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魚影の少ない水中を移動中、

目の前に突然現れたのは！！ 

ハナオコゼ！ 

カエルアンコウの仲間は、普段

海底でじっとしているか、腹ビ

レ、胸ビレを使って歩いている

ものと思っていたので、宇宙空

間を遊泳しているような姿を

見て急いでシャッターを押した

一枚である。 

 撮影日 2016 年 7 月 

撮影地 石垣 



 

 

 

 

 

1．はじめに 

 ＳＤＣ会員の平均年齢が限りなく古希に近づいて

いる中、青春（老春？）とは何かを考えてみました。 

 

2．青春とは何か 

青春について考えるとき、アメリカの有名な詩人 

サミュエル・ウルマン（ユダヤ系ドイツ人で迫害を

逃れるため両親とともに 1851 年にアメリカに移住

した人）の詩「Youth」を思い出します。 

サミュエル・ウルマンの詩はマッカーサー

元帥や日本では松下幸之助さん等の著名人が座右の

銘としていたことで有名です。ご存知と思いますが

以下に抜粋を記載します。 

「青春とは人生の一時期のことではなく、心のあり

方のことを言うのだ。若くあるためには、創造力・

強い意志・情熱・勇気が必要であり、安易に就こう

とする心を叱咤する冒険への希求がなければならな

い。人間は年齢を重ねた時老いるのではない、理想

をなくした時老いるのである。 

歳月は皮膚のしわを増すが情熱を失う時に

精神はしぼむ。七十歳になろうと十六歳であろう

と人間は、驚きへの憧憬・夜空に輝く星座の煌きに

も似た事象や思想に対する敬愛・何かに挑戦する心・

子供のような探究心・人生の喜びとそれに対する興

味を変わらず胸に抱くことができる。・・・・・ 

You are as young as your faith, as old as 

your doubt ; as young as your self‐confidence, 

as old as your fear, as young as your hope, as 

old  as your despair 」（注）この部分は言葉のニ

ュアンス を感じる上で、原文のままとしました。 

私達もいつまでもこの詩のように在りたいものです。 

 

3．サミュエル・ウルマンの詩を地で行くＳＤＣ 

 ＳＤＣのツアーや新年会、総会等で会員の皆さん

にお会いすると、まさにサミュエル・ウルマンの詩

を地で行っていると感じま

す。 

 重い装備を着けて、時には

（安全に留意した上で）少し

波が高かったり、流れのある

海に飛び込んでダイビングを

楽しんだり、よく飲み、よく食べ、よく喋り、よく 

 

 

 

 

 

学ぶパワーは人一倍で、 平均年齢が古希の人達の

集団とはとても思えません。素晴らしいことです。 

一方、加齢に伴う身体機能の低下が起こっている

こともまた事実です。今後は、自分の身体機能の 

レベルを常に自覚して身体機能の維持・向上を図る

と同時に、無理をしない安全なダイビングが望まれ

ます。これからもＳＤＣの無事故ダイビングの記録

を伸ばしながら、サミュエル・ウルマンの詩を座右

の銘として、顔に皺が出来ても心に皺を作らず、青

春を楽しみましょう。 

    

4．同好会活動や地区懇親会に参加しましょう 

会報 71号でも紹介しましたが、ＳＤＣには、い

ろいろなことに経験豊かな方が大勢います。 

そして、ダイビングだけではなく、いろいろな同

好会が活発に活動し、また、各地では地区懇親会が

開催されています。ＳＤＣの同好会活動や地区懇親

会に参加して新しい人と知り合い、新しいことを学

習・経験することは、まさに青春を保つ秘訣になる

と思います。 

今までＳＤＣの同好会活動や地区懇親会がいつ行

われるのか、新しく加入された方には分かり難いと

の声がありましたので、来年から同好会や地区懇親

会の年間活動予定を年初にお知らせするようにする

取り組みを始めたいと思います。  

ダイビングツアーや全国の集い（総会、新年会）

への参加と共に、同好会活動や地区懇親会に積極的

に参加して、青春を謳歌しましょう。 

 

同好会、地区懇親会（アイウエオ順） 

（1）同好会  

 ①アウトドア―を楽しむ会  ②海釣り同好会 

③グループ・サンゴの森   ④散骨友の会    

⑤水中映像を楽しむ会    ⑥スキー愛好会   

⑦フリッパーの会      ⑧まだ潜りたい会    

⑨ミュージックサロン  

（2）地区懇親会 

①ヴィンテージな会（関東） ②関西呑和会  

 ③ご近所の会（埼玉、多摩・武蔵野、横浜） 

④中部の会 

（各会の連絡先は事務局にお問合わせ下さい） 

       青春について 

                648  江藤 征雄 
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6月 15日～20日まで 沖縄サンゴ植え付け、 

その後石垣島ダイビング、 グルクン釣りに参

加しました。 

 3泊 4日で 6ダイブ潜り 魚釣り。 

始めての釣

り、堺 孝興

さんのご指導

でグルクンを

釣る事が出来

ました。感動

しましたが今

度は釣れたグ

ルクンの口か

ら針を抜く事

が出来ず、海

老原ご夫婦に面倒見て頂き何とか 18匹釣れまし

た。ホテル ラ・ティーダ石垣リゾート初めて

宿泊。夜のフルコースも楽しめました。 

 同じホテルに SDC会員の遠藤 卓さんが御夫

婦で宿泊、色々お話しさせて頂きました。 

 石垣島ダイビング５年ぶりでしたが、サンゴ

がほとんど無いので驚きました。 オニヒト

デ、温暖化、台風が無い等色々な気候でこんな

にも変わる。ダイビング 6ダイブ 潜りました

が、最後の アダンの森のミノカサゴ群生が良

かったです。 又何時か行って見たいと思いま

す。 

           618 河原智怡 

 

沖縄本島でのグループ「サンゴの森」のサン

ゴ植付けツアーに参加した後、Ｋさんと二人で

「石垣島ダイビングとグルクン釣り」に合流し

ました。サンゴの植付けは終日雨でしたが、石

垣島では晴天に恵まれ、ダイビング、釣り、素

晴らしい川平湾の眺めと、夜空の北斗七星、天

の川・・バラエティに富んだツアーになりまし

た。ショップは川平湾に面した古くからある

「さうすぽいんと」さんで、以前は枝サンゴと

マンジュウイシモチが素晴らしかったとのこと

ですが、温暖化やオニヒトデなどにより、ダメ 

 

ージを受けて痛々しい限りでした。しかし小さ

なサンゴが沢山育ってきているので、これから

大きくなっていくことを期待します。青空のも

とオオハマ

サンゴの根

のハナダイ

達がお花畑

の様に輝い

て太陽の恵

みを感じま

した。大好

物グルクン

のから揚げに惹かれてグルクン釣りに参加しま

したが、初心者でも 2日で 10匹以上釣れて、シ

ョップの高嶺さんが捌いて下さった刺身を船上

でいただき大満足！皆様大変お世話になり、有

難うございました！ 

 619 祖父尼 倭子 

 

ダイビングと釣りは相反する趣向でしたが、

釣りが初めての方もグルクンの入れ食いで楽し

んでもらい、

高嶺さんのサ

ービス（釣っ

た魚は即さば

いて冷凍で持

ち帰り）が良

く、さらに釣

りたてのグルクンの美味しい刺身を味わいまし

た。                    725 堺 孝興

 

 

石垣島ダイビングとグルクン釣り 
 全員釣れました！ 

2017年 6月 20日〜6月 24日 

ツアー№1734   幹事  591 和田 美代子  レポート 参加者 
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成田か

ら飛び

立ち那

覇経由

で石垣

島に入

り、2

日目に

は梅雨

明け宣

言！ 

なんてタイミング良かった事でしょう。初心者 3

人も待望のグルクンが沢山釣れて大満足。「釣れ

た～」「こっちも釣れたぁ」の歓声。Ｅ夫妻のサ

ポートで針からはずし、「さうすぽいんと」の高

嶺さんの元に。船長１人でさばくには間に合わ

ないほどの入れ食い。全部の魚の鱗と内臓を除

き、合間に刺身まで作ってくださり、船上でビ

ール片手に「いただきま～す！」       

楽しい石垣島ツアーでした。 

                591 和田 美代子 

 

 

去る 6月に石垣島にてダイビングの後に魚釣り

をしようと云う企画で総勢 6人が集まりまし

た。 

釣りの経験者は 3人であとの 3人は全くのビギ

ナーでした。初日、二日目と 2本潜った後ダイ

ビングシ

ョップの

高嶺さん

の案内で

川平沖で

グルクン

釣りで

す。オキ

アミによ

るサビキ釣りで、仕掛けを投入後数分でビリビ

リーの当たりが来て引き上げると 1～3匹が掛か

っています。さあーこれからが大変。魚が掴め

ない、針が外せない、の 3人をお手伝いしなが

ら、大バケツ一杯の釣果を上げました。 

勿論、ダイビングも 4本潜ったのですが、回遊

魚や大物、群れの大好きな私には残念ながら

「なにもいない」という結果でした。 

                           544 海老原 新 

 

  22年前に潜った石垣の海、サンゴの被害は

聞いていたが、当時とどう変わったのか自分の

眼でみる迄は想像もつかなかった。その頃カー

ドを取ってさほどたっていない私にとって石垣

のサンゴ群は竜宮城の様にカラフルで且つきら

びやかで無数の魚達の群れに目を見張ったのを

鮮やかに思い出す。 

今回潜ったポイントもその時の近くだと思うが

殆んどのサンゴ類は姿を消していた。でも、足

元をみると 20センチ位に成長したテーブルサン

ゴの子供達がそこかしこにいて、次の世代が育

っているのを実感して嬉しい限り。あと十数

年、いや数十年もすれば昔のように美しいサン

ゴの森が戻ってくる事でしょう！ 

  

ダイビングの後で挑戦した魚釣り。さっきま

で見ていた可愛いい魚を釣り上げることに罪悪

感を覚えながら次々に釣り糸に掛かるグルクン

達を無情にも針から引き離し、高嶺船長さんに

ピクピクしながら刺身にされてーーー。パクリ

と食べる鮮度抜群の生き造り、 ウマイ。 

           545 海老原 昭子 
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今回で 10 回目（10 年）になる沖縄サンゴ植付

けツアーを 6月 15日～20日の日程で行いました。

例年 10 月実施でしたが、台風に遭遇することが

多かったことと、恩納村で行われている「チーム

美らサンゴ」活動に参加する為、6 月実施にしま

した。何時もは楽勝で手配出来た那覇市内のホテ

ルがなかなか手配できず、何で？と思い調べたと

ころ、AKB48 の「49th シングル選抜総選挙 in 沖

縄」が豊崎美ら SUNビーチ特設会場で開催される

ため、国内はもとより海外からもファンが押し寄

せ、どのホテルも満室状態となっている事が分か

り、AKB48 の社会的影響力の大きさを改めて感じ

た次第です。色々探し泊港からは少し離れた沖縄

都ホテルが手配出来ホットしました。 

1．ツアー日程 

6月 15日：各自那覇入り、夕刻ホテル集合。 

16日：チービシ神山島ＳＤＣの根にサンゴ植付け。 

17 日：恩納村「チーム美らサンゴ」活動に参加。 

18日、19日：恩納村エリアでファンダイビング 

20日：帰京。  宿泊ホテル：沖縄都ホテル 

2．利用ダイブショップ 

6月 16日：おきなわトロピコ（那覇） 

17日：沖縄ダイビングサービス Lagoon（恩納村） 

18、19日：OBちゃたん（北谷） 

3．神山島「ＳＤＣの根」にサンゴ植付け 

梅雨空け前で雨時々曇りと言う空模様でした。

参加者 9名で４チームに分かれ、18本の苗を植付

けました。1 ダイブ目は植付け場所の岩に付いて

いる苔等をワイヤーブラシできれいに落とし、2

ダイブ目に熱に弱いサンゴに手が触れないよう

に注意しながら、環境に配慮した水中ボンドで台

座の陶器が岩に密着するように固定後、サンゴの

ポリプ（先端の

部分）を魚に齧

られないよう

にワイヤーの

カゴを被せ岩

に打込んだ釘

に結束バンド

で固定し完了です。今回は小さく可愛い苗でした。 

 

 

 

 

 

神山島の「ＳＤＣの根」は水深が約７ｍとサンゴ

にとっては深いので、光があまり届かず成長は浅

いところに比

べ遅くなりま

すが、逆に水温

はあまり上が

らず、白化に対

しては有利に

なります。4年

程経つと上の写真のように成長し産卵するよう

になります。 

4.「チーム美らサンゴ」活動に初参加 

ＡＮＡが 2004 年に沖縄県内外の有力企業と共に

サンゴ再生プロジェクト「チーム美らサンゴ」を

立ち上げ、地元関係者（恩納村漁協他）や環境省・

沖縄県・恩納村などの協力・後援を得ながら、沖

縄本島恩納村海域でサンゴを植付け、サンゴ礁の

再生に取り組んでいる活動に参加しました。  

「チーム美らサンゴ」参加者集合写真（中央部 SDC） 

植付け後、全国から参加しているダイバーとの

BBQ パーティが予定され、ビールを飲みながらの

交流となる為、移動はレンタカーではなく、ＳＤ

Ｃの参加者全員が気兼ねなく飲めるよう那覇か

ら 9人乗りのジャンボタクシーを利用し移動しま

した。恩納村コミュニティセンターに 8 時 50 分

に集合し、開会式が行なわれ、天候が良ければサ

ンゴ勉強会、苗の養殖場見学後植付けを行う予定

でしたが、天候が悪く遅くなると海の透明度が悪

化し植付けが出来る恐れがある為、事務局の判断

で先に植付けを実施することになりました。チー

ムは 3チームに分かれ活動開始です。私達の船に

フジテレビの取材班が乗り込み取材を受けまし

   第 10 回 沖縄サンゴ植付けツアー  

              ツアーNo.1732  2017年 6月 15日～20日 

幹事：648 江藤 征雄  レポート：ツアー参加者 

也子  

４ 



た。船上でのインタビューと水中での植付け作業

風景がビデオカメラに収められ、8 月 19 日の朝、

放送されました。タイトルは「環境クライシス～

沈みゆく大陸の環境難民～」と世界的な視点での

地球環境に関するレポートで、沖縄の部分は短い

扱いで、ＳＤＣメンバーによる植付け作業風景が

放送されました。残念ながら船上のインタビュー

は全てカットされてしまいました。また、楽しみ

にしていた全国ダイバーとの交流 BBQパーティは

雨のため中止になり残念でした。 

5．ツアー参加者のレポート  

（600名倉三也子）「チーム美らサンゴ」活動は 

ANA、PADI、琉球放送、沖縄タイムス、ヤマハ等

のスポンサーが後援しているためか運営も設備

も整いびっくりしました！！ダイバーとノンダ

イバーのコースがあり、小学生も親子連れで参加。

サンゴの苗を産

卵した卵から飼

育する方法も見

学できました。サ

ンゴの養殖場で

は環境に配慮し

たマグホワイトの四角柱にサンゴを括り付け、珊

瑚の苗を作ります。小さな苗をまず棚のような場

所に植え付け 10 ㎝前後まで育ててからサンゴが

死んでガレ場のよ

うになった場所に

ダイバーが植付け

ます。予め植付け場

所にはダミ－の四

角柱（先端に差込用

ボルト付）が立って

いて、そのダミ－を抜いて、その穴に同じ形の苗

を括り付けた四角柱のボルト部分を差し込めば

完了する方式で、素早く植付けが出来、良く考え

られた方法で感心しました。 

（618 河原智怡）17 日「チーム美らサンゴ」の植

付け、大雨の中の活動でした。今迄と違いサンゴ

の苗が大きく、

植付け甲斐が

ありました。昨

年植付けられ

た苗の成長に

驚き。今回植付

けた苗が、来年

大きく成長した姿を見るのが楽しみです。 

（619祖父尼倭子）6月 15日から 20日まで「ｻﾝ

ｺﾞの森」の仲間による那覇ﾁｰﾋﾞｼでのｻﾝｺﾞ植付け

と恩納村での｢ﾁｰﾑ美らｻﾝｺﾞ」主催のｻﾝｺﾞの植付

け及び沖縄北部でのﾌｧﾝﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞに参加しまし

た。ﾂｱｰ中は殆どといっていいほど雨・雨・雨！

これほど雨を体験したﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞは初めてでした

が、不思議と雨を楽しむ事が出来ました。ｻﾝｺﾞ

の植付けはこれまで NPO法人ｺｰﾗﾙ沖縄の指導で

那覇ﾁｰﾋﾞｼのＳＤＣの根でしたが、今年から

ANA，PADI等主催｢ﾁｰﾑ美らｻﾝｺﾞ｣のｻﾝｺﾞ植付けｲﾍﾞ

ﾝﾄで、ｻﾝｺﾞ養殖場見学などにも参加出来まし

た。かねがねもっと規模の大きなｲﾍﾞﾝﾄに参加で

きればいいなと思っていましたので、とても有

意義な時間

を過ごすこ

とが出来

て、雨のｽﾄﾚ

ｽを忘れる程

でした。海

底から突き

出たﾊﾟｲﾌﾟの

上に傘の様に育った色とりどりのｻﾝｺﾞ（※）の

周りをﾃﾞﾊﾞｽｽﾞﾒﾀﾞｲ、ｵﾔﾋﾞｯﾁｬなどが群れている

光景は不思議な世界で、これからもｻﾝｺﾞ植付け

を続ける意義を感じました。今回は総勢 9名

で、夕食は毎日居酒屋で盛り上がり、沖縄料理

を満喫しました。皆様有難うございました。（※

恩納村漁協が開発した生存率が飛躍的に向上

する「ひび建て方式」植付け） 

（627小澤ユリ子）「チーム美らサンゴ」のスタッ

フの方に「さすがＳＤＣの皆さんは凄いですネ」

とお褒めの言葉？を頂きました。それから雨の中

スーパーで沢山買い物をして困っていた私達を

ご自分の車でホテルまで送って下さった沖縄の

親切な奥様に出会えたことで更に素敵な楽しい

ツアーになりました。 

（840 瀧澤 操）あいにくの天気と、急な私用で

途中で帰る形での参加でしたが、皆様の昼夜関係

ないパワーに、圧倒されたツアーでした！サンゴ

植付けという初体験も、ガイドの丁寧な説明で、

海中でも問題なく行うことができました。３年た

って成長したサンゴを見せていただいた時に、 

目の前のこの小さなサンゴの未来を、強く感じた

ダイビングでした。 

参加者 600名倉 618 河原 619祖父尼 

627小澤  631 森川  648江藤  

741小幡  840瀧澤   859新山  
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総会の帰りみちで西伊豆の話になり、堂ヶ島

の花火祭りもあることだし、雲見で潜ろうとい

うことになりました。雲見はボートの仕様がい

いのです。雲見のボートは神子元と同じよう

に、エキジットの時にエレベーター状に船の上

まで上げてくれるのです。これならエキジット

時にタンクを外したり、ラダーを苦労して昇る

必要がありません。 

1日目、10時ちょっと前にショップに集合

し、準備をして港へ向かいました。リクエスト

は群れ！群れを見たいという私たちの希望に

「わかりました」とはっきり答えたガイドはよ

ほど自信があったのでしょう。本当にエントリ

ーしたとたんにカンパチ・アジ・キビナゴ・イ

サキの群れ群れ！！ 目が回るほどの群れで

す。7，8年前に潜ったことがある雲見の海です

が、こんなにすごかったかしらと改めて思いま

した。 

魚群の他にも雲見らしい地形を大いに楽しみ

ました。ＳＤＣのメンバーだけということもあ

り、結構狭い穴をくぐったり、垂直に登ったり

降りたりとスリリングなダイビングでもありま

した。 

1日のダイビングを終え、ショップに帰るとロ

グ付けです。パソコン上で、わかりやすい図面

を見ながらポイントと通った経路の説明を受

け、みんなの撮った写真を見ながら、ついでに

撮影方法のレクチャーも受けて、見た魚の話に

興奮し、おしゃべりは止まりませんが、切り上

げて宿へ行きました。 

宿はショップ

近くの旅館。

食事は今どき

珍しい「お部

屋食」。仲間

の一人がわざ

わざ買ってき

てくれた「川海苔のコロッケ」（松崎名物）を頂

き、ビールで乾杯です。コロッケは前から一度

食べてみたいと思っていたものなので嬉しかっ

たです。川海苔の香りが口中に広がって幸せな

気分になりました。 

夕食を早めに切り上げて、堂ヶ島の花火見物

に出かけました。ここの花火は、海賊に襲われ

た村人たちがその海賊退治をするというストー

リーに沿って花火が打ち上げられるのです。草

むらに寝転がって頭上に打ち上げられる花火を

堪能しました。 

2日目。お天気も良い、海も良い状態です。今

日はマクロです。色々見せてくれましたが、特

に「サクラテンジクダイ」の口内保育は感動し

ました。沢山の卵を咥えています。私が見たの

は赤い色の卵でしたが、これがだんだん銀色に

なっていくのだそうです。7㎝くらいの大きさ

で、とてもきれいな魚でした。2本目は、ちょっ

と変わったポイント（黒崎からエントリー）

で、キンメモドキの大群とゆっくり遊びまし

た。穴くぐりをしたりウミウシの交接を見たり

した後、ガイドが案内した岩にサンゴが育って

いました。小さなテーブルサンゴでしたが、数

個付いていて驚きました。 

 
 

久しぶりに潜った「雲見」。ちょっと見方が変

わりました。とても興味深い海です。西伊豆

は、大瀬崎をはじめ、土肥・安良里・田子など

潜りましたが、雲見がこんなに楽しい海だとは

思いませんでした。また何回も来てみたいと思

わせる海でもありました。今回お世話になった

ショップは、以前ＳＤＣ賛助会員であった「ア

クアティーク」です。素晴らしいガイディング

とシニアに優しい心遣いをしていただきまし

た。 

 雲見ツアー 
  こんなに素敵な海だったかしら？ 

  2017年 7月 24日～25日 
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昨年と同じ日程でおこないました。今年の夏は夏

とは思えぬ雨の多い悪天候続きで安良里に行くまで

心配でした。 

東京では雷、ひょうも降って多摩川の花火も横浜

の花火も中止となったのに。 

私たちＳＤＣは 8月 18日はほぼ快晴、海の中は

明るく、御黄金のポイントは小魚の群れが多く、そ

れにつれて回ってくるカンパチメジナの群れ、シラ

コダイの多いこと、醍醐味いっぱいでした。沖の根

は毎年私たちを歓迎してくれるかのようにキンギョ

ハナダイの元気なこと、おおきなコロダイがのんび

りクリーニングしてました。 

二日目は待望のアオリイカの産卵。何回みても幻

想的でアオリイカの仲の良いところをみせつけられ

たようです。夕方、久しぶりのトワイライトです。 

やはり夜になると水温は 23度、少し冷たいです。 

昼間見れないものサカタザメ、カスザメ、山鳥の幼

魚等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三日目は貴重な黒ほしイシモチのハッチアウトで

す。なかなか見れないのにあっという間の出来事、

口内保育です。メスのおしりから卵をオスがくわえ

一生賢命口の中にほうばる瞬間でした。さくねんは

一時間まっても見れなかったことが一瞬の出来事で

した。びっくりするは、うれしかったです。

 

今回は花火もしっかり夏の夜空に打ち上げられ、

私たちはブルーシートを海岸にひき、ビールを飲み

ながら本当に至福の一時を味わうことができ、あり

がたかったです。これも安良里のショップたつみの

方々、そしてＳＤＣの参加くださった方々、楽しく

盛り上げてくださり有り難うございました。森川さ

んのガリガリくんアイスおいしかったです。ご馳走

様。 

伊豆は水温昼間は意外と暖かで良いところです。 

アオリイカの産卵よかったですよ。 

是非来年は参加してしてはみませんか？ 

氏家さんはじめお世話になった方々有り難うござい

ました。 

 

参加者  

 172 島尾 愛子   287 石岡 弘至  

413 野崎 光子   603 氏家 友枝    

631 森川 正明   680 玉村  馨 

 

 

安良里ダイビングと土肥花火大会  
2017年 8月 18日～8月 20日   

ツアー幹事＆レポート 413 野﨑 光子 

 

 ７ 



 

 

 

 

 

オンシーズンの石垣島は初めてでした。いつ

も 4月末から 6月初めくらいに行っていたの

で、水温が低かったり、お天気がイマイチでボ

ートに上がるとすごく寒かったりと、ストレス

になる要素が結構あるのですが、今回は水温が

28～29度、大気温度は 30度超えという状況での

ダイビングでした。 

海況も文句なしで流れもうねりもかすかに感じ

られる程度。なんだか今までの石垣島ダイビン

グのイメージが変わるような毎日でした。 

 ダイビング初日、1本目は「米原ダブルリーフ

南」。大好きなポイントです。ショウガサンゴの

群生はいつ見ても素晴らしく、デバスズメダイ

の群れと一緒にタンクが空になるまでずーっと

居たいところです。2本目は亀と遊べるポイント

でした。人慣れしていて亀のほうから寄ってき

ます。逃げてもすり寄ってきてかわいい！！ 

ガイドの指示で、亀の甲羅をナイロンたわしで

擦りました。気持ちよさそうにおしりを振るし

ぐさがまた可愛くてたまりません。3本目はお定

まりのマンタポイント。小さなマンタがあっと

いう間に通り過ぎて、私は確かにマンタと思っ

たのですが、他のメンバーは疑問だったようで

す。安全停止の時にきびなごの大群がキラキラ

とてもきれいでした。 

2日目、

モエギハ

ゼ狙いで

入ったの

に、ガイ

ドの高嶺

さんが間

違えたらしくポイントがずれていて見ることが

できませんでしたが、その代わりオバケインコ

ハゼという、これもレアなハゼを写真に撮るこ

とができました。深度 32ｍです。 

次はさうすぽいんとのマークでもある「マンジ

ュウイシモチ」を見に行きました。小さな小さ

なマンジュウイシモチが 1匹だけ!! どうしち

ゃったのでしょう？ 水温が高くて枝サンゴが

ガレになってしまい住処がなくなってしまった 

とのこと。温暖化は色々なところに害を及ぼし

ています。3本目は竹富島近くの海底温泉。ポイ

ントが見つからずしばらく探していましたが、

やっと見つかり、いざ温泉へ。海底に土管が 4

本埋め込まれていてそこから温泉が噴き出てい

ます。回りの砂も熱くなっています。ガイドの

高嶺さんが、潜る前に生卵を用意し、その砂の

熱で温泉卵を作るという企画をしました。潜行

してすぐに砂の中に卵を埋め、エキジットする

ときに取り出しましたが、全然出来ていなくて

生に近いままでした。砂の中では温度がちょっ

と低いようです。次は土管の中に卵を入れてみ

ると言っていました。 

 3日目、クレージーダイビングといっても過言

ではない「オイランハゼ」ダイブ。水深 70cm～

1mくらいのところでオイランハゼをはじめとす

る数種のハゼを見つけます。初めてこのダイビ

ングをしたメンバーは色々な意味で「たまらな

い」ダイビングだったと言っていました。 

 

今回 200本記念のメンバーがいて恒例のチーズ

ケーキを用意していただき、みんなでお祝い

し、おすそ分けにあずかりました。 

 
最終日の夕食は珍しい地元の「お祭り用」お

餅を頂き、無事ツアーは終了しました。 

石垣島ツアー 
 梅雨明けの海でのんびりゆったり 

（2017 年 7 月 9 日～14 日）） 
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1．はじめに 

私はカレイ目ダルマガレイ科に所属している、卵

円形のモンダルマガレイと申します。カレイ一族に

はたくさんの部族がいますが、今回は、私を中心に

カレイ一族のことについて紹介させて頂きます。 

目を上に向けたときに左に向くのがヒラメ、右に

向くのがカレイと言われていますが、私はカレイの

中では異端児で、ヒラメと同じ眼が左に向くので、

よくヒラメと間違われます。しかし、上役の顔色ば

かり見て部下のことは眼中にない、ヒラメ社員と揶

揄されるヒラメ一族とは異なります。 

（ヒラメさん失礼なことを言ってゴメンナサイ） 

    石垣島のモンダルマガレイ 

 

2．名前の由来と特徴 

カレイの名前の由来は、エイに似ているが、エイ

より体が小さく、エイのようにスベスベ肌ではなく

涸れた感じがするので「涸れエイ⇒カレエイ⇒カレ

イ」となったと言う説があります。ただ、諸説あり

どれが本命かは良く分かりません。また、モンダル

マガレイは漢字で紋達磨鰈と書きます。私の解釈で

は、紋は側線の直走部の起部と中央部に黒斑があり、

達磨のような体形なので紋達磨とつけられたものと

思います。また、鰈（カレイ）は体が「薄くて平た

いこと」から魚へんに薄い葉の字を旁（つくり）に

あて「鰈」と書きます。成魚は目が片側によってい

ますが、生まれた時は普通の魚と同じように体の両

面にあり、とても可愛い姿をしています。 

しかし、綾小路きみまろの「あれから 40年・・・」

ではなかった。生まれてから 40日前後から目の移 

動を始め片側（左側）に並んだ形になります。自分

では目が移動したスタイルは、普通の魚と違い恰好 

 

 

 

 

 

悪くて正直なところ好きではありません。 

それから、体の面の呼び方は表面、裏面ではなく、

目がある方を「有眼側」目の無い方を「無眼側」と

呼び、目がある側の体色は黒っぽくなります。 

 

3．日常生活 

海底の砂地の上で生活していますので、下側に目

があると目に砂が入って痛いし、餌を探す上でも不

便ですので、幼児期の遊泳生活から成長し海底生活

に移る前に、前述のように目を片側（左側）に移動

します。目の移動する様子を、観察し映像に収める

と面白い生態記録が撮れると思います。 

毎日の食事は、餌のいるところを探しながら海底

を移動し、猟場に着いたら体色を素早く海底の砂の

色に合わせ、砂をかぶりカモフラージュして獲物を

待ちます。そして自慢の出目（クルクル動く出目を

眺めていても面白いです）を潜水艦の潜望鏡のよう

に砂の上に出して周囲を監視し、小魚や底生動物な

どが近付いたら捕食します。 

一方、ヒラメは岩の上で岩肌そっくりに擬態して

獲物を待ち、小魚が来たら戦闘機のスクランブルの

ように猛スピードで舞い上がり捕食するダイナミッ

クな狩りをしていますが、私はそんな派手な狩りで

はなく、砂地に這い蹲って地味な狩りをしています。 

 

4．カレイの味 

私はヒラメのようにあまり激しい運動をしない為、

身の締まりがイマイチなので、刺身より煮つけにす

る方が美味しいです。甘辛煮は絶品です。 

    餌探しで移動中のモンダルマガレイ 

冒頭でヒラメさんに失礼なことを述べたので、ヒ

ラメは高級魚で刺身やムニエルにするととても美味

しいですと賞賛の言葉を送ります。  

（本物のヒラメの「えんがわ」食べたい！） 

      カレイ（モンダルマガレイ）         
 

レポート 648 江藤征雄   
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★場所・アクセス 

セブ市内から陸路車で約 4時間マヤ港まで、港

からバンカーボートで約 30分のところにあり、

白砂とコバルトブルーの海が広がるマラパスク

ア島があります。島の全長は東西に１㎞、南北

に 2.5㎞というほどの大きさ。浜辺一帯にリゾ

ートホテルやレストランが立ち並ぶのどかな島

です。バンカーボートでリゾートの目の前に着

きました。 

道中が長く遠いので、

セブに前後泊しまし

た。 

 

 

 

★宿泊：マラパスクア

レジェンドビーチリゾートボウンティビーチ沿

いにあり、プールを囲むようにコの字型に建て

られた 2階建てのリゾート。 

★DS：エメラルドグリーンマラパスクア 

★ポイント 

モナドショール、ディープスロープ、ディープ

ロック、ラポスラポ、ラップ 2、バンティギ、キ

リアノ 1、キリアノ 2、エボリューション、ガト

ーアイランド(カテドラル、ホワイトチップ、ト

ンネル)        

          （写真は山下さん提供） 

★水温 27～30℃  

★ダイビング 

小さなボートでリゾートの目の前から出発、少

し深場に出てバンカーボートに乗り換えます。 

取りあえずはニタリ狙い！朝 4時半頃から出

航、日の出とともにエントリー、透明度もよく

なく水深 30ｍということもあり、あまり長くも

いられず、目を凝らしてみますが、早い・・・

あっという間に行き過ぎます。2回行きました

が、同じようなもの、4回挑戦した山下さん、日

に日によくみられたそうですが・・・ 

 

マラパスクア周辺の海は潮の干満等で流れがあ

ったりで潜れるポイントが日によって限定され

ましたが、最終日に入ったポイントは大変面白

いところでした。 

また、遠征した Gato Island は切り立った崖の

小さなガトー島、島の下を南北に通過できるの

で地形(ケーブダイブ)も楽しめるポイントで楽し

かったです。 

 

★ディナー 

何処のリゾートもレストラン併設です。 

ボウンティビーチ沿いにある Ocean Vida と

フィリピン・マラパスクア 
 ニタリ狙い 

2017年 6月 13日〜6月 20日 

ツアー№1775 幹事 306 宮本節子 レポート 805 吉田延子 
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Exotic Resort、そしてロゴンビーチ沿いにある

amihan、Angelina、どこもとても美味しかった

です。ただ料理が出てくるのは大変遅い。 

ボリュームはすごく多い。 

★ランチ 

ホテルのレストランか近くのレストランへ、

kokay’s、cocobana 等、ニタリ狙いで行った日は

午後早く終わるので、終了後ランチへ、遠征の

ガトー島にはランチボックスを頼んでボーへ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★その他 

ヤシの木が立ち並ぶボウンティビーチは 1㎞も

続き、毎日レストランに行く際には歩きにくい

なぁといいながらビーチを歩き、帰りには夜空

を見上げ、つかめそうな星屑の数にしばしうっ

とりと・・・また、ロゴンビーチは夕焼けの絶

景ポイント! 癒されます。 

 

<805> 吉田延子 

もう一度是非ニタリに会いたいと思い、今回のツ

アーに参加させていただきました。 

前回は、昨年 10 月に初めてマラパスクアに行き

ニタリを見ました。 

その時は、あいにく台風の影響を受け波高く流れ

も強く、エントリーもエキジットも経験の浅い私

にとって大変しんどい経験でした。 

しかし早朝４時起きにもめげず、水深約 30mもあ

るニタリポイント（モナドショール）に一日に１

本～２本潜り計５本も挑戦しました。そしてその

甲斐があり毎回見る事が出来ましたが、透明度が

悪く、遠くの姿を薄っすらと・・・でも一度だけ

近くまで来てくれて、丸くてとても可愛い目をハ

ッキリと見る事が出来、その美しい姿が忘れられ

ませんでした。 

その印象が強くて、今回はシーズンも良いとの事

でとても期待をしていました。 

しかし実際は、前回と同様透明度が悪く近くにも

来てくれなくて、3本挑戦しましたが薄っすら陰

影を見る様な感じだけでした。残念!! 

ニタリは期待はずれでしたが、好天に恵まれアフ

ターダイビングでは、毎日美味しい食事と、日常

では見られない澄みきった夜空の多くの星を目

にして、とても気持ちが良かったです。 

それに、今回 200本記念ダイブの御祝をして頂き、

とても嬉しかったです。 

皆さん有難うございました。そして、毎回ですが

幹事の宮本さんにはたいへんお世話になり、本当

に有難うございました。感謝致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者(7 名)  

070 河合貞夫 305 宮内弘人 306 宮本節子 

580 山下一朗 762 中西静江 774 斉藤満弘 

805 吉田延子 
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今回は全員関西のメンバー6 名の旅でした。初

日はシンガポールで一泊です。ガイドが小籠包の

美味い店が有るとの案内で先ずは乾杯、翌日はマ

ナドへ飛び午後からチェックダイブを兼ね近場

のポイントで一本です。初日、二日目と天候は今

一歩よくありませんでしたが三日目からは期待

通りの素晴らしい空と海に恵まれました。べたな

ぎの海をスピードボートは滑るように進み毎回

30分程度でポイントに到着しました。 

今回マナドを選んだのは昨年後半からフィリピ

ンで連続して 3回、濁った海で寒く、又は悪天候

と散々なダイビングが続いており、とにかく普通

の海で普通のダイビングがしたいとの強い願い

があったからです。 

 当初ブナケンチャチャのアットホームな雰囲

気、素晴らしい食事を思い出し旅行社を通じ連絡

を取ってみました。その時の条件としてはフィン、

ＢＣはエキジット時ガイドに外してもらいたい

と要望しました。所が先方からは極力希望には応

えたいが原則、自らフィンを外し、タンクを背負

ってボートに上がる一人で総てが出来る自立し

たダイバーである事を要求されました。これには

数名は対応できるでしょうが全員には無理と判

断しました。そこで旅行社ユーツアーの推薦もあ

り我々の要求を受け入れてくれるリゾート・ココ

ティノスに決定しました。 

コ コ テ

ィ ノ ス

は 前 回

ス テ イ

し た 小

高 い 丘

の 上 に

コ テ ー

ジが並ぶ隣接のキマバジョとは異なり海辺に総

ての設備が並ぶ比較的こじんまりとしたリゾー

トでした。部屋から海に突き出た桟橋までの距離

は極めて近く、山道を歩くこともなく毎朝楽にボ

ートにたどり着くことが出来ました。ダイビング

は我々6 名のグループに 3 名のガイドが付き、１

名は日本女性のミキさんです。毎朝 8 時 30 分に

ブナケン島に向け出発し 2本消化した後ボートの

上で昼食、午後１本の後リゾートへ帰ると言うス

ケジュールでした。ミキさんが後方をサポートし

2 名の現地人ガイドはゆっくりとしたペースで進

みのんびりとダイビングを楽しめました。透明度

は良く 25ｍ位はあったでしょうか。水温も 30 度

強と快適です。 

魚はほぼ毎回アカモンガラ、カスミチョウチョウ

ウオが主体でツバメウオ、ハナムロ、アカヒメジ、

ユ メ ウ メ

イロ、マダ

ラタルミ、

フ エ ダ イ

の 群 れ が

現 れ カ ス

ミアジ、カ

メ、タイワ

ンカマス、ナポレオン、ツムブリ、イソマグロな

どが横切って透き通った海の中、カスミチョウチ

ョウウオの舞う姿は誠に美しく、びっしりと密集

したアカモンガラの中を進む時は、かつて朋友は

夢心地と表現しましたが正にその感がしました。

11 年前訪れた時の私のログブックにはギンガメ

の玉に 2回、バラクーダの群れに１回遭遇の記録

がありましたが残念ながらこの度は私自身、これ

らの魚に一度も会う事が出来ませんでした。魚の

減少はどこのポイントも同様と感じていますが、

10年経過すると変わるものだなあ、が改めて実感

されました。 

 

 マナドツアー 

2017年 7月 6日〜７月 13日 

ツアー№.1772 幹事 ・レポート 508 安積 信 
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言うまでもなく食事もツアーの楽しみの一つで

す。朝食、昼食はミキさんが毎回我々のリクエス

トを聞いてくれ好きな食事を注文する事が出来

ました。従って朝食にナシゴレンが出される事も

ありました。 

夕食は毎夜レストランで宴会です。一人の友は黒

糖焼酎をロックでその他は先ずビンタンビール

を１本空けます。私は愛飲の芋焼酎大薩摩のロッ

クで料理を頂きました。夕食も最初はお任せでし

たが後半はレストランのメニューからメインデ

ィッシュを各自が選ぶように変更され満足なデ

ィナーとなりました。日本より持ち込んだ焼酎が

底をついた最終日には椰子の樹液を原料とする

現地の地酒・アラックをリクエストしました。ミ

キさんが気楽に段取りしてくれ美味しい料理を

肴にこれもロックで頂き更に満足です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

穏やかなそして澄んだ海で綺麗な魚を見て素敵

な仲間と過ごした数日は素晴らしい日々でした。

不運であったフィリピンの旅の借りが完全に返

せたの感がしています。 

 

参加者（6名） 

070 河合 貞夫 470 池田 孝雄 

508 安積  信  735 道上  勲 

762 中西 静江 851  紀   貞子 
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 ◆コモドの参加記録 

アクシデント続きのガルーダ航空 

 成田空港第一ターミナルに集合時間より少し早め

に着いたところ、先に来ていた仲間が、飛行機の機

材が届かないため、11時間も遅れて出発することに

なったと突然聞かされてまずビックリ。これが第Ⅰ

のアクシデント。ガルーダ航空が手配した、空港近

くのエクセル東急ホテルに着き、ビュッフェ方式の

ランチを摂って夕方 18 時のチェックアウトタイム

まで、部屋で休むことになりました。 

 時間が来たので、荷物を整理して部屋を出ようと

したところ、ドアの下に白いメモ用紙が差し込まれ

ていて、出発が更に延期になって翌朝の8時に変更

になったというのです。第２のアクシデントの発生

です。荷物を部屋に残して、再びディナーを食べに

ビュッフェへ。ディナーは結構おいしかったのです

が、アルコール類が高く、生ビールがなんと950円、

白ワインのボトルが4,400円もするのです。ガルー

ダ航空に払ってもらいたいくらいです。 

 食事が終わったところに、ガルーダ航空の職員が

来て、飛行機は明朝ではなく、今夜の 23 時半に出

発することになったと、突然の宣言。これが第３の

アクシデント。結局夜中の 11時 30分に成田を出発

することができました。 

成田からバリのデンパサール空港に到着したのが

翌朝の7時頃。すぐに国内線に乗り継ぎです。入管

手続きして、空港内を走るがごとく急がされて国内

線ターミナルに移動です。機材などの預け荷物は､ガ

ルーダ航空が国内線に運んでくれることになってい

ました。国内線は昔のＹＳ１１という機種を思い出

させるプロペラ機。ひさびさのタラップを上がって

飛行機に乗り込んだのでした。無事にコモドのラブ

ハンバンバジョ空港に到着したのが 9 時過ぎです。

そこで、成田で預けた機材が出てくるのを待ってい

ましたが、これがなかなか出てきません。ようやく

出てきたのが5人分の荷物だけで、残りの4名はデ

ンバサールに置いてきたということが分かりました。

これが第4のアクシデント。結局、クルーズ船ハテ

ィク号に残りの 4 人分の荷物が着いたのが 17 時過

ぎ。先に到着した5名は午後にチェックダイブがで

きたのですが、残りの4名は、チェックダイブなし

で、翌日からダイビングとなったのです。1 日に 4

つもアクシデントに見舞われたのは初めてです。 

194 鈴木 征男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハティク号に初めて乗って感じた事はスタッフが

明るくて良かったこと。部屋は一階で窓がなかった。

ベッドはツインでした。食事は和食メニューが多く、

大変美味だった。飲み物はビールが us＄3、ウイス

キーはシーバースリーガル1ℓがus＄50と安かった。

毎日楽しく過ごすことができました。 

682 渡里 喬 

 

 

 

 

コモドチャータークルーズ 
ハティク号に乗って 

2017 年 7 月 8 日〜7 月 15 日 

 幹事 682 渡里 喬 レポート 194 鈴木 征男・他参加者 

 

１４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年ぶりのダイビングがコモドクルーズで心配で

したが、素敵なメンバーの皆さんと600本記念を迎

えられ幸せでした。 

海の中もですが、ハティク号はゆったり過ごせて

とても快適でした。 

阿部さん900本、鈴木（征男）さんと田中さんのお

誕生日とお祝い尽しで初日のアクシデントは何のそ

の、楽しい8日間ありがとうございました。   

                 646鈴木 麗子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はトラブル続きでこんな事は初めてでした。 

ラマダン明けで飛行機が遅れて成田のホテルに行っ

て 1日を過ごしたのに始まり、最後はダイビング機

材が届かず最初の日はダイビングが出来ませんでし

た。             813 藍原 初寿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めてのコモドクルーズ、唐澤さん自慢の新船

ハティク号乗船も楽しみでした。 

その反面、コモドは流れが早い、水温が低いと聞

いていたので少々の不安も・・・ 

私は身体への負担も考えてナイトロックス使用す

ることに。（一日 us＄30、3 本の場合）お陰で最

終日まで元気に潜ることができて「田中さん、休

まないでも元気だね」 

と声をかけてもらい自信になりました。 

今回のクルーズは、北方から南方へ廻る予定が北

方のみに変更となり、水温も 25度～29度、潮が

緩やかな時を見計らって入るので朝食後に一本目

を潜ることが多く、シニアに優しいダイビングで

した。 

印象深いポイントでは、キャッスルロックとクリ

スタルロックですが、この2つはコモドの代表的

なポイントということもあり、ロウニンアジ、ツ

バメウオの群れ、ヒラニザの群れ、ナポレオン、

カスミアジ‥など、四方を群れ、群れに囲まれて

見応えがありました。何しろカラフルなコモドの

海が素晴らしかったです。  761 田中 恵美子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者9名 

194鈴木征男 515阿部秀行  646鈴木麗子 

682渡里 喬 734真鍋美智子 761田中恵美子 

792長谷川實 813藍原初寿  572阿部千衣子 
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 東京で開催された龍馬号オフ会に出席して説明を

受けたのがきっかけで5月に連続3クルーズに乗船

してみました。選んだのはちょっとマニュアックな

実験的クルーズばかりでした。 

 まず最初のクルーズは、サンケンブリッジ近くの

棚の上に数個のライトを付けて夜にマンタが来るの

を待つという計画でした。以前にミッドナイトダイ

ビングというのを経験していたのですが、目的がナ

イトマンタだったので、その時よりは早い時間帯で

のダイビングでした。ナイトダイビングを6本潜っ

たのですが残念ながらマンタは現れませんでした。

昼間のダイビングでは数枚のマンタが通ったのに夜

はどこで何をしているのでしょうか。ユメウメイロ

が盛んに捕食行動をしていたのでプランクトンは集

まっていたと思います。時間が早かったせいか、以

前のミッドナイトダイビングの時ほど稚魚は上がっ

てきてなかったような気がしましたが、まだ名前 

 

 

 

 

 

 

 

 

が付けられてないと云う珍しいタコの稚魚を撮るこ

とができてラッキーでした。 

 次のクルーズは、パラオの北のリーフ、テールト

ップでイレズミフエダイの産卵を見るのが主目的で

したが、これもなかなか難しい。イレズミフエダイ

は一杯ワサワサと集まっているけど産卵行動に入る

様子がない。新月の大潮になっていたのですが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物の生態をピッタリ当てるのは難しい。テールト

ップのイレズミフエダイの産卵は新月前、水深15m

位の所で、朝7～8時頃に行われるらしいのだが。 

 3 クルーズ目は新月の大潮を目指しておこなわれ

るマダラハタの産卵が目当てです。テレビでタヒチ

のマダラハタの産卵の映像を見た後だったので期待

は大きかった。まず夕方、ウーロンチャネルに入っ

て水路の砂地にマダラハタが一杯集まっているのを

確認。いました！いました！！♂が産卵の時期が来 

               た♀と一緒に潜む 

               ための場所取りに

必死。     

               あちこちで小競り 

               あいをしていた。 

               がっぷり噛みつき 

               あっている♂も 

               いた。 

 

 

 

 

         

 

 

 

ナイトダイビング本番ではいつもと違って産卵に合

わせるため、ウーロンチャネルの潮が inから outの

タイミングでエントリーをするのでグリップで流れ

に逆らってチャネルの奥に入り、岩につかまって産

卵を待つ。その間のみものは、産卵を狙ってやって

くるレモンシャークなどのサメたちだ。すぐそばま

で様子を見にやってきてゾクッとする。4 回のチャ

ンスがあったが、岩陰に潜んでいるマダラハタのカ

ップルはいたが結局は産卵には至らなかった。ライ

トが邪魔するのか、ダイバーが気になるのか、、、。  

 今回の実験は思うような結果は得られなかったが、

参加したことが面白かった。ハワイやモルジブで盛

んなナイトマンタや、エキサイトなマダラハタの産

卵がピッタリとパラオで見られるようになったら、

さらにダイビングの楽しみが増えるのにね～。 

龍馬号がんばれ！！ 

龍馬号の実験クルーズに参加 

2017年 5月 16日～5月 28日 

レポート 172 島尾 愛子 
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 マクロ生物で有名なレンベをかつてレンベリゾー

トでガイドをしていたこともあるアンディとクルー

ズで巡るなんて本当に贅沢なツアーです。レンベの

先には火山島巡りも控えていました。そして、乗船

してみればそれぞれ個別に申し込んだ SDC の会員

が9人いました（ゲストは全部で10人！）。 

 レンベエリアはもちろんサンギヘ諸島に近づいて

もマクロ盛りだくさん。特にナイトダイビングは

次々とレアな生物が現れて、忙しかったこと！ 

特に、ツノダシの幼魚が突然現れた時はあわててし

まって、写真はいつにも増してピンボケ。透き通っ

ている体がまるでガラス細工のようでした。 

 

 

 

 

 

 

そして季節的に遅いかもしれないといわれたゼブラ

バットフィッシュの幼魚、ナイトでしか見られない

と云うツタリナイトオクトパス、かなり珍しいと個

人的に思っているヒレボシミノカサゴなどに出会え

て大満足でした。 

火山島エリアに近づくにつれて、海中の景観が変わ

ってくる。噴火した泥砂が流れたあとが黒々と海底

深くまでつながっていて、キャベツコーラルの段々

畑が広がっていた。アロール火山のクルーズの時も

感じたが火山島の周りは、いろいろなコーラルがと

ても元気だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

海底に温泉がわき出ているところを潜った。あちこ

ちから泡がぶくぶく吹き出している。穴にそっと手  

を入れると暖かい。そしてダイビングの後にボート 

 

で海底温泉に出かけた。しかし、ここで私にとって

は大問題発生。足が付かない深さなのだ。知る人ぞ

知る、私は泳げないのだ。マスク・シュノーケル、

フィンが必要だった。浮き輪につかまって大騒ぎし

ながら浅いところまで連れて行ってもらってニコニ

コ。水面は相当熱くていつもかき回していないと突

然背中に熱いお湯が襲ってくる。でも楽しかった。 

 

 

 

 

 

 

 

           ブルーがとてもきれいな 

           アゴハタ。オレンジの縁取

りが鮮やかなオレンジダム 

           ゼル。毛むくじゃらのヘア 

リーフロッグフィッシュ

etc. 

           

 

 

 

 

 

 

                    マクロばかりではありません。 

          サンギヘ諸島とレンベエリア 

     の間のポイントは魚の群れ、サンゴの群 

落    落、カラフルなソフトコーラル、そびえ 

     立つ大岩など景観も素晴らしかった。 

      海の中は文句なし。でもSS6は毎度の 

     ことながら、部屋のなかでトラブル続き。 

     大雨が降れば廊下の水が部屋に浸水。 

シャワー、トイレはいつも満足に使えた試しがない。 

そして今回はダニに悩まされて大変だった。食事は

とてもおいしいし、クルーたちも感じがいいのに。 

本当にもったいない。 

 

昼も夜もマクロが盛りだくさん、そして海底温泉も 

レンベ～サンギヘ諸島クルーズ 
2017年 6月 10日～6月 18日 

レポート 172 島尾 愛子 
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デラワン、サンガラキ、カカバン、マラトゥアの

4 島巡りのクルーズに行くのは去年から決まってい

た。そこへ、カボサンルーカスでモブラの大群を見

ようと云う誘いが舞い込んだ。それも現地からの

TV の「いって Q」そのままのモブラの大群の写真

付きだった。行くしかないでしょう！ 

6 /29に日本を出発して、7/6のサンホセ･デル･カ

ボからジャカルタへの移動のフライトスケジュール

を検索。エアロメヒコ航空で7/8に成田に早朝（6：

20am）に着いて11:00amのガルーダ航空でバリ経

由ジャカルタに乗ることに決めて、横浜カンパニー

の永吉さんに手配をしてもらった。本来のフライト

は羽田～ジャカルタだったのだが、飛行機の遅延や、

成田～羽田の移動渋滞を考えてのことだった。 

行ってみたらカボサンルーカスの海は前日から水

温が 16～18℃、透明度 1m という予想外の状況に

なっていた。1 日目は休息、2 日目にとりあえず潜

ってはみたが透明度は最悪、寒くて 30 分も潜って

いられない有り様。収穫はサンドフォールを久しぶ

りに見られたことぐらい。3 日目に沿岸には高級別

荘、高級ホテルが並んでいる太平洋側の沖に出てみ

たが、ボートからはモブラが盛んに飛び跳ねるのを

目撃し、ボート脇にワサワサと浮いてくる彼らを｢い

る！いる！凄い数！｣などと叫ぶばかりでガイドか

らはとうとうゴーサインはでなかった。ゴープロを

水中に入れてみても何も写らない透明度では入った

途端に彼らは散ってしまって見失うだけということ

だった。   

               

         

                         

 

 

コルテスエンジェルフィッシュの幼魚です。 

水面からみえたモブラの群れです。このなかへ飛び

込みたかった。 

5 日間粘ったが、とうとう水中でモブラの大群を

見ることはかなわなかった。私は残念な思いで次の

予定に移ることにしたが、まだ残った友人 3 人は、

私が帰った後の2日間、モブラの大群をゲットして 

いた。自然の無情さと悔しさが残った旅だった。 

ところがです、サンホセ・デル・カボ～メキシコ

シティ～成田は荷物もスルーで、飛行も予定通り。

成田でゆっくりといらないものを宅急便で家に送り

返したりしてからガルーダのカウンターへ出かけた

らなんとバリ行きの飛行機が夜の 10 時まで遅延の

張り紙があった。提示されたフライトではタラカン

でクルーズ船に間に合わない。ここであきらめない

のが私の真骨頂。すぐ永吉さんに連絡して羽田～ジ

ャカルタ便に空席があることを確認してもらい、リ

ムジンバスに飛び乗って羽田に移動。ガルーダのチ

ェックインカウンターで事情をはなしてチケットの

差し替えをしてもらい無事にタラカンでクルーズ船

に乗船することができた。 

 6 泊 7 日のクルーズは私にとってはデラワンでの

ゴールドスペックジョウフィッシュのハッチアウト

観察が最大の目的でした。口内に卵を一杯持ったジ

ョウフィッシュは何体もいたけどタイミングがあわ

なくて見ることができなかったが、他のチームの動

画写真をみせてもらって感動のおすそ分けをしても

らった。カカバン、マラトゥアでは強い流れのなか

でバラクーダの大群も見ることができた。 

  

 

 

 

 

 

そして、帰りのタラカン空港でまた問題発生です。

空港の PC のシステムダウンで手書きの搭乗券発行

になり、そのために荷物をいったんジャカルタで受

け取り、チェックインカウンターで羽田便の搭乗券

を発券してもらってから預けなおさなければならな

くなった。飛行機は遅延、ジャカルタでの乗り換え

時間はあまりない、はたして予定通りに日本に帰れ

るのか。そこから同行の DDI のスタッフ永井 仙

さんの大奮闘が始まり、交渉を重ねた末、荷物はス

ルーになり、搭乗券だけジャカルタのカウンターで

発券してもらうように話を付けてくれました。本当

に頼りになるスタッフです。ありがとう！！ 

往復とも危うかった乗り継ぎ 

往き(カボサンルーカス～ジャカルタ）帰り (タラカン～ジャカルタ～羽田) 

2017年 6月 29日～7月 16日 
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函館空港集合、11名が参加。空港から江刺港ま

で車で移動。函館山、五稜郭に立ち寄り青森から参

加の今村氏を北斗駅でピックアップ。ワイン館、昆

布館に立ち寄りニシンで栄えた江差の番屋を見学後

フェリーでミニ宴会。奥尻のお宿に入ったのは午後

8時過ぎで夕食のウニ呑が待っていました。 

 

↑翌日はアワビのつかみ取り 

↓採ったアワビは船の上でいただく  

2日目の夕食

は漁師のお宿

のウニ鍋。 

 

 

 

 

 

奥尻は、1993年 7月 12日島から〇キロ先を震源

値とするマグニチュード 7.8の地震と津波で大きな

被害を受けた。しまの 504所帯のうち 399所帯が家

を火災と津波で消失した。その日、仕事で偶然島入

りしていた水中写真家中村征夫氏は、人生観が変わ

ったとおっしやつている通り島の津波記念館は、5

年で復興宣言を出し、「災害の記憶を忘れない」と

展示された写真と様子は上映されたドキュメントか

らも感じる。午後 22時 17分、主に漁業で生計を立

てる家が多く寝入ったところの時間帯？地震からわ

ずか 3分で、最大 29メートルの津波が押し寄せた

そうで逃げるときはどんなだったか、想像がつく。 

次回は海中も。       （参加者 11名） 

 

タツノオトシゴは、メスがオスの育児嚢に卵を移

し、オスが 3～4週間抱卵、お父さんのお腹から生

まれる映像では、大人の形のままチビちゃんが次々

に飛び出していた。仕事でお産にかかわった身とし

ては、興味津々。問い合わせてみると夜中の 2時か

ら 3時。夕日がどの部屋からも望めるという宿から

すぐのポイントの海に入った。豆藻の中には数匹抱

卵したメスや、受け渡しの終わったお腹の大きなオ

スがいる。今日が出産ではという子がすぐ近くにい

るから、そちらに先にと案内されてるうちに数メー

トル離れた場所の雄が、出産が終わってしまい飛び

出してくるところは見れなかったが、おなかの大き

なお母さんの様子は素敵だった。 

↑卵を抱く♀        ↓抱卵中の♂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫婦でお産ができる。素敵な生き物である！ 

御世話になった水俣ダイビングサービスの森下さん

は、水俣で生まれ育った方でだれもが知るチッソの

水銀の悲しい過去から再生する故郷を見つめ、関連

の資料館、リアス海岸の緑深い寒川渓谷なども案内

していただき、心にしみわたるようないくつもの話

が聞け、お世話になれてよかったと思いました。 

水俣・タツノオトシゴの産卵 
 

2017年 6月 6日～8日 

レポート  240 山本 伸子 

奥尻島、交流ツアー 
ウニ鍋、アワビ三昧 

2017年 6月 27日～6月 29日 

提案 047 竹腰憲江 レポート 240山本伸子 
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これでも梅雨の内かと思う程の残暑が続いていた。 

用意するもの、麦わら帽子・長袖シャツ・バッチリ

日焼け止めとの連絡あり、屋根も無い釣り船で熱中

症になるのではないかなんて心配していたら、当日

は雨の予報だとか、「カッパを用意するように」との

連絡あり、私と佐藤さんは西伊豆からの帰りなので

カッパ等持っているはずも無く、カッパを売ってい

る店を探し歩き、やっと見つけたホッ！！  

当日は雨と風で寒いこと！麦わら帽子の邪魔な

事！ 

釣りは初めての私でも指導宜しく、10匹のシロギス

が釣れた。 

そしてお待ちか

ねの昼御飯、熱々

の天ぷら、シロギ

ス、穴子、イカ、

海老、野菜とカニ

汁食べ放題美味

しかった。 

各自釣り上げた

魚は遠藤さんが、

ジップロックに

氷と魚を入れて

下さり大助かり。 

釣りの会のメンバーは、カッパもクーラーも用意し

て、日帰りでも、前泊しての参加でした凄いですね！

たっぷりお世話になりました。 

釣りの会の和田さん、フリッパーの江田さん、サン

ドウエーブの遠藤さん有難う御座いました 

026 良縁寺 悦子 

 

関東地方の梅雨明け直後の 7 月 26 日、海釣り同

好会の皆様とフリッパーの会の皆様と一緒に北品川

のひらい丸をチャーターしてシロギス釣りの天ぷら

船に行ってきました。 

天ぷら船というのはこの羽田から深川あたりまで

の船宿特有の釣りメニューで、キスやハゼ釣りの合

間に船上で江戸前のネタを天ぷらで揚げて食べさせ

てくれるという粋な遊びなのです。船上で潮風を浴 

びながら揚げたての天ぷらを食べられるなんて至福

の幸せです♪ 

の、ハズが当日は前日までの好天猛暑が嘘のように、

朝からどんよりの小雨交じりの空模様… 

猛暑続きで熱中症の心配をしていた所に肩透かしを

食らってしまいましたが、暑いよりはマシと言うこ

とで自分を慰め、気を取り直していざ出港です！！ 

 天王洲アイルのウォーターフロントを海から眺め

ながら東京湾に出て、羽田空港から離陸する旅客機

を間近に眺めたり、すぐ近くを大島行きのジェット

ホイール船が高速で追い越していくのを眺めたりし

ているうちに海ほたる近くの釣り場に到着です。 

千葉県木更津沖で釣りはじめましたが、エサはアオ

イソメというミミズの親分みたいなニョロニョロ。

苦手な女性もいらっしゃると思って人口のエサも用

意していったのですが、 

 
 

最初は人工エサを使っていた方も本物のエサの方が

釣れるように感じるとだんだんニョロニョロにも抵 

抗がなくなっていき、最後にはご自分でアオイソメ

をつかんでハリに掛けるたくましさはさすがで

す！！（笑） 

そんな皆様の努力の甲斐あって皆さんそれなりに

釣って頂くことができまして、お手伝いの身として

はとても嬉しかったです。 

もう一つのメインイベントである天ぷらは小雨の

ため船宿に戻ってから楽しんだのですが、ガザミの

味噌汁、キス、メゴチ、アナゴなど江戸前のものと

思われる種を使用した揚げたての天ぷらがこれでも

江戸前のシロギス釣りを 

天ぷら船で楽しむ会に行ってきました 
2017年 7月 27日 

レポート 026 良縁寺 悦子  賛助会員 遠藤 学（サンドウエーブ） 
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かというくらい出てきて大満足！ 

他にお客さん

がいなかった

こともあり船

宿丸々貸し切

りで最後は船

宿の人に「あの

… お客様、そ

ろそろお時間

が…」と言われ

るまでくつろ

いで盛り上が

っちゃいまし

た♪ 

 

都会の真ん中でお手軽にこんな海遊びができるな

んて贅沢ですね～ 

またご一緒しましょう！！ 

サンドウエーブ 遠藤 学 

 

参加メンバー 

026 良縁寺悦子  038 川上 秋子  

205 江田  隆   310 戸塚 明夫  

357 佐藤 道子   472 高木 忠雄  

514 安部 智枝   591 和田 美代子  

631 森川 正明   725 堺  孝興  

770 小山 千香子  820 小澤 良一  

847 橋本 淳子  

賛助会員 サンドウエーブ 遠藤 学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 5月に立ち上げた海釣り同好会ですが、 

思いの外、大勢の方が参加して下さり毎回楽しく遊

んでいます。第 1回目から、全員が釣れる事を祈っ

ておりますが、なんと幹事の心配はどこ吹く風で毎

回初心者の釣果は目をみはるほどです。これがビギ

ナーズラックというものなのでしょうか？もちろん

堺さんの指導が素晴らしいのは言うまでもありませ

ん。来年も海釣りを楽しみたいと思います。 

591 和田美代子 

何も分からないことばかりで不安でしたが、 

堺さん、和田さんがすべてお膳立てしていてくださ

り、私はただ参加するのみ。ワクワク、ドキドキで

釣り船に乗り込みました。何も釣れなくても 

体験できるのが一番と思っていたのに、大、中 

小あわせて七匹も鯵が釣れました。ビギナーズラッ

クというより、隣でベテランの堺さんがご指導くだ

さったおかげです。機会がありましたら、またチャ

レンジしたいです。 

419 村上あい子 

 

今回初めて参加しました香椎（カシイ）です。 

ＳＤＣも新参者なら、船釣りも初めてです。当日釣

りが始まり、途中不覚にも船酔いで2 時間休憩しま

した。でも堺さんや皆様の親切なご指導で大振りの

アジ3 匹、小振り3 匹、サバ1 匹、不明な小魚1 匹

の釣果でした。前日の宿での夕食時の色々な話も楽

しいひと時でした。夢は将来、石垣、宮古島での本

マグロを目指したいです。（来年中、ﾀｲﾌﾟｰｹｯﾄ島で

釣船があるので試す予定です） 

862 香椎 裕希彦 

 

海釣り同好会 
内房 金谷沖 

2017年 7月 13日〜 7月 14日 

世話人 和田 美代子 

 

      

フリッパーの会練習日 

 

10月10日（火） メインプール10レーン 

11月 7日（火）  メインプール7レーン 

時 間   15:00~17:00 

 

＊会報ではプールの予約と原稿の締め切りの 

関係で開催日を100％お知らせすることが 

出来ません。 

参加希望の方はメール登録してください。 

 

sdc205eda@aqua.ocn.ne.jp  205 江田隆 
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§北八ヶ岳山菜採りツアー 

         （201７年6月８～9日催行） 

梅雨入り直後の催行だったので天気が心配されまし

たが、好天に恵まれ楽しい二日間でした。 

初日は北八ヶ岳にある白駒の池。標高 2100 ㍍以上

の湖としては日本最大の天然湖です。湖の周りには

コメズカやシラビソなどの針葉樹林が広がり、林床

には青々とした苔が息づいています。 

日本に生息する苔は 1800 種類といわれ、そのうち

485 種類もあると言われています。苔むす神秘の森

は何とも幻想的です。 

本番の山菜採りは国際自然学校の広大な敷地内でガ

イド二人の案内で沢山の蕨をとることが出来ました。 

◎ 楽しみました №7１３福間百合子 

梅雨の時期とは思えない天候で山菜狩り充分楽しみ

ました。 

白駒の池も、あの天候が合っていて幻想的な森林。 

又秋にでも来たくなる景色でしたね。 

私も昨夜ワラビを重曹であく抜きして、今朝味見。 

美味しくできて嬉しい！ 

 
（山菜採りの皆さん） 

◎ 楽しい二日間 №026良縁寺悦子 

今日は大変お世話になりました、 楽しい、楽しい

二日間でした。 

早速、筍もち米に炊き込み食べているところです。

いままでたべたことない味の筍でした。明日はたっ

ぷりわらびのおしたしで楽しみます。ありがとうご 

 

ざいました。  

 

(白駒の池の苔林) 

§奥多摩ラフティング（2017年7.月25日催行） 

初めて、雨中でのラフティングとなりました。山と

違ってこれもまた楽し。若者に交じってシニアのパ 

ワーを爆発させた一日でした。 

 

(多摩川の渓流を一気に) 

◎ 初めての参加 №768新井成美 

奥多摩ラフテｲングでは大変お世話になりました。初

めてのアウトドアの会参加で、どうなるかと思いま

したが、なれた方も多く、あっという間の一日でし

た。 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
① 北八ヶ岳山菜採り ②奥多摩ラフティング ③三浦半島散策 

世話人 197 宇留賀 達雄  766 鈴木 一雄 

世話人 197 宇留賀 達雄 766 鈴木一雄 

 ２２ 



大雨警報の中の激流下り、無事に終える事が出来、

楽しい時間でした。 

お店の方の気持ちの良い対応、バーベキュウもおい

しかったです。とても良く出来た企画でした。感謝

致します。また、機会が有れば、参加させて頂きた

いと思います。 

 
(ラフティングを終わって) 

◎ 盛り上がった №680玉村馨 

催行日：2017 年 7 月 25 日(火曜日）の奥多摩での

ラフティングと BBQ、いろいろお世話になりありが

とうございました。 

スタート前からの急な雨で雰囲気が一気に山の気配

となってラフティングは楽しかった。 

BBQ も大いに盛り上がり、お酒もほどほどに飲んで

楽しく過ごしました。 

日帰りで奥多摩の自然を満喫でき、また来年も企画

よろしくお願いします。 

◎ 元気いっぱい №413野崎光子 

有り難うございました。一言で楽しかったです。 

大雨警報がでて川に入る注意を聞いてる時に雷、大

雨といった具合でしたが、シニアは皆元気いっぱい

でした。 川下りが始まってもオールを一斉に漕ぎ

キャーキャーキーキーで大騒ぎ途中でボートから 

転落する人もありましたが、ダイビングで鍛えたバ

ックエントリーです。さすがシニアですね！ 

ＢＢＱもあり会話が続き楽しく過ごすことができま

した。これもひとえに幹事に感謝です。 

◎ 素晴しい初体験 №674内芝範子 

ありがとうございました。スタート地点に向かう途

中の激しい雨からは想像できないほど、あんなに

刻々と変わる劇的な素晴らしい景色に恵まれるとは。

童心に帰って、川の水の感触を全身で楽しんだ、素

晴らしい！ラフティング初体験でした！ 

§三浦半島散策（2017年８月19日催行） 

ぐずついた天気が続き前日まで気をもんだ三浦観音

崎公園ハイクでしたが、雨も覚悟で集まっていただ

いた皆様の日頃の行いの良さが現れ久々の夏日の中

でのハイキングが楽しめました。 

 
(三浦海岸を散策) 

◎真夏の天気！ No、８１２松尾幸代 

楽しい一日を有り難うございました。 

東京ではゲリラ豪雨、ヒョウ、突風とものすごい天

気だったのに、私たちの周りはピーカンの真夏の天

気でしたね。本当に皆さんの日頃の行いが良く

て!!!!! 

遠く房総半島や横浜の街を見渡し、きらきら光る海

を見ながらとても楽しいコースでした。 

真っ昼間の反省会も楽しかったです。 

どうも有り難うございました。 

（向日葵をバックに） 

今回は少人数の参加でしたが、その分和気あいあい

と夏の終わりを圧倒的な蝉しぐれの中で過ごせまし

た。              （レポート: 766 鈴木一雄） 

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・山菜採り等バラエティーに富んだ催しが満

載です。地図読みやコンパスの使い方なども学

びます。是非ご一緒しましょう。申込お待ちし

ています。 

№197宇留賀 達雄 №766鈴木一雄 

 ２３ 



 私の好きなジャズグループ・Crystal Jazz Latinoの

リードボーカル・三科かをりさんはゴスペルが本職です。

2000 年からヤマハのゴスペル教室の講師を務め、2，3

年おきにゴスペル合唱団を率いてコンサートを行って

いて、今年が第 7回でした。 

三科さん、前半は主に合唱団の指揮をしていましたが、

後半ではソロを含め素晴らしいソプラノを聴かせてくれ

ました。この合唱団、ゴスペルといっても宗教に関係な

くゴスペルを歌う合唱団という位置づけです。曲目もゴ

スペル以外に「上を向いて歩こう」、「花は咲く」「When 

You Wish Upon a Star」などをゴスペル風に聴かせてく

れました。 

この合唱団（約 160 名）はアカペラではなくバックバン

ドがついています。これがCrystal Jazz Latinoの

メンバーなので、間奏にその特徴が現れて独特の雰

囲気を作っていました。中にはキッズクラスの小学

生もいましたが、皆堂々とソロを取ったり楽しんで

いるようでした。 

 

参加者 4名、藤沢駅近くの居酒屋で 1杯やってから解

散しました。 （大隅 楠夫・照子、狩野 幸繁、滝澤 操） 

 

梅雨明けから少し暑さも和らいでいましたが、当日

は朝から蒸し暑い日和となりました。 

そんな中、「暑さを吹き飛ばせ！」の掛け声のもと、 

東武「春日部駅」に 15名が参集しました。 

駅からブラブラと向かったのが「春日部ターキーボ

ウル」～久方ぶりのボーリング場です。 

 

皆さま、その昔のボーリングブーム時代の体験者た

ちです。うん十年振りですが、なかなか様になった 

様子でワーワー・キャーキャーと賑やかにプレーを

楽しんでいました。ボーリングを 3ゲームも楽しん 

だ後は、昼食を兼ねて小宴です～なんか久しぶりの

ボーリングで汗を流し皆若返ったようです。 

「ボーリング企画」は定番行事にしようと大いに盛 

り上がり、最後はカラオケ店で懐かしい楽曲のオン

パレードで、これまた賑やかに時間を過ごして楽し

い一日が終わりました。世話人の石川様、いつもな

がらありがとうございました。 

 

 

ミュージックサロン報告 

三科かをり・KWRゴスペルクワイア 

6月 24日（土）18：30 藤沢市民会館大ホール 

005 大隅 楠夫 

ご近所の会 

ボーリングで暑さを吹き飛ばせ！ 

2017年 8月 5日 

世話人 440石川 勝 レポート 766 鈴木一雄 
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毎年恒例となり、今回で第 7 回目となった関西地区

連絡会議、公認ツアーが少ない中、なんとか少しでも

増やそうと頑張っています。が、なかなか幹事を引き受

けて下さる方もなく、行きたい場所は・・と尋ねてもなか

なか出てこない状況！ ここはという場所が出ても肝心

の幹事のなり手がなかったりと・・・今年も案の定行き詰

ってしまいました。 

でも、企画したツアーに新しいメンバーさんが参加し

て下さるととても企画して良かったなという気持ちになり

ます。 

 

やはり、公認ツアーの企画は今後も課題となりそ

うですね！ 幹事という名だけで嫌な思いもしてし

まうこともありなので、段々敬遠されます！ 

誰だって仲良しグループ・気心の知れた仲間でいき

たいですよね・・・・ 

 

やっとのことで大まかに決まったのが・・・ 

2月 バリ・トランバン  宮本 

3月 パラオ       河合さん 

5月 レンベ       宮本 

7月 奄美南部加計呂麻  神﨑さん・宮本 

9月 上五島       神﨑さん 

 

新しくＳＤＣに入会された方はどうやってメンバーとご

一緒するのか、仲間をつくるのか、きっかけ作りは必要

だと思うのですが！！また、関東・関西の垣根をなくす

のか etc・・・ 

何か良い策はないかと頭を巡らす日々です。 

 

今回も先に関西地区連絡会議をしてそのままの流

れで呑和会。 

当初予定していた人数よりも多くなり、個室で大阪

の夜景を楽しむべくでしたが、人数が多く他の方と

一緒の大きな部屋での食事となり、夜景は楽しめま

せんでしたが、沢山のメンバーとお会いできたこと

を嬉しく思います。 

料理を楽しみながら、毎回のことですが、食べる飲

むお喋りは健在で・・・わいわいガヤガヤ！！和気

藹々と、グループツアーや個人で行った・行くとこ

ろの話し、公認ツアーの話しとそれぞれに花が咲き

ました。 久しぶりにお会いしたメンバーも懐かし

く、話しだせば止まりません。次はぜひ一緒にダイ

ビングをとお声掛けをして・・・ 

全員一人一人とはゆっくりお話しできませんでした

が、みんなが一つになれた時間でした。 

これからも皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

皆様有難うございました。 

 

参加者（19名） 

070 河合貞夫  074 藤井泰代  123 河村啓子 

181 平山英子  305 宮内弘人  306 宮本節子 

470 池田孝雄  508 安積 信   556 田中宏子 

678 足立公平  723 田中 彰  724 田中紀久子 

735 道上 勲  762 中西静江   795 塩澤真由美 

805 吉田延子  832 藤井則芳  842 神﨑美治 

851 紀 貞子 

関西地区連絡会議第 7回 

2017年6月27日 

306 宮本節子 

呑和会第 54回「夜景」 

2017年6月27日 

世話役 306 宮本節子 

 ２５ 

http://01.gatag.net/tag/%e6%96%87%e6%88%bf%e5%85%b7/
http://01.gatag.net/tag/%e6%96%87%e6%88%bf%e5%85%b7/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


水中映像を楽しむ会～フォトセミナー 

  

 

 今回は 播磨 伯穂（ハリマ オサホ）氏を講師 

としてお招きしてカメラの基本から勉強しました。 

勉強会前日に今回の教材31枚を各自プリントし

て準備 まず参加者の自己紹介 最後に講師 播磨    

伯穂氏の紹介が ありま

した。 

今回持参された

NIKON D500というカ

メラ。ホワイトバランス

オートが3種類、室内で

利用する蛍光灯で７種類の選択ができます。 

最新のホワイトバランス調整の仕組みを持つ

NIKOND500、これからは調整の新時代が来ると

の話でした。 

 

ＳＤＣの多くの会員が使われている オリンパス

のＴＧ4を例にあげて進められました。陸上撮影と

水中撮影の違い。水中撮影で一番必要なのは 近づ

いて撮る。 水の色の吸収効果によりブルー以外の

色は吸収拡散されてしまい被写体本来の発色を再現

するには 水中ライト ストロボの使用が不可欠に

なります。タフミューなどのカメラは スノーケリ

ング向きで 水中撮影には向きません。今回講師が 

紹介された水中ライトは ①INON LF800-N    

②FIX NEO 1200DX  ③FIX NEO 3000DXⅡ 

④FIX NEO Premium 2200DXⅡ  

 

①水中ホワイトバランスを合わせるのにいいライト 

②旧型の為フィルターの色合わせが必要 

③ホワイトバランス

を調整すると一番発

色が自然 ④発色は

良いが 色合わせを

しないと黄ばんだ発

色。ＴＧ4に関して 

昨年バージョンアッ

プされていますが バージョンアップされている方

が 少ないようです ぜひ確認してみてください。

されていない方は オリンパスプラザなどでやって

もらってください。水中のホワイトバランスについ

ては 水深 透明度によっても変わり 調整が必要

になります。その都度調整しましょう。 カメラを

マリンケースなどに入れて ボートの上に置いてお

く時は 太陽光にあてないように タオルなどを上

においておきましょう。 又バケツなどへ入れてお

くのも水没の危険が高まります。グリスはたっぷり

と均等に塗りましょう。 バッテリー メモリーカ

ードを逆入れ防止のため 陸で撮影して確認してか

ら海へ持って行きましょう。 家に帰ったら 潮抜

きをしましょう 真水に1~2時間漬けて 水の中

でスイッチを押して 潮ガミを防ぎましょう。  

最後にマナーの話ですが 他の人が撮っている時

に撮りたければひたすら後ろで待つ、 割り込み厳

禁です。 水中に浮遊して待つのはＮＧです。 撮

影者に気がついてもらえないだけでなく、 減圧症

のリスクも増大します。 撮影が終わったら静かに

後ろに下がりましょう。 砂を巻き上げない、 被

写体の上を通りすぎない、 マナーを守って楽しい

撮影をしましょう。 講習の全ては載せていませ

ん。 全てをお知りになりたい方は、 参加された

方に聞いてください。 

講習会場 ハイライフプラザいたばし 

 参加者 

ＳＤＣＭＰ会員   大隅 楠夫 大隅 照子   

平野 昌子  今澤 恵子 福田 孝子  

高木 忠雄 海老原 新 阿部 千衣子    

鈴木麗子  岩﨑 八重子  

小幡 美枝 菊地 玲子   以上12名 

会員外  高木 元子 鈴木 征男  

戸塚 明夫 遠藤 秀子 吉川 富美子  

玉村 馨 小山 千香子 長谷川 實  

高田 和男   以上9名   

講師 播磨 伯穂  ハリマ オサホ  Ｈ.Ｔ.Ｍ.  

Marine Service  代表スクーバダイビングスクー

ル・ツアー 水中調査撮影、機材販売 

NAUIInstructorTrainerである。 

2017年 6月 26日 

699 岩﨑 八重子 

 ２６ 



今年もマリンダイビングフェア・セミナーのトッ

プをSDCが務めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー室入り口に用意したポスターがお客様の呼

び込みに大きな役割を果たしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「何歳になっても・・・」のテーマで5年目5回目

の今年のセミナーは、「何歳になってもダイビングを

楽しむ秘訣！」のタイトルで SDC の紹介を行いま

した。 

 

① SDCの活動紹介ビデオの上映       

   （制作：大隅楠夫   8分） 

SDC の創立から現在のダイビングをベースと

したシニアの社交クラブの様子を紹介。何歳に

なってもダイビングを楽しむ秘訣は、“ＳＤＣで

仲間を見つけること！”と結論付けました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 同好会「サンゴの森」の活動紹介  

（プレゼン：江藤征雄  10分）  

美しいサンゴ礁を次世代に残すため、9 年前か

ら沖縄でサンゴ礁保全ボランティア活動（サン

ゴの移植等）を行っているグループ「サンゴの

森」の活動を紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ SDCを楽しんでいる会員の紹介 

    （司会進行：氏家友枝  25分） 

会員歴 23 年から入会 1 年半の会員まで 4 名に

登場してもらいました（大西亀美代、和田美代

子、小澤良一、市川雅紀）。Q&A 式にそれぞれ

SDCに入会後の仲間づくりのきっかけ、ダイビ

ングの楽しみ方の変化、陸のお付き合いなど、皆

さんが出会いを楽しみ、自分で飛び込んで新し

いことを始めて、生きがいのある人生を送って

いる様子を紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会い

始めることを忘れない

自分で飛び込んで
行く

SDC 生きがいのある人生

 

 

 

マリンダイビングフェア・セミナー報告 

005 大隅楠夫 

 ２７ 



多摩・武蔵野ご近所の会 

忘年会のお誘い 
427 木村満男 

＊11月9日～10日一泊2日山梨県甲府市の奥座

敷の温泉で一泊しながら、紅葉の昇仙峡と美術館

巡りの企画があります。 

＊昨年初めて利用したお店で忘年会でしたが、今

年も年末ぎりぎりになりますが、12月27日（水

曜日）夕方5時から3時間PM8時まで。東京新

宿西口にある「香家」で開催予定です。会費

6000円位になります。詳細はご近所の会の皆さ

んにはメール連絡しますがだれでも参加ＯＫで

す。 

         連絡は427 木村満男まで 

 

 

 

 
第 10 回ＳＤＣ水中映像発表会 

 

今年で1区切り、最後の発表会となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：11月26日（日）13：00～16：30 

場所：調布市文化会館たづくり・映像シアター 

  調布市小島町2-33-1 電話 042-441-6111 

  京王線調布駅下車 南口から徒歩３分 

会場は104名収容の映像シアターです。 

 

今年も 15 本を超すスライドショー、ビデオ作品

の上映が見込まれています。是非お出で下さい。 

 

発表会後には懇親会（予約制）を予定しています。 

懇親会参加希望の方は 11 月 6 日までにご連絡い

ただけるようお願いします。それまでにはプログ

ラムもできる予定なのでお問い合わせください。 

 

ＳＤＣ水中映像を楽しむ会   005 大隅楠夫 

 

ミュージックサロンからのお知らせ 

  

今年最後の演奏会と忘年会は下記の予定で 

行われます。 

日時 ：12月 17日（日） 14：00～ 

場所 ：東京オペラシティコンサートホール 

演目 ：クリスマススペシャル・コンサート 

    聖夜のトランペット 

参加者は 24名 

尚、忘年会会場は未定ですが、賑やかな会に 

なると思われます。 

            544海老原新 記 

グループ「サンゴの森」 

「まちカフェ 2017」出展のご案内 

サンゴは水温変化に敏感な生き物で、地球環境の

悪化を知らせる「海のカナリア」と呼ばれています。

今、そのサンゴが海水温の上昇等により白化し悲鳴

をあげています。サンゴ礁の危機はサンゴが生息す

る地域だけの問題ではなく、都会で生活する人々が

温暖化ガスの排出に大きく関与していることから

皆の問題です。そこで、一般市民に日常生活の中で

温暖化ガスの排出削減等、地球環境に配慮して頂く

大切さを訴える為、町田市主催市民参加イベント

「まちカフェ 2017」に今年も出展しますのでご案内

します。また、出展準備を 11月に行います。 

ご協力頂ける方は幹事までご連絡下さい。 

       

開催日時：12月3日（日）10時～16時 

開催場所：東京都・町田市役所（ホール他） 

展示内容：サンゴ礁の現状写真 

（元気なサンゴ vs 死滅したサンゴ）やサ

ンゴ再生活動写真展示、サンゴの説明資料

配布、水中写真・カレンダー販売、魚釣り

ゲーム実施等。 

出展準備：11月中旬実施 

（日時、場所はご協力頂ける方に別途お知

らせします。）  幹事：648 江藤 征雄 

２８ 



高尾山でビヤパーテイ＆相模湖花火 
 多摩・武蔵野ご近所の会 

2017年 8月 1日 

レポート 427木村満男 

 

 

 

 

 

今年もＳＤＣの元気な有志の皆さんに集まって頂

き予定通り無事開催できました。毎年そうですが、

今年も天気予報は夕方から夕立＆雷の警報も出て

ましたが散策組は午後１時に京王線高尾山口駅の

改札口に集合した。初参加で横須賀からの福間さ

ん、横浜からの市川さん、埼玉からの田中さん達

3 名が加わってにぎやかになり健脚の栗本さん、

小元さんを先頭に私と 6名で山頂散策を実施する

ことになった。改装されて高尾山口駅がきれいに

なった事や飲食も出来る温泉ができたこと等見学

してから、リフトに乗り山腹まで上がった時は 2

時過ぎたがゆっくり山頂に向かう散策スタート。

途中から 4号路へ迂回して谷にかかった吊り橋の

上で記念写真をパチリ！下界とは違った涼しさを

感じながらの散策でした。しかし、途中で予想通

りぽつぽつ小雨が降りだし山頂では土砂降り！し

かしＳＤＣの女性軍しっかり雨対策で黙々と懇親

会会場へ。大雨の高尾山ビヤガーデンは 2時間の

飲み放題のバイキングスタイル。男性 3500 円キ

ングで飲む、食べる、しゃべるのあっという間の

2時間でした。 

 

2 次会は江藤さんご案内で相模湖へ移動で宴会の

間も雨は本降りでしたが、情報により花火大会は

開催するとのことでＪＲ中央線の相模湖駅に着い

たら頭の上で大きな花火が上がっていた。予定の

有料席に行ってみたら予想に反して満席。雨のた

め早めに開催していたとのこと。だが短時間に予

定数花火を打ち上げたので今年は濃密な相模湖花 

 

火を見学でき帰宅も１時間早かった。来年は江藤

さんが発見してきた水上ステージで予約金なし。

皆さん来年もお楽しみに！  

参加者：  

141太田 173小元 419村上 427木村  

514安倍 648江藤 713福間 761田中  

838市川 850栗本 10名。 

小田急線トラブルで豊田さん途中から参加断念残

念でした！ 

 

 

第 11回「まだ潜りたい会」のお知らせ 

006  大隅照子 

前回は皆様のお陰で 5周年記念を迎えられま

した。いろいろなプレゼントもあって楽しかっ

たです。「次は 10周年記念？それまで待てない

わ～」、とそんな声も… もしかしたら 12回の

時は 6周年記念をやるかも。 

今回のテーマは『これから』であります。 

「私のこれからのダイビングスタイルは」とか

「あの世に行く前にこれだけはやりたい」と

か、どんな話が飛び出すか楽しみです！ 

会員制ではないのでどなたでも参加歓迎です。

きっと元気をもらえますよ。 

 

＊日時 11月 1日(水) 12時～15時 

＊会場 「響」 新宿サザンタワー店 

＊会費 3500円 

＊定員 15名位 

参加希望の方はお早めに大隅迄連絡ください。 

    世話役 大隅、坂東、高木、竹内 

２９ 

SDCのホームページが変わります 

ホームページに対するご意見、ご要望などあり

ましたらどんどんお寄せください。 

お待ちしています。 

838 市川 雅紀  668 川瀬和恵 迄 



 

サイパンは近くて 老人ダイバーにとっては

ゆっくりのんびりダイビングをさせてもらえる

ガイドさんがいたので 29 回通いました。夫が

81 歳の誕生日ダイビングをした後、「皆に迷惑

をかけるといけないから、もうダイビングを辞

めるヨ」というので「じゃ、死んだらサイパン

に散骨してあげるネ」と こんな会話をしまし

た。 

その後一年余り一昨年 11 月に夫が亡くなりま

した。約束通りサイパンに散骨してあげよう。 

先ず 納骨前に小さな分骨壺を用意し少々の

お骨を分けて残しておきました。 

次に サイパンに散骨をしても良いものか、

現地で長くガイドをされている Divesite With の

浦澤さんに伺ってみました。「散骨を希望する

お客様 結構います。お手伝いしますヨ」と言

っていただきました。 

SDC618 の河原智怡さん（散骨の会会員）が

一緒に行って下さることになり本当にうれしく

思いました。 

昨年 5 月 15 日～19 日にサイパン散骨ツアー

を実施しました。夫にとっては 30 回目のダイビ

ングが自分の散骨ダイビングです。 

15 日 ホテル到着後 河原さんに教えて頂き

ながら 遺影と分骨壺に お花とお線香を供え

般若心経を唱え供養しました

 

16 日～18 日の三日間 故人の好きだったポイ

ントに少しずつお骨を埋めさせて頂きました。

最後の 18 日にはサイパンで一番人気のオブジャ

ンに分骨壺を埋めさせて頂きました。 

「このポイントなら埋めた場所もわかりやすか

らまた、お参りに来てくださいね」と言って浦

澤さんが決めてくださいました。

 

故人が好きだったサイパンの海に散骨するこ

とが出来て生前の約束を果たすことができまし

た。 

ご協力いただきました河原さん、サイパンの

ガイド浦澤さんに感謝いたします。ありがとう

ございました。今年は三回忌またサイパンに行

く予定です。 

 

サイパンに散骨させて頂きました  

2016 年 5 月 15 日～19 日 

レポート 627 小澤 ユリ子 
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広報からのお知らせ 

76号の原稿を募集しています！ 

表紙・写真館の写真提供もお待ち 

しています！ 

魚にかぎりません、風景画など 

あなたの最高の 1枚をお待ちし 

ています 

テーマは ☆レッド☆ です。 

原稿・写真の送り先は下記です。 

sdckoho2012@hotmail.co.jp 

76号〆切 11月 20日迄 



 

 

 

 

タグは  内容が更新されています  

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 

SDC の皆さま パラオスポート号の西元です。パラオ

の海はダイバーをうならせる自然遺産の宝庫！ 

はずれなしのパラオ、自然がごちそうのパラオ、 

魚達の生涯をみられるパラオへお出かけ下さい。 

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 

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：TEL: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 

加 入 順 
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(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 

コロールからのデイトリップでは快適なトイレ、

シャワー付き大型クルーザーで、ダイブクルーズ

は憧れの龍馬で夢のような超快適ダイビングを余

すところなくお楽しみ下さい。 

マクロ～超大物、様々なダイビングに対応しま

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：palau-info@daydream-dive.com 

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 
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s                                                                          

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.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 RGBIue/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 

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担当者氏名：小島 朗子（こじま あきこ） 

231-0005 
横浜市中区本町 4-43 A-PLACE 馬車道 9F 

℡・Fax：045-228-3066.045-228-3063 

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 
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編 集 雑 感 

★SDC 会員の平均年齢ぴったりの団塊世代。 

今年は大台に乗り周りにもいろいろ変化がありま

した。実りの秋、自然の力と仲間の力を吸収して楽

しみたいこと様々です．      内芝範子 

★最近、70 歳の壁にぶち当たっています。2 つの事

同時にできない、今やろうとすることを一歩ある

くと忘れてしまう。しかしながら趣味は増えてい

るので自分と付き合って見よう。  阿部千衣子 

★広報の仕事が何かも分からない今号でした。 

先輩諸氏の働きぶりを見習い早くお役に立てるよ

うになります。常に留守がちな自分ですが、精一杯

頑張ります。           市川雅紀  

★4 人の中では広報 3 年目の最年長になりました。 

この年になり、新たなことに挑戦することができ

最高に楽しく役員経験をさせていただいていま

す。任期も残り少なくなり、退任後は何に挑戦しよ

うかと日々思案中です。      川瀬和恵 

ヴィンテージな会への誘い 

今年も年末恒例のヴィンテージな会を開催

いたします。忘年会を兼ね、ダイビングを通じ

て知り合った仲間たちが集い、語り合う楽しい

場です。未だＳＤＣに馴染みが薄い人、入会間

もない会員等はお互いに親しくなれる絶好の

場です。 

ビンゴゲーム等のアトラクションも用意して

お待ちしています。 

 

日時： 2017年 12月 14日（木曜日） 

    17時 30分～20時 

会場： 新宿季膳房 

    西新宿 2-1-1新宿三井ビル 3Ｆ 

    電話 03-3345-5341 

会費： 5,000円 

申込先：197宇留賀達雄 

    Toki-urg529@jcom.home.ne.jp 

        Mail2-uruga529@docomo.ne.jp 

お世話係：良縁寺・塙・宇留賀 

tel:03-3222-0311


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国内ツアー】 

【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 
賛

助

公

認 

Ｓ
1
8
7
1
 2018 

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
8
0
7
 

2018 

2.2～2.6 

奄美北部 

ダイビング＆ 

さくらマラソン 

2月 4 日開催の奄美観光桜マラソン(3.5km～ハーフ)と

奄美北部でのダイビング。日数自由、マイル利用も可 

概算費用は 4泊 5 日(2 日ダイブ・1 日マラソン)の場合 

12 万 
横浜カンパニー 

Ｓ41 永吉拓也 

N
1
8
1
1
 2018 

2.7,13,20,26 

3.4,10,16,28 

世界自然遺産 

小笠原・父島 

6 日間 

冬の小笠原といえば・・・ザトウクジラ！！！ 

遭遇率 90％以上、目の前で迫力のあるブリーチ！ 

新艇『おがさわら丸』で快適な船旅をお約束します。 

竹芝桟橋・6ダイブ・食事：民宿により異なります。 

11.6

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

Ｓ42 谷岡 諭 

会

員

公

認

企

画 

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
8
7
1
 

2018  

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  

推

薦

企

画 

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
7
0
 10 月～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
5
6
 

10 月～

12.10 

2018 

1.7～2.4 

日曜発 

リゾート滞在 

ラジャアンパット 

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 
～ 

25.3

万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

Ｎ
1
7
5
7
 10 月～

12.17 

日曜発 

ポンペイ 

ミクロネシア 

6 日間 

ﾏﾝﾀｼｰｽﾞﾝ！ﾎﾟﾝﾍﾟｲ唯一の日本人ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ利用。他

のダイバーと会う事が殆どなく、海を 1人占めしているﾌﾟﾚ

ﾐｱ感満載 ＊6ボート＊食事：昼 3付＊世界遺産ﾅﾏﾄﾞｰ

ﾙ遺跡観光もお勧め＊成田・関空発 最終日ｸﾞｱﾑ 1泊 

21.1 

～ 

21.6

万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

 

 

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 

３４ 



  

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
7
2
 

日本発着 
11.11～
11.19 

ラジャアンパット 

6泊 7 日クルーズ 

赤道越えルート 

今季初の赤道越えルートです！ラジャアンパットらしいラ

グーンの景観あり、マンタポイントあり、もちろん歩くサメ

も！いつものラジャアンパットより透明度が高いルート取り

＊航空運賃込み（入境料別）＊全 15 本＊同性相部屋 

42～

44 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

N
1
7
5
5
 

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！エキサイトする秋を楽しもう。 

＊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
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 

＊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
8
 11.21以降

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 年ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ誌に「ｲﾝﾄﾞ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。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
7
3
 

11.22～11.29 

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ 

アロタウ 

最大 15ダイブ付 

8 日間 

人気水中カメラマン古見きゅうさんと行くアロタウ！！マク

ロ＆ワイドが楽しめる海で水中撮影を楽しもう！！ 

＊成田 ＊最大 15ダイブ ＊全食事付き 

30.6

万 

ワールドツアー

プランナーズ 

Ｓ42 谷岡 諭 

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＊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 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

N
1
7
6
0
 

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！」 ＊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
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！

＊航空運賃込み（入境料別）＊全 15 本＊同性相部屋 

42〜 

44 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

N
1
7
6
1
 

2018 

1.2～1.7 

パラオスポート号 

パラオクルーズ 

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 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！」 

＊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
5
2
 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
8
0
1
 日本発着 

2018 

1.6～1.14 

3.10～3.18 

ラジャアンパット 

6泊 7 日クルーズ 

王道ルート 

初めての方も、そうでない方も、 SDCの皆様に潜って頂

きたい当社セレクト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 

42〜 

45 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

N
1
7
5
9
 

2018 

1.9～1.14 

パラオスポート号 

パラオクルーズ 

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 6 日間 

「凄い！10,000 匹以上のカンムリブダイの行進！」 放精

抱卵予定日：1/11-14 ＊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
8
1
2
 2018 

1.9～1.31 

毎日発 

マクタン 

フィリピン 

6 日間 

西日本では超有名人 拓ちゃん。海の生態を操るエンタ

ーテイナー。ゆったりリゾートホテル滞在。*成田、関空発 

*6ボートダイブ付（最終日は現地申込） *食事：朝 4 昼 3

夕 0 

14.5

万～ 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

３５ 



 

前号（74号）掲載で継続募集中のものが有ります。前号ご参照の上幹事にお問い合わせください。 

ツアー一覧に関するお問い合わせ、およびツアー計画書の提出先 816 高師美惠子・817 船山浩志 

75号ツアー計画書 〆切 は 11月 15日です。 

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 

推 

薦 

企 

画 

Ｎ
1
8
0
3
 

2018 

1.15～1.22 

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
8
1
3
 

2018 

1.15～2.28 

カンクン＆ 

オーランド・クリス

タルリバー 

8 日間 

カンクンはブルーシャーク、クリスタルリバーはマナティス

イムのシーズン。2 か国訪問、贅沢ツアー *成田発 ＊

食事：朝 5昼 2 夕 0 ＊4ダイブ *マナティスイムはスノ

ーケルです ※土日月発及び土日着は週末代金加あり 

34 万

～ 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

N
1
8
0
4
 

2018 

1.27～2.4 

パラオスポート号 

パラオクルーズ 

ﾃﾞﾙﾀ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ  

5日 or 9 日間 

くるくるマンタシーズン！パラオが見せるミラクルショー！ 

＊成田、大阪、名古屋発着 ＊5日間：7ダイブ 

9 日間：19ダイブ ＊全食事付 ＊SDC 割￥5，000 

16.9 

～

32.5 

万 

スポート 

ツアーズﾞ 

S14 西元君子 

N
1
8
1
4
 2018 

2.1～3.31 

日曜発 

ポンペイ 

ミクロネシア 

6 日間 

ﾏﾝﾀｼｰｽﾞﾝ！ﾎﾟﾝﾍﾟｲ唯一の日本人ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ利用。他

のダイバーと会う事が殆どなく、海を 1人占めしているﾌﾟﾚ

ﾐｱ感満載 ＊6ボート＊食事：昼 3付＊世界遺産ﾅﾏﾄﾞｰ

ﾙ遺跡観光もお勧め＊成田・関空発 最終日ｸﾞｱﾑ 1泊 

24.5 

～ 

25.2

万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

N
1
8
0
9
 2018 

2.3～4.21 

の 

毎週土曜発 

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 

27.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

Ｓ42 谷岡 諭 

N
1
8
1
0
 2018 

2.4～4.19 

複数日程 

シミランクルーズ 

ビックブルー 

ハレルヤ号 

6 日間 

タイで最高級の大型クルーズ船には、日本人ダイバーに

嬉しい設備が満載！各部屋にシャワー・トイレが完備され

快適なハレルヤ号お楽しみ頂けます。 

14ダイブ付き  クルーズ滞在中全食事付き 

18.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

Ｓ42 谷岡 諭 

N
1
8
0
5
 

2018 

2.10～2.18 

パラオスポート号 

パラオクルーズ 

ﾃﾞﾙﾀ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ  

5日 or 9 日間 

「10000 匹のカンムリブダイが乱舞する神秘ウイーク！」 

＊成田、大阪、名古屋発着 ＊5日間：7ダイブ 

9 日間：19ダイブ ＊全食事付 ＊SDC 割￥5，000 

17.5 

～

33.5 

万 

スポート 

ツアーズﾞ 

S14 西元君子 

Ｎ
1
8
0
2
 日本発着 

2018 

2.17～2.25 

3.17～3.25 

ラジャアンパット 

6泊 7 日クルーズ 

ファム島ルート 

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 

42〜 

45 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

N
1
8
0
6
 

2018    

2.21～2.28 

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） 

19.5

万～ 

トラベルネット 

サービス 

Ｓ58森下亮一 

N
1
8
1
5
 2018 

4.9, 4.23, 

5.14発 

ラヤンラヤン 

マレーシア 

8 日間 

今年こそハンマー狙い！ベストシーズンの日程を厳選し

ました。ラヤンラヤンツアーは久々のご紹介です。是非お

出かけ下さい。*成田発着 *12ダイブ＋セルフビーチダ

イブ *全食事付 *フリー潜行 

29.5

万～ 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

N
1
8
0
8
 日本発着 

2018 

4.21～4.29 

ラジャアンパット 

6泊 7 日クルーズ 

王道ルート 

風も治まり、年間を通して穏やかな海！船は苦手と言う方

にもお勧め。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！魚群、歩くサメ、安定した海況で

す！＊航空運賃込（入境料別）＊全 15本＊同性相部屋 

予定

価格

41〜 

43 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

３６ 



 

 

 

 

 

 

 

 
766 鈴木 一雄 

ブルーというテー

マでニューカレドニ

ア・トーホ 5の沈船脇

で撮影した写真を思

いだしました。フラ

ンス人ガイドと 1 尾

の魚が青の中で浮か

んでいて「静寂」を感

じた空間でした。 

カメラ・レンズ 

ＳＥＡ＆ＳＥＡ2Ｇ 

ワイコンＤＸ 

2010 年 10 月 9 日 

       撮影 

チリ  イースター島 アナケナビーチ              240 山本 伸子 

部族間の争いで倒され柔らかい砂に埋もれ風化を免れた。頭に載っている赤いプカオについては帽子

という説と髪型との説があるそうです。青い海と空をバックに部落を守るモアイ像。 

2017年 3月 3日撮影  カメラ:キヤノン IXY 



 

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 
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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 


