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  687 林 保男 

 

北海道の湖でヒメマ

スを撮影中、全くの

予想外で突如として 

ベニザケが現れた。

国内での自然環境の

水中映像で静止画と

動画に成功したのは

アマチュアとしては

奇跡に値するらし

い。ダイビングの神

様に感謝 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

                  

 

 今年は SDC創立 24年になります。SDCがこれ

まで発展してきた経過を 10 年毎の会報 1 月号の記

事を中心に振り返ってみました。 

 

＊会員数は下り坂、平均年齢、経験本数は高くなる。 

＊ダイビング活動は、個人グループツアーが増え、

未報告のツアーが数多く実施されている。 

＊地区懇親会は交通の便の良い地区で定着した。 

 ダイビングから遠ざかった会員の参加もあり陸上 

の交流も重要になっている。 

地方の懇親会としては、2003年に北海道・東北支 

部が結成され、青森、札幌で2回行われたが、交 

通事情もあり継続は難しかった。この機会に生ま 

れた青森ねぶたツアーは人気があり6回行われた。 

＊同好会は関東で盛んに行われ、地区懇親会と同様 

にダイビングの仲間探しの機会となっている。 

＊会報はダイビンポイント情報やツアー情報として 

 重要な役割を果たしている。公認ツアーの企画が 

少なくなったのが大きな課題となっている。 

＊ＨＰの活用が減っているが、リニューアルによる 

活性化を期待したい。 

＊MLサイボウズはこれから本格的に会員間の交流 

に役立つと考えていたが、2019年4月15日で終

了となってしまいます。別のMLを検討したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDCの良い所は、タテ社会ではなく横のつながり

を重視した“ササラ型”の交流を目指した点にある

と思います。また男女の差がなく、言い出しっぺが

世話役を務めることで運営されています。 

 

会員の経験本数が増えたこともあり、ダイビング

の楽しみ方は多様化しました。仲間探しの場として

地区懇親会や同好会は、特に新入会員にとって重要

です。ベテラン会員にとっては、古い仲間との交流

や新しい事に挑戦する知的好奇心を満たす場でもあ

ります。いずれにしても待っていては参加できませ

ん。自分で飛び込んで行くことが第1歩です。 

 

SDCはこの24年間、クラブの「目的」や基本と

なる「行動原則」を守りながら、その時代時代に即

したやり方を工夫して運営されてきました。ボラン

ティア精神豊かなツアー幹事、地区懇親会、同好会

の世話人が次々に現れ、イベントに参加して協力す

る会員がいたからできたことです。 

 

これから、更に充実したSDCの活動を目指して、

若い世代にボランティア精神を引き継いでもらえる

ことを期待しています。役員会でも同様の事が言え

ます。 

 

  1997年 2007年 2017年 

会員数 153名 332名 271名 

平均年齢 56歳 63歳 69歳 

経験本数 約 100本 ー 781本 

ダイビンツアー 公認 8 公認 23、個人 2 公認 13、個人 29 

地区懇親会 関西 1 関西 2、中部１、関東 1 関西 2、中部１、関東 4 

同好会 ー 関東 7 関東 9 

役員会 会長以下幹事 7名 役割分担を定め 9名で担当 役割分担を定め 15名で担当 

会報 創刊号、年 1、モノクロ、編集 1名 32号、季刊、モノクロ、編集 2名 72号、季刊、カラー、編集 4名 

HP 1998年第 1号スタート、消滅 2000年第 2号スタート 現在に続く 

サイボウズ ー ー 2015年スタート、登録 123名 

賛助会員 ー 16社 20社 

 

      年 頭 所 感 
      005 会長 大隅楠夫 
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毎年 12 月最初の日曜日に開催される関西地区の

懇親会、今年も大阪は梅田の第一ホテルにて、関東

より杉本様・百瀬様・氏家様・市川様、金沢より毛

利様、そして石垣島よりサウスポイントの高嶺様が、

大阪までお越しいただきいつもより、少しだけ全国

レベルになった懇親会でした。 

さて、斉藤さんの司会のもと、役員の宮本さん・

副会長の氏家さんの挨拶、技術顧問の杉本さんの乾

杯の音頭の後、美味しい料理をいただきながら、今

年のダイビングの話や今後の予定など話は尽きず、

時間はあっという間に過ぎてゆきます。 

 

いつものことですが、みなさんの元気に遊んでお

られる話を聞くと羨ましい限りです。 

（自分の 10 年後を考えると、同じように元気でお

られるだろうか？？） 

12時からの 4時間 30分、いつのまにか過ぎ去り

ましたが、来年も、皆様とお会いできるのが楽しみ

です。 

又、それぞれの思いもあるのでしょうが、ＳＤＣ

と言う会で集まっている以上、公認ツアー、個人ツ

アーの別なく、会員皆が参加しやすい方法がないか

と思うのですが、なかなか難しそうです。 

でも、これからもＳＤＣと言う会の中で、いろい

ろなツアーや、飲み会など皆様といっしょに楽しみ

たいと思っております。 

 

 

 

 

306 宮本節子 

今回は石垣からや関東・金沢と多くの参加者があ

り、とても賑やかになりました。一人一人の自己紹

介をかねて今年の出来事等を紹介、また、和気藹々

と和やかなムードの中、今年も恒例のビンゴゲーム

をし、mic のカレンダーそしてマリングッズをゲッ

トしていただきました。 

休憩を挟んで来年の関西地区公認ツアー予定を発

表し、 

2月 フィリピン・ダーウィン 

5月 インドネシア・レンベ 

7月 奄美大島南部&加計呂麻島 

9月 長崎・上五島 

11月 コモド諸島 or PNGアタロウ 

皆様のご参加をお願いいたしました。 

長時間にわたりましたが、あっという間に過ぎて

しまいました。 

皆様方、大変有難うございました。 

 

参加者(23名) 

030 杉本信也 123 河村啓子 181 平山英子 

184 岡本剛亮 305 宮内弘人 306 宮本節子 

406 立木博信 407 立木靖子 434 百瀬由美子 

470 池田孝雄 508 安積 信 603 氏家友枝 

678 足立公平 723 田中 彰 735 道上 勲 

774 斉藤満弘 793 毛利暁夫 805 吉田延子 

832 藤井則芳 838 市川雅紀 842 神﨑美治 

851 紀 貞子 S46 高嶺 守 

関西地区懇親会 

2017年12月3日(日) 

                 レポート 470：池田孝雄 
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サンドウェーブ（賛助会員）遠藤さんの企画

「鮭の遡上を見る＆東北応援ツアー」に参加し

ました。総勢女性ばかり 5人。新幹線で仙台ま

で行き、在来線で石巻へ。石巻では「語り部ガ

イド」の方の案内で、震災跡地やその後の街づ

くり等の説明を受けながら散策しました。2011

年 3月 11日、未曽有の大災害から 6年半、東北

6県の中でも断トツに被害の大きかった宮城県石

巻市。復興が進んでいて説明を受けなければ気

が付かない程きれいな街になっていましたが、

新築マンションのすべてが 1階部分は店舗や事

務所になっており、住居は 2階部分から上｡とい

うのも 2階部分より上だと地上から約 10ｍの高

さになり、今回のような津波が来ても助かる可

能性が大きいからとのこと。また、所々に残っ

ている空地は帰ってくることができない状態の

方たちの土地。新築ビルの名称が「あした」と

あり、前向きに生きていこうという心構えを表

しているという説明には心打たれました。市内

の高台「日和山」から眼下の景色を震災前の写

真と比べながら眺めました。最後にガイドさん

が「ここで見た事、聞いた事を、帰ったら皆さ

んの言葉で他の方に伝えてください」と言われ

ました。具体的には何の援助もできない私達で

すが、伝えることはできますと約束してきまし

た。 

 

石巻から女川へ移動し、宿泊は「ホテル･エルフ

ァロ」。震災に遭った旅館・ホテルの経営者たち

が協力して造ったコンテナ利用のホテルです。

女川の駅前にあり、部屋は少し小さめですが、

綺麗で快適でした｡夕食に利用した商店街も全部

新しい街並、津波で流され、何も無くなった後

に建てられたことが良くわかります。駅前のほ

んとに狭いエリアでしたが、頑張っている様子

が覗われました。この日は石巻でボランティア

活動をしている方も加わり、楽しい夕食になり

ました。その彼女の言葉「3.11から私たちの環

境がずいぶん変わってしまい、心寄せ合う事の

大切さを教えてもらいました」

 
翌日はあいにくの雨。午後から鮭の遡上を見る

為にショップでドライスーツのレクチャーやブ

リーフィングを聞いて、車で 20分くらいの小さ

な川へ行きました。幸い雨は上がったのです

が、残念なことに時期が遅かったようで、産卵

に来る鮭は 5～6匹しか居なく、産卵を終わった

鮭の死骸がゴロゴロしていました。小さな白い

卵はあちこちに産み付けられていてつぶさない

よう注意して動きました。想像していたような

景色は見られませんでしたが、聞いていたより

水温が高く、寒さは感じませんでした。 

最終日は松島と塩竈。この日も雨で、こうい

う景色もなかなか見られないなどと負け惜しみ

を言いながら見物しました｡瑞巌寺をゆっくり見

て塩竈へ。魚市場でマグロと筋子でおいしいラ

ンチを頂き、塩竈神社へ行きました。雨上がり

の青空のもと、素晴らしい紅葉に癒されまし

た。今回のツアーで震災にあった方たちの苦労

が少しわかったことと、皆さん前向きに一生懸

命元の生活に戻ろうと努力されていることが良

くわかりました。そして、忘れずに伝えていこ

うと思いました。 

  鮭の遡上を見る＆東北応援ツアー 
   宮城県石巻市と女川町のその後 

   2017年 11月 22日～24日 

レポート 603氏家友枝  
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早川さんの宇佐美 1泊 2日ツアー（宇佐美ダ

イビングセンター）に参加してきました。 

昨年に続き 2度目の参加です。 

心配されていた天気ですが、もう少し遠慮が有

っても良いと思うほどの嬉しそうな太陽が我々

をお出迎え。 

 昨年もゆったりしたダイビングでしたが､今年

は更に 1日目は 1ダイブとゆったりです。 

 1本目 ST10:52  MAX14.5  44分  

水温は上で 25度、下で 23度、下では少し寒か

ったのですが、全体的には思った以上に快適で

した。迎えてくれた魚達は、大小の沢山のネン

ブツダイがあっちこっちで仲良しグループ、 

（ネンブツダイ：大隅会長） 

シマシマなカゴカキダイ達、ひとりで颯爽と過

ぎてっいったメイチダイ、そっと顔を出して

我々を見ていた可愛いコケギンポ、 

（コケギンポ：川瀬和恵） 

「ボク見付かってないよね」とハナタツが枝の

ふりしてました。 

 

（ハナタツ：川瀬和恵） 

透き通るコウイカの幼魚は岩の下に隠れて、で

っかいカレイは岩の上でライト当てても知らん

ぷりでした。 

 

（コウイカ：川瀬和恵） 

 早川さんツアー名物、待望の BBQと良く冷え

たビール。 

加藤隆司さんの乾杯の音頭で宴のスタートで

す。 

美味しそうな牛や豚バラを網に乗せると、炭に

落ちた脂の煙が立ちのぼります。 

ウィンナーや野菜達も美味しくてお腹いっぱい

になりました。 

宇佐美 2日間 
 ゆったり潜って美味しいお食事 

2017 年 8 月 26 日〜27 日 

ツアー№1736 幹事 819 早川 直樹 レポート 838 市川 雅紀 
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宿泊はウィスタ

リアンクラブ宇

佐美。こちらで

もゆったりと、

広々としたこの

部屋を贅沢にシ

ングルユースなんです。温泉に入ったり休息し

たり自由に過ごしました。 

夕食が凄いんで

す。鮎のフリッ

ト、お刺身三種、

蝦夷あわびの踊り

焼き、牛ほほ肉の

プレゼ、白身魚の

ポワレ、水菓子ま

で 10種。 

 

翌朝食バイキングも品数が多くて、目が欲しが

るのに従うと食べ過ぎるので注意です。 

 天候は曇りで気温は暑すぎずに丁度良く、そ

れなのに水温は高めでした。 

1本目 ST09:35  MAX15.3  45分 

2本目 ST11:36  MAX14.7  45分 

水温は上で 27度、下で 24度、サーモクライン

を行ったり来たり。 

 迎えてくれたのは、アオリイカとコウイカ。

そして、出会ったのです。 

（アオウミガメ：大隅会長） 

大隅会長が合図をくれながら、重いカメラをぶ

ら下げて、走って行きます。その先にはカメ！ 

私も後を追い近づき、向かい側からサポート。    

宇佐美の海は最後まで楽しい大満足の海でし

た。

 

（昼間なのに産卵態勢？のヒトデ：大隅会長） 

 ランチは、ダイビングセンター併設の名物レ

ストラン「バリレストラン 海辺の Sayang」で

す。予め各々オーダー済みのバリ料理。ナシゴ

レン、シーフードカレー、ジャワカレー、ビー

フン、もちろんビール乾杯付きです。 

 

（食べログより） 

 2日間お世話になった幹事の早川さん、宇佐美

ダイビングセンターガイドの田中さん、最後ま

で色々と気遣いいただき、ありがとうございま

した。 

同行いただきました皆さん、楽しい 2日間をあ

りがとうございました。 

 

 

参加者（8名） 

 

005 大隅楠夫   038 川上秋子 

514 安部智枝   562 加藤隆司 

591 和田美代子  668 川瀬和恵 

819 早川直樹   838 市川雅紀 
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今年で 6回目となる渡嘉敷島・魚の生態観察ツ

アー、今までは台風に遭遇するケースが何度かあ

りましたが、今回はとても良い天気に恵まれ、渡

嘉敷のきれいな海でのんびりゆったりと魚の生

態観察ダイビングを楽しむことが出来ました。 

 

1．ツアー日程 

9月 3日：那覇泊港北岸高速船乗り場に集合。 

泊港北岸 16時 30分発「マリンライナーとかし

き」で渡嘉敷島へ。 

9月 4日～7日：渡嘉敷島でファンダイブ。 

9月 8日：渡嘉敷 10時発「マリンライナーとかし 

き」で那覇泊港へ、泊港からタクシーで那覇空 

港へ。空港で解散し各自帰宅。 

 

2．利用ダイビングショップ（内宿泊先） 

渡嘉敷島・シーフレンド（ペンション・シーフレ

ンド）ポイントも近く設備が整ったショップです。 

 

3．ダイビングスタイル 

①前日夜、翌日観察する魚について魚の生態に詳

しいガイドの内田さんの説明を受ける。 

②当日、ポイントに行き、あまり動き回らないで 

じっくりと観察する。また、時間を掛けて写真

を撮る。 

③夕食前のログ付け時、内田さんと共に撮影した

写真を見ながら魚の生態につて理解を深める。 

 

４．参加者のレポート 

627 小澤ユリ子： 2年ぶりの渡嘉敷ツアー  

お天気に恵まれ楽しむことができました。ハゼと

テッポウエビの共生、可愛いミナミハコフグ幼魚、

沢山のスズメダイ クマノミ スカシテンジク

ダイ、キンメモドキ、カメさん etc.可愛いお魚を

観察しながら、慶良間ブルーの海にのんびり身を

まかせ幸せなダイビングでした。数年前には静か

な島だった渡嘉敷が、観光客が増え騒々しくなり、

ちょっと残念な感じがするのは我が儘でしょう

か？ 

 

 

 
ハゼとテッポウエビが仲良く川の字に整列！

 
可愛いミナミハコフグ幼魚

 

      お食事中のカメさん 

 

648 江藤征雄：前回撮れなかったデバ（出歯）

スズメダイの名前の由来となった、下顎の犬歯状の

歯が前向きに突き出ている写真を撮ろうと粘りました

が、動きが早くて残念ながら出歯の写真が撮れず、ま

た、次回の課題となりました。 

 第 6 回渡嘉敷島・魚の生態観察ツアー  

                2017年 9月 3日～8日 

ツアーNo.1735 幹事：648江藤 征雄  レポート：参加者 
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    デバ（出歯）スズメダイの群れ 

サンゴ礁には小さな魚が群れています。今まで

は、小魚の群れで片付けていましたが、沢山の種

類のスズメダイ科の魚たちで、ガイドの内田さん

の説明を受けますが、まだ覚えきれません、それ

ぞれの魚の生態とあわせ、識別が出来るようにな

れば、サンゴ礁のダイビングが更に興味深いもの

になると思います。 

帰ってから図鑑と睨めっこで、名前と生態を覚

えるようにしています。 

 
それから、今回のダイビングで嬉しかったのは、

サンゴの子供があちこちに住みついているのを

見つけることが出来たことでした。頑張れサンゴ

の子供たち、たくましく成長して！ 

 

741 小幡美枝：「生態観察ツァーに参加して」 

4月、6月とサンゴの植え付けツァーに参加して 2

年ぶりの生態観察ツァー、新しいカメラに慣れ又体

調を合わせたいと思って、今回の日程が大潮ど真ん

中と言う事で前後日程を多く取りサプライズを期待

して参加しました。渡嘉敷といえば、トウアカクマ

ノミが住んでいる海人というポイントが有りますが、

中潮 2日目の 3日、大潮 2日目の 5日は卵の世話を

している様子を見る事ができました。 

かなり目もしっかりしていてそろそろ孵化するのか

なとエキジットしたのですが、3日後の 8日『中潮

初日』砂底で次の産卵床になるだろう小石の周りを

掃除していました。 

 
また、今回はアオウミガメ、タイマイに何度も遭

遇しましたが、藻を夢中で食するウミガメを近くで

見る事もできました。 

 

836 川田操：久しぶりのダイビングでしたが  

SDC のメンバーとケラマブルーに恵まれ最高の 

6日間でした。 

幼魚のかわいさが似ても似つかない成魚に 、大人

の姿見なければよかつた！と、思うのは私だけでし

ょうか？ 

 

5．参加者 

627 小澤ユリ子 648 江藤征雄  741 小幡美枝  

836 川田操   859 新山公男 

 7 



 

 

 

 

 

 

832 藤井 則芳 

参加者は、男性 2名、女性 4名の計 6名でした。 

そのため、ダイビングは１チームで陸での食事は

１テーブルと皆さん和気あいあいと楽しいツア

ーとなりました。 

ダイビングは、台風の余波の影響で南風が強く

波高でありましたが、予定どおり潜る事が出来ま

した。マクロ主体のダイビングで固有種のハゼや

エビ、カニ等を見る事が出来ましたが、元気なサ

ンゴの廻りを泳ぐ色鮮やかなスズメダイやハナ

ゴイ等の泳ぎを観ているだけで癒されました。 

特に沖合無人島のペスカドール島のダイビング

では、サンゴが元気で魚の種類、数が多く楽しか

ったです。 

それと、ハウスリーフポイントのイワシの大群

は想像していた以上の数の多さに圧倒されまし

た。長く続く群れの帯は迫力満点でした。 

 

宿泊先のホテ

ル廻りは、フィ

リピン料理や

イタリアン料

理など数多く

のお店があり

安価で美味し

かったです。海に面してオープンフロアのため心

地良い浜風が入り心地良く食する事ができまし

た。 

なお、お国柄か料

理の注文を出し

てから 40 分位待

たされる事は、し

ばしばあるよう

なのでアルコー

ルでも飲んで波

の音でも聞きゆったり待ってください。 

今回も思い出に残るツアーとなりました。また、

楽しい思い出作りのためにも次のツアーに参加

します。 

 

 

842 神﨑美治 

空港から山越えのでこぼこ道を丁寧な運転で 3

時間、その夜はホテルでぐっすり。ナイスなお部

屋にバスタブがないのにびっくり。 

モアルボアルは大阪の暑さを忘れさせてくれる

ほど過ごしやすく、海や街並み道路も清潔で、エ

ッ？ほんとにセブ？って感心しました。 

陸から 20ｍ足らずの所に浮きとロープが張って

いて、その先は底なしドロップ。子供たちやお客

さんへの気遣いなのでしょうか。 

午前中にはそのロープの下に何万匹（数えきれな

い）のイワシの群れがきて海面からも見える。水

中からだと太陽を遮るほどの圧巻。捕食魚、ナポ

レオンも来たけど濁りが残念。 

今回最初にカメラに納めたのは長さ 0.5センチ

のナマコの幼魚の擬態。サンゴ礁にいるヘチマの

ようなどでかいナマコにはお目にかからず、スト

ローの蛇腹のようなナマコがサンゴにびっしり。

ウェットにも。最初変わったウミウシだと思った

らちびなまこでびっくり。 

沖のペスカドール島

もぐるり周りがドロ

ップ。底見えません。

午前と午後で流れが

変わるのでフローし

ながら写真を撮るの

もよし、小魚の群れと一緒に流れるもよし。 

グルクンの幼魚の群れの中でゆっくり泳いでい

ると 1.5ｍくらいの棒状寒天の中にそろばんの玉

のように松の実がぶら下がっているホヤの卵が

流れてきた。光が当たって綺麗やなあとシャッタ

ーを押そうとしたら底から数匹のゴマモンガラ?

が来てあっという間に食い尽くされた。ホヤの卵

かわいそう。 

一日目、船に乗る時から 10センチくらいのかわ

いいクラゲがいっぱいいて夏の終わりはどこで

も一緒やと写真を撮っててびっくり。 

本体は小さくかわいいのに触手が 60センチも

あって感心してたらその日の晩から顔の右下か

モアルボアル 
 イワシの大群健在! 

2017 年 8 月 29 日〜9 月 3 日 

ツアー№1776 幹事 306 宮本節子 レポート 832 藤井則芳&842 神﨑美治&854 河井昌子 
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ら首にかけてぶつぶつが出てきた痒くはないけ

ど一週間くらいなおらなかった。 

小魚の群れとお別れにシャッターを切ったら

速攻逃げられて。いつもこの音に邪魔される。オ

リンパスさん何とかしてくださいよ。 

とりあえずカメラ下手はオリンパスさんのせい

にして。愛犬の毛で水没したり食い意地張ってイ

カにやられたりしましたが、大好物のスイカジュ

ースや酸っぱいシニガンスープ、一緒に行った皆

さんの笑顔にお腹一杯になって帰ってきました。 

そうそう、泳いでたら１ペソ落ちていました。シ

ュノーケルの人たちの落とし物らしい。金貨のほ

うが夢があるのに残念でした。 

 

 

 

854 河井昌子 

私にとっては初フィリピン、初モアルボアルで

した。 

開口一番、海に魅了されましたと書くところです

が・・・初めて本物を見たバンカーボートの美姿

にまず魅了されてしまいました。海中から見上げ

てもイイなぁ～でした。 

ダイビング中、見事に擬態したオオモンカエルア

ンコウの初の大きさにビックリ！ 

大きさと言えばサーディンボールにはただただ

圧倒されてしまい

ました。 

ジーっと見つめて

しまったのはヘラ

ヤガラとフグのペ

ア。ヘラヤガラは他

の魚に寄り添って

泳ぐと図鑑写真で見ていましたが、本当なんです

ね～、ピッタリおんぶされている様に泳ぐ光景は

初めて見ることができました(^^♪ 

今回のツア

ー中に☆祝

☆記念ダイ

ブがお二人

もいらっし

ゃるなんて

初めて。宮本

様850本・神崎様450本おめでとうございます。

ご一緒できたこと嬉しくてパワーを頂きました。 

最終日にはダイナミックなサンセット光景に包

まれながらの最高のディナー。私にとっては初め

てづくしビックリの連続でした。 

皆様いろいろお世話になりました。有難うござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者(6 名)  

070 河合貞夫  306 宮本節子 

805 吉田延子  832 藤井則芳 

842 神﨑美治  854 河井昌子 
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昨年サイパンで夫の散骨をさせていただきました。

今年は三回忌の法要＆ダイビングを しめやかに、楽

しく行って参りました。サンゴの森グループの河原さ

ん、名倉さん、祖父尼さんに参加して頂き本当にあり

がとうございました。 

サイパンに着いてから、名倉さんの 600 本記念と河

原さんのお誕生日のお祝いが日程の中、にあることが

わかり、ダイビング最終日に 三回忌、 600本 、お

誕生日 全部、まとめて楽しく打ち上げパーティーで

盛り上がりました。 

昨年、散骨に協力して頂き、今年も親切にストレス

フリーのガイドをしてくださった DivesiteWith の浦

澤さんにも参加して頂きました。 

夫も生前一緒にダイビングさせて頂いた皆様に供養

して頂き、また皆さんの元気な姿をみてきっと喜んで

くれたと思い心から感謝・感謝のツアーでした 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 618河原智怡 

サイパン旅行 小澤ユリ子さんのご主人三回忌 

皆さんに供養して頂きホッとした事でしょうね。私

も良い体験しました。 

私達 健康で元気だから人のお世話をすることがで

きました。 

私も散骨会に参加しているので、何時かお世話に

なります。 その節は宜しくお願いします。祖父尼

さん忙しい中参加有難うございました。私は帰る日

が誕生日でした。お祝いして頂き、有難う御座いま

した。 

小澤様三回忌、名倉さん600本記念、河原智怡誕

生日イベント三個重なり記念のダイビングでした。

有難うございました。 

※ 600 名倉三也子 

お世話になりました。三回忌？ 何の準備をして

良いのか分からず・・・ 

しかし皆様の手際の良さに感動!! 

そして私の600本記念有難うございました。事前に

お知らせするのは不謹慎かと思い黙っておりました

がとても素晴らしい記念になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 619 祖父尼倭子 

「サイパン散骨の三回忌法要ダイビングに参加して」 

グループ「サンゴの森」のお仲間の小澤さんご夫妻

のご主人が２年前に他界されましたが、ご葬儀への

参列もお焼香も出来ませんでした。 

この度 SDC618の河原さんから三回忌法要のお

誘いを頂き、参加させて頂きました。 

散骨というロマンチックな決断をなさったSDC627

の小澤さん、仏事に詳しい河原さん「サンゴの森」

の仲間の名倉さんの4人で、これまでに体験したこ

とのない素敵なダイビングができました。 

お天気は良いとは言えなく、流れ、風も少しありま

したが、現地で長くガイドをされている浦澤さんが、

三日間影響の少ないポイントを見つけてくださいま

した。 

 ホテルでは毎日お花（ホテルの庭に落ちているプ

ルメリアなど）とお線香を供え般若心経を唱えまし

た。お骨を埋めたポイント、テニアングロットでは

そのお花をそれぞれお供えし、それは薄いブルーを

帯びて神秘的に水面に向かって散っていきました。 

 

 

   サイパン三回忌法要＆ダイビングツアー 
 副 

2017 年 10 月 7 日〜10 月 11 日 

レポート 627 小澤ユリ子 
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サイパンの海の青さが心に残りました。 

サイパンのサンゴも、白化現象で雪が降ったと見紛

う有様でしたが浦澤さんのお話では、冬になり海水

温が下がるともとに戻るとのことでした。 

沖縄もそうなれば良いな… 

皆様 お世話になりました 

参加者 

618 河原 智怡   600 名倉 三也子 

619 祖父尼 倭子  627 小澤 ユリ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年新年号会報に同封されているＳＤＣカレンダ

ーが今回で10回目となります。 

スタート時は400部位いの印刷でしたが毎年増刷

されとうとう800部にも、嬉しい悲鳴です！ 

これはＳＤＣ以外の方たちにも広く配られていると

いうことです。 

「10年も良く続いたね～、偉い！」と私たちは自

画自賛、それを祝っての完成祝を横浜中華街で行い

ました。静岡から参加してくれた島尾さんを含めて

8名で美味しい中華とおしゃべりを楽しみました。 

「20周年記念まで頑張ろうね」と約束して解散し

ました。これからもこのカレンダーを楽しみにして

てくださいね。 

 

 
 

参加者： 006大隅、062 狩野、095加藤 

172島尾 302 福田、646 鈴木、 

708 藤形、843藤形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＣカレンダー 10周年記念 

打ち上げパーティ 
2017年 11月 21日 006大隅照子 

11 



 

 

 

 

 

湾内にイワシの大群が集まる所がフィリピンにある

という。“これは是非見に行くしかない”と思い今回

初めての石川ツアーに参加です。 

所はセブ空港から車で2時間半のモアルボアル。途

中トイレ休憩を入れながら結局約5時間のドライブ

になり夕方 7 時過ぎに到着しました。宿は総勢 21

人のため、2 つのホテルに分かれての宿泊。町はこ

じんまりとして昔の日本の田舎のよう。 

翌日いよいよダイビング。ショップは宿から歩いて

5 分のチキチキダイバーズ。ダイビングスタイルは

ショップの前のビーチからボートに乗り、ポイント

まで10分から20分の近場で、主に棚上にエントリ

ーして壁を見てドロップを流し棚上でエキジットと

いうパターン。透明度はいまいちの時もあるがサン

ゴが元気なポイントは魚も元気。いつまでもそんな

海であって欲しいです。 

        

 

 

 

 

 

ダイビング2日目3本目、いよいよイワシ玉（群れ）

を見にホテルの前の海へ。エントリーと同時にイワ

シの群れが行きかう。わあーっ、見れた。その群れ

にオキサヨリ、ツムブリなどが突っ込み、イワシの

編隊は形を変え、時には水面を暗くする。 

最終日のラストダイビングも全員の要望でイワシダ

イビングへ。 

好天でべたなぎの海でイワシを心行くまで堪能し大

満足のダイビングでした。 

 

 

今回利用のチキチキダイバーズの日本人ガイド、海

をこよなく愛する3人娘は笑顔がかわいくて、親切

で SDC のファンが増えそうです。シニアのわがま

まをよく聞いてくれてありがとう。 

 

また3人の方が記念ダイビングを迎え、最終日、シ

ーフードレストランにてケーキでお祝いをしました。      

ただ、食事は3食付いているのですが、昼と夜が同

じパターン。品数も少なく結局夕食は一回食べただ

けで、翌日から外のレストランへ食べに行きました。 

毎回美味しくいただきました。こちらも大満足。 

大人数のグループを幹事の石川さんはよく面倒をみ

てくださり、感謝です。ありがとうございました。    

感想 

 今回も経験の浅い私達夫婦は皆さんにご迷惑をか

けてしまうかと躊躇していましたが、皆さんの温か

いお心遣いで楽しませて頂きました（ありがとうご

ざいました）。 

出発前は「イワシ玉、アジ玉を見られればな～」程

度に思っていたのですが、なんと 11 本のダイビン

グで3本も見ることができ圧巻の至福の時を得まし

た。 

台風の影響もほとんどなく、すばらしいツアーであ

ったことを感謝いたします。 784 島村和夫 

 モアルボアルツアー 
 イワシ玉？壁を見に！ 

2017年９月１１日〜９月１６日 

 幹事 440 石川勝   レポート 685 池田しのぶ 
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感想 

今回は二度目のモアルボアルです。数年前に初め

て行った時よりもイワシ玉がずっと大きくなってい

て、凄い量で迫力満点。ダイバー誘致の為、イワシ

漁が禁止されたおかげとの事でした。 

アー、イワシ玉に巻かれたい！！ 

何度かイワシ玉に突入。でもイワシは敏感。近づき

も出来ない。結局願いは叶いませんでした（涙） 

今回のツアーは参加人数が多いと聞いていました。

そして初めてご一緒する方が殆ど。どうなる事やら

と思いつつの参加でしたが皆さん明るい、サッパリ

された方ばかり。直ぐに楽しくお話できました。 

帰りには初めの心配はどこへやら。次のツアー参加

まで申し込んできました。 

思い切ってツアー参加して本当に良かったです 

皆さんありがとうございました。123 河村啓子 

 

 

参加者 

038 川上秋子  123河村啓子  173 小元佳代子 

205 江田隆  212 布澤信子 287 石岡弘至 

310 戸塚明夫 354 横井康江 358 渡辺靖明 

440 石川勝  460 藤平三枝子 484 小林幸枝 

514 安部智枝  537奥原研二  600 名倉三也子  

619 祖父尼倭子 685 池田しのぶ 717 一木信子 

765 西島喜代子 784 島村和夫 785 島村正代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 1日 「響」新宿サザンタワー店で集合が、

新宿南口は3か所南口があり目的店に到着するまで

に、迷う。西口と違いオシャレなビルが立ち並ぶ、

その一角に小田急サザンタワー4Ｆに「響」店があり

16名が集まる。 

 今回のメインテーマは「これからは・・・・・」 

含みの あるテーマですが、皆本音で話す。年齢が高

い集まりですが「自分に今できる事」「これからでき

る事」等の情報と話し合い。 

朝出かける前にテレビで最高高齢のアプリ開発者、

若宮正子（82歳）さんが80歳でもまだまだできる

と日本文化をアプリで発信していると。 

年齢に関係なく、前に進むことができる。 

我々も身体と相談しながら、好奇心旺盛な仲間と共

に海に陸にと楽しもうと、次回を約束して解散。 

お世話役の皆様方有難うございました。感謝 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

会場の新宿サザンタワー店、「響」のランチはなかな

かのものです。 

飲み放題付きで 3500 円（クーポン使用）、お料理、

飲み物、共に味も量もシニアにはバッチリでした！ 

ここは役員会でも使っていて紹介されました。 

オ・ス・ス・メ！！     ＜大隅照子＞ 

 

＜参加者＞ 

・005大隅 ・006大隅 ・007大西 ・018坂東 

・038川上 ・085鈴木 ・124髙木 ・128平野 

・132岡野 ・141太田 ・146佐竹 ・190西谷 

・450竹内 ・640山崎 ・648江藤 ・717一木 

 

 

 

 

 

Ascending：浮上 

Breathe normally：自然に息をする 

Equipment：スキュバー機材。 

Clear your mask：マスクをクリアーする。 

Regulators：レキュレーター 

Pressure gauge：圧力ゲージ 

        （ダイビング英語用語集抜粋） 

ダイビング英語用語集 

   748 加藤 倭朗 

Dive computer：ダイコン。 

Compass：コンパス 

Low visibility：視界が悪い。 

Buddy：バディ 

Ocean Environment：海の環境。 

Ocean Currents：海流。Coast：海

岸。 

Waves：波 

 

 

 

第 11回「まだ潜りたい会」 

報告128 平野昌子 

Hovering：中性浮力 
Moving underwater：水中の移動。 

Water pressure：水圧 

Descending：沈降 

Equalize：耳抜きする。 

Equalizing：耳抜き 
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雨季のモルディブでしたが、比較的海況にも恵まれ

みなさんとてもパワフルで船上も賑やか！ 

 

ダイビング 1日目。 

まずは、リゾートのハウスリーフでチェックダイブ

をしてから、アリ環礁へ向け移動です。 

 

2本目は、バタラマーガへ。リーフ沿いを流しなが

ら、丸々と太ったグレーリーフシャークを観察。ホ

ソカマスはリーフトップで光をバックに群れていま

す。1畳サイズ？のナポレオンはダイバーと一定の

距離を取りながら、行ったり来たり。 

 

この晩はナイトマンタを狙いますが・・・ 

夜も大事な楽しみ^^ということで、20時のタイム

リミットを迎え、乾杯スタート！ 

 

ダイビング 2日目。 

アリ環礁西側の大きな根のポイントでダイビング。

緩やかな流れでしたが、魚影が濃い一本。クマザサ

ハナムロの群れやグレーリーフシャーク・マダラト

ビエイ。そしてここの目玉はオニハタタテダイの群

れ〜。写真映えする素敵なボディー^^エキジット間

際には、バラクーダの群れも登場し、大満足の 1本

でした。 

 

2本目はフィッシュヘッドへ。黄色い絨毯のベンガ

ルスナッパーと戯れることができるこのポイント。

今日はそれに加えて、ムレハタタテダイがいつも以

上にギュギュギュッと集まっていて、いい感じ。グ

レーリーフシャークもウロウロしてくれて、さすが

のフィッシュヘッド。 

 

3本目は、マンタ狙いでアリ環礁のマンタポイント

へ、タイミングも見計らったはずなのに…なんとマ

ンタなし。あれれれれれれー…ということで、クリ

ーニングステーションで待機していると、ガイドの

アスラムがマンタに扮して登場です！手にロングフ

ィンを取り付けて、クリーニングステーションに現

れたアスラムマンタを楽しんだのでした… 

今日は早めに宴会開始！ 

すると…浴衣姿で登場の島尾さん！みなさんから記

念ダイブのお祝いの浴衣のプレゼント！ 

石岡さんの浴衣もしぶくきまってナイスショット 

 

 

ダイビング 3日目。 

まずは、人気のクダラティラで 1本目。小さな根の

ポイントには、たくさんのダイバー…潮あたりも程

よい感じで、中層ではカスミアジ・ロウニンアジが

クマザサハナムロにアタック中。 

 

そこからジンベエサーチエリアへ。ドーニでサー

チ。来るか？来るか？と思いながらも現れず…。 

と、20分過ぎに正面からジンベエキタ〜！！ 

たった 30秒くらいのランデブーでしたが、全員で

バッチリジンベエを見ることができて、ホントよか

ったー！！ 

 
 

 モルディブ・ダイブサファリ 
 ソレイユ号 ジンベエ＆マンタ狙い 

2017 年 8 月 26 日〜9 月 2 日 

幹事 S41 横浜カンパニー 永吉拓也  レポート 505 永吉拓也 
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3本目は、リーフを流しながらのマクロダイビング

へ。砂地なのでハゼを狙いましょう！なんて話し

て、25分は砂地にべったり。 

 

ダイビング 4日目。 

まずは、通称ツバメウオの根でダイビング。緩やか

な流れで、潮あたりのいい所には相変わらずのぐっ

しゃりツバメウオ^^マダラトビエイも気持ちよさそ

うにホバリング中です。 

 

そこから、再度マンタ狙いで、クリーニングステー

ションへ。1枚また 1枚と続々増えてきて、7枚！ 

堪能しました！ 

 

そこから、Vaavu環礁に向け移動です。風も穏やか

で環礁越えもスムーズ。 

 

Vaavu環礁西側のチャネルポイントで潜り、夜はナ

ースシャークナイトへ。 

サンセットからエントリー。しかもエキジットまで

貸切で堪能できたナイト。特にこの日は桟橋下がぐ

しゃぐしゃしてました！ナースシャークにまみれ、

一緒に記念撮影も！ 

 

たくさんのカスミアジ・ロウニンアジがウロウロし

ている姿に大興奮でした。 

 

ダイビング 5日目。 

ダイビング最終日。まずは、チャネルダイビング。

残念ながら outカレントも緩やかな流れ。エッジ付

近を行ったり来たりしたチームは、アケボノハゼ

get！！リーフ沿いを流したチームは、ふらっとマ

ンタが登場！！ 

 

そこから北上して南マーレ環礁、カンドゥーマ。 

程よい outカレントでエントリー。潜行中から、マ

ダラトビエイやグレーリーフシャークがウロウロし

ているのが見えています。流されないように全チー

ムで着底完了！潮あたりのいいところにしばらくと

どまり、大物祭りを堪能しました。 

 

最終ダイビングは、スモールマギリ。ヨスジフエダ

イの群れで戯れた後は、マッコスカーズフラッシャ

ーを観察。マクロも楽しんだ最終ダイブでした。 

 

全 15ダイブ。みなさん、パワフルに潜りました！

ジンベエもダイビングでもスノーケルでも見ること

ができて、ほんとよかったー！！ 

 

人生最後のモルディブというゲストさんも… 

そんなこと言わず、また行きましょう！ 

 

記念ダイブ 

島尾さん3400Dive、豊田さん 2200Dive 

おめでとうございます！！ 

 

 

参加メンバー 

 172 島尾愛子  287石岡弘至   354横井康江  

  417豊田映子   505永吉拓也、 680玉村 馨 

  685池田しのぶ 723田中 彰  724田中紀久子 

 767椛島三枝子 816高師美恵子 830高田和男 
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昨年に続いて 2度目のキューバ訪問。昨年は

興味深いこと続出のツアーだったので、ぜひも

う一度訪れたいと思っていました。ご一緒する

仲間も見つかり、ＳＤＣでは珍しくもない三婆

ツアーとなりました。メキシコ沖地震やハリケ

ーンなどが重なり、ツアーが催行できるのか危

ぶまれましたが、幸い予定通りに行くことがで

きました。長い長い時間を飛行機の中で過し、

深夜にハバナ着。出迎えてくれたのは昨年と同

じドライバーのフランク。宿泊場所のカーサ

（民宿）も昨年と同じ。ちょっと懐かしい感じ

がします。観光 1日目は雨！ クラシックカー

で市内観光です。ガイドはとてもエンターテイ

メントな人で、歌、踊りが上手のみならず時々

見せてくれるマジックに目を見張りました。2日

目も雨！でも外に出るときは晴れて何とか楽し

むことができました。 

さて、肝心のダイ

ビング。1日目はやは

り海が荒れていて、

昨年潜って感動した

「ザ・ヘル」という

竪穴ケーブへ。光線

が美しい淡水穴で

す。2日目、ピッグス

湾・フィッシュコーブで潜りました。ここは広

い道路を挟んだ方側に淡水（塩混じり）ケー

ブ、反対側に海と 2つのポイントがありまし

た。ここはダイバーには有名ポイントらしく、

大勢のダイバーがいました。3日目はやはり海が

荒れていてダイビングは中止。 

4日目に

やっと

リクエ

ストし

ておい

た「プ

ラヤコ

ーラ

ル」に

潜ることができました。ハリケーンの所為かソ

フトコーラルがほとんどなくなり、少し寂しい

海になっていました。 

 マタンサス最終日はダイビングショップ兼カーサ

で夕食パーティー。大いに盛り上がりました。 

 

キューバの何に惹かれるのか、やはり人なのだ

と、誰に会っても長年の友人のように接してくれる

キューバ人の人柄にひかれるのだと思いました。機

会があったらまた訪れたいと思います。 

603 氏家 友枝 

経済封鎖されていただけに清潔ではあるけれ

どまだまだ貧しい国ではある。その代わり人は 

優しく、どこに行っても音楽が流れ陽気である。 

ゲバラとヘミグウエーそしてクラシックカー（乗

ったよ。）でも乗るより見てる方が楽しいよ。 

今回のダイビング

はハリケーンの影

響がまだ残ってお

り残念な結果だっ

たけど一回は経験

してもいいかも。最

後のパーティーの

ちらしずし大人気でした。  434 百瀬 由美子 

 

歴史がそのまま残されているキューバ！カー

サの窓を開けると世界遺産モロ要塞とハバナ湾

が広がるオールドハバナの町。ラム酒と音楽に酔

いながら、キューバの西半分を駆け巡り、毎日が

初体験のあっと言う間の楽しい２週間でした。も

う少し近かったら、また訪ねてみたい。なんだか

ホッとするキューバ！でした。 674 内芝 範子 

キューバツアー 
やっぱりサンババは楽しい 

2017年 10月 5日～17日 

ツアーNo.1740 幹事 S41永吉 拓也 レポート 603氏家 友枝 434百瀬 由美子 674内芝 範子 
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サンドウエーブ遠藤さんの企画による屋久島・薩

南ツアーに参加しました。 

屋久島が世界遺産に登録されて以来、行ってみた

いと思い続けていました。さらに薩南の孤岩、湯瀬

方面への遠征も有るのでワクワクで参加しました。 

ガイドは現地ショップ「潜り屋」の若くてイケメ

ンの大地君。後方ではサンドウエーブ下川さんがし

っかりと見守ってくれて居ます。更に船の上では船

長と遠藤さんがアシストしてくれて安心この上なし。 

1日目と 3日目の屋久島周辺でのダイビングは透

明度も良く穏やかな海で沢山のお魚たちが居ました。 

 水深 18ｍでアケボノハゼを見ました。（驚） 

沈んだゼロ戦の周りでは数種の巨大ハタが、逃げる

気配も無く悠然と泳ぎ、更にその周りを無数のスカ

シテンジクダイが視界を遮るほどに群がっています。 

いくら見ていても飽きない眺めです。 

2日目はいよいよ遠征!! 

1.5時間かけて薩南諸島に到着です。 

「湯瀬」「薩南硫黄島」で 3ダイブ。船長とガイドで

潮の流れや風を見て最適なポイントが決まるのに

少々時間がかかります。 

 「さあ、潜るぞ!!」と準備を始めた矢先、何と、

遠藤さんがカツオを釣り上げちゃいました!! 

そのためか、潜ってみると「お魚がいない!!!!」（笑） 

後でガイドの大地くん曰く「その先の流れを越せば

魚が居るのは判っているけど、危険なのでとても行

く気にはなれなかった」「魚が居なすぎて帰りたくな

った」とのこと。 

 期待を膨らませて入った 2本目では、ツムブリや 

ギンガメアジの群れ、少し遠くにイソマグロの集団

などゴーッと音がするほど大物ガッツリでした。 

 

3本目の硫黄島では海の様子がすっかり変わって

硫黄の混じった黄色い海を体験しました。 

海の中に溫泉が沸いているとのことですが日帰りで

は行けないそうで、『来年は硫黄島に泊まって溫泉に

入ろう』と皆で盛り上がりました。 

4日目は『屋久島ミニトレッキング』です。 

「もののけ姫」の舞台として有名な『白谷雲水峡』

を歩きます。 

屋久杉や何種類もの苔で覆われたうっそうとした

山道を 4時間かけて歩きました。結構な上り坂、足

場の悪い下り坂、沢を渡るなど普段の暮らしとは全

く違った空間で、達成感のあるとてもすばらしい経

験でした。（この日に屋久杉でお箸作り体験に参加し

た人もいました。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海の中以外では、笑いが絶えない賑やかで楽しい 

5日間でした。参加された皆さん有り難うございま

した。    （写真提供：都築和子 下川 誠） 

 

【参加者】    026 良縁寺悦子  357 佐藤 道子  

368石井 幸子  514安部 智枝    684 小林 孝子  

685池田しのぶ  733 林 賢子     753 都築 和子  

812松尾 幸代   847橋本淳子 

 屋久島ツアー 
薩南ダイビングと屋久島ミニトレッキング 

 2017 年 10 月 2 日〜10 月 6 日 

幹事 S26 遠藤 学  レポート 812 松尾幸代 
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 キューバ、喜寿記念、観光、ダイビング 

新年会で誘われ、10月 15日から 27日迄、こんなに

長い旅行と思いつつ参加。 

日本は台風で大変だったようですが、キューバ滞

在中は晴天に恵まれ幸せ。 

観光行く先々で陽気な演奏と、モヒート、ダイキ

リ、ピニャコラーダとキューバ独特の料理に舌鼓。 

滞在中のガイド、ドライバーはずっと一緒で、いろ

いろ気を遣って下さって幸せ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カサの朝食はどこもフレッシュジュースが・・おか

げで体調良好。 

夜はキューバで有名なミュージックとディナーショ

ー、みんなで舞台に上り楽しいひとときを過ごした。 

タバコ農家で初めての葉巻に挑戦？ う～ん 

トリニダでは世界遺産の石畳の階段に座りダイキリ

飲んで演奏を楽しむ、子供も大人もジルバ、サンバ

を踊り楽しんでいる。阿部さんと私踊りたかったけ

どチョット恥かしい・・日本人ですね。 

帰りは自転車タクシーで坂道を下る、石ころの道ガ

タガタきゃあ～怖いよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

マタンサスの朝はパン売りの声とニワトリのコケコ

ッコーで目覚める。カサのママ、いつも怒っている

ようなスペイン語で・・でもとても優しい方で 4日

間いろいろ気を遣って下さった。 

さてダイビングは・・ハリケーンの影響で打ち

寄せる波の中 2人掛かりで機材セットしていざ海

中へ波にもまれながらポイントへ、一本でギブア

ップ。 

翌日は初めての淡水ダイブ、3m位からエントリ

ー、なんとマウスピースを緊張のあまり噛み切っ

てしまったがすぐ対応して頂きヤレヤレ。鍾乳石

がライトに照らされて綺麗、動物の骨も発見され

た目印もあり凄い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 回目のケープは道なき道を 200ｍ歩き目的地

へ、ラダーの長いこと、でもステップになってい

てこれなら私も出来ると・・ずっとガイドと手を

つないで安心。こんな所にも魚がけなげに生きて

いる。自然って凄いですね。 

ケープダイビングは流れも無くゆっくり出来て

良かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      キューバ・観光とダイビング 
              5 つの世界遺産都市をたずねて 

2017 年 10 月 15 日〜10 月 27 日 

ツアー№1740 幹事 永吉拓也 レポート 146 佐竹綾子 572 阿部千衣子 
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マタンサスからハバナへ帰り、夜はトロピカー 

ナショーを見に行く。シャンパン、ラムコーラと食

事、いよいよキューバの歴史的なショーが始まり大

勢のダンサーが円形の舞台で所狭しと踊る、凄い迫

力、帰りは生憎雨、でもちゃんと迎えに来てくれ楽

しかったキューバの滞在も今夜で終わり・・ 

治安も良く、どこの店の店員さんも「コンニチワ」

と迎えてくれました。 

この旅行では体調を考慮してビジネスクラスで参

加したお陰で皆さんと行動出来て本当に良かったで

す。 永吉さん、阿部さん有難うございました。   

              146佐竹綾子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 成田からメキシコシティまで 14時間、待ち

時間 7時間、ハバナまで 3時間ようやく着いた。何

も下調べなく気持ちだけはルンルンしているけど何

が待っているやらである。翌日から日本とは別世

界、一度はこの目で確かめたいと思っていたアメ車

がゴロゴロハバナの市内を走っている。わけもわか

らずバチバチシャッター押しまくっていた。博物館

についてすぐモヒート飲んでしまった。ダイキリも

シャーベットが入っていて美味しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キューバは本州と同じ位、西側の 3分 1、1500キ

ロ～1800キロ走り、世界遺産 10個の内の 5個を観 

た。中でもサンタクララのゲバラ霊廟、列車爆破

で決定的に勝利が決まったというその展示物を見

てため息をついてしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフラが日本の 1960年代かなとの印象を受

ける。ネット状況は個人でカード買い、公園や広

場に集まって見ている。中学生がほぼスマホを持

っているのでこれにはびっくり、不思議な国だ。

教育と医療は無料。医師は日本の人口あたり 10

倍、外貨稼ぐため海外へ行っているとのこと。一

般家庭の政府から支給される給料は日本円で

5000円、広場では体育の授業やっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サルサ、ルンバ、チャチャチャなどどこへ行って

も生で聞けて陽気、日本人に対してもとてもフレ

ンドリー。老後どうしょうなどと考えず、家族的

なそれでいて自由に離婚し、前の家族と付き合

う。何だかリズムの中で生活しているキューバで

ある。10日間 9人乗りの車に運転手、ガイド

付、贅沢な旅を思いっきり味わった。永吉さん、

佐竹さんありがとうございました。 

               572 阿部千衣子                 
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2018 年度 SDC 同好会、地区懇親会・年間行事予定 

年間行事予定表は SDC の同好会、地区懇親会で年間の行事予定を立てて活動している会の行事を掲載

しています。会員の皆様の年間の予定を立てる際の参考にして下さい。 尚、年間行事予定表に掲載が無

い会（都度計画して活動している会）につきましては各会の幹事にお問い合わせ下さい。 

記載日程は 2018 年 4 月～2019 年 3 月末迄です。詳細は各会の幹事・世話人にお問い合わせ下さい。 

会名 日  程 行 事 内 容 幹事・世話人 

 

同
好
会 

海
釣
り 

4 月下旬 内房にて船釣り 

591 和田美代子 

725 堺 孝興 

7 月中旬 内房・金谷沖にてアジ釣り 

9 月～10 月 場所は未定 

 ※ 仕立て船が１０名迄なので先着順です 

グ
ル
ー
プ
・
サ
ン
ゴ
の
森 

4 月下旬 
石垣島 3935 プロジェクト（サンゴ植付）参加と石垣島の 

天然モズク摘み 
600 名倉三也子 

6 月中旬 チービシ SDC の根へサンゴ植付              

648 江藤征雄 

ANA 他主催・恩納村「チーム美らサンゴ」活動参加      

全国ダイバーとの懇親 BBQ パーティ出席 

活動参加後、沖縄本島中・北部でファンダイブ              

11 月中旬～ 

下旬 

町田市主催「まちカフェ」イベント出展準備 

グループ・サンゴの森、新年度活動計画打合せ 

12 月 2 日 「まちカフェ」出展。終了後打上げ懇親会 

1 月下旬 新年会 

年間を通し サンゴ研究機関の研究報告会・勉強会等に参加 

水
中
映
像
を
楽
し
む
会 

勉強会        

6 月、9 月、 

11 月、3 月 

今迄大勢の会員に参加頂いてきた水中映像発表会は、2017 年

11 月 26 日（日）開催の第 10 回をもって一旦終了とします。 

005 大隅楠夫 

302 福田孝子 

勉強会に関しては、今まで通り年 4 回（6 月、9 月、11 月、 

3 月）を予定しています（サイボウズにお知らせを載せます）。

勉強会の内容は、新しい会員の入会を期待して楽しみ方を考

えます。希望することがありましたらお知らせください。例

えば、撮影器材に関する情報、PHOTOSHOP による加工、

スライドショー、ビデオショーの作成など。 

ー
の
会 

フ
リ
ッ
パ 

4 月～11 月の 

 毎月 

辰巳国際水泳場 メインプール・ダイビングプールで開催。 

＊開催日時は約 2 ヶ月前にメールでお知らせします。 

参加希望の方はメール登録をして下さい。   

登録先：sdc205eda@aqua.ocn.ne.jp 

205 江田 隆 

講師 

030 杉本信也 

た
い
会 

ま
だ
潜
り 

年 2 回開催 

5 月頃と 

11 月頃 

毎回テーマがあって飲み会をやりながら情報交換を行い有意

義な時間が流れます。1 日でも長く潜れるようお互いに知恵

を出し合って元気をもらいます。 

006 大隅照子 

 お世話係 

坂東、高木、竹内 

関
西
呑
和
会 

3 月下旬（2018）

or 4 月初旬 
第 57 回呑和会 

306 宮本節子 6 月下旬 関西地区連絡会議開催。終了後、第 58 回吞和会 

9 月中旬 第 59 回呑和会 

1 月中旬 第 60 回呑和会「新年会」 

 

ご
近
所
の
会 

多
摩
・
武
蔵
野 

 
 

5 月連休明け 
新緑の西沢渓谷と日本三奇橋・甲斐の猿橋散策ツアー    

1 泊 2 日：西沢渓谷近くの川浦温泉のホテルに宿泊 

427 木村満男 
8 月 1 日 

高尾山ビアガーデンと相模湖花火大会 

（湖上の特等席で花火見物予定） 

12 月 27 日 忘年会 

の
会 

中
部 

6 月頃 北海道ミニツアー 
240 山本伸子 

11 月下旬 交流会を兼ね早めの忘年会 
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岩手県大船渡、三陸はまもなく 7年になる大震災で

大きな被害を受けた場所です。ズーッツと気になっ

ていた海。水温 19度の海に入る仲間はいなかった

が陸は 10人のダイビング仲間で周った。9月 25

日、水温 18.9度。ドライ使用。大船渡、浪板海岸

海岸沿いは巨大な防波堤の工事がまだ途中で大きな

トラックが走っていた。利用 DSは震災後ボランテ

ィアの拠点になった三陸リアス。古い防波堤沿いの

海の中はホヤ、メバルの幼魚などきれいだった。  

↓（クダヤカラの群れ） 

 

翌 26日、新幹線で新花巻駅到着の東京組 4人と花

巻空港到着の 4人、花巻在住の Wさん、総勢 10人

がレンタカー利用でわんこそばのランチから始まり

宮沢賢治記念館、夜は大沢温泉、湯治屋。昔 宮沢

賢治が生徒を連れてきたという宿で温泉三昧。 

お宿が修学旅行に来た気分になる楽しいお宿だった

 

↑（岩手牛の夕食を囲んで） 

 

↑(タイ、カオラックからの人たちと)  

翌 27日は震災で被害の大きかった三陸の海に。 

会議中、津波の被害で多くの犠牲者が出た役場あと

ではタイ、カオラックからのゲストと話ができた。 

 

↑（遠野 伝承園で語り部さんの話を聞く） 

続いて遠野、伝承園で語り部さんの話を聞き北上川

の流れのイギリス海岸、翌日は平泉金色堂、小岩井

牧場と周り岩手の冷麺をいただき解散となりまし

た。ツアーのあいだ食べて笑いまた震災のあった海

岸はその地に立つて言葉では置き換えれないものを

感じました。現地の情報と案内を抱えきれないほど

提供してくださった岩手の会員 Wさん、ドライバー

をしてくださった Kさんと Tさん。大金を預かって

会計を担当してくれた Sさん。参加の皆さんありが

とう。 

 東北 岩手の旅 
 震災後の海とわんこそば 

 9 月 25 日〜9 月 28 日 

レポート 240 山本 伸子 参加者 10 名 
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水中映像を楽しむ会～勉強会 

2017年9月20日＆10月30日 

544 海老原 新 

 

 9月20日に恒例の勉強会が江東文化会館第四研

修室にて行われました。11月の発表会が近いとあ

って9件の発表作品のリハーサル上映があり、好

い点、悪い点、修正すべき点、等々色々と意見が出

されました。11月の上映会までには修正されるこ

とでしょう。 

また、ツアー報告として2作品が上映され、大隅

さんの連作「トロパラ」と林さんの「冬の知床流氷

ダイビング」が紹介されました。どちらも力作で皆

の拍手喝采を浴びていました。 

会の後はオキマリの懇親会で締めくくりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月30日 本年最後の勉強会が板橋で開催され

ました。 

来月の発表会に向けての最後のリハーサルとし

て、前回の勉強会で指摘された点を改めた作品、並

びに新たに加わったものの12作品が評価の対象と

して上映され、良い点、直した方が良い点等々が話

し合われました。又、発表会での役割分担も決めら

れて来月の発表会の為の準備万端が整えられまし

た。 

尚、この10回目を区切りとして発表会は暫くお

休みすることになり、今後のこの会のあり様、方向

性及びスケジュールについて話がでましたが、結論

らしきものは出ず、何となく懇親会に移りました。 

懇親会では美味しいイタリアンとワインに満足

し、お開きとなりました。 

 

水中映像楽しむ会～発表会 

 

 

 

11月26日調布市文化会館で第10回発表会が か

れました。プロの水中写真家大方先生をはじめ 

82名の方が出席され、17作品が上映されました。最

近は動画を取り入れる方が多くなりました。 

★プログラム 

 

特に注目された作品は、タツノオトシゴのハッチアウ

トを撮った林さんの「愛の賛歌」です。オスがメスか

ら卵を受け取り、自分のお腹でふ化させ、その小さな

命を、お腹の小さな穴から鉄砲玉のように海に打ち出

すようすには感動させられました。発表会後は近くの

中華料理店で懇親会（46名の参加者）が開かれ、大

方先生から、一作品ごとに丁寧なご講評をいただきま

した。この発表会は今回で終りですが、皆さんから是

非続けて欲しいとの要望が強く、いつか又復活すると

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

1 サンゴの森にて  741 小幡美枝 

2 Ｌｅｍｂｅｈ  807 菊池玲子 

3 南国のパラダイス 544 海老原新 

4 コモドへ行こう 646 鈴木麗子 

5 駒ばあちゃんの海中ショー 213 今澤恵子 

6 生える 302 福田孝子 

7 珊瑚礁の魚達 449 大石和明 

8 愛の賛歌 687 林 保男 

9 彩に魅せられてパート２ 572 阿部千衣子 

10 寄り添って 006 大隅照子 

11 千葉勝山小さな生き物探し 806 菊地三男 

12 岬の果ての楽園 641 今枝淳平 

13 ＥＢＩ ＫＡＮＩＣＳ 699 岩﨑八重子 

14 ＳａｒｉＤｉｖｅＪｅｔｔy 738 木藤伸行 

15 海での癒し色彩を追いかて 128 平野昌子 

16 一期一会  005 大隅楠夫   

17 Ｓｅｎｉｏｄｉｖｅｒｔｗeets 472 高木忠雄  

 

2017年 11月 26日 

449大石和明 
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今夏の蒸し暑い夏を吹き飛ばそうと・・・暑気払

いです!  京都ホテルオークラの「チャイナテラス桃

李」にて、ビアテラスの開催。当初はタイトルどお

りテラスにて飲食しようと思っていましたが、この

暑さで風も生暖かい、熱中症にでもなったら大変と

クーラーの効いた店内に変更しました。 

まずは、やはり生で一杯! チャイニーズプレート

に盛られた品々・・・さすが中華で有名なお店、紹

興酒が美味しかった! 

お馴染みの顔ぶれ、そして久しぶりの方もおられ、

元気な様子でのご参加にとても嬉しい気持ちでした。 

ビールと紹興酒で話しが弾み、プレートだけで足り

ないお食事はオプションにて注文、どんどん盛り上

がります。何と言っても海の話しとなるとみんな輝

き出します。思いは遠く海の上・・・・ 

今回は A さんのご紹介で K さん、ダイビングに

興味があり、是非やってみたいのでその集まりにも

参加させてほしいとの要望があり、ご参加していた

だきました。興味深くお話しを聞いていただいたよ

うです。仕事がひと段落したら頑張りたいとのお話

しでした。 

皆様ご参加有難うございました。 

 

 

参加者(13名) 

070 河井貞夫 181 平山英子 184 岡本剛亮 

252 上田満彦 305 宮内弘人 306 宮本節子 

470 池田孝雄 508 安積 信 678足立公平 

805 吉田延子 832 藤井則芳 851 紀 貞子 

ゲスト 小林美恵                

 

 

  

 

  

♪街の明かりがとても綺麗ね横浜 ブルーライト横

浜♪ 今回も横浜港でナイトクルージング楽しんで

きました。 

顔ぶれも毎回同じでなく、初参加の方が4名来て

くれました。18時30分出航すると、みなとみらい

の夜景が相変わらず輝いています。 皆さまの一言

コメントも楽しく、ダイビングの話、日常の話、仕

事の話など、皆が話し終わる頃、タイミング良くバ

ンドの方の登場。 昔懐かしい曲の数々に、気が付

けばほぼ全員踊ってる！ 普段踊る事など無いので

生バンドに合わせてダンスも楽しいものですね。こ

れが若さの秘訣でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてあっという間に下船となり、楽しかったク

ルージングも終了。 今回はバンドがとても良かっ

たです。 演奏も良かったし、サービス精神旺盛で

皆をのせてくれたりと、時間がもっと欲しかった。 

体をあんなに動かして若い時を思い出してしまい

ました。 日野さんの86歳でもまだ参加しようと

する気持ち感服しました。（413 野崎光子）  

港の夜景も良かったけど、バンドの音楽＆ダンス

が良かったですね！ 久し振りにディスコの時代を

思い出して踊ってしまいました。（766 鈴木一雄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

呑和会第 55回「ビアテラス」 

2017年8月22日 

世話役：306 宮本節子 

第１２回「海を愛でる会（横浜）」 

2017年 9月 27日・横浜港 

“マリーンシャトル”ナイトクルーズ 

 世話人 713 福間百合子 
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多摩・武蔵野ご近所の会で、初の 1泊 2日の旅

行を行いました。行先は渓谷と紅葉の美しさで有

名な甲府市の昇仙峡と「ミレーの美術館」として

親しまれている山梨県立美術館です。 

総勢 8人、みなさん普段の行いが良い人ばかり

と見えて、2日間とも絶好の行楽日和で紅葉と絵

画と温泉をのんびり、ゆったり楽しみました。 

もちろん、行く先々でワインを飲みながら。 

 

§昇仙峡紅葉観賞 

9日、新宿8時半発の特急あずさで一路甲府へ、

八王子からの乗車組もいたので、甲府駅のホーム

で集合し、ジャンボタクシーに乗り途中宿泊ホテ

ルで手荷物を降ろ

し身軽になって、昇

仙峡玄関口の長潭

橋へ。 

長潭橋から昇仙

峡の緩やかな登り

道、約 6 ㎞のコース

を美しい紅葉や奇岩・奇石を眺めながら、写真を 

撮ったり、おしゃべりしながら、とにかくゆっく

り・のんび

り散策し、

通常１時

間 15分と

言われて

いるとこ

ろを倍以

上の時間

をかけて、楽しみました。日本の滝百選にも名を

連ねる「仙娥滝」を眺めながら、階段を登り滝上

エリアへ。 

滝上のレストラ

ンで甲州名物ほう

とう鍋を食べて一

休み。昼食後、ロー

プウエイに乗り山

頂パノラマ台へ、 

富士山遥拝所から雄大な富士山を眺め、さすが

日本一の山と改めて感動。 

§宿泊は甲府の迎賓館「常盤ホテル」 

甲府の湯村温泉にある創業 80有余年、アメ 

リカの日本庭園専門雑誌『ジャーナル・オブ・ジ

ャパニーズ・ガーデニング』で、3位にランキン

グされている、美しい日本庭園を有し、昭和天皇

をはじめ多くの皇族が宿泊され、「甲府の 迎賓館」

と言われている「皇室御用達」の常盤ホテルに宿

泊。温泉に浸かったの

ち、美味しい夕食と甲

州ワインを頂きながら

会話が弾み楽しいひと

時を過ごしました。 

 

§山梨県立美術館で絵画鑑賞 

翌朝、バルビゾン派の巨匠ミレーの「種まく人」な

どの作品が展示されている山梨県立美術館を訪れ、絵

画鑑賞を行ました。畑に種をまく農民が、画面いっ

ぱいに力強く表現されている「種まく人」は何度

見ても見応えがある作品です。あいにくミレーの

落穂ひろいは 3月中旬迄フランスに貸出中で見る

ことが出来ませんでしたが、館内をゆっくり見て

回り、芸術の秋を感じることが出来ました。 

帰りは甲府駅近くのワイナリー・サドヤでワイ

ンを試飲＆購入して、駅ビルで遅い昼食を取り、

始発の特急かいじに乗車して帰路に就きました。 

§参加者の一口コメント。 

＊「多摩・武蔵野ご近所の会・昇仙峡ツアー」

に遠くて近い？？越後湯沢から参加しました。 

2 日間秋晴れと、楽しいお仲間に恵まれ、色さま

ざまな紅葉と奇岩を堪能し、久々にゆったりと時

を過ごせました事、感謝いたします。これで、超

寒〜い冬場を頑張れそうです。 （047竹腰憲江） 

＊20年ぶりの昇仙峡でした。紅葉の季節に訪れた

のは初めて。天候が良く、写真も沢山撮れて幸せ

な 2日間でした。      （838市川雅紀） 

＊紅葉が真っ盛りで、お天気もホテルも最高！

翌日は美術館やワイナリーまで、ゆったり回り 

極上の小旅行でした。    （419村上あい子） 

（参加者）   047竹腰憲江、173小元佳代子、 

419村上あい子、427木村満男、514安部智枝、 

632遠藤秀子、 648江藤征雄、838市川雅紀、 

多摩・武蔵野ご近所の会  

昇仙峡紅葉観賞と山梨県立美術館絵画鑑賞の旅  

2017 年 11 月 9 日～10 日 

幹事 427 木村満男   レポート 648 江藤征雄 

 

 

 

 

                （ 2017年 9月 3日～8日） 

ツアーNo.1735  幹事：648 江藤 征雄  レポート：ツアー参加者 

 

ツアー№9999 幹事 999 ＸＸＸ ＸＸＸ レポート 999 ＸＸＸ ＸＸＸ 
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１．はじめに 

 今回はダイバーや、水族館を訪れる子供たちの間

で、可愛い～！と大人気のミナミハコフグ（幼魚）

を紹介します。 

（写真は 627小澤ユリ子さん撮影） 

２．名前の由来と特徴 

私はハコフグ科ハコフグ属に所属しています。 

箱型の体形からハコフグですが、ミナミは暖かい南

の海に住んでいるのでミナミハコフグと名前が付い

たものと思います。英名も Yellow Boxfish で和名

と同様、体形を表す素直な名前で違和感はありませ

ん。 黄色のサイコロのような体で、口は可愛いお

ちょぼ口、体表には多数の黒色点をちりばめていま

す。幼魚のうちは、みんなに可愛い、可愛いとちや

ほやされています。成長するとお世辞にも可愛いと

言えなくなるので大きくなりたくないです。 

それから、体色が黄色（黄金色）でサイコロのよ

うな形をしていて、私に会うと、良いことがあると

言われて「幸せの黄色いサイコロ」とも呼ばれてい

ます。ハコ（金庫）に黄金がたくさんに溜まるかも！ 

 ３．日常生活 －運転が上手いです― 

 群れるのは嫌いなので、主にサンゴ礁の岩場で、

独り暮らしをしています。根が臆病なものですから

外敵が現れたら岩陰に直ぐに隠れてしまいますので、

ダイバーの皆さんも私を探すのは大変かと思います。 

毎日の食事は小型甲殻類やゴカイ類、貝類などを

食べています。 

あまり自慢することもありませんが、私の特技は

尾鰭を使った独特な泳ぎ方をすることです。体形が

体形なだけにスピードを競ったら、いつも他の魚の

後塵を拝しドンケツです。しかし、姿勢を上手に制

御して泳ぐことは得意です。  普通の魚は尾鰭を

左右に振るだけですが、私は、尾鰭を自在に曲げて

スピードや方向を制御します。急ぐときは尾鰭を真

っ直ぐにして水の抵抗を最小にして速度を上げて移

動します。ブレーキを掛けるときは写真のように尾

鰭を直角以上に曲げて水の抵抗を増やしてブレーキ

をかけます。また曲がるときは適度な角度に曲げて

方向転換します。上の写真は尾鰭を体につくくらい

に曲げ（尾鰭が無いように見えます）急ブレーキを

掛けたところです。このように尾鰭を自在に曲げて

泳ぐ姿はユーモラスでとても可愛いのでよく観察し

て、是非動画に収めてください。それから、私の体

は箱型で一見水の抵抗が大きいように見えますが、

おちょぼ口から胴体へ流れる線と、胴体からテール

への曲線は渦の発生を抑え水の抵抗が少なくなるよ

うにしています。世界的に有名な自動車メーカーが、

私の体形を模倣（バイオミミクリー）して、箱型で居

住性が高く空気抵抗が少ない低燃費車のデザインに

取り入れています。 

４．食べられますが注意して下さい 

皮膚からパフトキシンと言う、魚に対して影響力

が強い毒を出すので水槽で他の魚を一緒に飼うのは

NGです。肉には毒は有りませんので食べられま

す。味は美味しいです。但し、餌から猛毒のパリト

キシンを取り込み、内臓に蓄積している個体がい

て、食中毒を起こした事例もある要フグ調理師免

許の魚ですので食べる時は注意して下さい。それ

と、可愛い幼魚は観賞用なので食べないでください

ね！ 

           ミナミハコフグ（幼魚） 
 

レポート 648 江藤征雄  
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§箱根湯坂路ハイク（201７年9月９日催行） 

梅雨明け後なかなか晴天が続かずぐずついた毎日で

したが、幸い好天に恵まれ箱根登山鉄道の小涌谷駅

に集合しました。 

先ずは最初の目的地千条の滝。何時もとくらべ、水

量が少なかったのですが静かな滝を堪能しました。 

 

（千条の滝） 

浅間山までの登りは 40分。浅間山で昼食タイム。此

処から箱根湯本まで下り坂が続きます。最初は緩や

かな下りだったのですが、前夜の局地的集中豪雨が

有ったとかで山道はぬかって滑りやすく悪路の中、

皆さん難儀を強いられた山行になってしまいました。 

 
(湯坂路の長い下り) 

◎ お世話になりました №453松山順子 

先日はお世話おかけ致しました。 

ありがとうございます。天気に恵まれて何よりでし

た。 

日の経過とともに筋肉痛が増しています(笑）。 

◎ 筋肉痛 №544海老原新 

昨日は夫婦ともども大変お世話になりました。お礼

申し上げます。 

日頃の運動不足による体力の衰えが図らずも出た感

じです。 

十数年前に同じコースを経験していますが、その時

と比べると体力に相当の差があることをつくづく感

じさせられました。 

今日は足が痛くて、階段の多い我が家では辛い一日

です。多分明日も続くことでしょう。 

これに懲りず今後とも宜しくお願いいたします。 

 
(浅間山で) 

§狭山丘陵里山ハイク 

        (2017年 10月 14日) 

秋雨前線の停滞で雨の日が続き、残念ながら催行中

止となってしまいました。 

§昇仙峡紅葉バスハイク 

        (2017年 11月 8日催行) 

山梨県にある昇仙峡は全国観光地百選渓谷の部第一

位に選ばれ、日本一の渓谷美を誇ります。 

昇仙峡の見どころは、富士川水系の荒川の渓流と渓

谷沿いに見られる奇岩・奇石の数々です。それを代

表するのが覚円峰です。 

澤庵禅師の弟子僧侶覚円が畳が数畳敷ける広さの頂

上で修行したことが、その名の由来で、急峻で直立

180ｍあるとのことです。 

覚円峰に代表される奇岩は、花崗岩が風化水食を受

けてできたもので、オットセイ岩、大仏岩、寒山拾

得岩、浮石などユニークな名前がついています。 

仙娥滝は昇仙峡の最奥部に位置し、地殻変動による

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
 

① 箱根湯坂路ハイク ②狭山丘陵里山ハイク ③昇仙峡紅葉バスハイク 

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 
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断層によってでき、花崗岩の岩肌を削りながら落下

している滝で、落差 30ｍあるそうです。 

 
（勢いよく落下する仙娥滝） 

昇仙峡ロープウエイに乗って山頂のパノラマ台から

は右から八ヶ岳、甲斐駒岳、鳳凰三山、北岳をはじ

めとする白峰三山、そして富士山の雄姿が晴れてい

れば見られます。この日、残念ながら視界不良で展

望は叶いませんでした。 

 

（昇仙峡を代表する覚円峰） 

◎お世話になりました  №741小幡美枝 

昇仙峡紅葉ハイキング お世話になりました。 

紅葉 特に仙娥滝あたりとても美しくいつも新緑＋

温泉で秋もいいものですね。 

又すぐ近くの山梨ワイン王国でワインやブドウジュ

ース原液を購入していたのにロープウエイがあった

なんて初めて知りました。 

次回は１２月２日の景信山ですが、餅つきなので杵

臼せいろと荷物があるので車でもいけるのかな？と

勝手に判断してもうしこみましたが、そうではない

みたいなので少し足腰を鍛えておきます。よろしく

お願いします。 

◎美しい景観  №248若狭英彦 

 昨日は大変ご苦労さまでした。お蔭さまで暑くも

なく寒くもなく快適な気候の中、紅葉が進む美しい

景観の下で皆様と楽しく歩くことができ感謝してお

ります。有難うございました。 

◎紅葉もピーク  №413野崎光子 

お世話になりました。 

紅葉もピークでした。きれいで癒されました。費用

も信じられないくらい安く幹事さんが頑張って頂い

たおかげですね！しばらくぶりの昇仙峡でした。 

人気があったのでしょうね。満席の状態で驚いたこ

とにケーブルカーのところで森重さんが待っていま

した。びっくりでした。山梨にこされてもうお会い

できないのかなーとおもっていましたので。 

有り難うございました。  

◎紅葉もピーク  №026良縁寺悦子 

大変お世話になりました。最後に見た紅葉の赤いこ

と、真っ赤な紅葉に見とれてしまいました。 

目も膝も悪い私はひとりバスでゆっくりと紅葉狩り

をすることができました。感謝、感謝です有り難う

ございました。 

◎ 楽しい時間 №188森繁美智子 

素晴らしい紅葉、久しぶりに皆さんにお会いできて

本当に楽しい時間でした。ありがとう御座いました。 

 

(天然記念物の天鼓林) 

紅葉ハイクの帰りのバスでは恒例の酒盛り、それで

も心残りの人たちで、河合昌子さんの初参加祝いと

の勝手な言い分で、解散後の新宿でまたまた酒宴で

盛り上がりました。お疲れ様でした。    
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2017年11月22日 ウメ子の家銀座店で忘年会を

兼ねて第 4回散骨友の会が開催されました。 

この席で、次の様なことが決まりました。 

 最近海山での散骨も我々が散骨友の会を発足させ

た頃より大きく変わり、一般業者による散骨が色々

な所や形で容易に出来る様になってきている。 

 一方、実際の散骨に当たっては、ご遺族のご意向

に合わせることの難しさ等もあり、散骨友の会によ

る散骨を断念することにしました。 

◎ そのため散骨友の会を解散する。 

◎ 今後は、ＳＤＣ会員の散骨をＳＤＣ会員と一緒

に行いたい場合は、ご遺族がＳＤＣの BBS等で

直接会員に呼びかけて行う。 

 なお、散骨に関する情報が欲しい人は、ＳＤＣ総

会や新年会後の懇親会で情報提供が出来る様な方法

を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災津波の三陸の川に遡上するサケ 

2017年 10月 26日 

240 山本 伸子 

 

大船渡の海でお世話になったショップ、三陸リア

スの話で10月下旬から始まるサケの遡上の川に10

月26日再度お世話になった。目が慣れてくると岸

から見てもわかるほどの群れ。 

今年北海道をはじめ事件になるほどサケは不漁と聞

く。 

ドライスーツ使用、クマの気配に勘違いされない

ように下手からシュノーケル使用、フィンはなしの

姿勢で腹ばいになり匍匐前進のように近づき観察。   

メスが体を傷つけながら作られた産卵床の周りには

数匹の雄。 

台風通過後の川は水量が多めで流れていた。冷た

さを忘れてしまう光景だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原稿を募集して 

います！！ 
テーマ 「フリー」 です 

原稿の送り先は下記です。 

sdckoho2012@hotmail.co.jp 

 

広報にご連絡くだされば、テンプレートを 

すぐお送り致します。 

77号〆切 2月20日迄 

平成30年のＳＤＣ 

  スキー愛好会開催 
 

  今年も昨年と同様に上越のみつまたかぐら

スキー場でＨ３０年１月１７日から20日まで３

泊４日の予定で開催します。 

参加ご希望の方は宿の手配がありますので早め

にご連絡ください。 

記 

 

１． Ｈ30 年 1月 17日（水） 

午前 9 時半にＪＲ越後湯沢駅新幹線改札口集合

（送迎バス乗り場へ移動します） 

２． 宿：スキーの送り先 

３． 宴会、宿、リフト代は個人払い 

４． 解散：1月 20日ですが自由です。 

希望者の方はＳＤＣ４２７の木村満男 

m-kimura@mxi.mesh.ne.jp まで 

ご連絡ください。 

ＳＤＣスキー愛好会メンバーには別途メールで

ご連絡します。 
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散骨友の会解散 

元散骨友の会幹事 金井達雄 
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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 

1
8
7
4
 

4.16～4.21 

石垣島モズク摘

み＆サンゴ植え

付けダイブ６日間 

＊石垣島で午前中ダイブ、午後は天然のモズク摘み 

＊現地集合・現地解散 ＊初心者歓迎 ＊8 ﾎﾞｰﾄ 

＊ホテル朝食付き ＊希望者は八重山蛍の鑑賞ツアー

あり 

8 万 
600  

名倉三也子 

賛

助

公

認

企

画 

S
1
8
0
1
 

3.15～3.20 
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！＊ホテル 5泊・8ダイブ付き ＊1 名か

ら開催。石垣島ホテル集合。飛行機代金は自費！ 

19 万 ぷちアイランド 

S
1
8
0
2
 

 5.14～5.18 

トカラ列島 

口之島 

 

5/14 23：00鹿児島港出港⇒5/17 18：40帰港。黒潮本

流がぶち当たる海は野生の匂いがプンプン！マグロもロ

ウニンアジﾞもツムブリも規格外の大きさに圧倒！芽瀬で

は鮫祭り。＊鹿児島空港集合、宿泊・全食事・7 ﾀﾞｲﾌﾞ・飛

行機以外の全交通費付＊1名から開催 

25 万 ぷちアイランド 

S
1
8
0
3
 

 6 月初旬 
沖縄 

粟国島 

ギンガメのトルネードはもちろん、マグロが 200匹以上で

押し寄せる姿は圧巻、この時期の粟国の海は熱すぎます

＊那覇ホテル集合 ＊宿 3泊・全食事・7ダイブ・フエリー

代金付き ＊飛行機代金は自費！  

18 万 ぷちアイランド 

S
1
8
0
4
 

7 月初旬 
梅雨明け 

小笠原 6日間 

梅雨明けの小笠原は毎日べた凪なのでドンピカピーカ

ン。日帰りケータ列島遠征も可能です。小笠原丸往復 2

等寝台席ベットも快適です。 ＊交通費・宿 3 泊・6ダイブ

付 ＊日程は 1 月に時刻表が発表後決定します。 

20 万 ぷちアイランド 

S
1
8
0
5
 

7.13～7.１6 

8 月 
八丈島 

梅雨明け、そして真夏の八丈は海の色が最高の八丈ブ

ルー! ＊宿 3泊・飛行機代金・6ダイブ付き 

1 名から開催します。 

15 万 ぷちアイランド 

S
1
8
0
6
 

 7 月～9 月 
南伊豆 

神子元島 

伊豆でハンマーヘッドの大群に会いに行きましょう！ 

スキルと経験に合わせガイドします。 1 名からお好きな

日に開催しますが潮回りが合わない日がありますので要

相談！＊下田駅集合 ＊送迎・宿 2 泊・4ダイブ付 

7.8

万 
ぷちアイランド 

S
1
8
0
7
 

8 月初旬 

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（飛行機代金は自費） ＊宿泊

代・全食事・8ダイブ・現地全交通費付 

30 万 ぷちアイランド 

推

薦

企

画 

N
1
8
1
1
 

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 

 

 

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 

推

薦

企

画 

N
1
8
2
4
 

7.2～7.6 

奄美大島北部 

日数自由 

現地集合解散 

永吉・現地入り。期間中自由日数。 

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。 

(右記費用は 3 泊 4日 4 ダイブ・全食事付の場合の例) 

9 万 
横浜カンパニー 

Ｓ41 永吉拓也 

会

員

公

認

企

画 

1
8
7
3
 

3.23～3.29 
フィリピン セブ 

マクタン島 

セブ有数のﾘｿﾞｰﾄ地で自然保護区としても名高いオラン

ゴ環礁中心に潜る＊ﾌﾞﾙｰｳｫｰﾀｰﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄ (ﾂｲﾝ) ＊

成田発着・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ航空＊ﾌﾘｰ潜降できる方＊航空運賃・

現地送迎・ﾎﾃﾙ・12 本・朝食込み＊WTP（予定） 

16 万 544 海老原新 

1
8
7
2
 

5.12～5.19 

レンベ        

8 日間       

インドネシア 

フィッシュウオッチング・フォト派に大人気、生物の宝庫 

＊リゾート全客室プライベート温泉付 ＊関空・成田発着 

＊12ボート付 ＊滞在中全食事付 

24 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
 1 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
8
2
5
 

1. 8～5.28 

毎週月曜発 

トンガ王国でダイ

ビング 7 日間 

トンガ王国の巨大ケーブでダイビング＊成田・中部・関空

発着＊AOW以上＊最少催行 4 名＊最大 9 本ダイブ＊

朝食 4・昼食 4・夕食 3＊他日程アレンジも可（要問合せ） 

29.8

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
8
1
3
 

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
1
4
 

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
 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
 

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
 

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 

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
 

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 

30 



  

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
1
9
 

日本発着 

3.3～3.11 

大潮周り 

ラジャアンパット 

6泊 7 日クルーズ 

大潮周りのこの時期、ラジャアンパットの魚影が一段と濃

くなります！ムレムレの魚群はもちろんのこと、歩くサメ、

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
8
1
7
 

3.5～3.13 

インドネシア 

ラジャアンパット 

クルーズ 

9 日間 

ユーツアー チャーターだから出来る価格！ 

2016年進水レディデノック号で奇跡の海を廻るラジャアン

パットクルーズ *羽田発着 *16～20 ダイブ ＊全食事

付 

35.9 

 万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

Ｎ
1
8
0
1
 

日本発着 

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会員の皆様に潜っ

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
8
2
8
 

3.17-3.23 

トゥバタハリーフ 

クルーズ 

  7 日間 

ジンベエザメ、マンタ、ギンガメ群、バラクーダー群、ナー

スシャークと出会える 3 ケ月だけのダイビングエリア！ 

＊成田、関空、名古屋発着 ＊17ダイブ～18ダイブ ＊ 

全食事付。 

30 万

～ 

スポート 

ツアーズﾞ 

S14 西元君子 

N
1
8
1
8
 4.1～4.20、 

5.11～7.27 

の金曜日発 

インドネシア 

マラトゥア 

ﾅﾌﾞｺｱｲﾗﾝﾄﾞ 

ﾘｿﾞｰﾄ 10 日間 

リゾートチャーター機が新規就航！片道 3 時間のボート

移動が不要に。バラクーダ高確率のチャネルポイント目

の前。サンガラキ、カカバン遠征も。*羽田発着 *18 ボー

トダイブ ＊全食事付  

32～

33 万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

N
1
8
2
6
 

4. 1～8.31

毎日発  

ラパス＋イースト

ケープ（メキシコ） 

8 日間 

ラパス＋イーストケープ(カボ･プルモ/メキシコ)でダイビン

グ ＊成田・中部・関空発着 ＊最大 10本ダイブ ＊朝食

3・昼食 4 ＊早期申込み割引有 

26.5

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
8
2
7
 

4. 1～8.31

毎日発  

コスメル島＋カン

クン（メキシコ） 

7 日間 

コスメル島＋カンクン･セノーテ(メキシコ)＋ジンベエ･スイ

ム ＊成田・中部・関空発着 ＊最大 8ダイブ ＊朝食 2・

昼食 3 ＊早期申込み割引有 

27.8

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
8
1
5
 

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
2
0
 

日本発着 

4.21～4.28 

コモド諸島 

5泊 6 日クルーズ 

ベストシーズン到来！4月のコモドは半年間のﾘﾌﾚｯｼｭ期

間を終えます！陸の景観は雨季を残しておりフレッシュ。

とてもいきいきした水中景観をお楽しみいただけます。＊

航空運賃込み（入境料別）＊全 13本＊同性相部屋 

予定

価格 

33～ 

35 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

N
1
8
0
8
 

日本発着 

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 

N
1
8
1
6
 

5.13～5.18 
プエルトガレラ   

6 日間 

マクロ生物の宝庫 フォト派ダイバー向けツアー      

＊成田・中部・関空発着 ＊最少催行 2名 ＊12 本 

＊朝食付 ＊他日程アレンジも可（要問合せ） 

14.5

万～ 

トラベルネット 

サービスＳ５８ 

  森下亮一 

N
1
8
2
1
 

日本発着 

6.16～6.23 

北エリア中心 

コモド諸島 

5泊 6 日クルーズ 

いつもと違ったコモドを楽しみたい方！透明度 20m～、

水温 28℃～、北へ足を延ばしてのルート取り。ムレムレ

の魚達。数百匹集まるカスミ玉！流れを避けてエントリー

＊航空運賃込み（入境料別）＊全 13 本＊同性相部屋 

予定

価格

33～ 

35 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

N
1
8
2
2
 

 日本発着 

6.23～6.30 

大潮周り 

コモド諸島 

5泊 6 日クルーズ 

大潮周りのこの時期、中央～北コモドエリアをメインとした

ポイント選び！水温は比較的暖かく、寒さを気にせずに

楽ちんダイビングを堪能できます！ 

＊航空運賃込（入境料別）＊全 13本＊同性相部屋 

予定

価格

33～ 

35 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

31 



前号（75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 

77号ツアー計画書の締め切りは 2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
2
3
 

日本発着 

10.20～11.1 

アンボン～ 

バンダﾞ海 

10泊 11 日 

ｽﾍﾟｼｬﾙｸﾙｰｽﾞ 

アンボンから出航、バンダ諸島を巡る超レアクルーズ。面

白生物の宝庫アンボン、外洋に出れば大物回遊魚も！

運が良ければハンマーリバーにも出会えるかも。 

＊航空運賃込（入境料別）＊全 26本＊同性相部屋 

予定

価格

63～

65 万 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 
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タグの  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://sandwave.jp/2017/11/6217/ 
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://www.ｓ-diving.jp/ 
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  www.Iextours.jp 

メキシコ／バハカリフォルニア専門店の当社はこれから

もラパス､イーストケープ（カボブルモ）でのダイビングを

格安でご提供しますが､3 年前よりトンガ王国のホエー

ルスイム＋ダイビングを専門的に手掛けており、一昨年

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 :03-3525-8383 

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 80224, 

Denpasar Selatan , 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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ですね 
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（セボン関内
第 2ビル）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 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 1-7 

相互半蔵門ビル 2 階 

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 

                 編 集 雑 感 

★明けましておめでとうございます。2018 年新年号もお手元に届いて、お餅、ミカンを食べながら見てく

れていることを広報一同願っています。昨年も SDC の皆様の励まし、沢山のご協力を頂きました。 

 よちよち歩きの 2 回目の編集長ですが、一応仕上がった時の喜びは年甲斐もなくヤッターマンの気分！ 

 今年も皆様と共に沢山の感動を味わいたいと願います。           572 阿部千衣子 

 

★編集委員になって 2 号目、まだ戸惑う事が多い初心者編集員です。 

でも皆様からの楽しいツアー記事をいち早く読ませていただけるのは嬉しい役得です。 

楽しい記事、常にお待ちしています。                   838 市川雅紀 

 

★何もしていないのに、お正月が来てしまいました。あっという間の 1 年ですね。少しでも元気なうちに

釣りを楽しみたいな~と思っています。独り立ちできるバーバにならなくては！ 668 川瀬和恵 

 

★あけましておめでとうございます。最近のダイビングを基本にした、同好会の幅広く、レベルの高い活

動に、強いパワー感じます。同好会間の交流ツアーも誕生しています。伝えたいこと！共有したいこと！

ぜひ広報にお寄せください。                       684  内芝範子 
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八甲田の蔦温泉の蔦沼へ行ったらバッチシの紅葉の写真が撮れました。 

立ち並ぶ外国人の皆様の三脚の間から手持ちで遠慮しながら撮った１枚です。 

 

 

 

 

 

真赤なウミトサカの中から見つめる瞳がユーモラスで印象的な 1 枚！  

245 今村 孝 

 

「蔦沼の紅葉」 

 

撮影日 2017,10,24  

撮影地 蔦温泉「蔦沼」  

撮影機材 

 ｱｻﾋﾍﾟﾝﾀｯｸｽ K7 

434 百瀬 由美子 

 

イソコンペイトウガニ 

 

撮影日 2015,10,16 

撮影地 レンベ 

カメラ OLYMPUS TG-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レッドシーの固有種です。10cm 弱くらいの大きさで、色がとてもきれいで目が可愛い。 

何枚か撮った内の 1 枚です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かなり臆病なハゼらしく巣穴奥に入ってなかなか出てきてくれませんでした。 

粘り勝ちの最後の 1枚です。現地のガイドさんによると久しぶりの全身写真だそうです。 

603 氏家 友枝 
 

ストライプト  

アンティアス 
（レッドシー 
フェアリーバスレット） 

 

撮影日 2014,7,14  

撮影地 レッドシー  

THOMAS REEF 

カメラ OLYMPUS TG-2 

172 島尾 愛子 
 

「ホムラハゼ」 
  

撮影日 2017,11,3  

撮影地 高知県柏島 

カメラ OLYMPUS TG-4 



 

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：2018 年 12 月 9 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 


