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今年も冬晴れの穏やかな日に新年会が開催さ

れました。 

翌日は雪に見舞われたことを思うと、ＳＤＣに

とって幸先の良いスタートになりました。 

インフルエンザの大流行ということで心配もし

ましたが、ＳＤＣパワーで多くの会員の皆様に

御参加いただきましたこと、心より感謝申し上

げます。 

 今年から会場が「有明ワシントンホテル」に

変わりましたが、11 時受付にもかかわらず時間

前からご参集いただきまして、12 時開会時には

皆様が全員着席されました。さすがです。 

写真等

の展示テ

ーブルに

は、有志

の会員手

作りの作

品等を各

種展示し

ていただきまして、皆様が手に取り、お持ち帰

りいただきました。ご協力ありがとうございま

した。 

 今年の新年会には、総数 115 名（会員 102

名、来賓・賛助会員 13 名）の多くの会員皆様

に参集をいただきました。 

12 時、司会の海老原様の巧みな話術で、新年

会の開会となりました。 

初めに大隅会長の挨拶をいただき、その後、

来賓であり、賛助会員であります水中造形セン

ター「マリンダイビング」副編集長「後藤ゆか

り様」より、御挨拶をいただきました。 

その後、来賓の減圧症予防研究者「今村昭彦

様」から、『ダイブコンピューターと減圧症』

の講演があり、氏の熱い思いは予定時間をオー

バーさせましたが、減圧症になっていただきた

くないという熱弁に、参加された皆様も、時間

の経過を忘れて聞き入りました。 

乾杯は

ＳＤＣ

最高齢

の「渡

辺靖明

様」の

力強い

乾杯のご発声でお待ちかねの宴会がスタートし

ました。 

「お腹が空いたね」「飲めるね」。皆さん食欲全

開状態でした。 

2018 年 SDC 新 年 会 報 告 

2018 年 1 月 21 日（日） 

総務 820 小澤 良一 
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一段落後、各

テーブル毎の

近況報告等の

歓談が始ま

り、広い会場

も賑わいで埋

まり盛況の新年会になりました。 

 

初参加紹介（6 名）及び挨拶では、司会者か

ら巻きが入る程の熱いスピーチが。 

関東圏以外の参加者紹介では、呼ばれるたび

に元気なパフォーマンスが。 

賛助会員紹介（12名）及び挨拶では、またまた

司会者から巻きが、折角のアピールの場で申し

訳ございませんでした。 

宮本関

西地区担

当幹事の

挨拶、江

藤副会長

の挨拶を

いただい

た後は、

恒例の「みんなで踊ろう！減圧ソング」です。

今回は「海を愛でる会」でした。世話役の福間

様が、大きな物を持って受付に来たときは、何

だろう？と思っていましたが、中には趣向を凝

らした「被り物」が入っていたのでした。鯛や

平目やタコ等の様々な被り物で、会場全体で大

盛り上がりとなりました。次の総会では、どん

な「減圧ソング」になるのか楽しみですね。 

恒例の写真撮影は、ホテルを出て冬晴れの青

空の下で「はい、チーズ！」。 

 

パートⅡでは、各テーブルが賛助会員様のブ

ースとなり、企画ツアーの説明等がされまし

た。素敵なデザインのウエット等を持ち込み猛

烈なアピールされたり、ダイビングツアーの勧

誘の他、スキーツアー、お祭りツアー等もあ

り、ニーズが多様化して会員相互の親睦も幅広

くなりまし

た。 

「年の初

めで一年間

のダイビン

グ計画決ま

っちゃっ

た」、「ちょっと心配？」(笑)。 

会員の皆様、本当に元気ですねと再認識させら

れました。 

同ホテル 1階で開催された二次会も、40 数名

の多くの方がご参加していただき、パートⅡで

のお話しの延長で大盛況でした。 

本年も「個人の尊重と寛容」という行動原則

で、安全で楽しいダイビングを楽しみたいです

ね。そして、6月の総会では、楽しかったお話

と情報を共有していただけると嬉しいです。有

難うございました。 

 

 

 ２ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
797 安藤一女 
『初参加の新年会は、100人を優に超える人数の

参加と、発散される若々しいエネルギーに驚かされ

てしまいました。体調の面もあり一本も潜れなかっ

た昨年ですが、皆さまに負けないよう楽しんでダイ

ビングを続けられたらと思っています。ＳＤＣに

は、国内外のツアーが何時も一杯企画されていま

す。先ずは、暖かい島でのんびりダイビング！と思

っています。宜しくお願い致します。』 
 
863 奥村真一 
当日は、11 時開会と勘違いしていたので、10 時

半に着きました。 
なかなか始まらないので数人の方に話しかけたとこ

ろ、私よりかなり年上？の方々でしたが皆さん年な

ど気にしないような活動的な人たちでした。 
ちょっと圧倒されながら開会のテ－ブルにつきまし

た。その席の皆さんにもいろいろな話を聞くことが

できました。 
今年30数年ぶりにダイビングを再開する予定です。 
皆さんのお話、とても参考になりました。 
これからもよろしくお願い致します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
865 篠田和江 
昨年、松尾さん橋本さんのご紹介でＳＤＣに入会

し新年会に参加させて頂きました。とにかく私の知

るシニアのイメージをはるかに超えて、皆様お元気

で生き生きとして人生を楽しまれている姿を拝見し

て、元気と勇気をいただきました。ありがとうござ

います。これからもよろしくお願い致します。 
                        
870 板倉節男 
今村先生の講演は大変勉強になりました。 

ダイビングコンピュータを過信せずに余裕あるダイ 
ビングを心がけたいと思います。 
パート2ではどのように振舞えばよいか戸惑いま

したが、いくつかのツアー計画や同好会の活動を聞

くことができ、2次会まで楽しく参加させていただ

きました。 

お世話いただいた役員・幹事の皆様、ありがとうご 

ざいました。 

 

 

 新 年 会 に 参 加 し て 

 ３ 



 

昨年 5 月に開催されました今村氏の講演が、好

評のため新年会でも開催されました。 

前回と比べ短い講演時間のため、今村氏には無

理をお願いしてしまい申し訳ありません。それに

も拘わらず快く御快諾いただきありがとうござい

ました。 

 

私の理解の足りない部分も有るかと思いますが、

私なりにレポートをまとめてみました。 

講演冒頭では体組織についての説明がありました。 

 

体組織には、窒素が貯まりやすい組織（早い組織）

と、貯まりづらい組織（遅い組織）がある事。 

早い組織は窒素が貯まるのも早いが窒素が抜ける

のも早い。遅い組織は窒素が溜まるのも遅いが窒

素が抜けるのも遅い。 

 
 そのような体組織を幾つかのコンパートメント

に分けてダイコンが考えてる事。 

上の図では12のコンパートメントに分かれてい

て、左側ほど早い組織（1番左でハーフタイム5分）

で、右側ほど遅い組織（1番右側でハーフタイム480

分）です。 

（ハーフタイムって何？と思われるでしょう。 

ハーフタイムとは、そのコンパートメントに窒素

が半分に達する時間の事ですが、特に意識しなく

ても大丈夫です。） 

 意識していただきたいのは、その各コンパート

メントの一つでも満杯（100％）になってしまうと

デコが必要になる事です。 

因みに図（赤枠）では左から5番目のコンパート

メントがかなり満杯に近づいているのが分かりま

す。青枠のNDLを見ることにより、この深度「15m」

に後 2 分居るとデコが出てしまうことも分かりま

す。 

 減圧症防止のためにはこのコンパートメントの

全てが安全マージンを取って 85％以内にすると良

いそうです。 

その為には以下のような事を理解し、配慮し実

行するようにしましょう。 

ここから要点です 

○ダイビングコンピューターが示すのは最大値で

あり、それさえ守っていれば安全というものでは

無い。 

○個々人、その日の体調、加齢、その日の気候など

によっても危険度が増す。 

○よって安全マージンを考え全てのコンパートメ

ントで85％以内を保つ必要が有る。 

更にコンパートメント右の方（遅い組織）では50％

を保つ方が良い。 

 

新年会講演 ダイブコンピューターと減圧症 
2018 年 1 月 21 日 

講師 今村 昭彦 氏     レポート 838 市川 雅紀 
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コンパートメント表示の無い機種（ほとんど

のダイコン）の場合、 

NDL5 分～10 分以上（浅い所では 20 分～25 分

以上）残すようにする。 

○水深 15m なら安心と考えがちだが、水深 15m に

長時間居る箱形潜水は危険。 

○リバースダイビング（前より後が深いダイビン

グ）は危険。 

○浮上速度は浅い場所ほどゆっくりと。特に安全

停止後に気をつけて、小さい泡（米粒大の泡）を追

い抜かないようにする。 

○複数回ダイビングを数日繰り返した時、あるい

は深いダイビングをした時の搭乗禁止は24時間と

する。（ダイコンには反映されていない） 

○何にちも連続して潜るときにはダイビングしな

い中日をもうける。 

 

 上図にも使用しました、氏が開発されたダイビ

ングコンピューター「IQ-850」は各コンパートメン

トが今どのくらいの％になっているかが表示され

るます。 

 しかし残念ながら「IQ-850」は旧モデルのため現

在は売られていません。 

 今後、氏の理想とするダイビングコンピュータ

ーが開発され、販売されることを願っております。 

 

 

熱心に聞き入る会員の皆様 

 

 

 

 

 

 

今村氏 

 

会員の皆様の安全なダイビングと、今村氏の更

なる御活躍を願います。 

タイトな時間の中を分かり易く講演くださりあ

りがとうございました。 

 

 

今回はスクリーンが2ヶ所ありました 
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5 月の喜寿展開催まで潜れまっせんでしたが、
閉会後は波佐間海中公園にメガマウスジンベエ
が入り数回。6 月からは小笠原・八丈島・伊豆
を一周、出雲・八丈を主人の釣りに同行し座間
味の秋祭りまで楽しみました。12 月潜り納めで
1100 本になります。 690 木谷治江 

  
  
 
 

 入会後一度も出席していないので、何時かは…と
思っています。      354 横井康江 

諸事情があり全くﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞに行けなくなりまし
たが、元気で働いております。いつも会報を楽し
く読ませて頂いています。047 竹腰憲江 

長い間潜れませんでしたが、来年はようやく実現
しそうです。欲は言わない、何処の海でも良いか
ら早く入りたいです。   055 鶴若富夫 

傘寿を迎えますます出不精になりました。 
062 狩野幸繁 

ゴブサタ!! 元気です⤴ 旅行予定のため欠席し
ます。一緒に飲んで歌いたいですね。 

132 岡野 博 

入会後早 19 年、最近はマクタンのリゾートで海
と陸を楽しんでいます。  287 石岡弘至 

ダイビングを引退して4年、体は元気で健康づく
りに努力しています。   294 三輪勝廣 

暫く潜ることができず残念！春から潜れるのを
楽しみにしています。 724 田中紀久子 

ダイビングは体力の限界を感じています。趣味の
洋蘭栽培を楽しんでいます。 

727 内藤季完 

来年からあまりダイビングに行けなくなりそう 
船旅を楽しむことになりそう。 390 金井達雄 

80 歳も見えてきた最近は楽なことが第一で魚も
見飽きたし、潜ることだけで十分という気持ちで
す。             406 立木博信 

ボホールで結婚、出産、一児の母になりました。 
おあいできる日を楽しみにしています。 

742 尾上未夏 

主人の体調が悪かったり、台風だったりであまり
潜れませんでした。     413 野崎光子 

SDC のお陰で年齢を気にせずダイビングができ
ることは嬉しいです。今年もいっぱい潜りに行き
たい。        627 小澤ユリ子  

伊豆大島でラダーの昇り降りで腰を痛め 11月 
まで潜れませんでしたが、今は全快しました。 

822 西川愛一郎 

右肩を痛めて1本も潜れませんでした。健康の有

難さを実感しました。  670 束田みちほ 

ＳＤＣ入会して 1 年 2 ヵ月、仲間入りして年間
100 本ダイブ、初めての記録です。 
楽しい一年でした。  851 紀 貞子 

体調を崩し、8月から潜っていません。退屈です。
酒も舐める程度です。  781 寺本 靖 

88 歳なりに元気です。今年で退会します。 
788 齋藤とわ 

腰痛に悩まされた1年でした。タンクを背負うの
が辛く1本も潜ることができませんでした。 

797 安藤一女 
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出席会員に平等に講演を聞く機会を与えてほし
いです。会場の後ろ半分はほとんど聞こえない。
私のように 5 年も後方にやられていると出席し
ても残念です。        537 奥原研二 

2018年も沢山のツアー企画があり楽しみです。 
関西のメンバーに感謝いっぱいです。 

805 吉田延子 

いつかぜひSDCの皆様とお会いして食事・ダイ
ビングをしたいと願っています。 

850 龍 慶子 

年々タンク器材を着けたままエントリー・エキジ
ットが難しくなり寂しいです。  

026 良縁寺悦子 



 

 

 

 

 

 

 4月のパラオ、9月のコモドクルーズと2回続け

て、ふくらはぎの肉離れや太腿の内出血を起こし、

女房からは水圧に耐えられない身体になっているの

ではと冷やかされていた。 
 11月28 日。9月の傷も癒え、居ても立ってもい

られず以前から気になっていた伊豆海洋公園の先、

北川にリハビリも兼ね潜りに行った。以前のリサー

チでは、ボートポイントでポイントまでは5～10
分ゲスト1名でも船を出してくれるとの事。 
お世話になっている富戸のイエローフィンのガイド

に連絡しワンツーマンで潜りに行った。 

  

まずはキンギョハナダイのお出向かい。伊豆のこんな

時期でも元気な群れが。曇っていて明るさがイマイチ

だったのが残念。 

  

岩場や海底ではイロカエルアンコウやマツカサウオ、

オハグロベラやホウボウが。これらは日本近海種(温帯

域)の魚なのか、伊豆のダイビングでしか見たことがな

い。これらを見ていると伊豆で潜っていることが実感さ

れる。ホウボウのヒレの開いているのを見ると、若い頃 

の海釣りで釣り上げた時、ヒレを広げて上がってきたと

きはヒレがこんなに綺麗な魚もいるものかと、また船上

でボーボーと鳴いていた（ホウボウの名の由来とか）の

を思い出す。 

  

他にもフリソデエビやオルトマンワラエビ、クダゴンベ

やアカホシカクレエビ等など 

  

 

  

今回の収穫はオハグロベラのⅠ種とハナキンチャク

フグを写真に収めることができたことである。 

当日の海況は気温、水温共に18℃、若干のうね

りも有ったので2本で切り上げたが海中はまさに

パラダイスであった。 

これから冬にかけてはウミウシ類も海をにぎやかす

ようである。 

北川の海も捨てたものではない次回が楽しみであ

る。            

 晩秋の東伊豆・北川 
 ～海の中はパラダイス～ 

2017 年 11 月 28 日 
          レポート 624 阿久津 省一  
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 昨年は公私ともに忙しくて、なかなか伊豆方

面へ潜りに行く機会が作れなかったが、2日間続

けて休みが取れることになったので、TATSUMI に

申し込んだところ、凪が心配だが、まあとにか

くいらっしゃいといいうことになり、一人で出

かけた。 

1日目はボート、前日まで凄い風が吹いていた

とかでその名残か、結構な波高の中を御黄金へ

向かう。親方から珍しい海老がいるよと言われ

て少し深場まで行った。29メートルあたりに

「ハクセンアカホシカクレエビ」というカクレ

エビの仲間が4匹真っ白なイソギンチャクの間

に見え隠れしている。大きさは4センチくらい

で透き通った体にはっきりわかる白線で、写真

も撮りやすかった。イソギンチャクモエビも何

匹かいて、ダイコンの数字を気にしながらも、

ゆっくり眺めることができた。深度を上げなが

ら潜っているとシラコダイの群れに遭遇！マン

ボウは？と探したがいない。ログ付けの時にも

マンボウの話になり、あれだけシラコダイがい

たらマンボウだっていても不思議はないんだ

が、ここでは見たことがないとのこと。残念。

安全停止の時にその代わりといっては何だが、

珍しいテヅルモヅルが3つ 4つへばりついてい

て面白かった。 

2本目は馴染の沖の根へ。イサキの群れや、メ

ジナの大群に驚きつつ、沢山のソフトコーラル

が見せる景色に感動して、やっぱり伊豆の海は

いいなと、改めて思った。この日は親方とマン

ツー。 

昼食はいつもはTATSUMIでいただくが、この

日は親方と松崎のステーキ屋さんへ行き、美味

しいランチを二人で堪能した。 

2日目。黄金崎公園ビーチへ。天気予報による

と夕方から雪になるかもということで、早めに

終わらせようと朝一番でお願いした。8時にビー

チに着くと、管理のおじさんが今日は貸し切り

だよと言った。確かに誰もいない。早いせいか

と思ったが、何時まで経っても誰も来ない。こ

の日もタケさんとマンツー。 

ネジリンボウは相変わらず近くまで寄っても

出ていてくれるし、ハナタツや、カエルアンコ

ウなど探しながら潜った。大きなアワビにびっ

くりしたり、ごろごろいるサザエにも興奮した

り、寒さを忘れて潜っていた。 

 

名前の通り大きなオオウミウマやコウイカな

どと戯れ、楽しい2日間のダイビングを終え

た。2日間ともガイドとマンツーなんて、めった

にあることではない。とてもラッキーな安良里

だった。帰りも心配した雪にはならず、無事家

に着いた。 

 
きれいな海でしたよ！！ 

冬の西伊豆・安良里 
 寒かった～！ きれいだった～！ 

2018 年 1 月 31 日～2 月 1 日 
レポート 603 氏家友枝  
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昨年 10 月、永年の友人が亡くなり、悲しさと寂

しさの日々を過ごしていたある日、何となく見てい

たＭＤ誌、座間味島のアットホーム的なダイビング

ショップが目に留まり、いつも計画性のない旅の虫

が騒ぎ出し、早速メールをしてしまいました。 

ショップからは、「何時でもどうぞ」と嬉しい返信が

あり、10 月17 日～22 日の予約をしました。飛行機

も船も手配をしていただけるということで、準備OK

と思って心待ちにしていた出発3日前に、8月以来

の台風が接近する恐れが．．．。ショップと打ち合わせ

を数回しましたが、結局行くことにしました。 

泊港では、スコールに襲われましたが出航し、座間

味島に到着した時には、雨も上がり蒸し暑い感じで

した。その夜は、座間味の夜を満喫しました。 

 翌日は、台風が来るの？という快晴のダイビング

日和、3ダイブを終えて感想として、シニアダイバ

ーには優しいところというイメージでした。 

夕食後、ショップから、どうやら台風が直撃しそう

だということになり、明日帰った方がいいというこ

とで、いろいろ考えましたが、帰ることにしました。 

翌日も快晴のダイビング日和でしたが、飛行機が飛

んでも船が欠航するということで、後ろ髪？を引か

れる思いで帰り船。案の定、台風は21日に直撃し

ました。 

 台風一過で、またまた虫が騒ぎ出してメールする

と、11月1日～6日は大丈夫とのことで予約しまし

た。すると、またまた台風情報で唖然としましたが、

なんとか台風は通り過ぎてくれました。飛行機の手

配をしていなかったので、シニア割を使い前日夜に

沖縄へ、一泊3,600 円の宿に泊まり、翌朝、今度こ

そと泊港から座間味島へ。 

今回は、座間味島ファン感謝月間ということが目的

で、土曜日の夜、集会場（晴天ならば、港の広場で）

にてお祭りを楽しみ、大満足のダイビングひとり旅

でした。 

ＭＤ誌の1月号に掲載されていますが、エイサー太

鼓踊り、ドリーム・ガールズ、ざ・まみーず、フラ

ダンス、相撲ダンサーズ、お楽しみ抽選会等があり、

言葉は悪いですが、田舎のお祭り騒ぎのようで大盛

況でした。ショップの奥様がお祭りの主役のようで、

フラダンス、ざ・まみーず、ドリーム・ガールズ等

に出演していました。今年もファン感謝月間に行き、

アトラクションに参加したいと思っています。（ショ

ップのご夫婦が、参加することは大丈夫と言ってい

たので(笑)） 

 ショップはアットホーム的で奥様は美人、宿泊代

金もダイビング料金も比較的安く、夫婦手造りの料

理も美味しくいただきました。ポイントは港から近

く、流れの速いところもありますが、透明度も良く、

１ダイブ毎に港に帰るので、ゆったりとしたダイビ

ングが楽しめました。 

偶然に見つけた座間味島のダイビングショップで

すが、大物・小物も楽しめますので、これからもお

世話になりたいと思っています。 
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座間味島ダイビング日記 
 

2017 年 10 月 17～19 日、11 月 1～6 日 
820   小澤 良一 



 

 

 

 

 

 

昨年末、ＳＤＣに入会し、今回が初めて参加する

ツアーでした。モルディブに行くのも初めて。成田

からコロンボを経由し、夜、モルディブの首都マー

レに到着。すぐ目の前には港があり、既にダイビン

グボートが迎えに来ていました。 

「広～い」「大き～い」船は私達の貸切でした。

そして沖を進むこと20分、今度はメイン船に移動

し、またまた驚き。「大きい！！」「豪華！！」「ウ

ソみたい！！」シミランのオレンジブルー号しか知

らない私はもう大興奮。その後、思わぬ落とし穴に

落ちることも知らずに……。 

さて1日目、何となく想像

とは異なる空模様。 

1本目をそれなりに楽し

み、朝食後、いざ2本目と

いうときになんと肝心のダ

イビング船のエンジンがか

からなぁ～い！スタッフは急きょ町まで部品を買い

に行くことに。そんなハプニングがありましたが、

実はロングフライトの疲れを感じていた私達は思わ

ぬインターバルにほっと一息。却って良かったか

も。この件ではどなたからもクレームは出ませんで

した（皆、同感だったのかも！）。その日はスコー

ルも降ったこともあり、1本で終了となりました。 

その後は無事にエンジンも直り、順調にダイビン

グ。特に心に残ったことはジンベイザメポイントで

のこと。 

「敵機襲来！！」とばかりに鐘が鳴り響き、スノー

ケルでジンベイザメと並走！それも勿論凄かったけ

れど、何より感激したのはジンベイザメそのものよ

りもタンクを付けてのジンベイサーチ。17人のチ

ームプラス4人のガイドで大編隊を組んで泳ぎ、そ

れはそれは壮観でした。 

メイン船はあと3か月でリニューアルというだけ

にちと古い。トイレは排水が悪く、いつもヒヤヒヤ

させられるし、ドアを閉めると勝手に鍵がかかって

しまうし……。しかし、リニューアル後はグレード

アップするそうなので、斯うご期待!!勝 

それから食事もちょっとね～、う～ん、ダイエッ

トにはとても良いと思います……。 

 

スカーッと晴れることもなかったけれど、マンタ

やジンベイザメにも会えたし、ダイビング自体はま

あまあでした。 

 

帰国する日に限って晴れ渡り、「これぞモルディ

ブ!!」といったお天気に。なによ、今更！！ 

……なんてことを書いてみたけれど、無人島に上

がってのディナーはとても素晴らしかったです。隣

のグループのフランスから来た若い女性が「日本

人？本当？」と言って喜んでくれましたし、『キャ

ンディキャンディ』の歌を唄い始め、私たちも一緒

に大合唱。世界に誇る日本のアニメ文化の浸透を身

を以て感じる、良い体験をしました。 

ダイビング最終日。ここでリーダーの石川さんに

ハプニング発生。なんとツンデレなウツボが彼に恋

をしてしまったようなのです。彼女ったら石川さん

がモルディブを去るものだから思わずガブリ!!う

わ！痛そう～。モテモテなのも考え物ですね～。 

とにかく今回は貸切ボートでの旅でしたので、皆

で心置きなく楽しめたこと、それが最高に良かった

です。 

 

参加者（18名） 

440 石川勝      460 藤平 三枝子  472 高木忠雄 

484 小林幸枝    654 田谷千衣子   684小林孝子 

740 庄司米子    753 都築和子    761 田中恵美子 

765 西島喜代子  770 小山千香子   784 島村和夫 

785 島村正代  796 田口清美      817 船山浩志 

820 小澤良一  847 橋本淳子     865 篠田和枝 

   モルディブ ダイビングツアー 
 

2018 年 1月 22 日～1月 29 日 

幹事 440 石川 勝  レポート 865 篠田 和枝 
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 2015 年にラジャのロングクルーズに行ってから

ラジャアンパットをおもいっきり楽しむには時間が

必要と実感した。しかし長期のツアーはなかなか成

立しなくて、今年 2 年ぶりにHATIK 号で催行され

ることになった。 
 羽田～ジャカルタ～マカッサルと乗り継いでソロ

ン行きの飛行機の席に座っていたら白人の男性がニ

コニコしながら「Are you from Japan?」と話しか

けてきた。そこで 
初めて私もその男性が 
ノルウェーのセンヤで 
一緒にオルカスイムを 
したドイツ人のステ 
ファンであることに気 
がついてびっくり！ 
再会を喜んだ。彼はリゾートステイでラジャアンパ

ットのダイビングを楽しむということだった。こん

な出会いは初めてでとてもうれしかった。 
 私はダイビングを始めてから約 28 年、もともと

旅行が好きでその前からよく海外旅行に出かけてい

たが、一度もロストバゲージの経験がなかった。と

ころがです、ソロンの空港（すごくきれいな空港に

なっていた）でターンテーブルの動きが止まっても

私のバッグの一つが出てこなかった！幸いなことに

マカッサルから唐沢さんが一緒だったので調べても

らって次の便で送ってもらえる手続きがスムースに

進み、ひとまずHATIK 号に乗船した。 
 私の荷物が 14：00 頃にやっと届き、それから出

港したのでダイビングは 2 日目からスタートした。 
もう一つびっくりしたのはアンディがダイブドリー

ムインドネシアをやめてシーサファリに移籍してい

た。そして新しくレンベでガイドをしていた経験も

あるジョリーという若いガイドが乗っていた。少し

日本語が話せる。ダイバー8 人が 2 チームになって

ガイドは唐沢さんとジョリーが日替わり、みきさん

がアシストについてくれていた。 
 ミッソール島周辺のダイビング 
ポイントはソフトコーラルが素晴 
らしく水中お花見のようで見とれ 
てしまうほどだった。サンセット 
ダイビングでは3種のフラッシャー・ラスが大活躍。 

 
あっちでもこっちでもフラッシュしていて見ごたえ

があった。 
 ラジャの西側エリア 
にはマンタポイントも 
あり水面近くで捕食を 
していた。下から見て 
いるとマンタの影が水 
面に映って面白い光景 
だった。ここではイレズミフエダイの若魚にも出会

った。背びれが糸のよう

に長くのびていてきれ

いだった。 
            5 日目にはラジャのロッ

クアイランドが見渡せ

るペネムー島に上陸。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
316 段の木製の階段を上がると絶景に出会える。 
水中ではグルクマの大群に出会えた日もあり、大口

を開けて捕食する様子は本当に可笑しい。 
7 日目はブラック

チップリーフシ

ャークがワヤ島

のリーフに集ま

るというので出

かけたが生憎一

匹しかいなかっ 
た。でも浅場のエダサンゴにヨスジリュウキュウ

スズメダイが群れているのを見て大興奮だった。 
クルーズ最後のナイトダイビングで全身をだして

いるトードフィッシュを見られ、「ギーコギーコ」

という鳴き声まで聞くことができた。 

2017年11月25日～12月7日 

レポート172 島尾 愛子 
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733 林 賢子 
今回のダイビングは、偶然にも手ぶらダイビング

になってしまった。そう、22日の雪の影響で、成

田に荷物が届いてなかった。ホントはこんなこと書

きたくないけど、どうしても書けとの事。運送会社

が総ての費用を持つと約束してくれたので、成田で

水着２セット、ビーサン、化粧品(化粧水とクリー

ム)、シャンプーリンス。下着2セットＴシャツ2

枚。友人にアドバイスされて購入。とてもフラッシ

ュ状態の頭では考えられない！現地では、必要なも

のはすべて友人より調達。持つべきものは友人。感

謝感謝！ 

 1月29日朝。取敢えず起きたら、ミロにシリア

ルを入れてかき込み、龍馬よりボートに。勿論ダイ

ビング支度をして。6時出発。 

昨日までの天気はどこに？低気圧支配を感じなが

ら、20分揺れに揺れ、すっかり船酔い気分。早く

海に入りたいと焦りながら飛び込んで10分。全員

浮上！。ガイドのサキさんが、もっと近くに寄りま

しょうと、再度チャレンジ。10分の間に残圧120

になった人はタンクを変えて再チャレンジ。随分の

数の予備タンクを用意していたのにはびっくり。 

再度エントリーした海の中は、黒い壁のように魚た

ちが立ちふさがっている。まるで何かを見ているよ

うに、同じ方向を向いてびっしりとカラダを寄せ合

っていながら少しずつ移動している。余りの数の多

さに身震い。そのびっしりの中にもう一匹吸い込ま

れるように入っていく。 

群れの端の方から数匹離れて八の字を書くように動

き始める。数匹が巻き付くように互いに八の字を書

きながら、互いの間を動き回る。白い霧のようなも

のがあちこちに見える。ア・！産卵なんだ。 

あちこちで、グループが出来、産卵が始まる。何時

までも、何時までも。決まった筋書きがあるかのよ

うに、壁がうごめいている。 

宇宙の知らなかった一面をチョコット知ってしまっ

たような気持ちと、大きなため息。 

びっしりのバラフエダイを、サメがなぜ狙わないの

か？人間が多すぎてサメは下の方に沈んでいたとの

事。私たちがエキジットした後、どうなったのかし

ら。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不足しているもの無いかと聞かれれば、全てでも

あり無しでもあるような。デイドリームさんにはフ

ルレンタル料を半額にしてもらい、通常のダイビン

グと全く同じにダイビングを楽しんだ。成田に着い

たら、運送業者のえらいさんが、到着ロビーに名前

の旗をもってお出迎え。出した領収書をその場でお

支払いいただき、……もう少しお買い物すればよか

ったかな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    パラオ龍馬号・ツノダシの群れ 
        さらにバラフエ産卵・ツノダシ産卵行動に遭遇して 

2018 年 1 月 23 日〜1 月 31 日 
幹事 302 福田孝子 レポート 653 吉川富美子 733 林 賢子 758 若佐 勢 
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                758 若佐 勢 

 

1月27日、龍馬より下船しデイドリームのコロ

ールからの船に乗り換える。するとガイドに「今日

はツノダシの産卵狙いでいきます！」と伝えられ

た。ツノダシの群れ狙いで参加した龍馬クルーズだ

ったが、この先新たな展開が待っていた。 

ガイドが潮回りと流れを綿密に計算したタイミング

でエントリー。ブルーコーナーの突端に着底し2、

300匹のツノダシの動きを見守る。今までにないく

らい多く集まっている。壁沿いに右に左に急激に方

向を変え揺れ動く様は華やかにも見える。集結して

きた50〜60匹ほどのサメが周りを囲み、その距離

をじわじわ縮めていく。ツノダシは次第に行き場を

失いボール状にまとまっていく。そしてサメとツノ

ダシの緊張が最高潮に達した時、ツノダシの群れが

棚から離れゆらゆら上昇し始めた。塊のまま、時に

は川の流れの様に天頂付近にある太陽に向かい昇っ

ていくように見えた。それを一斉に追うサメはすさ

まじい。空中戦の戦闘シーンを見ているようだっ

た。この間10分程。見送ったダイバーたちは水深

20ｍから深い思いを抱えながらエキジット。そして

ガイドと共に大歓声。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群れを追いかけたガイドの話によると、水面近くで

ツノダシは角度を変えジェットコースターの様に猛

スピードで沖だしをしたそうだ。流れがあり、捕食

者の少ない沖で産卵するためにだ。しかし棚から離

れたら身を隠すものは何もない。無防備になったと

ころをサメは狙っていて、ほとんど捕食されるそう

だ。産卵への片道切符。ツノダシは子孫を残すため

命をかけ、サメは生き延びるため、のお互いの真剣

な営みを間近で見て、ただただ圧倒された。何故か

涙が出てきた。ツノダシの沖だしは季節限定の出来

事で、しかも時間が予測できるようになったのは最

近のことなそうだ。 

この時の思いを共有できるバディがいて、またその

晩夕食を共にした、感動を受け止めてくれるメンバ

ーがいたことに感謝する。 
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653 吉川 富美子 

後半の龍馬は、バラフエダイの産卵に続き、マン

タ（ほぼ「ナンヨウマンタ」）の捕食狙い。パラオ屈

指のマンタポイントのジャーマンチェネルへ・・・

前半のクルーズでは、クリーニングスティーション

で、優雅に泳ぐマンタを至近距離で観察、その傍ら

には威厳に満ちたグレイリーフシャークがウロウロ、

上にはオオメカマスの群れ！群れ！！パラオの海は

どこに行っても役者揃いであった。マンタの捕食は、

大潮前の午後、上げ潮時プランクトンの塊が水面に

上昇するときに見られる。4 本目のダイビング、午

後4時にチャネルの捕食エアリアを狙いでエントリ

ーした。数日前と違い透明度が悪く、既にダイバー

のがいっぱい！水面近くから急下降、急上昇するマ

ンタにつられ、ダイバー達も・・・ネットでは30 ~ 

50 枚のぐるぐるマンタの動画が見られるが、今回

は5、6枚のマンタであったが、大きな口を開けて、

海水ごとプランクトンを丸のみ、とても豪快な姿に

圧倒された。

 
ここ数年多くの魚達が特定の時期・場所に集まって、

集団産卵行動が話題になるパラオ、その数は、数千匹

から数十万匹と言われている。魚達の産卵の生態研究、

長年の海中でのリサーチの結果、いろいろな謎が解き

明かされてきており、今回のクルーズでそんなパラオ

の魅力を再認識した。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者（10名） 

302 福田孝子   310 戸塚明夫 

562 加藤隆司   610 白松礼子 

613 近藤敬比古  646 鈴木麗子 

653 吉川富美子  733 林 賢子 

758 若佐 勢   572 阿部千衣子 
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近場でのんびり潜りたいと思いフィリピンの  

アニラオに行ってきました。 
大物好きのダイバーは鼻も引っかけないサイトで

しょうが、私は何度行っても飽きない大好きな場所

です。 
成田から 5時間弱でマニラに到着。  

ショップの迎えの車で走ること2時間弱。 
数年前は3時間掛かっていたのが高速道路が延びた

のでずいぶん楽になりました。 
 ショップは「sunbeam」。 
目の前が海で、歩いて 20 歩ほどで船に乗り込め

ます。 
バンカーボートで 10 分～20 分のところに 30 を

超えるダイビングポイントがあります。ガイドは、

ウミウシ、ハゼ、甲殻類などなど、いろいろな生き

物を次々に見つけてくれます。そしてじっくり写真

を撮ることができるのも、余り腕の良くない私には

有り難いです。 
① 様々な小物が沢山居る。 
② それぞれのポイントまでが近い。（体が楽） 
③ 親子丼、天津丼など日本人好みのセレクトメニ

ューが有る。 
④ 3食付きなので夕食のため出かけなくてよい。 
⑤ 滞在中部屋、ラウンジ、海（ダイビング）し 
か行くところがないので、ゆったり・のんびりとし

た時を過ごせる。 
⑥ フィリピン人ガイドが、リクエストをすると 
一生懸命探してくれる。 
以上が私がお気に入りの主な理由でしょうか。 

 

 
 
 
 
 
 
また、200 本記念ダイブの方が居て、海中で記念

写真を撮り、夕食時には大きなケーキをサービスし

て貰いました。 
今回は『ビックリするほど大きくて岩と同化する

オオモンカエルアンコウ』 「アカククリの名前の

由来通りの『アカククリの幼魚』」『オリビアシュリ

ンプ』などなど珍しくて可愛らしい海の生物を沢山

見て写真に撮ることができました。 
 

 

 

 

又機会を作っていこうと思います。 
興味のある方、声をかけて下さい。 
 
参加者 

812 松尾 幸代  816 高師 美恵子 

865 篠田 和枝 
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2017年11月22 日～26 日 
レポート 松尾 幸代 

 



 

 

 

 

 

北緯60度のノルウエー北極圏、夜はオーロラが

空を舞う。1月半ば過ぎまで太陽が地平線の上まで

上がらず沈んでゆく。（2014～2017はセンヤ滞在） 

2014年：夜はオーロラを見ながら昼は道路わき

からオルカを観察。ドライ持参でシュノーケルが可

能と知る。（ボート同乗のDMがシュノーケル） 

2015年：1回目のドライでシュノーケル挑戦 

2016年：オルカのいた外洋でのシュノーケル。 

2017年：1日目外洋にて遭遇。2日目は嵐、港は

閉鎖、ボートは出ず。部屋の前の港でクジラが跳ね

たのを同行者は見る。ボートが出ないのならと桟橋

からシュノーケル。魚の群れとウニがたくさんい 

た。（タラの種類だったらしい）水中は興味深い。 

2018年：何の変化かわからないがニシンの群れ

の移動に変化がありホテルを北のトロンヴィクにと

るようにと連絡があり出発の1か月前頃までその方

向で考えていた。トロムソから50キロ。 

間際になり指示の場所がまた変わった。聞いたこ

ともないアルタに近いフィヨルドの漁師町。

 

（↑ 漁船の横でスパイホップをするオルカ） 

 
（↑ GO!GO!の合図でシュノーケル開始） 

海面下では暗い中にもはっきりと見えていた。↓ 

往路は送迎を頼み200キロの雪道をキャプテンの

車で移動。復路トロムソまでは沿岸急行船利用の3

時間強の船旅。到着までオーロラ出現の船内アナウ

ンスが数回あった。（↓船の上空を舞うオーロラ） 

 
現地からの移動の手配変更にも北極圏の田舎の視

察を繰り返してる手配を依頼したTICトラベルセン

ターに初めから終わりまでアドバイスをもらいなが

らの旅だった。「そこは視察に行った場所の近くで

景色抜群、オーロラも観察できるリンゲンに近いと

ころ、大丈夫です」何の心配もなく移動できた。復

路魔女の宅急便のモデルと聞くストックホルム旧市

街のアパートで2泊。再訪したい場所だった 

5回のノルウエー、毎回オーロラは現れてくれた。 

 北極圏オルカとクジラの海 
 5 年間の様子と 2018 年のオルカワールド 

2018 年 1 月 8 日〜1 月 18 日  レポート 240 山本 伸子 
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「アシカの子供と遊びましょ！」という誘い文

句でラパスのクルージングツアーに参加した時

の事。ラパスがどこにあるのかも知らないで申し

込み、ツアー行程を見てから「あ～遠いんだ・・」 
そんないい加減な参加者を乗せた船でのブリ

ーフィングで、ガイドさんの「大きなアシカ（ハ

ーレムのボス）には気をつけて！」の言葉にチョ

ッピリ緊張しながらもシュノーケルや100均で買

い求めたネコ用の遊び道具（棒の先にボールとヒ

ラヒラが付いている）で子供のアシカとじゃれて

楽しいひとときを過ごした。 
 

 

 

しばらくアシカと遊び、場所を移動して他のメン

バーがカメラを向けている所まで泳いでいくと、

大きなアシカがまるでモデルの様に沢山のカメ

ラの前でポーズをとっていた。後から行った私は

慌ててカメラで被写体を見るが、思うようにピン

トが合わず、「早くしないとアシカが逃げてしま

う～」と焦りながら何枚か撮った時に、「もうい

い？？」って声が聞こえた。「えっ？！」と顔を

上げるとそのアシカと目が合った。次の瞬間ポー

ズをとっていたアシカは猛スピードで泳いで行

った？！？！？！・・・ 
「気のせいだよ」って言われるかもしれないけど 
今でもその時の声と情景は記憶に残っている。 
今後もこの体験や感覚を大切にしてゆきたいと

考えている。 

 

 

そういえば去年の宇佐美で名前は解らない魚と 
真正面で向かい合った。お互いにしばらく動かな

いでいたが、目が合った相手から何か気配を感じ

はしたものの、メッセージは届かなかった。 
残念！ 
因みに宝くじやロトに当たったことはない（笑） 
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ラパスでの不思議体験 
 

2014 年 9月 

591 和田美代子 



 
 
 
 
 
  
例年に無い寒気が日本列島を覆っているとか。 
暖かいところに潜りに行っている方も多いかと思い

ます。 
そんな中、私は『まちさんぽ』を愉しんでいます。 

JR東日本「駅からハイキング」 東京メトロ「東京

よりみちさんぽ」が参加者呼びかけています。 
インターネットで検索するとコースや日程を検索で

きます。 

  JR東日本「駅からハイキング」パンフレット 

 
鉄道の駅が受付・出発地点です。 
受付でその地域の見所、文化や歴史の資料館、史跡

を巡るルートを示した地図をもらいスタートです。 
距離は8~10km 程度ですが、体調や興味によってシ

ョートカットも中断も自由です。 
参加費は無料。（コース内の施設で入場料が必要な所

に入場すれば費用が掛かります） 
公園で休憩するもよし、気に入ったお店でランチも

自由です。 
私は都内、千葉、埼玉など自宅から電車で2時間

程度で行ける日帰りコースに月に 1,2 回のペースで

参加しています。 
 電車代だけ払えば後は必要なのは自分の体力・脚

力だけです。 
健康的で知識や見聞が広がり、新たな発見が有り、

その上リーズナブル！そしてとにかく楽しい!  
といいこと尽くめです。 

 「こんな都会の中にこんな立派なお寺や神社が」

とか「この辺りにあの文豪が暮らしていたのか」 
    

 
       「築地本願寺」にて 

など、まちを歩くといろいろな面白いことに出会い

ます。 
 先日は「歴史と新しさを感じ、豊かな自然のまち

を巡る」と言うテーマで JR 中野駅周辺を歩きまし

た。          
3 月は「春を感じる大宮のんびりさんぽ」の予定で

す。『大宮盆栽美術館』がコースに組み込まれていま

す。日本の盆栽は今や世界的に注目されているそう

です。その盆栽の世界に浸ってきたいと思います。 
 愉しみながら沢山歩いて健康を維持し、いつまで

もダイビングができる体力で居たいと思います。 
   

 
   「よりみちさんぽ」ゴール『麻布十番駅』にて 
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812 松尾幸代 



 
 
 

 
 
 

  
 
１．はじめに 
 今回は、ICRI（国際サンゴ礁イニシアチブ）が2018

年を3回目の「国際サンゴ礁年」に指定したことを

受けて、「フィッシュウオッチング」の範囲を広げて、

「海のいきものウオッチング」とさせて頂き、サン

ゴ礁の悪役「オニヒトデ」について紹介します。 

尚、このレポートは、昨年11月5日に沖縄県が主

催し、那覇にある沖縄県立博物館の講座室で開催さ

れたシンポジューム「オニヒトデ大量発生のメカニ

ズムとその対策～これまでに分かったことから私た

ちに何ができるか考える」に参加し、会場で頂いた

資料（岡地 賢博士、安田 仁奈博士、中村 雅子博士

熊谷 直喜 博士、金城 孝一博士、梶原 健次博士の

講演内容掲載）を参考にしています。 

 

２．特徴 
棘皮動物門ヒトデ綱有棘目オニヒトデ科に所

属しています。普通のヒトデは 5本腕ですが、私

は 14～16本の腕を持ち沢山のトゲ（毒棘）でおお

われています。大きさは直径 20～30㎝、ときには

60㎝を超える大柄の個体もいます。写真を見て頂

ければお分かりの通り悪役然とした風貌 
で、名前負けしていません。 

 

３．信じられないような数の卵を産みます 

オニヒトデはオス・メスが分かれていて比率はほ

ぼ１対１で、繁殖期になると１匹のメスは数百万個  

～数千万個の卵を産みます。その為、受精率や幼生

の生存率の僅かな増加でも、その後の成体の数の大

きな増加につながります。通常サンゴ礁では、幼生

の餌になる海水に含まれる植物プランクトンが少な 

 

く、ほとんどは死んでしまいます。 

一方、オニヒトデの卵や幼生はサンゴの餌でもあ

り、成長が早い少し込みすぎたサンゴをオニヒトデ

が食べることで、サンゴが健全に育つための間伐の

役割もありますので、少数であれば、一種の共存関

係にあると言える面があります。しかし、オニヒト

デが大量発生してこの絶妙なバランスが崩れると、

サンゴが食べつくされる事態に至り、オニヒトデが

悪役になって駆除の対象になります。 
 
４．なぜオニヒトデの大量発生が起こるのか 

いくつかの説がありますが、現在、人間がその原

因を作っているとする説が最も有力です。 

陸から河川や地下水を通じ、サンゴ礁の海に流れ

込む畑の肥料、畜産糞尿、生活排水等に含まれる栄

養塩と呼ばれるリンや窒素の量が増えると、それら

が海の中の植物プランクトンの肥料となり、オニヒ

トデ幼生の餌になる植物プランクトンが増加して、

その量がクロロフィルa量で0.25μｇ/Lを超えると

幼生の生き残る率が、急激に高まりオニヒトデの大

量発生が起きる基になることが分かって来ました。 

その為、オニヒトデ幼生の餌を増やさないように

する河川や地下水の水質改善が大きな課題となって

います。 

 

5．オニヒトデの効果的な駆除 

 オニヒトデが異常発生し１ha当たり数十個体以

上に増えると、サンゴは食べつくされてしまいます

ので、そのような事態にならないようにすることが

大切ですが、なってしまった場合は駆除を行うこと

が有効となります。駆除はただやみくもに行うので

はなく、守りたいエリアを決めて繰り返し徹底して

駆除を行うことが効果的です。 

また、駆除するタイミングは、沖縄の場合は6月

～7月にかけて放卵、放精が行われ、受精した卵は

20～24時間で孵化します。前述のように、とにかく

半端ではない数の卵を産むため、オニヒトデの幼生

が、ばら撒かれた後に駆除するのではなく。産む前

の時期に駆除してしまうのが合理的です。 従って、

沖縄に6月前にダイビングに行った時、オニヒトデ

を見つけたら刺されないように注意して、駆除に協

力したいと思います。 

      サンゴ礁の悪役「オニヒトデ」 

                レポート 648 江藤征雄   

 
 



 

 

 

国際サンゴ礁イニシアチブ（ICRI）が、2018

年を 3回目の「国際サンゴ礁年」に指定したこ

とを受けて、1月 28日に環境省の主催で、中川

環境大臣や琉球大学土屋名誉教授、東京海洋大学

客員准教授さかなクン等が出席し、明治大学リバ

ティホールでオープニングシンポジウムが開催

された。関連で1月 30日に毎日新聞社の毎日メ

ディアカフェで、「沖縄から東京へ出前講座！みん

なで学ぼうサンゴの海～サンゴ礁を明日に伝える」

と題した、サンゴ礁学会サンゴ礁保全委員会の中野

委員長の講演が行われ、両方に「サンゴの森」のメ

ンバーが計６名参加したので概要を報告します。 

１． 国際サンゴ礁年オープニングシンポジウム 

１）主催者挨拶：中川環境大臣から主催者を代

表し、2018 年は ICRI が定めた国際サンゴ礁年で

あることの紹介と、環境省の取組として、多く

の国民にサンゴ礁のことをもっと知ってもら

い、みんなが力を合わせてサンゴを守るように

呼びかける、サンゴ礁保全のための諸活動「サ

ンゴ礁の自然再生事業、モニタリングサイト

1000、海洋保護区の設定、クールチョイス（賢

い選択）運動：冷暖房のエコ設定、省エネ家

電・照明の採用、エコカー使用）等」の推進に

ついての紹介を含めた挨拶があった。 

また、会場では「森里川海をつなげて支える

社会をみんなで作りましょう！」との森里川海

プロジェクトのPRパンフも配布された。 

２）琉球大学・土屋名誉教授講演 

「サンゴ礁の生態系と共生する社会の実現～サ

ンゴ礁へ恩返しをしよう」と題して、人間がサ

ンゴ礁から受けている多くの恵みに感謝し、サ

ンゴ礁の保全活動を通じ恩返しをしようとの趣

旨の講演が行われた。 

３）国際サンゴ礁年2018 オフィシャルサポータ

ー＆アンバサダー任命式 

オフィシャル

サポーターと

して、サンゴ

礁の保全、普

及啓発活動や

それらの支援

を行う企業等13団体「アジア航測、エコツーラ

ボ、オリンパス、かごしま水族館、鹿島建設、

コーセー、サンシャインエンタプライズ、水中

造形センター、タバタ、チーム美らサンゴ事務

局、PADI、毎日新聞社、三菱商事が、またアン

バサダーには、さかなクンが任命され中川環境

大臣からそれぞれに任命状が手渡された。 

今後、「サンゴの森」の活動を行う際、オフィ

シャルサポーターとの連携を密にしたい。 

４）さかなクンと土屋名誉教授のトークショー 

さかなクンと土屋名誉教授の間で、サンゴの

生態、サンゴ礁の魚たち、現在のサンゴ礁の状

況等について、さかなクンがサンゴ礁で出合っ

た魚たちをその

場で描きながら

楽しい対談が行

われた。描いた

魚の絵（4枚

程）は、さかな

クンをお目当てに親と一緒に会場に来た子供達

に抽選でプレゼントされ大喜びされた。 

５）パネルディスカッション「サンゴ礁のため

に私たちにできること」 

パネリスト：琉球大学栗原先生、中野先生、

筑波大学シルバン先生、チーム美らサンゴ事務

局佐竹氏、コーディネーター：毎日新聞社斗ヶ

沢環境本部長により上記テーマで有意義な議論

が行われた。（パネルディスカッションと毎日メ

ディアカフェの講演内容は紙面の都合で省略）。 

２．参加者の一口コメント 

先生方のお話し、チーム美らサンゴの活動報告や

さかなクンの楽しいやり取りも楽しめました（618

河原）。300 名募集のホールはほぼ満席、参加者は

親と同伴の子供が目立ちました。これまでサンゴ

の植付けを通じていろいろな方々のお話を聞く

ことが出来ましたが、政府主導、企業・団体が協

力するシステムが出来ている事を知って、心強く

思いこれからもボランティアとして行動したい

と思いました（619祖父尼）。毎日メディアカフェ

での講義に参加。サンゴ礁の保全、地球環境の悪

化について、どうすれば良いか？ 余りにも大き

な問題と思われます。私達の参加しているサンゴ

の植付け活動も微々たるものに感じられました

が、少しでもサンゴ礁の回復に役立つことを願い

つつ続けていきたいと思います（627小澤） 

国際サンゴ礁年 2018 オープニングシンポジュウム参加報告 
     レポート 648 江藤 征雄 ＆ 参加者 
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今年最後のミュージックサロン、Christmas Special 

Concert 「聖夜のトランペット」を 
東京オペラシティに聞きに行きました。参加者は

27 名ととても多かったです。 
 演奏はロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団で活

躍した名手ヴィム・ファン・ハッセルトのトランペ

ットと 
  ピアノ伴奏だけでしたが、トランペットの澄んだ

音色が冴えわたり良かったと思いました。 
 演奏曲はクラシックから始まり、最後はクリスマ

スメドレ―、今年の締めくくりに合ったコンサート

で、とても楽しめました。 769 新井 純枝 
 

大勢参加のためチケット確保に高木さん、西村さん、

豊田さんの３名の協力を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前から興味を持っていましたミュージックサロ

ンに初参加させていただきました。 

オペラシティでのコンサート後は新宿サザンテラス

のオシャレなイタリアンレストランで忘年会でした。 

ビールは勿論、スプマンテ（スパークリングワイン）、

赤白ワイン、などが飲み放題。 

窓側の一番良い席全てをジジババ 20 名ほどで貸し

切りです。  
 若者カップルさんごめんなさい。 

美味しいお料理を楽しんでいくうちに、声も大きく

なったかも、、、汗 

そしてコンサート後の余韻は 2 次会へと引き継ぎま

した。 

幹事さん、皆さん、ありがとうございました。 

             

 

ミュージックサロン報告 

聖夜のトランペット 東京オペラシティ 

2017 年 12 月 17 日（日） 
世話人 472 高木 忠雄 
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Palauへ行こう！ 

ミュージックサロン忘年会 

2017 年 12 月 17 日（日） 
838 市川 雅紀 



§北景信山忘年餅つき山行 

         （201７年 12 月 2 日催行） 

今年も恒例の景信山餅つき山行を行いました。22名

と参加者が多く、他の登山者に迷惑にならないよう

2班に分かれ景信山を目指しました。 

富士山こそ眺められませんでしたが、幸い風もなく

穏やかな一日で、山頂で 3 臼、6 升のお餅をつきそ

れぞれが持ち寄ったズンダ、アンコウ、大根おろし

などで美味しく頂きました。そして高尾駅南口でお

疲れ様会をして散会いたしました。 

 

（餅つき） 

◎ 癖になりそう №816 高師美恵子 

アウトドアーの会は初めての参加で、お初にお目に

かかる方も多かったのですがとてもとても楽しい一

日でした。有難うございました。 

真新しいトレッキングシューズで、最後まで歩ける

か不安でしたが幸い筋肉痛にもならず、美味しいお

餅の食べ過ぎで太っただけで済みました。 

あまりにも楽しかったので、アウトドアーの会が癖

になりそうです。 

これからも宜しくお願いいたします。 

◎ すっかり感激 №768 新井成美 

影信山餅つき山行楽しい時間でした。 

初めての事で、不安もありましたが、皆様のサポー

トのおかげで、無事に下山出来とても良かったです。 

美味しい空気、つきたてのお餅、美味しいお酒、途

中の湧き水、遠くに見える蜃気楼のような都心の姿 

木々の紅葉などなど、どれも初めての事ですっかり 

 

(山頂の景信茶屋) 

感激いたしました。 

池田さんからいただいたリンゴ、とても美味しく感

じましたよ。ありがとうございました。 

本格的な登山などは出来ませんが、機会が有ればま

た参加させて下さい。 

皆様と次にお会いできる日を楽しみにしております。 

ありがとうございました。 

 

(景信山集合写真) 

§湘南平鍋ハイク(2018 年 1 月12 日催行) 

コース：大磯駅…高田保公園…湘南平…浅間山…高

来神社…花水バス停――平塚駅 

これ以上望めない晴天に恵まれJR大磯駅に集合、高

木元子さんの車同乗組とハイク組とに分かれ湘南平

を目指しました。往きの湘南平迄と帰りの花水バス

停までそれぞれゆっくり1時間半と高齢化しSDC 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
①   ①景信山忘年餅つき山行  ②湘南平鍋ハイク  ③蓼科スノーシュー 

世話人 197 宇留賀 達雄 766 鈴木一雄 
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の仲間たちには気軽に楽しめるコースかもしれませ

ん。富士山、大島、房総半島等抜群の眺めの中、鍋

パーティーを楽しみました。 

 

（湘南平ハイク参加の皆さん） 

◎ 幸せな一日 №528 平野淑子 

大変お世話になりました。 

真っ青な空と富士山の下、お鍋に心のこもったお料

理の数々感激しながら幸せな一時を過ごさせて頂き

ました。有難うございました。 

二次会も楽しみたいと思っておりましたが、アレル

ギー性鼻炎になってしまい失礼いたしました。 

◎ 楽しい時間 №248 若狭英彦 

一日お世話になり有難うございました。 

幸い好天にも恵まれ、遠くに浮かぶ大島、江の島を

包み込み何処までも広がる青く静かな湘南の海を眺

めながらの鍋パーテー、そして久しぶりに足、腰に

効いた浅間山等への登り，下りで一日ＳＤＣ仲間の

皆様と楽しい時間を過ごすことが出来ました。本当

に有難うございました。 

これからもよろしくお願い致します。 

§蓼科スノーシューツアー 

（2018 年 2 月 26～27 日催行） 

26日：新宿西口→サンメドウズ清里→スキー場脇の

樹林帯をスノーシュー→蓼科グランドホテ

ル滝の湯。 

27日：滝の湯→車山肩→蝶々深山→車山スキー場→ 

   新宿西口(貸し切りマイクロバス使用) 

今年は全国的に降雪量が多い中、蓼科＆八ヶ岳方面

は今年も積雪量が極端に少なく、2 日間共コースの

変更を余技されました。 

2 日共これ以上ない快晴に恵まれ雪山をスノーシュ

ーで童心に帰って楽しみました。 

初日の 26 日はサンメドウズ清里のスキー場脇の樹

林帯を足慣らしのスノーシューをしました。 

2 日目は車山肩から蝶々深山を登り、雪上にテーブ

ルを作ってチーズフォンデュで昼食。ホットワイン

で体を温め、盛り上がりました。 

車山スキー場を目指し下山。無事終了する事が出来

ました。 

 

（雪のテーブルを作って昼食） 

◎ ネイチャーガイド藤井憲一郎 

今年で10 年目のSDCのガイドです。2日目はフィ

ールドを車山高原に移して催行。完璧なまでの八ヶ

岳ブルーの快晴。もう日頃の行いが良いとしか思え

んですな。 

車山肩からのんびり歩きはじめ、ウサギの足跡やら

ウンチやらを見つけて行き先を探ったり、綺麗な雪

紋をたどったり。 

そして♡の雪形を皆で作り青空にぶん投げてハイチ

ーズ。そして雪庇をフィーっとみんなで滑り降りて、

丁度風のないポイントでランチタイム。 

全員ご協力の下、雪のテーブルを完成させて、まず

はホットワインでかんぱーい！ 

皆さんでご持参いただいた食材で４㎏のチーズフォ

ンデュを完食。そして巨大マシュマロを焼いては剥

いでの歓声！食後はちょっと長い距離を歩いて無事

到着。お疲れ様でした。 

 

(ハート形の雪形を作って青空に) 
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始まりは昨年の SDC 会報 4月号でした。「関西

地区懇親会に参加して」（三婆の珍妙旅）この楽

しい記事を読んだ後、「是非行きたいです」とお

願いしました。 

懇親会の様子は 1月号にアップされてますので、

その後を御報告します。 

12 月 3 日、

懇親会の後の

二次会ですが、

な、なんと、京

都まで行く事

に。京都から参

加されていた会員さんにお願いしたところ急遽

実現しました。京都ブライトンホテルで食事と

お酒。もちろん懇親会でも食べているのに美味

しくて完食です。終わって大阪駅前のホテルに

帰ったのですが、、私、記憶が、、、。翌朝の食事時

間を間違えて、「皆さん来ないな」と思いつつ、

一人で食べてしまいました。後で聞きましたと

ころ、実は「市川さんが指定した時間なのよ」と

の事。大失敗、大変申し訳ありませんでした。 

 12 月 4日、道上さんに案内していただき、先ず

は大阪城と公園を散策しました。 

 

それから通天閣の基

で大阪名物串揚げを

いただき乾杯。美味

しいし 1 本 100 円・

150 円と安さにも驚

きでした。写真を撮る前に食べてしまいました。 

通天閣に上るのは 50 年ぶりです。以前は寂れ

ていた記憶でしたが、とても賑わっていました。 

お昼は明石焼き（スープに入ったたこ焼き）を

食べるために神戸へ。 

「なんで明石焼き？なんで神戸へ？」とても疑

問に思っていたのですが、食べて分かりました。

学生時代に新宿で良く食べていた明石焼きを思

い浮かべてましたが、それ全く違いました。ふわ

っふわっなんです。美味しいです。絶品です。 

 食べ終わったら直ぐに大阪へ戻り、あのグリ

コの看板で有名な戎橋～難波～千日前道具屋筋

商店街を腹ごなしに散策。 

関西地区懇親会＆観光に参加して        

2017 年 12 月 3 日～12 月 5 日                  

レポート 838 市川 雅紀                    
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夕飯は昨年も行ったという北新地のお料理店で

小皿料理と美味しいお酒を堪能しました。 

でもまだ帰らない。凄いんです。 

近くのダイバーさん御用達の BAR へ連れて行っ

てもらいました。 

カウンターに座ると目の前にはずらっと私の好

きなウィスキーが沢山並んでいます。私は 2 種

類のアードベッグ（イギリス・アイラ島のシング

ルモルト）を楽しみ、カクテル・マンハッタンで

〆ました。 

皆さんも各々ウィスキーなどを楽しんでおられ

ました。 

小雨も気持ちよく徒歩で無事にホテルに帰着。

前夜の失敗を踏まえ？今夜はちゃんと楽しい記

憶を維持して、眠りにつきました。 

お世話になりま

した皆さま、あり

がとうございまし

た。次回も宜しく

お願いします。 

 

参加者 603 氏家友枝  434 百瀬由美子 

838 市川雅紀 

 

少し早めの冬将軍到来で寒さ厳しい朝でした

が、東武「春日部駅」に参集した 14 名、どこ

吹く風の元気モリモリで、いそいそと「春日部

ターキーボウル」へ一直線。 

「50 年振り」「10 年振り」等とか言いながら、

「アッ！」 ボウル投げちゃいました！気持ち

わかるけどね．．． (笑) 

石川さんが用意してくれた「サンタの衣装」

で、「シニアダイバーズクラブ、ゲームスター

ト！」の放送で始まり、気持ちと裏腹に、ボウ

ルは右に左にと「ワ～！」「キャ～！」「ナイス

ボール！」等と盛り上がり、声だけ聴くと若者

に負けずで元気です。 

「んッ、成績？」想像にお任せします。 

三ゲームを終えて、自分のスコアに一喜一憂

し、和服姿の仲間も加わり、近くのお店で昼食

をしながらの反省会になりました。 

何時しか、話は来年のダイビングの話（鬼が

笑うかも）に花が咲き、その勢いでカラオケ店

に直行しましたが満員御礼！ そこで諦めない

のがＳＤＣパワー、次のお店を探しだし駅をは

さんだ反対口へ移動。思い思いに懐かしの歌を

披露して年忘れ、賑やかで楽しい一日を過ごす

事ができました。 

石川さん＆参加されました皆様、「来年も楽し

く良い年になりますように！」お疲れさまでし

た。 

 

 

ご近所の会 

「ストライク！」 ボーリングで年忘れ 
2017 年 12 月 9 日 

世話人 440 石川 勝  レポート 820 小澤良一 
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 北陸は前日、前々日と何年かぶりの大雪、心配し

ましたが、当日は寒さも緩み、暖かくて過ごしやす

かったです。 

北陸の山代温泉にのんびり温泉旅行、泊まった宿は

「ゆのくに天祥」、ゆっくりめに大阪・京都を出

発、車中では子供の遠足状態。到着改札で東京から

お越しのMさんと待ち合わせ。 着いてやはり雪の

多さにびっくり・・・さあ、宿の送迎バスでお宿

へ。。 

 お宿の案内やサービスを聞いてお部屋に、そして

温泉へGO!! 温泉は館内に3か所あり、それぞれ特

徴があり、露天風呂では温泉かけ流し・・・ゆっく

りと身体を温め、身も心もホッとした時間でした。 

また、お風呂に入っている間に、温泉卵を作ってい

て湯上りに温かい温泉卵をいただきました。 

因みに温泉３か所はすべて入りました! 

その後は夕食、カニ一杯がついてきました。カニを

食べているときはさすがに口数が少なくなりました

が、次々と出るお料理に舌鼓を打ちながら、温泉で

あたたまった身体にこれまた北陸の美味しい地酒を

いただき、話しも盛り上がり、ゆっくりと食事しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翌日は、足を延ばして金沢へ、金沢ではMさんNさ

んと合流して、ボランティアガイド「まいどさん」

をお願いしていたので、案内で市内散策へ。 

まずは、加賀藩祖前田利家公と正室おまつの方を祀

る尾山神社、そして金沢城公園の玉泉院丸庭園へと 

雪道を歩きました。この庭園は城内に引かれた辰巳

用水を水源とする池泉回遊式の大名庭園で、池底か

ら周囲の石垣上段までの高低差が22ｍもある立体

的な造形でした。雪に覆われ見事な庭園でした。 

人が通れるだけの

道がやっと雪かきさ

れていましたが、ゆ

っくりと足元を確か

めながらの歩きでし

た。そして、近くの

店でランチ、後は近

江町市場へ寄り、お

買い物！ 

いよいよ皆さんと

お別れの時、それぞ

れ帰路に着きまし

た。 

尾山神社ご参加の皆様有難うございました。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

玉泉院丸庭園にて 

 

参加者(8名) 

306 宮本節子 406 立木博信 434 百瀬由美子 

508 安積 信 678 足立公平 735 道上 勲 

805 吉田延子 842 神﨑美治 

(途中参加2名) 

793 毛利暁夫 848 中島隆志 

 呑和会第 56 回「1 泊温泉旅行」 

山代温泉・金沢 

2018 年 1 月 15 日～16 日 

世話役 306 宮本節子 
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 昨年の暮れ皆さんお忙しい時期にお集まり有難う

ございます。恒例の多摩・武蔵野の忘年会はＨ29 年

12 月27 日〈水〉夕方5時から開催で、一昨年と同

じ新宿京王デパート向かいの110ビルの地下中1階

の和食屋さん「香家」新宿西口店で開催しました。

会費は6800円とちょっと高めだが料理もプレミア

ム飲み放題のアルコール類も good! 
乾杯はスパークリングワインで,おまけに3時

間というのんびりタイムであった。ご参加頂いた皆

さん 13 名で男女サンドイッチ方式？のあみだくじ

でそれなりに満足したようで話題が切れずSDC最

後の忘年会をゆっくり楽しまれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会費が少し高かったので今回も2次会のカラオケは

中止と思っていましたが、帰宅途中お時間のある方

をお誘いしたら新宿キャロンに5～6名集合でお店

は貸し切り状態、暮れの夜長をワインとカラオケで

堪能しました。 
参加頂いた方：128 平野昌子 141 太田充康 
357 佐藤道子 417 豊田英子 419 村上あい子 
472 高木忠雄 514 安部智枝 562 加藤隆司 
632 遠藤秀子 648 江藤征男 813 藍原初寿 
845 矢部善信 427 木村満男 
で男性7名女性6名の 13名でした。 
次回の多摩・武蔵野ご近所の会は5月中旬に一泊二

日で山梨県の西沢渓谷をのんびり散策を企画します。 
ＳＤＣ427 木村満男までメールでご連絡下さい。 
   

年に一度ですが、ＳＤＣスキー愛好会はここ数年

１月中旬に、新潟県越後湯沢みつまた神楽スキー場

で開催し楽しんでいます。宿は清つ館〈きよつかん〉

ＴＥＬ025-788-9128．東京から近い上越新幹線の越

後湯沢駅下車で宿の送迎バスを出してくれるので大

変便利。 

宿の近くには買い物に便利な道の駅と温泉の銭湯が

あり徒歩 5分位で毎日入りに行ける。 

今年は参加者が増えて開催日1月16 日から3泊4
日でしたが12 名の方が宿泊ツアー、1名が日帰りツ

アーで13 名が楽しまれました。早い方は15日から

湯沢町入りして前夜祭とか？すべて女性の方！ 
男性は16日から入り17日はコアータイムで皆さん

全員集まり新雪のスキーを楽しみ、初参加北海道十

勝でスキーインストラクターの有澤さんが講習会を

開催して、山岳スキーでは重要な山側外スキーで回

る安全性の高い滑り方等、マスターすると大変役に

立ちました。熱心な方達は20 日まで滞在し技術を

磨いて無事帰宅された様で、さすがＳＤＣメンバー

のスキーヤーでした！  

参加者：    197 宇留賀達雄 427 木村満男 
624 阿久津省一 813 藍原 初寿 825 有澤徹雄

838 市川 雅紀 845 矢部 善信（元会員）本田 
047 竹腰 憲江 173 小元佳代子320 清原れいこ

356 栗本 はるみ 他1名 の13 名です。 
★入会ご希望者は427木村満男までメール下さい。 

多摩・武蔵のご近所の会忘年会開催 
2017年12 月27 日      

SDC427木村満男 

ＳＤＣＳｽｷｰ愛好会 

今年の開催１月１７日の報告 
427 木村満男 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「まだ潜りたい会」の御案内 
             124  高木元子 
   

SDCはダイビングを楽しむ仲間の倶楽部です。

でも、年齢や健康や家庭事情等の様々な事情でダ

イビングが難しくなったときどうしますか？ 
諦めてダイビングを止めますか？ 

「まだ潜りたい会」はそんな悩みを持ったアナタ

の心強い仲間です。 
仲間は同じ経験をしていたり同じ悩みを持って

いる先輩でもあります。 
ダイビングの障害となるものを克服する方策

や、アイデアグッズを紹介したり... でも安全ダ

イビングが基本です！無理をしてはいけません。 
毎回 腰・目・耳等テーマを決め、年２回美味

しいもの食べながら楽しく語り合ってきた会も 
12 回目（6年目）を迎えます。 
今回は「こんなダイビングツアーを望む」 

これまでも「まだ潜りたい会」から出来上がった

ツアーは何本かありますが、「こんなツアーなら参

加できる」という企画を立て、実現させようと考

えています。 
現在はダイビングに不都合な事情など何もない

という方も、高齢になった時の為に、障害が出来

てしまったときの為にも参加して一緒に考えてみ

ませんか？ 
 
※日 時 ： 4月26 日（木）12 時～ 
※会 場 ： 「響」  新宿サザンタワー店        

※会 費 ： 4000円 
※定 員 ： 15 名位（定員になり次第締め切

ります） 
※申込  ：  大隅 照子（№006）まで 

 
世話役（大隅、坂東、高木、竹内） 

海釣り同好会からのお知らせ 
 

2018年の予定 
 

5月6（日）～7（月） 千葉県金谷港沖 
チヌもしくはアジ   10 名中 9名確定 

 
7月25（水）～26（木） 同上 
狙いは未定      10 名 
 
10 月   未定 

 
＊今年はカツオ・イナダ等大きな魚狙いの 
 釣りにトライしたいと思います。 
（参加条件）ご自分でエサ付け（生き餌）、 
釣れた魚の針外し、取り込み等できる方   
ご希望の方メール下さい 
開催時期： 詳細未定 

         
591 和田 美代子 

        mi1721114iruka@yahoo.co.jp 
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2012 年から総会と新年会で続けられているこの

ダンスは皆様の協力のお陰でいつも楽しくやれてい

ますがいつまで続けて良いのか保存会でも考えまし

た。「もう飽きたかなぁ」とか「続けることに意義が

あるのかも」とか・・・、「みんなで踊る場ってなか

なかないからね～」。 

そこで本部の総務の方と相談したら以下のような

お返事、これで又元気をもらえました。 
今迄に約8グループが見本ダンスをやってくれまし

た。まだ登場してない同好会、再度やってみたいグ

ループ、好きに作ったグループ等、どんなグループ

でもＯＫです。是非積極的に名乗り出てください。 
会場でのダンスの様子から見てほぼ覚えてくれた様

ですね。 
ダンス嫌いの方は歌うなり手拍子なり何かに参加し

てくれれば嬉しいです！ 
みんなで1つの輪になるこの時間帯を大切にしまし

ょう。よろしくお願いしま～す！ 
            
＜総務の〇〇さんからのメール＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

減圧ソングダンスについて 

保存会  村上 今澤 大隅 

減圧ソングは絶対続けるべきです。 

たった5分～7分くらいのものですし、これがあると会

場に来ている会員全員がひとつになった～!! という

感じがします。 

ＳＤＣの減圧ダンスは続けるからこそ、どこか頭の隅

に残っていて、実際のダイビングの時に「気をつけな

きゃ」と思わせるのです。 

踊るだけなら、なくてもいいものかもしれませんが、

減圧と名がついている以上、ＳＤＣが、新年会が続く

限り誰が何といおうと踊り続けましょうよ。 

 大変でしょうが、続ける方向で考えていただけると嬉

しいです。 

 

   

 

今年も4月より実施します。

 4月9日（月） 15:00～17:00  

  メインプール⑤レーン 

 5月8日（火） 15:00～17:00  

  メインプール⑦レーン 

場所  

東京辰巳国際水泳場 江東区辰巳２－８－１０ 

http://www.tatsumi-swimu.net 

6月以降の開催はメールでお知らせします。 

メール登録をしてください 

sdc205eda@aqua.ocn.ne.jp 

フリッパーの会世話人 205 江田 隆 

会費納入、忘れていませんか？ 

       会計  792 長谷川 實 

 

2018年度の活動が始まります。 皆様、会費を

納めていただいたことと思いま す。 しかし、う

っかり忘れてしまった方、早急に お払込みをお

願いいたします。 会計から「払込取扱票」が送

られてきたと 思います。「払込取扱票」を利用し

ますと窓口、ＡＴＭ手数料は無料です。受取手数

料は ＳＤＣ会計が支払います。 他銀行から振込

み手続をする場合の口座 番号は、  

ゆうちょ銀行 〇二九（ゼロ二キュウ）店 （０２９） 

当座預金  ００１１０２７  

日本シニアダイバーズクラブ 

（ニホンシニアダイバーズクラブ）  

 ゆうちょ銀行でも“ゆうちょダイレクト”と い
うサービスがあります。これはゆうちょ銀 行の

ネットバンギングでパソコンやスマー トフォン

から振込みができます。この場合は 振込手数料

は５回／月までは無料です。 申し込みの詳しい

方法はゆうちょ銀行の窓口でお尋ね下さい。  
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●色会員さんは内容が更新されています。                     （加入順） 

(株)Ｐ．Ｉ．Ｔ．ダイビングショップ＆ツアーディスク S03 

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 

安良里ダイビングサービスＴＡＴＳＵＭＩ   S39 

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 

(株)横浜カンパニー              S41 

http://tripplan.jp/ 
本号掲載のツアー、永吉、同行いたします。 
モルディブ、奄美大島など。 
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）スポートツアーズ                S14 

http://www.sporttours.co.jp 
2018 年のパラオスポートは３/17～トゥバタハリー
フ、7/21～マラパスクアクルーズ、9/1～パラオクルー
ズと「ダイビングが好きになる海」を満載して運航
中！ 
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)ワールドツアープランナーズ      S42 

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 

ぷちアイランド                      S15 

http://hwbb.gyao.ne.jp/petit/index.htm 
ツアーはお好きな日程とお好きなダイビングスポッ
トへお一人様から開催いたします。 
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 

(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 
 

サンドウエーブ（アドミナル（株）           S26 

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 

ＧOOD ダイブショップ                  S33 

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。 
特にバリカサグ島、カビラオ島のサンゴは 
とても元気に生き生きしています。 
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 

 

さうすぽいんとダイビングサービス      S46 

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 
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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 

サンテクノ旅行企画                   S67 

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 

 

レックスツアーズ                  S52 

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 

オーシャンビーチちゃたん（沖縄本島）    S68 

http://www.oceanbeach-net.com 
毎年 SDC メンバーの方が訪れて頂けてうれしく思いま
す。沖縄本島の小さなお店ですが、 
『1 名からでも遊びに来れる安心なお店』なので気軽に
ご連絡頂き、いつでもお待ちしています。 
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 

 

トラベルネットサービス(有)           S58 

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 

（株）エーオーアイ ジャパン          S71 

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 

おきなわ トロピコ                 S61 

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 

ＤＡＮ ＪＡＰＡＮ 

（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会  S72 
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 

ダイブドリームインドネシア           S66 

http://dive-dream-indonesia.com 
コモド・ラジャアンパット、その他インドネシア各地で
デラックス船で快適・安全を再優先としたクルーズをご
案内！ 潜り倒しのクルーズとは違い、ご自身のペース
でダイビング頂ける快適クルーズです！ 
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 
 

月刊マリンダイビング 

／マリンダイビング Web     S73 
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 
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キューバ、同行してご案内いたします。 
過去 10 回に渡ってキューバへ渡航。 

日に日に変貌を遂げるキューバ。ご興味あれば早めの渡航をおすすめします。 

 

ダイビングはもちろん、ハバナ、ヴィニャーレス、トリニダー、シエンフエーゴス、サンタ

クララなどの世界遺産各地区へもご案内します。評判のよい民泊利用で、現実・

本物のキューバをご案内いたします。 

 

１グループ３名までが理想です。フレキシブルな予定変更や現地アレンジなど、臨

機応変に動けます。３名+永吉同行で 15 日間、約 60 万前後。ビジネスクラスは

約 40 万プラス。 

 

ダイビングは 5-11 月間があたたかくおすすめ。気の合う仲間を募ってご参加下さ

い。 

 
お申込み・お問い合わせ 

賛助会員 横浜カンパニー  

担当：永吉(ナガヨシ)   携帯 090-9968-5710 メール info@tripplan.jp 

〒240-0022 横浜市保土ヶ谷区西久保町 36 番 電話：045-333-4200 
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【国内ツアー】 

 

区

分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

会

員

公

認

企

画 

1
8
3
2
 

6.14～6.19 
第 11 回沖縄サン

ゴ植付けツアー 

＊①チービシ SDC の根とチーム美らサンゴ主催・恩納村

サンゴ植付け＆全国ダイバーとの懇親ビーチＢＢＱ参加 

②沖縄中・北部でファンダイブ＊那覇ホテル集合・解散

＊飛行機各自手配＊要中性浮力＊5 泊 6 日 8 ボート＊

利用ショップ：トロピコ、OB ちゃたん、チーム美らサンゴ

（ラグーン）＊部屋シングル又はツイン ：朝食付 

9 万 648 江藤征雄 

1
8
3
3
 

7.2～7.7 

奄美大島南部＆ 

加計呂麻島 

6 日間 

手つかずの美しいサンゴ礁にカラフルな魚、豊富な生物

が見られます。ダイナミックな地形や回遊魚など楽しめ、 

ミステリーサークルも見られます。＊奄美空港集合解散 

＊民宿貸切＊全食事付 ＊12 ダイブ ＊送迎観光付き 

14 万 306 宮本節子 

1
8
3
4
 

9.1～2 
第 4 回 

宇佐美ツアー 

海辺の BBQ と美味しい食事会ダイビング付き 

現地集合（宇佐美駅送迎）1 ビーチ＋2 ビーチ 

個室宿泊４食飲物付＊概算費用は全て込の金額 

4.5万 819 早川直樹 

1
8
3
5
 

9.3～9.8 
長崎・上五島 

6 日間 

アジの群れ・クエの大物、ソフトコーラルの森等々 

＊羽田・伊丹発着、他問合せ ＊8 ダイブ ＊美味しい 

五島の食事付 ＊滞在中全食事付 

13 万 842 神崎美治 

賛

助

公

認

企

画 

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 

Ｓ15 金子弘之 

S
1
8
0
3
 

6.4～6.9 
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 泊代全食事付き   

8 ダイブ・フエリー代金付き ＊飛行機代金は自費！  

19 万 
ぷちアイランド 

Ｓ15 金子弘之 

S
1
8
0
4
 

7.4～7.9 
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  

20 万 

ぷちアイランド 

Ｓ15 金子弘之 

 

S
1
8
0
5
 

7.13～7.１6 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 

Ｓ15 金子弘之 

 

 

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 

 33 



【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

企

画 

S
1
8
0
6
 7.23～7.27 

8.27～9.1 

9.25～9.28 

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 

Ｓ15 金子弘之 

S
1
8
0
7
 

8.2～8.6 

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 

Ｓ15 金子弘之 

Ｓ
1
8
0
8
 

8.16～8.26 八丈島 

夏の八丈ブルーの海へ 

宿 3 泊・飛行機代金・6 ダイブ付き 

１名から開催します。お好きな日程で開催！ 

15 万 
ぷちアイランド 

Ｓ15 金子弘之 

Ｓ
1
8
0
9
 

10.28～11.2 
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

ると病みつきに！ホテル 5 泊付き・8 ダイブ付き、１名から

開催します。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 

Ｓ15 金子弘之 

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 

Ｎ
1
8
2
9
 

10.25～11.1 

奄美大島 

ダイブ＆祭り 

日数自由 

永吉・現地入。10/27・28 は、種おろし(お祭り・踊り)。 

航空券はマイルで￥0～。1 泊 2 食￥8,000～、2 ダイブ

￥13,000、手配手数料￥3,240。費用例は 4 日間例 

9 万 
横浜カンパニー 

Ｓ41 永吉拓也 

会

員

公

認

企

画 

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 

1
8
7
5
 

9.7～9.11 

フィリピン セブ 

マクタン島 

5 日間 

カメラ派ダイバー集合！ マクタン島 ピーコムさん 短

縮、延泊 OK 成田発着・フィリピン航空予定・全食事付 

シングルユース  また、各地空港から現地集合（航空券

各自手配）OK カメラ・写真の話で盛り上がりましょう！ 

航空券手配の関係で 6 月 3 日（SDC 総会）〆切 

16 万 

程度 

668 川瀬和恵 

 

サブ 

827 森沢昭二 

1
8
7
6
 

10.23～

10.30 

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 ダイブ＊関空・成田発着

＊朝昼食付＊コモドドラゴン見学、ラブハンバジョー町観

光付き＊7 名参加での代金＊キャンセル 61 日前 

22 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
8
2
5
 

4 月～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
5
 

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 
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区

分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

推 
 

薦 
 

企 
 

画 

N
1
8
2
6
 

4 月～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 月～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
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
4
0
 

日本発着 

6.23～6.30 

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℃～、北エリア限定。大潮廻りでムレムレの魚達。

数百匹集まるカスミ玉！＊航空運賃込み（入境料別）＊

全 13 本＊同性相部屋＊代理店からも予約可能 

予定

価格

33 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

Ｓ66 上原・唐澤 

Ｎ
1
8
3
0
 7.1～7.31 

9.1～9.30 

の金曜日発 

インドネシア 

マラトゥア 

ナブコアイランド 

リゾート 10 日間 

便利になりました！リゾートチャーター機利用で片道 3 時

間のボート移動が不要に。バラクーダ高確率のチェネル

ポイント目の前。サンガラキ、カカバン遠征も。＊羽田発

着 ＊17 ボートダイブ ＊全食事付 

32.5

～

33.5

万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

Ｎ
1
8
3
1
 

日本発着 

7.21～7.29 

コモド全域 

6 泊 7 日 

ロングクルーズ 

コモド諸島全域を巡るスペシャルクルーズ！ワイドの北エ

リア～不思議な生物がいっぱい南エリアまで！通常クル

ズでは潜れないポイントもご案内。航空運賃込み（入境

料別）全 16 本＊同性相部屋＊代理店からもご予約可能 

予定

価格 

38 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

Ｓ66 上原・唐澤 

Ｎ
1
8
3
2
 

7.21～28 

7.28～8.2 

フィリピン 

マラパスクア 

クルーズ 6 日間 

早朝 5：30 に出発。水深 30M～20M で待っていると沖合

からシルバーメタリックのクリクリ目の「ニタリ」が登場！ 

成田、関西、中部発着、15 ダイブ、乗船中全食付、 

SDC 会員割￥5,000 

20.5

万～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

Ｎ
1
8
3
3
 8.4～9 

8.11～16 

8.18～23 

フィリピン 

マラパスクア 

クルーズ 6 日間  

早朝 1st ダイブは「ニタリ狙い」、2nd～3th はカエルアン

コウ、オオウミウマ、4th はニシキテグリのペアリングとフリ

ソデエビのファンタジッククルーズ。成田、関西、中部発

着、15 ダイブ、クルーズ中全食付、SDC 会員割￥5,000  

2１．5

万～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

Ｎ
1
8
3
4
 

8.16～10.31 

毎日発 

インドネシア 

トランバン 

6 日間 

ノーブルバリでは全てナイトロクスタンク利用になりまし

た！エア設定で体験ナイトロクスダイブも出来ます。＊成

田発着 ＊無制限ビーチダイブ 3 日間（超お姫様ダイブ） 

＊全食事付＊延泊自由自在 

18～

19 万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

Ｎ
1
8
3
5
 

8.22～8.29 

フィリピン 

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 Ａ

ＯＷ以上＊最少催行 2 名＊16 本（内 5 本は早朝ニタリダ

イブ）＊朝食付＊他日程アレンジも可（要問合せ） 

19 万 

～ 

トラベルネット 

サービス 

Ｓ58 森下亮一 

Ｎ
1
8
3
6
 9.1～10.31 

火・金・日発 

 

フィジー 

8 日間 

待望のフィジー直行便が再就航！人気のマナ島滞在プ

ラン。ボートで片道 15 分圏内に 50 以上のポイント点在。

日本人ガイドも常駐。最終日はナンディ宿泊 ＊成田発

着＊8 ボートダイブ付（追加可能）＊食事:朝 5 昼 4 夕 5  

29～

30 万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

Ｎ
1
8
3
7
 9.29～10.6 

11.24～12.1 

2019 年  

3．23～3.30 

モルディブ 

ダイブクルーズ 

ソレイユ号(乗合) 

永吉・同行。船 6 泊/13 ダイブ付。乗合/4 名催行 

要・経験 100 本程度・ブランク半年内・アドバンス。 

モルディブ初の方向け企画。ベテランは物足りず？ 

25 万 

～ 

27 万 

横浜カンパニー 

Ｓ41 永吉拓也 
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前号（76 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 

78 号ツアー計画書の締め切りは 5 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
4
1
 

8.20～10.01 

毎週月曜発 

トンガ王国でクジ

ラとスイム＋ダイ 

ビング７日間 

トンガ王国でクジラとスイム＋巨大ケーブﾞでのダイビングﾞ

＊成田・中部・関空発着 ＊AOW 以上＊最少催行 4 名

＊最大 4 本ダイブ＊朝食 4・昼食 4・夕食 4＊他日程アレ

ンジも可（要問合せ） 

39.8

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52 田淵 司 

Ｎ
1
8
3
8
 

12.8～12.16 

2019 年 

1.12～1.20 

2.2～2.10 

3.16～3.24 

ラジャアンパット 

6 泊 7 日クルーズ 

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！＊航空運賃込み（入

境料別）＊全 15 本＊同性相部屋＊代理店からもご予約

可能 

予定

価格

42 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

Ｓ66 上原・唐澤 

Ｎ
1
8
3
9
 

12.20～30 

ラジャアンパット 

8 泊 9 日 

ロングクルーズ 

赤道超えのロングクルーズです！ラジャアンパットらしい

ラグーン景観あり、マンタポイントあり、もちろん歩くサメ！ 

＊航空運賃込み（入境料別）＊全 21 本＊同性相部屋 

＊代理店からもご予約可能 

予定

価格 

53 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

Ｓ66 上原・唐澤 
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SDC 安全潜水勉強会 （漂流事故防止セミナー） 

いつ遭遇してしまうか分からない、命に関わるダイビング事故の一つに漂流があります。 

“我々ダイバー側で対処できる事ってなに？” 安全なダイビングを楽しむための勉強会です。

１．「漂流事故について」サンドウェーブ・遠藤学様 

２．「ういてまて」NPO 日本安全潜水教育協会 早川 弘子 様・勝田 麻吏江 様 

３．「ＰＬＢ」（漂流時の緊急信号発信器）株式会社舵社・佐藤 唯史 様 

４．「レーダーシグナルフロート」（レーダー反射式シグナルフロート） 興亜化工(株)・遠藤 健司  

＊開催日時：5月 25 日（火）開場 13:30 講演 14:00～17:00（終了後に懇親会有り） 

＊会場  ：江東文化センター・3階第２研修室（定員 40名） 江東区東陽 4-11-3 

東京メトロ東西線「東陽町」駅より徒歩 6 分 

＊懇親会：17:15～、会費 4000 円を予定 

＊参加申込：4月 20 日までに担当・816 高師美恵子迄お願いします 

広報からのお知らせ 

７８号 原稿を募集しています 

表紙・写真館の写真もお願いします 

テーマは「笑顔（えがお）」です 

人の笑顔、魚の笑顔、見てる人が笑顔になる

写真、その他、お待ちしてます。 

Sdckoho2012@hotmail.co.jp 

78 号〆切は 5 月 20 日です。 

 

編 集 雑 感 

★ どうなることかと思った 77 号でしたが無事
発刊することができました。会員の皆様に心
から感謝いたします。 
ありがとうございました。  川瀬和恵 

★ 川瀬編集長、お疲れ様でした。これからも大
きなお目目で見守って下さい。阿部千衣子 

★ 川瀬編集長のピンチをチャンスにの前向き姿
勢に感服！ちょつと新しい感じの 77 号完成
です。            内芝範子 

★ 今号も素晴らしい出来になったと思います。
編集員一同、川瀬編集長の力量に感服です。
次号は私が編集長？？     市川雅紀 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 員 集 合 ! 

ヤッパリ〆は減圧ソングだね！ かんぱ~い ! 

話に花が咲いたかな⁈ 人生相談ありですか？ 



 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SD
C

 

会場案内図 

ＳＤＣの紹 介 と入 会 のご案 内  
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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 

2018 年 総 会 ・懇 親 会 

日時：2018 年 6 月 3 日（日）12:00～16:30 

※ 11 時からビデオ・スライドショー（自由参加） 

会場：恵比寿イーストギャラリー   

東京都渋谷区東 3-24-7  

交通：JR 山手線 埼京線 東京メトロ日比谷線  

恵比寿駅西口から徒歩 2 分  

 

会費：8 千円  


