人気のポイントだからダイ

バーで賑わっている。4つある竪穴の一つからホー

ル内に潜降する。深く静かに吸い込まれていく感覚

が好きだ。Ａチームによる見事なパフォーマンス！

お天気に恵まれて良かった。 
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 パラオ龍馬号チャータークルーズ 
 ペリリュー島のイレズミフエダイ 

2017 年 04 月 15 日〜23 日 

幹事 753 都築和子 レポート 830 高田和男 

 



 

 16:16 Blue Corner 通算 21本目。リーフエッジ

の岩の穴に左手の中指と人さし指を突っ込んで体を

支えている。容赦のない強い流れ、指がちぎれそう

で痛い。右手のカメラは激流に震える。これではま

ともな写真は撮れそうにない。ところが、僕はこの

状況を楽しんでいる。こんな気分は初めてだと思う。

ただ冷静にグレイリーフシャークの幾何学的な軌跡

を追っていた。これがラストダイブだった。 

 ＳＤＣ仲間だけのチャータークルーズは本当に楽

しい。幹事さんからツアーのメールが届いたのは､

2016年 5月中旬だから、企画の期間を含めると 1年

以上の手間暇が費やされている。チャーター料金は

頭割だから、欠員は許されない。男女の数は偶数だ。

ポイント選びに自由度があるのはメリットだし、他

の客の機嫌を取る必要もない。しかし、この企画に

はもっと秀逸な所がある。女性 12人はスタンダード

に、男性 4人はシャワートイレ付きのデラックスに

割り当てられた。この事でエグジット後、共用のシ

ャワートイレ室を女性陣が独占的に使用出来る。そ

れとダイビングは７日間で 24本用意されている。基

本料金に含まれる 12本は、体力・体調、時間帯、ポ

イントの好みに合わせて自由に選択できる。しかも

追加のダイビング料金はかなり低く設定されていた。

改めて幹事さんに感謝をしたいと思う。 

 
 4/22  下船の日、ダイブデッキでの記念撮影。 

昨年のイレズミフエダイ産卵に味を占めて龍馬号

2度目のイレズミフエダイ産卵狙い、これでもか、こ

れでもかと子孫を残すために爆発四散しているフエ

ダイに拍手喝采。流れもなく奇跡的というか目の前

で産卵の瞬間が至る所で見られたことに感謝！バラ

クーダのトルネード、ローニンアジの群れ、カスミ

チョウチョウウオの雪のように美しい群れやはりパ

ラオの海は素晴らしかった！   572阿部千衣子  

パラオの海は裏切らない！！いつもながら、パラ

オの海を知り尽くしているガイドが見せてくれる海

は素晴らしいものでした。昨年、一昨年はツノダシ

の産卵狙いでしたが、今年はイレズミフエダイの産

卵を狙うというものでした。今回は龍馬をチャータ

ー、2クルーズは快適なダイビングで、ペリリューの

ポイントまで 5分～10分程度。一匹の雌が産卵する

と、それをめがけておびただしい数の雄が雌を突き

上げるように来ます。辺りは卵でうっすらと白っぽ

く見えるほどでした。ダイビング 15本目の時にオク

トパスからのエアー漏れに気づき、急遽浮上すると

いうアクシデントはありましたが、楽しく無事に終

えることが出来ました。幹事の都築さんには、企画

の段階で色々と提案、交渉していただき有難うござ

いました。           761田中恵美子 

初めてのペリリュー、初イレズミにドキドキでの

参加でした。怖い思いをしたことが有り流れが苦手

でしたが、初めて流れが面白いと感じることができ

ました。昨年基礎から勉強し直したことと、何より

も心強い先輩方のおかげです。今回のパラオで流れ

に対し苦手意識を払拭できたことが何よりでした。

ベテラン揃いの中に入れて頂き、いろいろ勉強させ

てもらいました。お世話になり、本当に有難うござ

いました。           770小山千香子 

 

 最後に、6日間一緒に潜ってくれたＡチームの皆

さん、バディの小山さん、同室の阿久津さん、お世

話になりました。クルーズに参加されたＳＤＣの皆

さんと楽しい時間を共有できた事を嬉しく思います。

また、このレポートの為にコメントを頂いた方々に

感謝致します。お陰様で、僕の拙いレポートも一応

の体裁が整いました。そして、デイドリームと龍馬

号のスタッフの皆様、またお会いしましょう。 

 デイドリームのホームページ、「 A WEEK OF 

IREZUMI FUEDAI , SHARKS , EAGLE RAYS AND 

MUCH MORE ! ( OSCAR ) 」から写真を掲載させて

頂きました。こちらも是非ご覧ください。 
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久しぶりのボホール、GOOD DIVE SHOP のスタッフ

であり、ＳＤＣ会員でもある尾上未夏さんが結婚

式・披露宴を 3/25に行うと聞き、お祝いに駆けつけ

ることにしました。 

皆さんにお声を掛けると 10名集まりました。 

レッツゴーダイビング・パーティへ! 

★アクセス 

往路、セブ着セブ泊、翌朝高速艇にてボホールへ、

復路はタグビラランからマニラ経由関空着。 

復路のタグビララン出発が早くなるという情報でし

たが、結局到着が遅れマニラでの乗継が間に合わな

い時間帯となり焦りましたが、ファイナルコールの

中、何とか乗継出来ました。 

★ダイビング 

パングラオ島 2日間 5本 

カビラオ島 3本 

いつもサンゴがキラキラ綺麗なカビラオ島で癒され

ます。 

バリカサグ島 3本 

今回のバリカサグはあまり透明度も良くなくお世辞

にも良い海況とは言えませんでした。バラクーダも

ギンガメも遠い・・・・ 

★課題であったフロート揚げの練習もバツチリ決ま

り、安心して使えます。 

★ディナーにはいつも恭子さんが添乗して下さり、

毎日日替わりで美味しいものをいただきました。 

★最終日はフリーにしていましたので、観光に行く

方やダイビングする方、のんびりする方と様々で

 

 

した。ボホールを訪れてもなかなか観光には出かけ

ないのでと、観光に出かけられた方、ターシャ・チ

ョコレートヒル・

ロボックリバーク

ルーズと 1日楽し

まれたようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★25日 結婚式・披露宴 

教会の結婚式に出席されたのは 2名、河合さんの記

念ダイブに後の方は参加。 

ダイブは2本で終了し、披露宴のために準備します。 

滞在中ずっと晴れ!!それまでは夕方夜はスコールが

あったようなのですがそれもなし、未夏さんと日本

から駆け付けている皆さんのパワーで本日も快晴！

暑い日となりました。 

会場はホテルボホールトロピクスリゾートの屋外

の海の上、お天気で良かった! 

夕刻、ダイブショップに集まり、綺麗な夕陽を眺め

ながら、皆さんめいめいにビールを飲みながら、話

しをしながら開宴を待ちました。 そこには未夏さ

んからのメ

ッセージが

白板に書か

れていまし

た。 

未夏さんの

気遣いが窺

えました! 

 ボホールツアー＆ 未夏さん結婚披露宴 
2017 年 3 月 21 日〜3 月 27 日 

幹事＆レポート  306 宮本節子 
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そろそろと会場へ移動しながら、新郎・新婦との撮

影会があちらこちらで始まり・・・そのうちに会場

の準備が整い、着席! 両家合わせて 100名近い人

数が勢ぞろい! 未夏さんの人柄が出ています。さあ、

日本から駆け付けた人達・在フィリピンの人達、み

んなでお祝いです。 

フィリピン式披露宴! 

橋を渡って海の上の会

場へ!  

未夏さん自身がプロデ

ュースした披露宴! 

最後の最後まで調整が

あったようですが・・・ 

司会者がひとしきり紹介をします。 

 

そして、いよいよ新郎・新婦の入場です。 

 

日本でいう所の本人の人物紹介みたいなのがそれ

ぞれの上司から行われ、司会者からは二人のなれ初

めが話されました。みんな笑顔! 

たくさんの方から祝福のお祝いの言葉等々・・・・ 

二人の熱いキスシーン、そしてダンスシーンへと。 

出席したゲストに赤い袋が渡された方は新郎・新婦

とダンスをする権利を得ます。その赤い袋にご祝儀

を入れ、新郎・新婦の服に貼り付けダンスします。

そうして何人かとひとしきりダンスが披露されます。 

その中に私も選ばれました。赤い袋を頂き、新郎と

ダンス!! イェーイ! 

宮内さんも赤い袋をもらい、少しはにかみながら新

婦とダンス! 

次はケーキカッ

トへと進みます。 

カットした大き

な塊のケーキを

新婦は新郎の口

へ投げ込んだ! 

そんな披露宴

の最中、今回同

じ日に 1300本の記念を迎えた河合さん、記念ダイブ

のお祝いがここで紹介され、皆さんでお祝い、忘れ

られない記念ダイブとなったことでしょう! (未夏

さんの配慮により) 

ブーケトスや新

郎・新婦の挨拶

等々まだまだ書

ききれませんが、

夜が更けていき

ました。 

テーブルの上に

は二人からのプ

レゼントが用意

されていて未夏

さんらしい贈り物でし

た。感動的な瞬間に立

ち会え、出席でき一緒

にお祝いをできたこと

嬉しく思います。有難

うございました。 

末永くお幸せに!! 

 

参加者（10名） 

070 河合貞夫  184 岡本剛亮 305宮内弘人 

306 宮本節子   678 足立公平 723 田中 彰 

724 田中紀久子 735 道上 勲 762 中西静江 

805 吉田延子 
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10年ぶり？のセブツアー 

                  暖かい海！ホッ！ 

              2017 年 4 月 20 日～4 月 26 日 

         幹事 358 渡辺靖明   レポート 603 氏家友枝 551 手島惟人

 

楽しいツアーだよと誘われてはいたのですが、

なかなか参加する機会が無く、今回やっと参加す

る事ができました。お天気に恵まれ、海況も素晴

らしく、毎日がゆったりダイブの日々でした。私

はどちらかと云うと流れありのダイビングが多

かったので、今回の様な波無し、流れ無し、水温

暖かと云う海は本当に久しぶりです。何も心配す

る事なくリラックスして海を楽しむ事ができま

した。 

 初めてご一緒する方が半分くらい。最初はちょ

っと緊張しましたが、皆さん愉快で明るい方ばか

り。このツアーで 1500本になったのですが、そ

の記念のフラッグを前もって作ってくださった

Ｈさん、本当にありがとうございました。手の込

んだ作品なので、大事に飾っておこうと思ってい

ます。一緒に祝って下さった皆様、感謝です。

 
 セブ・マクタンはダイビングを始めて 2年目く

らいに来た事が有りました。その時はまだＳＤＣ

に入会しておらず、友人と来たのですが、初心者

でもあったせいか、いろいろ失敗した覚えがあり

ます。マクタン周辺はもっと透明度が悪かったよ

うな気がしましたが、今回はそれほど気にならず、

魚影も濃かった様に感ました。 

とくにナルスアン島でみた「シルバーフィッシュ」

の群れ！ 沖縄方面で見る「グルクマ」にそっく

り。口を大きく開けて、まるでアゴだけが銀色に

光っているかのように見える魚なのですが、目の

前で見るとすごい迫力です。ロウニンアジやツバ

メウオの群れに興奮し、各種ウミウシの大きさに

びっくりし、何もいないブルーウォーターで 

 

は浮遊感を思う存分味わった至福のダイビング

三昧でした。 

 

それに特記すべきはボートクルーやガイドの良

さと、エキジットの度に用意されている大量の

「マンゴ」!! 4日間のダイビングでしたが、食

べたマンゴの量は半端ではありません。最終日の

昼食にはお手製の焼鳥・焼イカ・焼きそばまで用

意してあり、毎回のサンドイッチと合せて超豪華

なランチとなりました。海良し、食事良しの毎日

で当然体重は増えてしまいました。 

 

全体の日程もゆったりしたもので、時間の余裕

が充分ありましたので、ホテル敷地内の散歩など

楽しむ事ができました。一つ残念だったのは、最

終日に「ドライマンゴ」工場に行って買物をする

手はずになっていましたが、工場が火事で焼けて

しまい、ドライマンゴが手に入らなかった事でし

た。セブ市内の大手スーパーに行ってもほしいマ

ンゴ製品が無く、がっかりでしたが、次回のお楽

しみという事でしょうか。 

幹事をして下さった渡辺さん、いろいろお気づ

かい頂きありがとうございました。 

（603 氏家 友枝） 
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楽しいダイビングが、ここ数年前から楽しいよ

り苦痛のほうが勝るようになり、もう潜ることは

叶わぬことと諦めていました。とは言うものの、

もう一度潜りたいと言う気持も何処かにあり、不

安を抱えながらも参加させて頂きました。 

 

宿泊のリゾートからボート乗り場までは徒歩数

分でダイビング前後とも時間に余裕があったこ

と。 

 

姫様殿様ダイブでボートのスタッフが機材のセ

ッティングからエントリーまでヘルプしてくれ

たこと。ガイドのウインディーからも適時アドヴ

ァイスが得られたこと。等々があり、長期のブラ

ンクがあったのにもかかわらず何とか潜ること

が出来、楽しい思い出に残るツアーとなりました。  

（551 手島 惟人） 

 

参加者（14名） 

  212 布澤 信子  277 堀田 恭正 

  287 石岡 弘至  354 横井 康江 

358 渡辺 靖明  460 藤平 三枝子 

  484 小林 幸枝  551 手島 惟人 

  603 氏家 友枝  674 内芝 範子 

  680 玉村  馨   725 堺  孝興 

  740 庄司 米子  752 橋本 和子 

 

 

   第 10回 「まだ潜りたい会」 

  

 

 新宿「饗」サザンタワー店 参加者 15名 

プログラムは 1部～3部あり食事と並行して進行し 

ました。1部では参加者全員の近状報告・健康寿命 

を延ばす為に飲んでいる薬とサプリメント・賢く付

き合う掛かり付け医師・悩み事などなど、途中で世

話役さんの「飲み食いしながらでも、人の話は聞き

ましょうね！」の当たり前のご注意をうける。 

 休憩を挟んで 2部へと進み、5周年記念 10回目 

の節目を迎えての楽しい記念品の抽選会がありまし 

た。幾つになってもプレゼントを頂けるという事は 

嬉しいものですね。 

 そして最後のフリータイム、自由に席を移動しな 

がらフリートーク、この中でゆったり・やさしいダ 

イビングツアー等の情報が出されました。昨年は伊

江島でした。ホテルの食事・ショップの対応はとて

も良く・費用もお財布に優しく・荷物は宅急便で楽

ちんと良いとこ尽くしです。 

 12：00～15：00 有意義な 3時間が終了。 

私がこの会に参加したキッカケは 3年前の目の病気 

です、医師は「何をやってもいいですよ」と言われ 

ても、前向きな気持ちになれず落ち込んでいる時、 

おそるおそる会の幹事さんにメールしたのが始まり 

です。健康あってのダイビング、そこそこの健康で 

も可能なダイビング、それが出来る幸せを有難く感

謝している此の頃です。 

世話役さん、皆さん有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

＜参加者＞ 

005大隅楠夫  006大隅照子  007大西亀美代 

018坂東正朗  038川上秋子  085鈴木清子 

124高木元子  132岡野 博  141太田允康 

146佐竹綾子  188森重美智子 190西谷サヨ 

450竹内千草  640山崎利江  685池田しのぶ 

 

2017年 4月 27日 

640 山崎 利江 
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気候の安定しない4月、暖かかったり寒かったり

と体調管理が大変！ 本日も生暖かい日でした。 

今回は神戸元町にある広東料理の「中国酒家」で、

春を味わうべく開催しました。 

分厚いフカヒレの刺身に始まり、鯛の広東風造り、

殻付大エビのネギ生姜、フカヒレスープ、三種類の

海鮮炒め、カニと春雨の鍋料理、スペアリブの甘酢

かけ、広東風焼きそば、デザートとコースで・・・ 

目の前に次々と出される料理、紹興酒に良く合い、

お酒がすすみます。どれもこれも絶品で次々と完

食！ 今回は皆様スケジュールが重なった方が多く、

メンバーが少なかったですが、少人数ながら顔を突

き合わせて円卓で話しが弾みました。 

食しながら、飲みながら、いつもながら先日のツア

ーの話しやら公認ツアーの話し、新企画ツアーやお

誘いツアーの話し等々、マクロ好き・大物好き・癒

し系・地形好きポイント・・・ 

皆さん元気でツアー参加や色々な所へ出かけられて

いる様子が窺えました。 

今年も早いもので3分の一が終わろうとしていま

すが、皆さんまだまだ熱く語り、色々な所に出かけ

る予定満載です。 

本日も有難うございました。 

 

参加者(9名) 

305 宮内弘人 306 宮本節子 

406 立木博信 508 安積 信 

678 足立公平 735 道上 勲 

805 吉田延子 832 藤井則芳 

851 紀 貞子 

 

 

 

 

 

発表会が終わり、次の発表会に向けて勉強会を開

始しました。今年は10年目を迎えますので、それ

ぞれ楽しんで全員作品発表を目指して頑張りたいと

思います。 

と言う訳で勉強会も水中？そんな訳ないですね。 

合成してみました。（＾＾） 

 
午前中10:00～12:00は「レイヤー、書き出し、編

集、ホワイトバランス」など、分からないところを 

お互いに教え合って勉強しました。説明してもらっ

た時は「はい、分かりました。もう大丈夫です。」と

思うのですが、しばらく使わないと、すぐ忘れてし

まいます。そうです。だから繰り返し楽しく勉強し

ます「映像を楽しむ会」ですから。 

 

昼食後、13:00から近況報告として5作品を上映。 

リゾートの紹介、面白いカメラの使い方など、参考

になります。 

15:00から、発表会の良かった点、検討する点など

の意見交換。発表会ではアンケートにご協力頂き、

ありがとうございました。 

最後に今年度の活動予定などを確認して発表会に向

けてスタートしました。 

16:30 終了。お楽しみの懇親会は「京都 銀湯葉」

11名参加で盛り上がりました。 

呑和会第 53回「春 風」 

2017年4月18日 

世話役：306 宮本節子 

水中映像を楽しむ会～勉強会 
2017年3月2日 

231 今澤 恵子 
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  雨が降りそうな曇り空。船に乗船して間もなく

淳ちゃんの音頭で乾杯。 

 アルコールをおつまみをまたアルコール、もんじ

ゃ焼きと各々好きな飲み物を飲んで食べてしゃべっ

てと大盛り上がり。 

桜はまだ少ししか咲いていないが、船の中は〇〇桜

が満開でした。下船するとあ～あ雨が降って傘をさ

し銀座をブラブラ二次会のカラオケ店まで。 

そこでも大盛り上がりでした。 

屋形船お花見に参加された皆様楽しい時間を有難う

ございました。       846 佐藤 君子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前、野毛大道芸は“愛でる会”で開催しました

が、新しい方も増えたので２回目の大道芸見物で

す。 

曇りのち雨の天気予報でしたが、薄日が差し絶好

の天気の中、大勢の見物客で賑わう野毛の街に 

ＬＥＴ‘Ｓ ＧＯ！ 

日ノ出町駅そばでは、エイサーの演奏でいっきに

祭り気分。土曜日と言う事も有り、どの場所も人人

で溢れかえっていましたが、それでも何とか前に陣

取り、ポールダンス、マジックショウ、ジャグリン

グ等を見て、さらに一歩路地を歩けば、路上ライブ

で皆ノリノリ。サザンの音楽に合わせて踊る人、店

先のテーブルでは昼間から宴会の人達。見物する時

間も残り少なくなり、最後に見た中国雑技団これは

凄い。イスを積み上げて地上５階建て位の高さでア

クロバット的に倒立。自分が演技しているような、

ハラハラドキドキの連続。ＳＤＣの方達は皆此処に

いて見物できたみたい。 

 

興奮冷めやらぬ中、懇親会会場に。台湾料理店 

“阿里山”で、総勢20名で、皆様に健康で会えた事

に感謝しての乾杯。美味しい台湾料理の数々。その

なかにイシモチのから揚げ料理が出てきました。 

何人かのグループは、「から揚げのイシモチとキスし

てみよう」と盛り上がり、「もうやり方忘れちゃった」

なんて言いながらもノリでキスしてる人。下手な文

章読むより、写真をご覧ください。楽しい３時間で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご 近 所 の 会 
お花見！屋形船で下町情緒満喫！ 

2017年3月31日 
世話人 440 石川 勝 

第11回「海を愛でる会（横浜）」 
野毛大道芸＆懇親会 台湾料理“阿里山” 

2017年4月22日 
世話人 713 福間百合子 
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§北八ヶ岳スノーシュー 

（2017年2月27日～28日催行） 

◎ ネイチャーガイド  藤井憲一郎   

2009年に初めてお越しになってから、かれこれもう

9 年ものお付き合い。皆さんお変わりなく元気に再

会。当日は相変わらずの八ヶ岳ブルーの下、皆さん

に色々なポーズを作って頂きながら再会とは思えぬ

程にスタート時から和気あいあい。 

 

（スノーシューいざ出発） 

二日目は昨日以上の好天に恵まれ北八ヶ岳ロープウ

エイを利用して稜線沿いを散策。 

以前は登ったり下ったり、駆け下ったりと、かなり

のカロリー消費量のコースを案内しておりましたが、

皆さんそれなりのお年になりましてゆっくり景色と

昼食を楽しむコースとなりました。 

 

(雪のテーブルでチーズフォンデュパーティー) 

前夜サラッと雪が降ってくれたお陰で木々の枝には

細かな雪がついていて冬らしい景色に。食後のツア

ーでは森の中に身を委ねながら静かな時間を堪能し

て楽しい一日はあっという間に終わったのでした。 

 

(晴天なのになぜか雪が舞う) 

◎ 幾つになってもワクワク№685 池田しのぶ 

素晴らしい天気の中のスノーシュー、本当に楽しか

ったですね。 

お世話になりました。皆さんの子供のころに戻った

ような笑顔が素敵でした。 

人生いくつになってもワクワクしていたいです。 

 

§渋沢丘陵といちご狩り(2017年3月11日催行) 

春の気配も少し感じられてきた穏やかなうす曇りの

日和に 18名の参加を得て催行いたしました。 

小田急秦野駅から関東大震災で堰き止められ出来た

という震生湖を巡り渋沢丘陵を散策しながら、最後

は皆さんお楽しみのイチゴ狩りとたっぷりと一日を

楽しみました。(鈴木一雄) 

◎初参加 №572阿部千衣子 

ハイキングといちご狩り、ありがとうございました。 

普段歩くことが少ないのでいい汗を流す事ができま

した。イチゴももうこれ以上食べられないというほ

どお腹満腹状態でシ・ア・ワ・セ・・・とても美味

しかった！です。 
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アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
① 北八ヶ岳スノーシュー ②渋沢丘陵といちご狩り ③長尾の里花巡り  

  

世話人 197 宇留賀 達雄 766 鈴木一雄 



 
(いちご狩りの後で) 

 

◎ 心弾む一日№413 野崎光子 

渋沢丘陵にも春がやってきたようですね！桜、こぶ

しの花、すみれ等、心がはずむようで気持ちが明る

く楽しく過ごせました。 イチゴ狩りでは紅ほっぺ

がとても甘く、いままでは、あきひめファンでした

が、たくさん食べました。打ち上げの腹は別腹だっ

たんでしょうか？ 

 
（震生湖の周りをウオーキング） 

◎ 大好きなイチゴをいっぱい№450 竹内千草 

歩くのに程よい気温の一日でした。太陽も照りすぎ

ず、日焼けしなくてよかった！ 

鈴木さん、シニアを引き連れてのハイキングお世話

さま、本当にご苦労様でした。 

ホトケノザが道端のあちこちに群生していて、かわ

いらしい姿で歓迎してくれました。時あたかも 3.11

から 6年目に震生湖のそばで昼食、（平穏な日に感謝）

皆さん持ち寄りのおいしいおかず、ビール、ホット

紅茶、デザート、などで満腹。 

この後イチゴが入るスペースがあるかしら・・・と

心配しましたが、イチゴ園に入ったらとても甘いイ

チゴを 30分近く食べ続けました。大好きなイチゴ

ですが、我ながらびっくりする量を食べて、下も向

けないほど。 

打ち上げでも、また食べて、、、なんということでし

ょう。楽しかったですね！ 

 

§長尾の里花巡り（2017年4月3日催行） 

◎ 花見を満喫№761 田中恵美子 

数年ぶりに、綺麗な桜の下で花見を満喫することが

できて楽しかったです。ありがとうございました。 

長尾の花巡りで、十分お腹を空かせたあとの花見の

宴は、温かいおでんがとても美味しかったです。 

おでんの下準備をされた皆さま、本当にありがとう

ございました。 

川向を歩いて行く女性たちの、私たちを見る視線（あ

きれ顔？）が、少々気にはなりましたけど・・

 

(二ケ領用水での花見の宴) 

◎ 美味しかったオデン№453 松山順子 

”長尾の里お花見” 宇留賀さん皆さんにお世話にな

り感謝です。 

お天気・気温も暖かくなり幸運でした！ 

桜の蕾もたっぷり観察、咲いた桜とダブルに楽しめ

ました♪宇留賀さんのお花見の良い場所用意から昼

食・飲み物とご配慮に感服するばかり大変お疲れさ

までした。有難う御座いました。 

 

§鎌倉巡り（2017年5月13日催行予定も中止） 

浄智寺・葛原岡神社等を巡り源氏山公園(昼食)→ 

銭洗弁財天・長谷高徳院の大仏様・長谷寺→長谷寺

駅。 

上記の鎌倉巡りを計画していましたが、関東地方本

降りの天気予報で中止としました。 

(鈴木一雄) 
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ＳＤＣミュージックサロン 

  

 

  

深大寺植物公園バラ園コンサート、今回初めての

参加です。 

当日は 素晴らしい天気の中、バラ園テラスにて

二人の美人姉妹による、バイオリンデュオコンサー

トでした。最後の演奏は昨年の NHK大河ドラマのテ

ーマ曲。皆さん興奮気味に聞きほれていました。 

とても素敵なロケーションで音楽を楽しめ、また

温室植物園では珍しいランやおなじみの南洋植物、

ベコニアとは思えない洗練されたベコニア、そして

なんといっても極めつけは、いろんな種類のバラ、

ばら、薔薇。いいですね、 きれいなお花に囲まれ

て過ごす時間は。  

コンサート終了後の一杯、赤ワインもおいしかっ

たです。愛ちゃん、高木さんごちそうさまでした。 

そして遅めの昼食は、元気なシニアは“おそばより

ステーキ”とガッツリいただきました。  

最後に、深大寺に詣で、今日も元気で楽しい一日

を過ごせたことに感謝して、帰路につきました。 

              685池田しのぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画鑑賞 

2017年3月4日 

 

アカデミー賞５部門に輝いたミュージカル映画

「ラ・ラ・ランド」を鑑賞しに有楽町ＴＯＨＯシネ

マに４名が集まりました。 

ストーリーは自分好みの音楽を演奏したい男性

と、俳優を志す女性との恋物語ですが、全編を通し

て音楽とダンスが繰り広げられて観る者を魅了する

に充分でした。主題歌の city of stars を始めとし

て数々の曲が耳に残り、久々のアメリカン・ミュー

ジカルを堪能しました。   544 海老原 新 

海釣り同好会 

  

 

  

 2017年5月9日～10日 1泊。房総半島 

金谷沖で黒ダイ（チヌ）狙いの予定が・・・ 

ＧＷは天候に恵まれ、連休明けの空模様に危惧して

いましたが、ドンピシャの雨。魚の食いはシブく、

１人も黒ダイ釣れず。それでも釣れた大アジは刺身

やなめろう等々、皆さん舌鼓を打ったとの感想。 

女性の参加者が多かった分、ふわふわそぼろ、干

物、アジフライ、素揚げ、煮付け、南蛮漬け、とレ

パ－トリーの多さにビックリ！ 

ダイビングも釣りも「自然相手」を思い知る釣りに 

なりました。 

それでも皆さん喜んでくださり、感謝！！ 

（雷鳴らないで良かった～） 

次回は7 月 13 日（木）～14 日（金）詳細未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 雑 感 

 

★今号で広報役員を卒業します。お世話様になりま

した。ありがとうございます。 684 小林孝子 

★74号情報満載です。活動の広がりは素晴らしい勢

いです。広報誌がそのパワーを全員で共有できる

力になれる事を願いつつ！   674 内芝範子 

★海に山にと忙しい季節がやって来ました。ジメジ

メした梅雨の時期に負けないで多いに楽しもうと

取りあえず外に出かけよう！ 572 阿部千衣子  

★今まで広報を導いてきてくださった小林さんが卒

業です。ちょっと不安ですが諸先輩の方々もそう

してこの広報を引き継いできたのですから、あと

1 年の任期を全うせねばと気を引き締めています。 

668 川瀬和恵 

ばら園コンサート 

2017年5月21日 

 

2017年 5月9～10日 

591 和田 美代子 
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【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
7
3
6
 

8.26～27 宇佐美 2 日間 

ゆっくり優雅に美味しい宇佐美のダイビングツアー 
＊現地集合（宇佐美駅送迎） ＊1 ボート 2 ビーチ

＊4 食飲物付  ＊概算費用は全て込の金額 

4.5

万 
819 早川直樹 

1
7
3
5
 

9.3～9.8 

 
第 6 回・渡嘉敷

島魚の生態観察 

 

渡嘉敷の美しい海で魚の生態観察＊集合 3 日 16：00 那

覇泊港待合所、解散 8 日 10：35 那覇泊港（飛行機各自

手配） ＊5 泊 6 日 8 ボート（日程短縮可）＊ショップ・渡

嘉敷ｼｰﾌﾚﾝﾄﾞ＊部屋ｼﾝｸﾞﾙ又はﾂｲﾝ（希望による）：朝食

付 

8 万 648 江藤征雄 

1
7
3
1
 

10.21～

10.25 
宮古島 5 日間 

宮古島 3 大地形ポイントを制覇する＊宮古島空港集合

＊6 ダイブ＊朝食付き＊初心者可 
10 万 735 道上 勲 

賛
助
会
員
公
認
企
画 

S
1
7
0
8
 

7.24～7.28 

8.28～9.4 

南伊豆 

神子元島 

毎年 7/26 と 8/29 の前後の潮周りは神子元島大爆発の

伝説のウィーク。ハンマーヘッドの群れを伊豆で見たい

方、南伊豆下田に集合しましょう！ ＊下田駅集合、4 ボ

ート 2 泊 送迎付き ＊1 名から開催 

7.8

万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
7
0
9
 

8.2～8.7 

南九州薩南群島

秘境ツアー 

草垣群島 

薩摩硫黄島 

手付かずの海をクルーズで潜り倒します。野生の匂いが

プンプン！湧き上がる魚影は体感しないと分かりません

圧倒！＊鹿児島空港集合、宿泊代全食事付き 10 ダイ

ブ、全交通費付き ＊1 名から開催 

27 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
7
0
3
 

8.11～8.14 
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
7
1
1
 

9.29～10.2 
トカラ口之島 

蛾蛇島遠征 

9/29 23：00 鹿児島港出港 10/1 18：40 帰港。黒潮

の本流がぶち当たる海は野生の匂いがプンプン！ﾏｸﾞ

ﾛもﾛｳﾆﾝｱｼﾞもﾂﾑﾌﾞﾘも規格外の大きさに圧倒！鹿児島

空港集合＊宿泊食事交通費付き＊5 ダイブ＊1 名から 

19 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
7
1
0
 10.17〜21 

11.2〜6 

11.16〜20 

小浜島 

ヨナラ水道決戦 

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 ＊ホテル 4 泊 ＊9 ダ

イブ付き ＊1 名から開催。初心者歓迎！ 

18 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

Ｓ
1
8
7
1
 2018 年 

1.9〜1.14 

2.9〜2.14 

沖縄 与那国島 

体調 3ｍ越えのハンマーヘッドシャーク 100 匹以上の群

れと泳ぐ！＊羽田空港集合 ＊飛行機・宿 5 泊・8 ダイ

ブ・全食事付＊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
7
2
0
 

10.27～

10.30 

奄美 

ダイブ＆祭り 

4 日間～ 

永吉・現地入。10/28・29 は、種おろし(お祭り・踊り)。 

航空券はマイルで￥0～＊1 泊 2 食￥8,000～＊2 ダイブ

￥13,000＊手配手数料￥3,240。費用例は 4 日間例 

9 万

～ 

横浜カンパニー 

S41 永吉拓也 

 

 

あなたの行きたいツアーを探そう！ 

公認 

推薦 

公認費用基本 

会員企画 

賛助会員企画 賛助会員が企画募集しツアーに同行、会員のみ参加 

会員が幹事となり、会員のみ参加 

幹事は旅行社の SDC 担当者 賛助会員＋現地ショップ 
タイアップ企画 

飛行機代、燃油込、宿泊（2 名 1 室）、現地送迎込、その他は別途記載 

ツアーによって内容が異なりますのでホテル、現地責任者、ダイブショップ、キャンセル
フリー（通常 31 日前）等詳細については幹事までお問い合わせください。 

この色のセルは
新規掲載です 
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【海外ツアー】 

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
7
7
2
 

7.6～7.13 

インドネシア 

ﾒﾅﾄﾞ･ｺｺﾃｨﾉｽ 

8 日間 

ﾌﾞﾅｹﾝ島周辺をメインにワイド派のダイビングを ＊成田・

関空発着 ＊１１ボート ＊リゾートでは全食事付 *シン

ガポール前泊 ＊ユーツアーサービス 

22 万 508 安積 信 

1
7
7
6
 

8.29～9.3 
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 マク

ロからワイドまで＊関空・成田発着＊10 ボート ＊朝食付 
12 万 306 宮本節子 

1
7
7
7
 

11.7～11.14 

コモド諸島 

８日間 

インドネシア 

＊ワイドからマクロまで＊ラブハンバジョーステイ＊スピー

ドボート完全チャーター＊１３ボートダイブ＊関空・成田

発着＊朝昼食付＊コモドドラゴン見学付＊８名以上での

価格＊キャンセル４５日前 

２４万 306 宮本節子 

1
7
7
8
 

2018 年 

2.20～2.26 

バリ島・トランバン 

７日間 

インドネシア 

＊ワイドからマクロまで楽しめるフォト派に大人気＊成田・

関空発着＊初級者可＊４日間無制限ビーチダイブ付＊

滞在中全食事付 

２０万 306 宮本節子 

賛
助
公
認 Ｓ

1
7
7
3
 

8.26～9.2 

モルディブ 

ダイブサファリ 

8 日間 

永吉同行・13 ダイブ・全食事・空港税・燃油代込。ジンベ

エ・マンタ・魚影狙い ＊ロープ無し潜行、中性浮力要 

＊初級者 2 名までなら応相談 ＊4 名催行 

26.4

万 

横浜カﾝﾊﾟﾆｰ 

Ｓ41 永吉拓也 

推 
 

薦 
 

企 
 

画 

Ｎ
1
7
4
2
 

6.24～11.25 

複数日程 

モルディブ 

クルーズ 

8 日間 

マンタ・ジンベエの大物狙い。 ＊成田発着(場所により、

国内線手配可） ＊土曜日発着＊ダイビングレベルは 50

本以上で 1 年以上のブランクが無い健康な方。＊15 ボー

ト ＊全食事付 ＊早期申込み割引有 

29 万

～ 

ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ 

ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽ 

S42 谷岡 諭 

N
1
7
4
3
 

7.1～9.8 

複数日程 

コモド 

ダイブクルーズ 

8 日間 

最大 16 ﾀﾞｲﾌﾞ 

北の浅い海域のフローレス海と、南の深い海域のインド

洋に挟まれた特殊な環境コモド諸島。最近話題のコモド

ドラゴンにも会え、陸海両方楽しめる大満喫ツアー♪成

田/大阪発着・最低 40 本以上・最大 16 ダイブ・全食事

付 

29.8

万～ 

ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ 

ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽ 

S42 谷岡 諭 

N
1
7
3
7
 

7.1～10.31

毎週金曜発 

メキシカン･カリブ

でダイビング＆話

題のｷｭｰﾊﾞ滞在 

8 日間 

透明度抜群のメキシカン･カリブ(コスメル島)で 2 日間のダ

イビングをご堪能頂いた後、キューバの首都ハバナを訪

れる ＊2 名から ＊コスメル島で 5 ダイブ＋ハバナでの

終日観光 ＊空港ホテル間往復送迎(日本語ガイド付） 

34.8

～   

35.9

万 

レックス 

ツアーズ 

S52 田渕 司 

N
1
7
3
6
 

7.18～10.3

毎週土曜発 

メキシカン･カリブ

のコスメル島と 

セノーテでのダイ

ビング 7 日間 

透明度抜群のメキシカン･カリブ(コスメル島)で 2 日間の

ダイビング後、カンクン近郊のセノーテでダイビング。７日

間 ＊2 名から ＊コスメル島で 5 ダイブ(現地払い）＋セ

ノーテでの終日ダイビング ＊各空港ホテル間往復送迎

付 

22.7

～   

23.8

万 

レックス 

ツアーズ 

S52 田渕 司 

N
1
7
3
2
 

 

8.26～8.31 

フィリピン 

オスロブ・マラパ

スクアクルーズ 

6 日間 

オスロブのジンベエザメ、モアルボアルの地球儀のような

イワシ玉に圧倒されるセブ南クルーズ。ダイバー仲間を

誘って行こう ＊成田、中部、関西発 ＊11 ダイブ ＊全

食付 ＊日本人ガイド ＊SDC 会員割\5,000 

18.5

万 

スポート 

ツアーズ 

S14 西元君子 

N
1
7
3
9
 8.6～11.26 

毎週日曜発 

6 日間 

豪華・モルディブ 

フォーシーズンズ 

ダイブクルーズ 

2 名参加限定。超豪華なモルディブ・フォーシーズンズリ

ゾートのダイブクルーズが期間限定格安提供中。 

下船後リゾート延泊も可 ＊食事・6 ダイブ・燃油込 

30～

38 万 

横浜カンパニー 

Ｓ41 永吉拓也 

N
1
7
5
5
 8.17～8.22 

9.15～9.20 
10.15～10.20 

11.13～11.18 

パラオスポート号 

パラオクルーズ   

6 日間 

｢確実に狙えるカンムリブダイの行進！」早朝だけの神秘

の瞬間！エキサイトする夏を楽しもう。 

＊成田、大阪、名古屋発着 ＊1１ダイブ ＊全食事付 

＊SDC 割￥5，000 

21.5

万 

～ 

スポート 

ツアーズﾞ 

S14 西元君子 

N
1
7
3
8 

8.23～8.30 
マラパスクア 

8 日間 

高確率ニタリザメ鑑賞ツアー＊成田・中部・関空発着 

AOW 以上＊最少催行 2 名＊16 本（内 5 本は早朝ニタリ

ダイブ）＊朝食付＊他日程アレンジも可（要問合せ） 

19 万 

トラベルネット 

サービス 

S58 森下亮一 

N
1
7
4
4
 8.28～9.13 

9.22～10.4 

10.8～10.31 

フィリピン 

リロアン 

5 日間 

『早割プラン！リロアン 9 ﾀﾞｲﾌﾞ付 5 日間』 

60 日前までのお申込で、お得な早割プランです！ 

＊成田・関西・名古屋・福岡から発着可能＊全食事付 

10 万

～ 

ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ 

ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽ 

S42 谷岡 諭 
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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
7
5
1
 

9.1～9.30 の

土曜日発 

リゾート滞在 

ラジャアンパット 

インドネシア 

大人気ラジャアンパット。全室水上コテージ、バルコニー

付きの快適なパプアエクスプローラーダイブリゾート滞在

プラン。ボートダイブはナイトロックス無料 *羽田発着 

*14～15 ダイブ＋ｾﾙﾌﾋﾞｰﾁﾀﾞｲﾌﾞ ＊全食事*2 名様から 

38.5

万～ 

40 万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

N
1
7
4
0
 

9.4～9.16 

複数日程 

キューバ 

ダイブサファリ 

13 日間 

永吉現地発着で同行。世界遺産含む 5 都市観光 ＊7

ダイブ・全食付・燃油のみ別 ＊3 名催行・初級者可 ＊

他日程 (9/22、10/15) ※3 名いれば他日程、長期も可 

63 万 
横浜カンパニー 

Ｓ41 永吉拓也 

Ｎ
1
7
5
8
 11/14-

11/19 

12/12-

12/17 

パラオスポート号 

パラオクルーズ   

デルタ航空 

6 日間 

「大興奮！カンムリブダイの神秘の行進！」 

放精抱卵予定日：11/14-11/17、12/14-12/17/2017 

＊成田、大阪、名古屋発着 ＊11 ダイブ ＊全食事付 

＊SDC 割￥5，000 

20.5

万～ 

スポート 

ツアーズﾞ 

S14 西元君子 

Ｎ
1
7
5
9
 10/14-

10/20 

1/9-

1/14/2018 

パラオスポート号 

パラオクルーズ 

ユナイテッド    

6 日間 

「凄い！10,000 匹以上のカンムリブダイの行進！」

10/16-10/19/2017、1/11-1/14/2018 

＊成田、大阪、名古屋発着 ＊11 ダイブ ＊全食事付 

＊SDC 割￥5，000 

22.5

万～ 

スポート 

ツアーズﾞ 

S14 西元君子 

Ｎ
1
7
6
0
 

11/1-11/7 

12/2-12/7 

パラオスポート号 

パラオクルーズ   

ユナイテッド航空 

6 日間 

「捕食時間はクルーズのスペシャルタイム、空を舞うマン

タを見よう！」 

放精抱卵予定日：11/14-11/17、12/14-12/17/2017 

＊成田、大阪、名古屋発着 ＊11 ダイブ ＊全食事付 

＊SDC 割￥5，000 

20.5

万～ 

スポート 

ツアーズﾞ 

S14 西元君子 

Ｎ
1
7
6
1
 10/3-10/8 

1/2-

1/7/2018 

パラオスポート号 

パラオクルーズ 

ユナイテッド    

6 日間 

「くるくるマンタシーズン到来！凄いねマンタショー！」

10/16-10/19/2017、1/11-1/14/2018 

＊成田、大阪、名古屋発着 ＊11 ダイブ ＊全食事付 

＊SDC 割￥5，000 

22.5

万～ 

スポート 

ツアーズﾞ 

S14 西元君子 

Ｎ
1
7
6
7
 

毎日出発 
フィリピン 

リロアン 

セブ島最南端！のどかな田舎町でマクロ三昧！！ 

日本人ガイドも常駐！思う存分、写真を楽しみたい方！

全食事付/成田・大阪・名古屋・福岡発着可能です。 

9.4

万 

～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

Ｓ42 谷岡 諭 

Ｎ
1
7
6
8
 11.21 以降

以降複数複

数日程あり 

 

ラジャアンパット

ダイブクルーズ 

最大 18 ダイブ 9

日間   

2007 年ナショナルジオグラフィック誌に「インドネシアに

無数の生命が溢れる奇跡の海が広がる」と紹介され、現

在世界で最も注目されるホットな場所の１つです。成田/

大阪発着・ドリフトダイブ経験があり最低 40 本以上・・フリ

ー潜行ができる事 

34.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

Ｓ42 谷岡 諭 

Ｎ
1
7
6
9
 

10/5 
バンダシー＆ア

ンボンクルーズ 

カエルアンコウ等の人気のマクロやハンマーヘッド等の

大物まで見られる海！羽田発・ドリフトダイブ経験があり

最低 40 本以上・・フリー潜行ができる事・食事朝 7 回 昼

6 回 夕 6 回 

43.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

Ｓ42 谷岡 諭 

Ｎ
1
7
7
0
 10.6～3.24 

の毎週土曜

日発 

モルディブ 

クルーズ 

8 日間 

マンタ・ジンベエの大物狙い。 ＊成田発着(場所により、

国内線手配可） ＊土曜日発着（除外日あり）＊ダイビン

グレベルは 50 本以上で 1 年以上のブランクが無い健康

な方。＊15 ボート ＊全食事付  

29 万

～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

Ｓ42 谷岡 諭 

Ｎ
1
7
7
1
 

1/15 

タヒチ・ファカラバ

島 8 ダイブ付 8

日間 

タヒチの中でも抜群の魚影が見られるエリア！ファカラ

バ！今回は日本人インストラクター同行！！成田発・100

本以上/フリー潜行が可能・食事：朝 5 回 夕 5 回 

38.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

Ｓ42 谷岡 諭 

N
1
7
5
2
 

10.1～12.10 
2018.1.7～

2.7 
金・日発 
複数日程 

摩訶不思議な海 

レンベ 7 日間 

インドネシア 

各部屋温泉付き 2016 年オープンのダイブイントゥレン

ベ滞在 日本語ガイドの新加入で安心滞在 

*4 名様以上でナイトロックス無料 *羽田発着 *9 ボート

ダイブ＋セルフダイブ *全食事 2 名から受付 

18.2

～ 

18.7

万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

Ｎ
1
7
5
7
 10.1～12.17 

 

日曜発 

ポンペイ 

ミクロネシア 

6 日間 

マンタシーズン！ポンペイ唯一の日本人ダイブショップ利

用。他のダイバーと海で会う事がほとんどない、1 人占め

している様なプレミア感満載。6 ボートダイブ 食事：昼 3

付き 世界遺産ナンマドール遺跡観光もお勧め。成田・

関空発 最終日はグアム 1 泊になります 

21.1

万 

～ 

21.6

万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 
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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
7
5
6
 

 

10.1～12.10 

2018.1.7～

2.4 

  日曜発 

リゾート滞在 

ラジャアンパッ 

7 日間 

ラジャアンパットをお手軽、お値打にしました。成田・関空

日曜発 7 日間で、ダイビング 3 日間 11 ボートダイブ。新

登場ラジャアンパットダイブリゾート利用 ＊全食事付 

【SDC 様特典】1 人部屋利用でも追加代金不要 

24.8
万 
～ 

25.3
万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

Ｎ
1
7
6
2
 日本発着 

10/21-

10/29 

アンボン〜バンダ

海 6 泊 7 日スペ

シャルクルーズ 

面白生物で有名なアンボンから出航、バンダ諸島を巡る

超レアクルーズ！透明度抜群！ハンマーやイソマグロ

も！年に一回のスペシャルダイビングクルーズです。※

航空券運賃込み（入境料別途）＊全１５本＊同性相部屋 

43〜 

45 万

円 

ダイブドリーム 

インドネシア 

上原・唐澤 

Ｎ
1
7
6
3
 

日本発着 

11/25-12/7 

ラジャアンパット 

10 泊 11 日 

ロングクルーズ 

ミソール島を含む全島、4（アンパット）島を巡る充実のス

ペシャルクルーズ！通常クルーズでは廻れないポイント

も！ムレムレ魚群、歩くサメ、豊富な生物層、安定した海

況です。＊航空運賃込み（入境料別）＊全２６本＊同性

相部屋 

特別

価格 

60～ 

64 万

円 

ダイブドリーム 

インドネシア 

上原・唐澤 

Ｎ
1
7
6
4
 

日本発着 

12/9-12/17 

ラジャアンパット 

6 泊 7 日クルーズ 

短期間（6 泊 7 日）でラジャアンパットを楽しみたい方はこ

ちら！ラジャアンパットのいいとこ取りクルーズならでは

の、ポイント選び！ムレムレ魚群、歩くサメ、安定した海況

です！＊航空運賃込み（入境料別）＊全１５本＊同性相

部屋 

42〜 

44 万

円 

ダイブドリーム 

インドネシア 

上原・唐澤 

Ｎ
1
7
6
5
 日本発着 

1/6-14 

2/3-2/11 

ラジャアンパット 

6 泊 7 日クルーズ 

ラジャは潜ってみたいけどスキルが心配・・・という方に朗

報！穏やかな流れの中、押さえておきたい定番のポイン

ト選びです！もちろん歩くサメ、ムレムレの魚群、美しい

珊瑚も！＊航空運賃込み（入境料別）＊全１５本＊同性

相部屋 （6 名以上 特別価格） 

特別

価格 

42〜 

45 万

円 

ダイブドリーム 

インドネシア 

上原・唐澤 

Ｎ
1
7
6
6
 日本発着 

2/17-2/25 

3/17-3/25 

ラジャアンパット 

6 泊 7 日クルーズ 

今、話題のファム島を含むルートです！短期間でラジャ

アンパットを楽しみたい方はこちら！いいとこ取りのポイン

ト選び！ムレムレ魚群、歩くサメ、安定した海況です！＊

航空運賃込み（入境料別）＊全１５本＊同性相部屋 

（6 名以上 特別価格） 

特別

価格 

42〜 

45 万

円 

ダイブドリーム 

インドネシア 

上原・唐澤 

加 入 順 

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 誌クルーズ部門 17 年連続 1 位
受賞！世界遺産パラオクルーズはオモカン、ジャ-マ
ン、ウーロン島の 31 ポイントを周遊。カンムリブダイ
の行進とくるくるマンタを見よう！  
ＳＤＣ担当：西元、瀬戸口、川畑 
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 2-12-1-805 
℡：03-6276-0550 Fax: 03-6240-8282 
e-mail：divecruise@sporttours.co.jp 

 

（株）スポートツアーズ                 S14     
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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 
日本の夏には避暑地として、冬は避寒地として 
過ごしやすい知る人ぞ知るボホール島です。 
バリカサグ島は入島制限がありますので 
ご予約はお早目にお願い致します。 
ＳＤＣ担当：SDC#601 冨田恭子 SDC#742 尾上未夏 
6300 GrahamAve.Tagbiralancity 

 BOHOL Philippnes 
℡：+63-999-998-3205 
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/ 
全ツアー永吉同行します。 
6 月奄美、7月紅海、ポンペイ、8 月モルディブ。 
キューバはいつでも 3 名いれば同行、ご希望日数、
内容でご案内いたします。 
お気軽にお問い合わせください。 
ＳＤＣ担当：永吉拓也 
〒240-0022 横浜市保土ヶ谷区西久保町 36 番 
℡＆Fax:045-333-4200  携帯：090-9968-5710 
e-mail：info@tripplan.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：谷岡 諭  
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-10-10 
            第 2 小林ビル 
℡：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 
ユーツアーではワイド～マクロまで、皆様のご希望
に沿った方面、ツアーをご提案します。秘境の印象
が強い弊社ですが、ミクロネシアやフィリピンも実
は大得意です。お気軽にお問合せ下さい。 
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：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：kono@daydream-dive.com 
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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.danjapan.gr.jp/  
事故を未然に防ぐための情報提供、万一の時のホット
ラインと保険、医療相談等のサービスを提供していま
す。入会手続きは約１週間。余裕をもってご入会くだ
さい。 
SDC 担当者 : 小島 朗子 
〒231-0005 横浜市中区本町 4-43 A-PLACE 馬車道 9F 
TEL : 045-228-3066 Fax : 045-228-3063 

e-mail : kojima@danjapan.gr.jp 

 ＤＡＮ ＪＡＰＡＮ 
（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会     S72 

http://marinediving.com
日本初のスクーバ-ダイビング専門誌として国内外の
海、ダイビング器材、水中撮影機材、スキルアップな
ど面白くてためになる情報を紹介。SDC 連載も大好評
です！ ただ今お得な定期購読を受付中！ 
ＳＤＣ担当：後藤ゆかり 
〒102-8612 東京都千代田区平河町 2-10-1 
TEL:03-3222-0311 Fax:03-3222-0313 
e-mail ：md@marinediving.co.jp 

 

月刊マリンダイビング 
／マリンダイビング Web      S73 

http://www.lextours.com 
メキシコ／バハカリフォルニア専門店の当社は
2016 年以降もラパス､イーストケープでのダイビン
グを格安でご提供しますが､２年前よりトンガ王国
でのホエールスイム＋ダイビングを専門的に手掛
けており、昨年よりキューバのダイビングツアー販
売を復活しています。 
ＳＤＣ担当：田淵 司 
〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-7-7 

新内神田ビル２F 
℡：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 29 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://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・上原 
Jl. Tukad Balian No888, Desa Sidakarya, 

Denpasar Selatan 80224, BALI INDONESIA 
℡：+62(361)724597 
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.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 RGBlue/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） 
〒221-0056 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  Fax:045-441-0090 
e-mail：kuno@aoi-jp.biz 

（株）エーオーアイ ジャパン               S71 
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75 号 原稿大募集！ 締切 8 月 20 日 
Mail  sdckoho2012@hotmail.co.jp  まで 
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初参加の皆さん 阿久津さん、長い間事務局ありがとうございました 

減圧ソング 多摩ご近所の会 

全員集合！！ 

楽しそうですね！ 



 

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」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 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷 2-10-21 ディアハイム碑文谷 702 高田和男 方 

携帯電話：090-2437-0580  FAX 03-6755-0601  E-mail  sdc-takada@t01.itscom.net 
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関西地区懇親会  

日時：2017 年 12 月 3 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 

 

S
D
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会場案内図 

SDC の紹介と入会のご案内  
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201８年新年会・懇親会 

会場が変更になりました！ 

 

日時：2018年１月 21日（日）12:00～16:30 

会場：東京ベイ有明ワシントンホテル   

 東京都江東区有明 3－7－11 

会費：1万円  

新交通「ゆりかもめ」国際展示場正門駅または 

有明駅下車徒歩 3分 

「りんかい線」国際展示場駅下車徒歩 3分  

埼京線乗り入れりんかい線直通 

 

SDC 全国の集い 
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。 

 会場案内図 


