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きれいなプレデター
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仲良く並んだハタた

ちにニンマリなのは

ダイバーだけ。 

狙われているスカシ

テンジクダイの群れ

は大変そう！  
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2018年総会報告 

     005 会長 大隅楠夫 

 

2017年度活動報告 

1） 会員数は 279名、ダイビングツアーをベースに

した地区懇親会、同好会が活発に行われた。 

 

2） 2017年度の活動方針の結果 

＊更なる充実をめざして 

①講演会・勉強会の実施：5月 2日に今村昭彦講

師による「減圧症予防に関する講演」が行われた。

減圧症にかかったダイバーのコンピューター分析か

ら生まれた今村講師の独自の減圧症予防の理論は

“目からうろこ”ともいえる有益な話だった。当日

の参加者42名だけではなく多くのSDC会員に聞い

てもらいたく、今年の新年会でも講演をして頂いた。 

 

②地方会員の参加補助：総会・懇親会 10 名、新

年会13名の地方会員がこの制度を活用した。 

 

③サイボウイズライブ：役員会や同好会など 15

名～30 名のグループでは有効に使われているメー

リングリストだったが、SDC会員全体ではHPとの

使い分けなどの問題もあり、消化不良に終わった。

今後どうするかは検討を要する。 

 

＊創立25周年記念事業 

実行委員会により実施企画が立案された。 

 

3） 外部への広報活動 

マリンダイビングの新連載が今年の2月号から始ま

り、SDCが紹介された。4月7日のマリンダイビン

グフェア・セミナーでSDCの紹介を行った。 

 

2018年度活動方針 

～SDCの持続と発展のために～ 

1）創立25周年記念事業の成功 

2）SDCの認知度を高める 

会員年齢の分布からこれからSDCを引き継いで 

もらう会員層の少なさが心配される。SDCのダイビ

ングをベースとした社交クラブは、健康寿命を延ば

す活動のモデルとなり得る。一般の人に SDC の活

動を知ってもらう事で、後継者を確保したい。TV、

新聞、SNSなどに発信してSDCを紹介したい。 

（詳しくは次号で紹介します） 

 

 

   2018年度役員 

6 月 3 日の総会において 2018 年度役員が次のよう

に決まりました。 

 

会 長  005 大隅 楠夫 

副会長  648 江藤 征雄 

  832 市川 雅紀（新任） 

事務局  830 高田 和男 

総 務  640 山崎 利江 

     820  小澤 良一 

会 計  792 長谷川 實 

広 報  572  阿部 千衣子 

             827  森沢 昭二（新任） 

        832 市川 雅紀（兼任） 

        870  板倉 節男（新任） 

ダイビング計画  817  船山 浩志 

                845  矢部 善信（新任） 

関西地区担当    306 宮本 節子 

会計監査     682 渡里 喬 

 

＊クラブ運営に関して問合せ、相談等ありましたら

担当役員までご連絡下さい。  

  事務局   会員の入退会手続き、名簿管理 

 総 務   新年会・総会・懇親会 

 会 計   会費 

 広 報   会報    

ダイビング計画 ダイビングツアー 

関西地区担当  関西地区に関して 

 

[その他の役員] 

 技術顧問 030 杉本 信也 

 顧 問  018 坂東 正朗 

         197 宇留賀 達雄 

            603 氏家 友枝（新任） 

 

 関西地区幹事 470 池田 孝雄 

  508 安積 信 

  735 道上 勲 

  842  神崎 美治  
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 6月 3日（日）恵比寿イーストギャラリーに会員

93名賛助会員 8社 8名のご参加を頂きました。 

恒例の水中映像のビデオ・スライドショーは、創立

25周年記念行事の提案があるため為中止となりま

した。 

 総会は大隅会長のご挨拶から始まり、2017年活動 

報告・会計報告・監査報告が承認されました。 

続いて 2018年度活動方針（案）「SDCの持続と発

展のために」・①創立 25周年記念事業・②SDCの

認知度を高める（HP・TV・SNS・YOUTUBE）の

提案が有りました。 

 

江藤副会長から 25周年記念行事の内容の説明があ

り、その中の記念品の配布に関して、使用するロゴ

マークのデザイナーによる説明がありました。 

会長より活動方針に沿った予算案の提案があり、質

疑応答の後承認されました。 

退任する役員4名の報告と新任4名を含む新役員

候補の提案があり承認されました。 

退任される役員さんありがとうございました。 

新任役員さんこれから宜しくお願いいたします。 

会場を整理して全員笑顔でパチリと写真撮影 

 13：00からB1Fへ会場を移し懇親会・パートⅠ 

江藤副会長のご挨拶から始まり、御来賓のマリンダ

イビング後藤ゆかり様・関西地区担当宮本節子様の

ご挨拶・関西の立木博信様の乾杯の音頭で会食と歓

談が始まりました。テーブル係様進行有難うござい

ました。 

。 

 14：15からミュージックサロンの皆様による「減

圧ソング」を会場全員で踊りながら 15：00パート

Ⅱへと進行していきました。 

賛助会員様とのダイビング打ち合わせ、各種コーナ

ーでの交流と親睦を計りながら 25周年記念品とし

て配布されるウインドブレーカーの試着、注文書に

記入と16：30まで慌ただしい90分となりましたが、

楽しい会となりました。 

 

 

2019年１月27日有明ワシントンホテル新年会 

2019年6月2日 恵比寿イーストギャラリー総会・

懇親会たくさんのご参加をお待ちいたします。 

 2018年 総会・懇親会の報告 
  

2018年 6月 3日 

 レポート  総務 640 山崎利江 
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866 川地 勝幸 

総会、親睦会参加の皆様お疲れさまでした。 

役員の方々本当にありがとうございました。       

私は二次会後、羽田空港から深夜発 ANAでシンガポ

ール経由バリそこから車で約四時間、West Bali ム

ンジャンガン島近くの SARI Dive に来ています。 

57 歳からダイビングを始めて 70 歳引退かなと思っ

ていたのですが、総会のデーターで何と 70 歳で折

り返し点と分かりました。これからは本数稼ぎのダ

イビング（1,000 本目標）から一本一本を大切に楽

しみながら 2,000 本を目標に頑張ります。SDC 入会

を機会に先輩方から色々な事を教わり長くダイビン

グを続けるつもりです。宜しくお願い致します。 

 

 

874 山﨑 秀弘 

ひと言で申しまして会員の皆様の若さ、行動力、

活力、明るさに圧倒されました。殆どの方が年上の

方で、私の両親に近い年齢の方もいらっしゃいます

が、皆さんダイビングだけでなく、釣り、スキー他

第二の青春？を謳歌されており、自分で健康年齢を

７０歳と決めていたのが恥ずかしくなりました。 

また、皆さん大変優しい方々ばかりで、いろんな

アドバイスを頂いたり、あらゆる方々を紹介して頂

き、初参加でも直ぐに打ち解けることができました。 

どうも有難うございました。今後とも宜しくお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

877 後藤 幸 

 懇親会に参加させて頂き、有難うございました。 

会員番号 877（バナナ）の後藤です。SDC25周年と

いう記念の年に入会させて頂き、また今回の参加で

ウィンドブレーカーのプレゼントも頂けるとのこ

と、何ともラッキーです。 

ダイビングに関しましては、インストラクターを所

持してはおりますが、現在はファンダイバーとして

潜っております。 

一緒のテーブルでした皆様は勿論、お話しさせて

頂いた皆様がとてもパワフルでキラキラと輝いてい

らっしゃるのを拝見し、私も皆様のようになりた

い！との思いを強く致しました。皆様と一緒に潜れ

ますことを楽しみに致しております。 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

      アウトドアーを楽しむ会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マリンダイビングフェア2018セミナー 「シニアダイバーあつまれ」  高齢者とダイビング 

4月6日に池袋のサンシャインシティーにて開催されました。 

SDC総会・懇親会に初参加して 
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 初めての出席なので、ワクワクします。 

              074 藤井康代 

今年の夏には、最近 C カードを取得した孫と、

ダイビングできるように療養に励んでいます。 

              055 鶴若富夫 

なかなかDivingTourに行けません。日帰りで 

何とか満足しています。    844 今里壯治 

           

もうすぐ傘寿になるので、海、陸と好奇心を持

って、身体と相談しながら楽しもうと思ってま

す。            128 平野昌子 

4月 26日から、伊豆熱川に移住。交通が不便に

なるため、海外ダイビングや東京での集まり出

席が少なくなりそうです。温泉でのんびり余生 

を送ります。        390 金井達雄 

旅館業のため、平日しか動けず、欠席ばかりで申

し訳ございません。      047 竹腰憲江 

マスターズ大会に仲間と出場の先約があります。     

030 杉本信也 

 

健康で元気にすごしています。 

              294 三輪勝廣 

5月30日～6月6日まで、パプアニューギニア

に出かけますので、欠席します。マリンダイビ

ングフェアの会長の記念ビデオと講演、とても 

良かったです。       690 木谷治江 

年齢とともに行動が鈍くなり、年齢相応のダイ

ビングを心がけます。  

  026 良縁寺悦子 

父の介護で中断してましたが、2年ぶりにダイビ

ングに行くことが出来ました。やっぱり海って

いいなあ ！        790 尾浜和美 

最近は釣りにハマって、毎週、近畿一円を走り

回ってます。ダイビングは、6月にSDCの仲間

とフィリピンのモアルボアルに 6 日間で行く予

定です。          735 道上勲 

 

3月にメキシコ、プエルトヴァリャルタに行って

きました。海水温17℃で寒かった。 

              803 齋藤朋子 
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今年、やっと初めてのドライスーツダイビング

講習を高萩の3ｍプールで受講します。今から楽

しみです。          814 直之浩 

花粉の季節、妻の入院等、やっと一段落しまし

た。近くの海でも行ってみたいと思います。 

              863 奥村信一 

1月にパラオに皆様と行きました。年に1～2回

ダイビングを続けたいと思っています。 

            613 近藤敬比古 

昨年末に入会して、右も左も判らない状態です。 

とてもフレンドリーで楽しい会です。 

              865 篠田和枝 

初めて公認ツアーを組みました。すぐに定員に

なってしまい、申し込みの追加が来たらと…… 

悩んでいます。関西は千客万来…かくありたい

ですね。           842 神﨑美治 

 

海上安全確保のために、東京湾の浮遊物回収を 

始めました。         819 早川直樹 

1年半のブランク（介護のため）でしたが、この

3月に、やっと潜りに出かけられるようになりま

した。           124 高木元子 



 

 

 

 

副会長 838 市川雅紀 

 

1949年 1月 30日 69歳 

JUDF AOW 

CMAS AOW 

ダイビング歴 26年 

経験本数 831 

東京下町→横浜在住 

ダイビング・お酒・写真（陸） 

新たに副会長に委嘱されてしまいました市川です。 

私とダイビングの関係ですが、ＭＤ誌に記載され

たことも有り、御存知の方も多いと思いますが、私

がダイビングを始めたきっかけは2度目の独身です。 

（1度目の独身は結婚前です） 

自信をなくし元気が無かった自分でしたが、ふと

思いだしたのが数年前に行いました沖縄真栄田での

体験ダイビングでした。 

 ダイビングをやろう！と発起して、あまり泳ぎに

自信の無い自分は、先ずは水泳プールの初心者コー

スから始めました。 

 ほぼ何とか格好の付いてきた 2年目に、当時住ん

でいました地元・台東区の広報誌のダイビング受講

生募集を見て、区からの援助金も出ることから即応

募しました。1992年でした。 

 このショップさんでAOWまで取得しましたが、 

当時はとても厳しいトレーニングを受けました。 

それしか知らないので、それが普通と思っていたの

ですが、後に知ったのですが、JUDF（全日本潜水

連盟）は体育系の厳しさで有名だったそうです。 

 もっとウキウキしたショップだったら違った人生

だったのかもしれません。 

 今までで 1 番好きなのは、1994 年に行きました

タヒチ・ランギロアです。あのタヒチアンブルーは

今でも憧れます。 

 2 番目は 2006 年に友人達と行きましたガラパゴ

スです。小型のヨットを我々だけで楽しみました。 

しかし当会の皆さんと昨年2月に行かせていただ

きましたリチュリューロックは素晴らしかったです。 

今までの 1番ではないかと思いました。 

 これからも皆さんと素敵な海に出会いたいですの

で、宜しくお願いします。 

 

 広報  827 森沢昭二 

 

SDC に入会してまだ日が

浅い私が、今年度役員をお引

き受けすることになりました。

広報の作り方を一から勉強し

て、皆様にお届けできるよう

に頑張りたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 ダイビング計画 

845 矢部善信 

 

ダイビング計画を仰せつか

りました矢部善信です。至ら

ぬ点は多々あるかと思います

が、お受けした限りには、

SDC25 周年にむけ誠心誠意

努力いたします。 

 皆様にも、これまでと変わらぬご協力、ご支援を

頂きますよう、宜しくお願いいたします。 

 

 

 

広報 870 板倉節男 

 

1月に入会、「楽しむぞっ」と

決意と期待を胸に新年会に参

加したら4人の役員らしき人

から、「あなた役員やりなさい。

知り合い増えて面白いよ～、

ぜひやりなさい」と畳み掛け

られて、こんな挨拶文を書く羽目になりました。 

僕のダイビングライフどうなるんだろう、不安だあ。 
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副会長 603 氏家友枝 

 正直なところ、やっと解放されるという安堵感で

いっぱいです。 

総務・副会長と、私としては結構長く SDC 役員

を続けてきたと思います。その間色々ありました。

役員会のせいで行きたいダイビングに行けない事も

ありました。又、役員の方に誘われて楽しいツアー

に参加する事も出来ました。いやな事もありました

が概ね楽しい事ばかり。役員をやって良かったと思

うのは私だけではないはずです。 

 総務の仕事は結構ハードでした。総会・新年会と

年２回の大イベントを先頭に立ってこなさなければ

ならないし、少ない能力を振り絞り、間違いが無い

様に神経をすり減らしました。無事に終わると一安

心。たぶん会長を除けば、会計と総務が一番安心す

るのではないでしょうか。久しぶりにお会いする会

員の方たちの御元気そうな様子や、楽しそうにお話

している様子等を拝見すると、大変な思いをしても

やっぱり総会、新年会はいいなぁとつくづく思いま

す。 

 新しく役員になられる方々、どうぞ楽しく役員生

活を送って下さい。私が入会してすぐに親しくなっ

た大先輩が、「SDC は遊びの会」なんだから、気楽

に気軽に仲間を作ればいいんだよと言って下さいま

した。役員も同じです。気楽に気軽に協力しながら

運営していって下さい。 

これからも SDC はずっとずっと続いていく事で

しょう。来年は 25周年を迎えます。30周年、35周

年と記念の年をどんどん重ねて今よりもっと楽しい

会になる事を祈ります。 

 

 

 

 

 

 

 

ダイビング計画  816 高師美恵子 

生来の粗忽物なのでかえってご迷惑おかけするの

ではとためらいつつ、でもお世話になるばかりでは

心苦しいとの思いでお引き受けした役員。心配した

通り失敗ばかりでしたが、お陰様で SDC が設立さ

れた由来や先輩方のご苦労、役員のみならず多くの

会員さんの努力でこの会が維持されてきたのが分か

りました。役員会等の日程を睨みながらしっかりツ

アーにも行き、あっという間の 2年でした。賛助会

員の皆様にもお世話になり本当に有難うございまし

た。 

 

広報  668 川瀬和恵 

 楽しい 3年間でした。熱しやすく冷めやすい私の

性格からは 3年間がちょうどよい長さでした。 

仕事で PCを使っていましたが定年退職後は使い

方を忘れるほどになっていました。広報の役員を引

受けた時から、水を得た魚のように生き生きとして

いたと思います。ただこれ以上は新しい会報誌は作

れないと思います。新しい方たちにバトンタッチを

して新鮮な会報誌にしていただきたいと思っていま

す。ありがとうございました。 

 

広報  674 内芝範子 

SDC に入会して世界の海を楽しむことが出来る

ようになりました。 

 感謝の気持ちから「井の中の蛙大海を知らず」で 

気軽に役員をお引き受けしてしまいました。 

 役員の方々、広報仲間、そして会員の皆さんには、

お世話をかけ、教えていただく事ばかりでしたが、

刺激的で充実した 2年間でした。 

ありがとうございました。 
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昨年 4月以来 1年振りに新入会員を迎えての

懇親会を開催致しました。今回は対象 15名の内

7名の参加を頂きました。 

最初に大隅会長から、歓迎の挨拶と SDCの活

動について説明があり、乾杯のあと、役員の紹

介、新入会員の個性あふれる楽しい自己紹介と

続きました。皆さん大好きなダイビングの話し

で盛り上がったところで 2時間半がアッという

間に過ぎてしまいました。 

 
参加新入会員 

862 香椎裕希彦 864 田島 泰 

865 篠田和枝  868 市川 之 869 渡辺泰介

870 板倉節男  874 山崎秀弘 

 
 

862  香椎裕希彦 

諸先輩の暖かいアドバイスを参考にダイビン

グの鍛錬に励みたいと思います。 

色々とお話が聞けて参考になります。 

865  篠田和枝 

新入会員懇親会を開いて頂いてありがとうござ 

いました。役員の方々もとより、新会員の方と 

 

も親しくお話ができて、より SDCを身近に感じ

ることができました。 

大好きなダイビングを通して、ステキなお仲

間に会えること、この上ない喜びです。 

私の黄昏人生花開きそう？？？？ 

868  市川 之 

先日は楽しい会に参加させていただき、あり

がとうございました。ダイビングに関する貴重

な情報を金子さんから頂いたり、SDCの楽しさ

について大いに語ってくださるかたがいらっし

ゃったり、、、 

今後ともよろしくお願いいたします。 

869  渡辺泰介 

新人歓迎会にお呼びくださり、ありがとうご

ざいました。いろいろな集まりに参加して継続

できるよう頑張ります。 

870  板倉節男 

新しい知り合いができ、ダイビングを楽しむ

ための話を沢山聞くことができました。 

こういう機会を作ってくださったことに感謝し

ています。ありがとうございました。 

874  山崎秀弘 

3月に入会し、初めての会合に参加させて頂き

有難うございます。 

昨年還暦を迎えた私に対し、ご参加された会員

の皆様から若いねえと言われ、最初はその気に

なっておりましたが、皆様の凄く明るく活動的

なお姿に逆に若さを頂きました。 

私も皆様のようにダイビングを楽しみ、良い年

を取っていきたいと思います。 

末永く宜しくお願い致します。 

 

新入会員を囲む懇親会に参加して 
2018年 4月 15日   於：響 新宿サザンタワー店 

レポート ダイビング計画担当 船山浩志 
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昨年は「ダイビングコンピューターが示す無減圧

潜水時間の危険性」と題して「減圧症」が取り上げ

られました。 

そして今年は「漂流事故」を取り上げました。 

この二つは我々ダイバーにとってとても重要で、体

験したくないけれど、知っておかなくてはならない

し、防ぐ事が出来うる事なのです。 

 5 月 25 日 江東区文化セ

ンター 14:00から会員26名

と講演者 6 名の合計 32 名で

した。 

開会の挨拶を大隅会長からい

ただき、定時に開始しました。 

 

１．「漂流事故について」サン

ドウェーブ・遠藤学 様 

サンドウェーブさんは当会の賛助会員なので皆さん

も良く御存知の事と思いますが、同じく賛助会員で

あるパラオのデイドリームさんで、氏は長年ガイド

をされていました。 

その体験から画像を交えて講演をいただきました。 

海流の流れは2ノットも流れていると、逆らっては

泳げなくなるのですが、パラオのペリリューコーナ

ーでは3から5ノットもの流れが有るそうです。 

「漂流する原因」とし

て、ガイドと船長の打

ち合わせ不足、ガイド

や船長の技量不足、ガ

イドのコントロールミ

ス、船長の居眠り・釣

り、船のメンテ不足、

客の勝手な行動が上げ

られました。 

では自分たちにどんな

対策が出来るのかですが、信頼できるガイド・お店

を選ぶ、安全対策が充実しているお店、ダイビング

中に自分たちでも流れを見る癖をつける事が大事と

教えていただきました。 

 以前のボートはエンジンが１つでしたが、今は２

つにして万が一の対応をされているそうです。シグ 

 

ナルフロートの所持も義務づけされているそう    

です。 

 

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 

お二人は日本安

全潜水教育協会

（略称JCUE）及び水難学会の指導員で、ベテラン

のダイビングインストラクターです。 

 お二人からは、人間の身体は2%しか浮かない為に

浮き具の使用が重要な事。 

それでも呼吸が出来る為と体力温存の為に「ラッコ

うき」（着衣背浮き）が大切で、3.11 の時にもそれ

で助かった人のニュース等が紹介されました。 

浮き具としては BCD は勿論ですが、ポテチ袋、ク

ーラーボックス、ランドセルも、浮く事。ほとんど

の靴も浮くので「ラッコうき」にはとても重要なん

ですね。 

 質疑応答時の司会者からの質問に答えて、早川さ

ん自ら90分漂流した経験も語っていただきました。 

これは漂流だと意識したときにウェイトを捨てて全

員が離れないようにお互いをつかまえて漂流し、通

りがかったタンカーに助けられたそうです。 

 タンクも捨ててタンカーに上がったと生々しい様

子を語っていただけました。 

 

３．「PLB」（ピーエルビー）

「Nautilus」（ノーチラス）

（漂流時の緊急信号発信器）

株式会社舵社・佐藤 唯史 様 

舵社は横浜の船舶用品専門店

で、PLBの販売を行っており

ます。ノーチラスの取り扱い

は未定とのことです。 

PLBとノーチラスはどちら 

も漂流時にスイッチを入れる （舵社サイトより）

事により、GPS位置情報付きの救難信号を発信し救

安全潜水勉強会 
漂流事故防止セミナー 

5 月 25 日 

838 市川 雅紀 
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助を促す物です。 

PLB の救難信号は人工衛星を経由して日本では海

保に通報され、GPS情報に基付きピンポイントでの

救助が開始されます。 

水深 180m 耐圧ケース付きで 63,180 円と高価です

が、その効果も絶大です。 

日本では無線局の免許申請が必要で、その費用が

4,250円と年600円の電波使用料、そして5年ごと

に電池交換が3万円かかるそうです。 

 

ノーチラスの救難信

号は付近の船舶又は

海岸局の「船舶位置

表示システム（AIS）」

に遭難表示がされる

そうです。 

(safedive.jpanサイトより) 

AISは大型船舶や救助機関は必ず持っていて、救助

されます。 

予価は30,240円ですが、日本の電波法は厳しくて、

まだ認可や費用は不透明です。 

 

４．「レーダー

シグナルフロ

ート」(レーダ

ー反射式フロ

ート) 興亜化

工(株)・遠藤 

健司 様 

         （興亜加工サイトより） 

興亜加工(株)は船舶用品の製造販売会社でして、簡

易型のレーダー反射器などを製作されていて、遠藤

さんはレーダーシグナルフロートの開発者です。 

通常のシグナルフロートについては皆さん良く御存

知の事と思いますが、通常のシグナルフロートとの

大きな違いはレーダーに映るようになっている事で

す。 

漁船での実証実験では

470m 程離れててもハッ

キリと映りました。（とあ

る沖縄での実験では

4km でも映ったそうで

す）。 

 

真空パックの使い切りサ

イズになっていて、9cm

×9cm×2cm と小型でBCD のポケットに入れても

じゃまにならず、でも使用時は2mにもなります。 

下部からレギュ又は口で空気を吹き込みますが、逆

止弁が付いていて、手に持って振る事も出来ます。 

会場では実際に膨らまして試させていただきました。 

 価格は6,240円ですが、ＳＤＣセミナー記念価格

が有る？ 

 因みに、沖縄県ダイビング安全対策協議会と

NAUIの推奨品となってます。 

 

 

閉会予定時間を過ぎても皆さんの興味は尽きないと

ころでしたが、閉会の挨拶を江藤副会長からいただ

き、近くの海鮮居酒屋さんへ移り、質疑応答は懇親

会で行われました。  

 

 実は私もプチ？漂流体験が有り、以前から漂流事

故防止に強い関心を持っていました。 

そして幾つかの商品の実証を行ないました。 

波の有る海峡では 20m も離れると、ダイバーか

ら船は見えても船からダイバーが見えづらくなり、

100m も離れると通常シグナルフロートでも難しく

なります。 

海面がキラキラする海ではミラーもあまり役に立

たず、発煙筒は自分たちが煙くて堪りませんでした。 

着色剤は意外と早くに散ってしまうので、近くに

救援機が来てから使います。 

ホイッスルは停泊している船には有効ですが、エ

ンジンの掛かっている船上では聞こえませんでした。 

一番有効なのは携帯電話を耐圧ケースに入れての

ダイビングで、この方法をやっていたのですが、突

然水没してしまい、それ以降は止めてしまいました。 

 

今回は価格と性能を比較して、3 つの安全グッズ

を紹介させていただきましたが、今後もこの分野の

新製品には注目したいと思います。 

 

    企画・司会・レポート 838 市川 雅紀 
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今年も期間限定の天然モズク摘みと｢石垣３９

３５(サンキュウサンゴ)プロジェクト」のサンゴ

の植え付けに行ってきました。 

 日程は石垣島のトライアスロン催行日を避け

午後が干潮になり海水温が高くなる 4月中旬以降

と難しい条件を「さうすぽいんとＤＳ」の高嶺さ

んに日程を調整して頂き催行することが出来ま

した。 

 現地集合・解散のツアーの為自身でチケットの

手配。ウルトラ早割発売日に 2人で携帯片手にＰ

Ｃの前で、固定電話を脇に早割に挑戦。数時間の

挑戦でも Get出来ず。LCCこれがまた曲者で、調

べたつもりが抜けていて、成田空港で手荷物は 2

個迄計 7㎏迄(3個は×)重量オーバーで割増を支

払う羽目に！！ 

 3月からゆうパックも値上げ。今迄はバッグの

サイズのみの料金が 25㎏未満か以上かで送料が

変る。 

 到着前から値上げ 値上げ で重い気分に更に

当日の成田→那覇が出発で 1時間以上遅れを挽回

できず那覇に到着。那覇→石垣は JTAの為荷物を

引き取りシャトルバスで移動。 

結局予定の便に乗れず。 

那覇に到着した時点で、JALカードへ電話。早割

チケットは変更払い戻し不可能の為諦めてカウ

ンターについたら｢ご連絡頂いて…･｣無料で後の

便に変更 OK。 

既に直行便の仲間は石垣空港に、さうすぽいんと

さんも到着に合わせて迎えに「2人でタクシーで

行く事に」決めていました。ところがさすがＳＤ

Ｃのメンバー｢大丈夫空港で食事しながら飲んで

待っているから｣と。 

ホテルについてびっくり 3年連続なのに部屋は狭

く美味しいレストランも閉鎖、しかしここでめげ

ないのがＳＤＣ翌日に向け乾杯！！ 

 

 

 

 

 

【小幡美枝さん 700本おめでとう】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4月 19日 700本記念に皆で記念撮影） 

 

【寒かった今年の石垣島】   844 今里 壮治 

4月 15日から 19日迄の予定で石垣に向かう。

予報は 2.3日は雨、曇り。不安的中、暗い雲に止

みそうにない雨。さうすぽいんとの奥さんの運転

する車で川平へ向かう。途中ガードパイプに止ま

る冠ワシを発見、高嶺夫人によればこの近辺では

よく見かけるよし。 

後ろ姿で寂し 

気だが、今日 

の天気に合っ 

ている。結局 

この日はダイ 

ビングする気 

にならず。翌 

日もほぼ同じ 

天気。宿泊先のリゾートライフ宮田さんに食材の

買い出しに連れて行ってもらう。一人残り石垣市

をウォーキング。名物の石垣牛を食べ夕刻宿へ。

聞けば翌日も悪天の由。肌寒く体調も良くないの

で帰京した。 

 

【初めてのモズク積み】  876 中島 洋子 

1 日目はどれがモズクか判らず似たようなのま

で袋に、その内やっと少しずつ採ることか出来ま

した。2 日目になると海水温も丁度気持ち良くモ

ズクを沢山収穫出来て、その後さうすポイントの

高嶺さんにアク抜きを教えて頂き大変な作業で

した。ショップに帰ってから高嶺さんが後処理を

  石垣島モズク摘み＆サンゴの植え付けダイブ 

 2018年 4月 16日〜4月 21日 

ツアー№1874 幹事 600名倉 三也子  レポート 参加者全員 

ツアー№9999 幹事 999 ＸＸＸ ＸＸＸ レポート 999 ＸＸＸ ＸＸＸ 

 

公認ツアー   
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して下さり助

かりました。 

家に持って

帰り家族に｢こ

のモズク今迄

食べた中でシ

ャキシャキし

て凄く美味しいね～｣と言われて苦労が報われま 

した。又来年も是非連れて行って頂きたいと思っ

ております。 

皆さんお世話になり、本当にありがとうございま

した。 

 

【今年のモズク採りは楽でした】  836 川田 操 

 膝までのごく浅い海で、メガネもシュノーケル

も付けず歩き廻れて、大きな株？に育ったモズク

が次々に有難う！1時間位でもう持つのが大変！ 

さあ美味しく食べる為の作業開始！ 

① モズクは海藻(モズクによく似ている)や岩に

着床して育ちます、そのゴミを取り除く作業。 

② ゴミを取ったら塩でよく揉みアク抜きをする。 

③ 海水でよく洗う（ここ迄が海での作業） 

④ 真水で洗い塩漬けに（この作業は高峯さんに） 

⑤ 最終日迄預かって頂き今回はゆうパックで宅

配に。天然モズク採りのタイミングの良い時期

に計画して下さったリーダーと高嶺さんに感

謝です。帰りがけに美味しい「モズク丼」のレ

シピを頂きましたので“トライ”します。 

 

【石垣島 3935プロジェクト参加】648江藤征雄 

 昨年に続き 2回目となる石垣島 3935プロジェク

トに参加。 移植用のサンゴ苗は沖縄本島恩納村

で行われているチーム美らサンゴと同様に、サン

ゴの苗をマグホワイトという土壌硬化剤で作っ

た埋め込みボルト付きの台座にステンレスワイ

ヤでくくりつけ、サ

ンゴ棚(サンゴ苗の

取り付け穴があい 

たパイプ製の棚)に

ボルト部を差し込

む方式。恩納村では、

海底の岩にボルト

用の穴を設けてそ

こに差し込む、ひ 

び建て方式と言う

砂地の海底に打ち

込んだ単管パイプの上部に苗付きの台座を差し

込む方法で、オニヒトデの大量発生等で廃墟と化

した、サンゴ礁の再生に成功している。 

3935 プロジェクトのサンゴ棚は石垣港の人工

島｢南の島｣近くの海底にあり、ＳＤＣの区画が確

保、昨年植え付けた区画に今年も植え付けを行っ 

た。 

この棚方式は中間育成棚として使用されている

方式。 

 

3935プロジェクでは中間育成としてではなく、こ

の場所でそのまま成長させ、サンゴの群落を作る

とのこと。海底から浮かせるメリットは潮通しが

良く苗の成長に良い事や、苗が海底の砂を被らな

いこと。オニヒトデも登れずつきにくい効果もあ

り上の写真は、昨年植え付けた苗が成長した姿で、

今後更に成長しサンゴ群落が形成されＳＤＣの

サンゴの森が出来ることを期待したい。 

 

【美しいサンゴ礁の回復を！】 627小澤ユリ子 

環境悪化による海水温の上昇等サンゴにとっ

てつらいことばかり。私達ＳＤＣの｢グループサ

ンゴの森｣は微力ではありますがサンゴの植え付

けのお手伝いをしています。美しいサンゴ礁の回

復を願い、日頃からエコの生活を心がけていきま

しょう！ 
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【失敗も楽しいモズク摘み】 859 新山 公男 

最高齢の私を筆頭に忘れ物とか、細かいことに

は拘らず楽しく笑い漫才のようなツアーでした。 

①カメラを忘れ(紛失)何故か充電器は持参した 

②カメラを取違え(他人のカメラ)てエントリー 

③充電したが部屋に置き忘れ手ぶらでエントリ

ーｅｔｃ。モズク丼は初めて頂きとても美味しか

ったです､有り難う御座いました 

 

【ウミウシの愛情交換】  631 森川 正明 

 数年前、チービシでのサンゴの植え付け終了後渡

嘉敷島へ移動してダイビング中に今回と同じよ

うな珍しい｢リュウグウウミウシ」の光景に出会

いました。 

今回は石垣島の米原スミレポイントの 1本目の

ダイブ中に「マダラシロウミウシ」のペアが仲良

く(ラブラブ)の様子にとても微笑ましくしばら

くの間見入ってしまいました。 

これまで沖縄で珍しいウミウシの出会いが 2度あ

りました、『２度あることは３度ある』との諺を

信じ次回の出会いを楽しみに潜り続けていけた

らなーと！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者(9名) 

600 名倉 三也子 627 小澤ユリ子 631 森川 正明 

648 江藤征雄 741小幡 美枝 836 川田 操 

844 今里 壮治 859 新山 公男 876 中島 洋子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（石垣に向かう機内でこの原稿を書いている。） 

GW 最終日に房総・金谷に集合し、黒ダイ狙いの釣

行予定だったが晴天が続き、かえって不安がよぎる。

挙句に今年は強風の日が多く、釣り船の HP をチェ

ックしても「出船中止」が 3 日ほど続いていた。「前々

日の予報」でなんとか落ち着いてきたから大丈夫ね

～！と素人考え！集合当日の出発直前に念のため船

宿に問い合わせをするとなんと「船が出ない確率が

高いからやめた方が良い」と女将の返事！慌てふた

めきメンバーや宿にキャンセルの連絡。静岡から参

加の M さんは新幹線の切符を買ったところで、ドタ

キャン。（ゴメンナサイ） 

1 時間ほど放心状態だったが、気を取り直し次回 

「7 月のアジ釣り案内」を配信、数日で募集の 10

名に達した。この一連の作業も釣りに例えると①案

内を出す（エサをつけて糸を垂らす）②応募がある

（魚がエサに喰いついてきた）10 匹鈴なり！って考

えると楽しめる（笑） 

参加申し込みの皆さんありがとうございます。次回

はアジの入れ食いを楽しみましょう！ 

と、ここで最初に戻り、不完全燃焼の K さんと石垣

ダイビングツアーを予約していたさうすぽいんと高

嶺さんに連絡して去年のグルクン釣り同様、釣りも

したいと追加のお願い。「海況次第で OK」との承諾

を得た。さてどうなることやら。 

続きは「石垣島ツアー5/17～21」に記載。 

 

 

＊ 今年の大物狙いはカツオ・マグロに決定 

（現在、キャンセル待ち） 

＊ 秋の釣行予定：10 月 10 日㈬～11 日㈭ 

 詳細未定 

 

参加希望の方は 591 和田美代子まで。 

mi1721114iruka@yahoo.co.jp 

 

船が出ない！ （海釣り同好会） 
2018年 5月 6日 

591 和田美代子 
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 ダイビングに釣りをするって初めての経験で素晴

らしい旅行になりました。また、レンタカーを借り

てガラス工房の経験も楽しいと感じました。 

515 阿部 秀行 

陸地でも四季があるように、海の中もそれぞれの

季節によって魚達が織りなす素敵な風景を堪能でき

た。ツアー最終日の「米原Ｗリーフ南」で再生した

サンゴの上をゆっくり・まったり！ カメラを持っ

たのにハウジングを自宅に忘れた我が身に腹立たし

い思いをしながら、色とりどり、溢れるような群れ

と遊んだ。高嶺さんのご厚意により釣りをさせて頂

き、海釣り同好会の「船が出ない事件」での不完全

燃焼も解消された。今回は晴天続きでとってもゴキ

ゲン！ これもベストメンバーのおかげかしら？ 

皆さんに感謝です。      591 和田美代子 

5 月中旬、沖縄方面は既に梅雨に入り天気が気に

なるところですが、初日から石垣島は晴天が続きま

した。街中のホテルに滞在し夕食は八重山料理を味

わい、毎夜ほろ酔い気分でホテルへ戻りました。（一

度はコンビニ食がありましたが、、、。） 

 ダイビングは3日間。ショップは賛助会員の「さ

うすぽいんと」にお世話になりました。ダイビング

は一貫してほぼ“まったりダイビング”でした。 

水温：平均 27～28℃、透明度：15～18m（一部の

ポイントは30～40m）、タンク：スチール。 

このスチールタンクの使用は久々でウエイトに悩み、

初日は5ｍｍのスーツに4kgを着けましたが、最終

日までには2kgに減らしてやっと快適な状態。 

 中日2日目の午後は釣りの名手のご提案で釣りを

楽しみました。未経験者の私も魚が沢山いたお蔭で

3～4 匹釣れました（超真剣・・・笑）。水面に上げ

てから動作にもたついて逃した魚2匹。先輩方は大

漁だったようです。ショップのオーナーさんが釣っ

た魚を手際よく次々処理して下さり、最後は新鮮な

刺身に舌づつみをして大満足。炎天下での釣りでし

たが楽しかったです。 

最終日はフライトが同じ3名で島内観光。塩工場

でお高いお高いお塩をほんの少し購入。又、琉球ガ

ラスのアトリエでコップ等の作成体験もしました。

作品はこのレポートを書いている最中に届きました

が、出来映えは・・・ん～まあまあでしょう。そし

て勿論“泡盛”も忘れません！（私は極小瓶しか購入

しませんが、ある先輩は、、、。） 

瞬く間に楽しい日々は過ぎてしまいました。 

 ツアーを企画して下さった川瀬さん、釣りを経験

させて下さった和田さん、男の“勲章”（？？）を沢

山身に着けた阿部さん、お世話になりました。楽し

いツアーでした。この紙面をお借りして感謝申し上

げます。                       705 寺島 衣子 

 この指とーまれ！と石垣ツアーをサイボウズと

HPの掲示板でお誘いしたのが 2月ころ。そして集

まった4人でした。 

さうすぽいんとの高嶺さんにはダイビングから釣り

まで、すべてにおいてお世話になりました。 

私のお気に入りダイビングは深度 1.5ｍのオイラン

ハゼダイビング、1 時間たっぷり観察することがで

きました。また、釣りは大漁で気分爽快ツアーでし

た。最高！！         668 川瀬 和恵 

 

 ダイビングと釣りの石垣ツアー 
 この指とーまれ！ 

2018年 5月 17日〜21日 

幹事 668 川瀬和恵 レポート 参加者 4名 
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123 河村啓子 

待ちに待った「コモド公認ツアー」ところが思いも

かけずの行先変更。天災には勝てません。 

今回の「クラブパライソ＆ピーコムドリーム」は過

去にも数回行っています。スタッフの「お帰りなさ

い」の挨拶に「私みたいに特徴の無い人間でも覚え

ていてくれるんだ」とビックリしました。 

スタッフ教育が行き届いている印象を受けました。 

最初から気持ち、ウキウキ。 

海は皆さんの報告にお任せするとして、 

今回、ＳＤＣの先客がいらっしゃるとお聞きしてい

たのですが、なんと！！ 関東の女性４名の内、Ｔ

さん、Ｆさんは前にダイビングをご一緒した事があ

り、とっても素敵な尊敬できる方達。またお会いし

たいな～と思っていたので、この偶然の再会に飛び

上がって大喜びしました！ 

ＳＤＣに入っていて良かった！！ 

知った仲間とのアフターダイブは愉快です。 

毎日笑い転げる事が「これでもか、これでもか」と

起こり、箸が倒れても笑ってしまう少女のように笑

い倒しました。腹筋が痛かった！！ 

結構な年齢のシニアダイバーのグループですが毎日

笑い転げるダイビングツアー。素敵です！！ 

お世話くださった幹事の宮本さん、そして取り留

めのない事で一緒に大笑いした皆さん。ありがとう

ございました。 

 

 

805 吉田延子 

今回はトモちゃんの御陰で、私も初めてマクロの写

真を何枚か撮る事が出来ました。 

 

842 神﨑美治 

今回の旅行の課題一言は”初心に帰ってダイブテ

ーブルを思い出そう、です。ダイコンに頼り気味で

すが上がってから調べると一本目でＺになっていた

ことがありました。 

タンクの空気が残っているとか海が温かいので平

気とかインストラクターが良いっていうからとかエ

ンリッチ使っているから等、甘い考えをすてて基本

通りのダイビングをしましょう。家に帰ってしばら

くしてしんどいなあっていうのが続く人もあるはず。

安全に永いこと泳ぎ続けられるよう、体をいたわる

ダイビングを目指しましょう。” 
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 マクタンツアー 
 近くて楽しい 

2017 年 11 月 8 日〜11 月 13 日 

     幹事 306 宮本節子  レポート  参加者 

 



306 宮本節子 

当初予定のコモドツアー、バリ島アグン山の噴火

の危険性大ということで、皆様の合意のもと危険回

避・安全第一ということで中止し、急遽マクタンへ! 

空港から近くて移動がないので助かります。 

リゾートから海まではセブ市内を抜けることになり

ますが・・・そこには休憩所・シヤワー等があり、

ゆっくりできました。リゾートはコテージでお部屋

は広く、食事はみんなでテーブルを囲んでと楽しい

ひと時になります。食事がとても美味しかったです。

モールも近くにあり、とても便利です。私は初めて

でしたが、なかなか楽しいところでした。

一つの被写体にたっぷり時間をかけて撮ったのは初

めてでした。のんびりゆっくりで楽しめました。 

水温もまだまだ30℃もあり、暖かくて良かった! 

また、行きたい所の一つです。 

 

急遽、変更にお付き合い頂きました皆様有難うござ

いました。 

 

参加者(8名) 

070 河合貞夫 123 河村啓子 305 宮内弘人 

306 宮本節子 678 足立公平 774 斉藤満弘 

805 吉田延子 842 神﨑美治 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィリピンのネグロス島、ドゥマゲッティのその

南に位置するダーウィンにダイブエリアが出来てい

るとＭＤ誌に紹介された。早速行ってみることに。

ダーウィンに滞在してのダイブ、今回宿泊したのは

「アズーレダイブリゾート」海に向かって施設が開

けるこじんまりとした気持ちいいリゾート(ダイブ

ショップ併設)。 

★アクセス 

往路は関空からマニラへ、マニラ 1泊、翌朝マニラ

からドゥマゲッティ空港へ、車で約 30分。 

帰りはドウマゲッティ～マニラ～関空。 

★水温 27度台 

★ダイビング 10本 

 アポ島 1日 3ダイブ付、アポ島までバンカボート

で約 40分。他の日は近くのポイントで 3ダイブ、マ

クロ系の生物が多い。探せばまだまだいるようです。 

ガイドはフィリピン人のみ。 

 ドゥマゲッティ・ダーウィン 
 生き物天国 

2018年2月20日〜2月25日 

       幹事&レポート  306 宮本節子 
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★食事  

昼食・夕食はビュッフェスタイル。今回のような人

数になるとビュッフェらしい(このビュッフェは私

達のグループ用と)。少ない人数の他のゲストは、ア

ラカルト。 

スープ(日替わり)、そして肉・鳥・豚、野菜とご飯、

デザートも出ました。美味しかったです。 

★総括 

アクセスはマニラ乗換があるものの、ドウマゲッ

ティ街中から外れたところに位置するので静か。ホ

テル自体もまだ新しくて綺麗。またプールも大きく

て綺麗でした。 

お天気も晴天に恵まれまずまず、水温も 27度台後半。

3本目となると私には少し肌寒かったですが・・・ 

食事もビュッフェスタイルでしたが、美味しかった

です。スープからデザートまでコースのようでした。 

今回、記念ダイブの方が 3名、1350本河合さん、500

本神﨑さん、333本足立様、リゾートよりケーキと

バルーンをいただき、ご機嫌!! ケーキは大きくて私

達だけでは食べきれず、他のゲストさんにおすそ分

け! 

皆さんご存知のワイドのアポ島１日のみ、その他は

マクロポイントのダーウィンがメイン。 

リゾートの目の前からボートに乗り込んで 10分く

らいの距離にたくさんのポイントがあります。 

基本的に全部砂地か泥砂底、探せばマクロの生物が

いるいる・・・ 

オオモン・クマドリ・イロカエルアンコウ、ニシキ

フウライウオ、ウミウシ数種類、タツノオトシゴ、

オオウミウマ、ニチリンダテハゼ、キャンディクラ

ブ、カミソリウオ、ウミテング、エビ・カニの仲間

数種 etc. 

 

ただ、ガイドが少々未

熟だったのが残念! 

最終日の最終ダイブで 

ストロングカレント、しかもアゲンスト!! 

その中をひたすら泳ぐこと 20分。もうダメ、陸地が

見えているのでフロートをあげ、ボートを待ちまし

た。ドリフトならまだしも・・何もいない所を苦し

かったこと!(ミミツクオクトパスを見せたかったよ

うです) これからのガイド陣に期待ですね! 

でも、全般的には楽しく過ごせました。 

ご参加いただいた皆さん、有難うございました。 

 

参加者(7名) 

070 河合貞夫  306 宮本節子  678 足立公平 

793 毛利暁夫  805 吉田延子  842 神﨑美治 

848 中島隆志 
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2004年 12月タイ、カオラックは大きな津波に襲わ

れた。そのあとに中部の「復興支援ツアー」に参加

した。その折お世話になったビッグブルーがクルー

ズ船を始めたと聞き一度はと思いながら果たさず。 

きっかけは 10年も前から出かけようと思っていた

ネパール、ボカラへの旅。後半はバンコク経由のフ

ライトでカトマンズからプーケットまで入れる。 

ネパールは現地に 20回も行って土地とガイドに詳

しい友人夫妻の力と案内を迷惑を承知で頼みこん

だ。ネパールはお天気が良いせいでかえってかすん

で山が見えなかったが到着日の夜の雷と雹のおかげ

で夜が明けると素晴らしい眺めだった。 

ガイドさんからのラッキーなヘリツアーの提案があ

り急にアンナプルナ BCへ飛ぶことになった。↓ 

 

 

↑（歩くと 6日間の行程のアンナプルナベースキャ

ンプまでヘリでは 15分のフライト。空気は薄い。

脚で歩いては絶対来れない場所だった。） 

ハレルヤ号を後半に組み込みプーケットからは会員

一人が現地集合の形で 4人の乗船となった。タプラ

ム港を航海の安全を願って点火した花火の音ととも

に出航。翌朝ハイダウエイのチェックダイブと津波

の犠牲に対するモニュメントが水中に置かれていて

ここで潜れたことに感謝。 

ジンベイもマンタも出てたようであるが我々は時間

差で出会いはなかった。グリーンモンスターと聞く

ゴーゴーと押し寄せるサーモクラインは初めての体

験であった。その一本のエキジットの後にジンベイ

さんのお出ましだったそうだ。 

 
ドナルドダックの岩山から見る景色、青い海の色は

昔と変わらず。どこを潜っても魚影が濃い海。年齢

等々から無理をしない、1日 2本以上は潜らないと

決めているがつい 3本の日もあった。 

 
フライト遅延でプーケットで 4人合流がかなわなか

ったこと。帰路乗り継ぎ余裕が短く気をもんだこと 

次の旅に参考にしたいこともあった。 

  神々の国ネパールからアンダマン海へ 
 シミランクルーズ（ハレルヤ号）５泊６日 

2018 年 2 月 23 日〜3 月 8 日 

レポート 240 山本 伸子 
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出発前のアクシデントが２点 

その１、計画してくれた阿部さんが、直前に都合が

悪くなり参加できなかったこと（残念）。 

その 2、ツアー中にニョピの日が含まれていると連

絡を受けた事。今年 1月になってからの連絡だった

のでそれぞれの都合もあり、変更せずニョピを楽し

もうと予定どおりの出発となりました。 

 

「ニョピ」と「オゴオゴ」について 

ニョピは、バリヒンドゥー教の「サカ暦」のお正

月。悪魔がいなくなるのを静かに祈る日です。 

朝 6時頃から翌日 6時頃まで外出禁止。空港は離着

陸全てストップし、労働・火（灯り）の使用・殺生

なども禁止です。テレビ放送もお休みし、今年はイ

ンターネット使用も禁止され、まさに静寂の一日と

なるのです。バリ島に滞在するすべての人が従わな

くてはならない、厳正なルールなのです。 

 

オゴオゴは、ニョピの前日に行われるお祭り。 

バンジャール（各地区）ごと、男性陣が悪魔とかお

化けを意味する張りぼてのオゴオゴ神輿を担ぎ、練

り歩く。その張りぼてを破壊して一年の悪事、悪霊

を浄化する。オゴオゴの準備のため、その日の午後

からは通行止めになります。 

 

トランバン（ノーブル・バリ）からムンジャガン

（サリダイブ）

への移動日がま

さにオゴオゴの

日でした。 

ニョピの日は、

ミンピリゾート

に 1泊。サリダ

イブもノーブル

さんも受け入れ

不可なんです。 

移動は早朝 8時

に出発。 

 

村々でオゴオゴの準備をしているのを眺めながら 

先ずはサリダイブへ。夕方までのんびりと過ごし、

里美さんとヘリさんの案内でオゴオゴ見物にいざ出

陣。こんなに人が住んでいたのかというほどの賑わ

い。オゴオゴの担ぎ手の熱気とパワーに圧倒され、

ちびちゃんたちの小さなオゴオゴは思わず笑みこぼ

れました。最後は悪魔のオゴオゴを皆まとめてダイ

ナミックに焚き上げる。迫力満点。 でもこんなに

木の多い場所、日本では絶対に許可されませんね。 

 

ミンピリゾートでのニョピ 

ミンピへの避難民は思っていたほど多くなく、欧米

人・中国人・日本人も数名いました。 

お庭も広いのでゆっくり散歩したり、ごろっと横に

なり風を感じるのも気持ちがいい。波の音を聞きな

がらの読書もしなくちゃ。あらあら全然のんびりし

てませんね。そしてここは温泉が湧く。なんとお部

屋の前が温泉プールという好立地。 

実はこんなこともしていました。 

ピーナツの殻むきです。あまりにもおいしくて、 

ノーブルさんに無理を言って分けてもらいました。 

 

↑ 

主人にも大好評だったピーナッツ 

ミンピの食事は朝も夜もバイキングでした。 

ニョピですから食事がいただけるだけで感謝ですね。 

 

 

 

 

 

 バリはしごツアー 
 初めてのニョピとオゴオゴ 

2018 年 3 月 13 日～22 日 

 幹事 572 阿部千衣子   レポート 646 鈴木麗子 
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3月のバリについて 

海の透視度はかなり悪い時もありましたが、 

マクロ派にとってはあまり関係ないと言えば関係な

い。ガイドさんがいろいろ見つけてくれるので、 

1㎝～3㎝程の個体に悪戦苦闘しながらも楽しかっ

たです。ワイドもマクロも両方有りです。 

ニョピは毎年日程が変わるので要注意。 

都会のオゴオゴはすごいらしいですよ。 

一味違うバリも最高でした。 

 

トランバン（ノーブル・バリ）にて 

かわいい子供たちのバリ舞踊と豚の丸焼きのご馳走 

 

ムンジャガン（サリダイブ）にて 

↓  早朝のセルフダイブ、桟橋下が面白い 

バンガイカーディナル     ピクチャードラゴネット 

 

 

 

おまけの話 

ムンジャガンで、はぐれのバラクーダが岩陰に 

いるのを発見。そーっと近づいた、つぎの瞬間 

目の前にギザギザの歯が見えたな、何なの！ 

狩りの成功です。 

余りの早業。 

目の前の出来事に

ドキドキが止まら

なかったです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者 646 鈴木 麗子 

733 林 賢子 

758 若佐 勢 
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 ＳＤＣ新年会で誘われてユーツアー企画のラ

ジャンパットクルーズに参加しました。ラジャ

ンパットは Dive Dream Indonesiaのツアーには

参加したことがありますが、今回乗船したボー

トは初めての「LADY DENOK」号。石垣島ショッ

プ「Umi Motto」のお客様、マリンダイビング誌

専属カメラマンである原田氏と計 10人のダイバ

ーが乗り込みました。 

羽田からジャカルタ、マカッサル、ソロンと

乗り継ぎを心配しながらも無事乗船することが

できました。初日、予定では 2本潜るはずが、

夕方の 1本になり少し薄暗い海になっていまし

たが、ソフトコーラル、ハードコーラルの素晴

らしさは十分堪能できました。 

 2日目からは毎日 3～4本、珍しいウオビゴン

の大きさに驚いたり、ナイトダイビングで見た

ウオーキングシャークに大騒ぎしたり、また、

ミミックオクトパスには「意外と気持ち悪い

ね」などというかわいそうな感想が出たりし

て、ダイビングを楽しみました。 

 

ガイドは 3人、ショップ（5人）専用に 1人、原

田カメラマンに 1人、我々4人に 1人ついてくれ

て、ツアー中ずっと同じガイドでした。ガイド

が変わらなかったせいか、だんだんお互いの気

心も知れてきて日本語は通じないながらも仲良

しになることができ、あまりほかのお客様もい

なかったため、潜り放題、写真撮り放題という

毎日でした。我々についてくれたガイドは、

我々の年齢を考えてくれたのかどうか、ドリフ

トダイブはしましたが、アゲインストには一切

向かわず、ちょっと流れがあると引き返しまし

ょうというジェスチャーをします。お陰で本当

に楽ちんダイブの連続で、透明度の良いラジャ

ンパットの海を満喫しました。 

 3日目には海だけでなく「Piaynemo Island」

へ上陸し、300段以上の階段を登って、島の頂上

にある展望台へ行きました。素晴らしい景色

で、「スターラグーン」と呼ばれるラグーンが眼

下に広がり、まるで絵葉書を見ている様でし

た。 

 

最終日にはフィッシュマーケットへも行き、地

元の方たちとちょっぴり触れ合うこともできま

した。 

 全体に文句なしのツアーでしたが、特に食事

内容は素晴らしく、調理をしてくれた女性に感

謝したいと思います。 

また、何くれとなく我々の面倒を見てくださ

ったカメラマンの原田氏にも感謝です。  

603 氏家友枝 

初めて訪れたラジャアンパットのサンゴ礁の

素晴らしさは私の中では№1 でした。一面に広が

るサンゴ礁、驚くほど巨大なサンゴ、そして種類

の多さ。水深 20ｍでもサンゴが群生できる太陽の

光が届く透明度。最近傷ついたサンゴ礁を見かけ

ることが多く、それに比べここは嬉しい癒される

ブラボーな海でした。 

このツアーは新年会の席でＵさんに誘われ酔っ

た勢いで決めたもので、今では誘って頂いたこと

に大変感謝しております。  

817 船山浩志 

ラジャンパット 
 こんなに優しいラジャってあり？！ 

2018 年 3 月 5 日～3 月 13 日 

レポート 603 氏家友枝 参加者 
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旅行の前に風邪気味ながらも熱もなかったの

で 9日間（ダイビングは 6日間）のツアーに参加

したのですが、前半はダイビングをしたものの後

半は発熱したのでダイビングを中止しずっと船

の中で寝ていました。また帰国後も 1週間静養し

ていました。ラジャアンパットへの行路は夜中に

2 回の乗り継ぎがあり強行軍だったので、それも

影響しているのだと思います。こんなことは 20数

年のダイビング歴の中で初めての経験でした。今

後は、今回の経験を教訓に旅行前の体調管理には

十分気をつけたいと思っているところです。 

一方、本題ですがラジャアンパットの海は魚影も 

濃く透明度も時々良いのでお勧めです。大物では

ギンガメアジ、ウメイロ、バラクーダ等の群れ、

ロウニンアジ、イソマグロ等、マクロではピグミ

ーシ－ホース、ハゼ、カニ、エビ等いろとりどり

でした。今回は流れもほとんどなく、ゆったりし

たダイビングを楽しめました。また私は体調不良

でナイトは潜りませんでしたが、ＳＤＣの参加者

の方のご意見ではナイトも良いようです。  

792 長谷川 實 

 

 

6つの良し 

マンタ良し、透明度良し、魚群良し、仲間良

し、ガイド良し、料理良し 悪い所が見つかり

ません。(H.E) 

 

 

夏の思い出（川崎大師風鈴市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の思い出（ひらつか七夕まつり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暖かい良いお天気に恵まれました。春間近ではな

く、桜も満開に近く咲いてさながら春本番です。 

今回は、京都の八坂通りにある「京やきにく弘」

というところで料理長が選び抜いた和牛がふんだん

に、贅沢にお肉を楽しむ至福のコースを堪能しまし

た。 

１月の温泉旅行に参加できなかった方達や久々に

今回参加の方達も、そして新会員さんも参加して、

ワイワイ～ダイビングの話しは勿論、次から次へと

飛び出す話題にみんなが打ち解け盛り上がります！ 

最近は新会員さんの参加がなかったので自己紹介を

省いていましたが、今回は久しぶりにひと通りの自

己紹介。また、お肉のコースも大変美味しく、量も

あり、時間もたっぷり・・・なのに、もう３時間を

とうに超えてしまいました！！ 

飲む食う喋るはいつまでも健在で明るくみんなの笑

い声が響きました。 

これからも皆さんで楽しく集えるようにしたいと思

います。 

ご参加いただいた皆様有難うございました。 

 

 

 

参加者(14 名) 

070 河合貞夫 181 平山英子 305 宮内弘人 

306 宮本節子 406 立木博信 508 安積 信 

678 足立公平 735 道上 勲 762 中西静江 

805 吉田延子 832 藤井則芳 842 神﨑美治 

851 紀 貞子 872 谷本菜穂子 

 

呑和会第 57 回「春間近」 

2018 年 3 月 27 日 

世話役：306 宮本節子 
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ギリ・アイル島ツアーレポート 
4月 27日～5月 8日 

               レポート 838 市川雅紀 820 小澤良一 

 

 

 

 

 

 

10 年来通っているギリアイルに小澤さんをお

誘いしました。インドネシアのロンボク島に寄り

添う可愛い 3 島の一つです。昔はシンガポールか

らロンボク島へ行き、車＋ボートでしたが、今は

バリ島のホテルから送迎

付き高速船が就航して便

利になりました。バリ島

では凄いバイクも車も島

には無いです。歩きが主

ですが、チドモと呼ばれ

る小さい馬車も有ります

（毎年値上がりします）

島での滞在は、朝 5 時起

床し朝日を見て、2度寝し

て朝食を食べて、ダイビ

ングに行って昼を食べて、昼寝して、夕陽を見て

夕飯して飲んで寝るだけ。   

838 市川 雅紀 

  

市川さんのギリアイルの旅、ギリアイルって何

処？と思いながら成田空港へ。早速、メンバー4 人

がラウンジで乾杯！何事もなくジャカルタから

デンパサールの予定でしたが、ジャカルタ空港で

入国乾杯後、いざ搭乗の際に保安室に呼び出され、

1 名の荷物に不審なものある疑いが．．．。その為に

デンパサールには荷物が届かず、そのままホテル

へ 03 時頃に到着し乾杯し 04 時に就寝。 

ウブドの田園

の朝も乾杯。

昼から町へ行

くと車＆バイ

クが縦横無尽

に行き交い、

怖いくらい！

「モンキーセンター」の周辺にお猿さんが自由に

動き回り、車＆バイクだけではなく「サルにも注

意！」 

翌日、仲間の荷物も 2 日振りに届き濡れ衣でし

た。ウブドの田んぼに囲われたホテルで癒され、

「棚田百選」を楽しみ、高速船にてギリアイル島

へ。秘境と聞いていた島は人々で賑わっていまし

た。島の雄一の交通機関の馬車に揺られてホテル

へ、島一周 1 時間足らずですが、馬車運賃が約

1,300 円高い！ 

海に面したコテージ

にはハンモックがあ

り、のんびり過ごし

ました。 

日本人は驚きなのが

「停電」、電気のあり

がたさを感じました。

なんたって、この島の売りは「サンライズ」「サン

セット」です。夕日を見ながらの乾杯は最高です

が、遅起きの私にとってサンライズは苦手でした

が、最後の朝に頑張りました。 

2 日間ダイビングしま

したが、ダイビング船は

ロンボク島からやってき

て島の砂浜から乗船しま

す。気温 30℃超、水中温

度 29.9℃、水面はぬくぬ

くのお風呂状態、シュノーケリングでは身体の後

ろ側は真赤っかです（笑）。ギリアイル島は東洋人

があまりいない、馬車がちょっぴり怖い、素敵な

アイランドで再び訪ねたい島でした。 

バリ島への戻りはバリ島レギャン泊。またして

も車＆バイクで賑わう街中を通りホテルへ。夕食

はお洒落なレストランで、蒲田からの日本人夫妻

とインドネシア料理とお酒を堪能しました。 

翌日は、クタビーチでサー

フィンを眺めながら、お買

い物タイム。私はクタの街

を散策しました。 

最終日、デンパサールからジャカルタに移動。 

国内線から国際線へのシャトル駅が判らず、右往

左往しましたが、やっと出国し乾杯！ 

今回の旅行で覚えたことは、「テレマカシー（あ

りがとう）」と「ガドガド（料理の名前）」。 

インドネシアルピアという通貨、最後まで桁を間

違えました（笑） 

            820 小澤 良一 
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多摩・武蔵野ご近所の会で、昨秋の昇仙峡紅葉

ハイキングに続き、今年は新緑の西沢渓谷ハイキ

ングと日本三奇橋の一つ甲斐の猿橋を散策する

ツアーを行いました。 

昨年同様、温泉と美味しい食事＆ワイン付です。 

 

§西沢渓谷ハイキング 

西沢渓谷は森林セラピー研究会（平成 16年、

森林のもつ「癒し」効果を科学的に解明し、その

活用方法に関する研究を進めるために産・官・学

が連携して発足した会）により、森林浴のリラッ

クス効果が実証され、森林セラピー基地に認定さ

れているほか、「平成の名水百選」「森林浴の森 100

選」「水源の森百選」などにも選定されています。 

いくつかハイキングコースがありますが、この

時期の新緑はとてもきれいで笛吹川源流の澄ん

だ川の水や滝を眺めながら、新緑の美味しい空気

を一杯吸い込み、楽しい仲間とおしゃべりをしな

がら、のんび

りとハイキ

ンをたのし

むため、無理

をしないコ

ースとして、

約 3kmの「三

重の滝」折り

返しのコー

スを歩きま

した。 

天候は時

折り雨がパ

ラツキまし

たが、まずま

ずで、無事

「三重の滝」

まで行けて、たっぷりと森林浴が出来ました。 

 

§ハイキング後は近くにある川浦温泉へ 

温泉好きの信玄公はあちこちに隠し湯を持っ

ていましたが、西沢渓谷の近くにある川浦温泉の 

山県館の隠し湯も有名です。山県館の経営者は、

武田四天王の一人であった名将・山県昌景の子孫

だそうで、由緒ある老舗ホテルです。笛吹川渓谷

の自然が望める浴場がいくつもあり、100％源泉

かけ流しで泉質が良く、入ると肌がつるつるする

良いお風呂でした。お風呂に入った後は、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。 

 

§日本三奇橋の一つ甲斐の猿橋へ 

翌朝、ホテルの送迎

バスで塩山駅に送っ

て貰い、駅の北口にあ

る信玄公の銅像の前

で記念写真を撮った

後、中央線の電車で猿

橋へ向かいました。 

大月市猿橋町にある猿橋は桂川の深く美しい

渓谷に架かる橋で、深い谷間の

ために橋脚はなく、鋭くそびえ

たつ両岸から四層に重ねられ

た「刎木（はねぎ）」とよばれ

る支え木をせり出し、橋を支え

ている構造で「岩国の錦帯橋」

「木曾の桟」とともに日本三奇

橋に選ばれ国の名勝に指定され

ています。猿橋は、斜めに出た

刎ね木や横の柱の上に屋根を付

けて雨による腐食から保護している独特の形を

しています。 

近くの土産物

屋の可愛い女性

（お店の若奥さ

ん？）に猿橋の

色々な説明をし

て貰い会話を楽

しみながら、猿橋

についての理解

を深めることが出来ました。 

（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 648江藤征雄 

多摩・武蔵野ご近所の会  

西沢渓谷ハイキングと甲斐の猿橋散策ツアー  
2018 年 5 月 9 日～10 日 

幹事 427 木村満男     世話人&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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§三浦半島散策ハイク 

         （2018年3月17日催行） 

春の気配を感じに、浦賀の渡しから燈明堂・ペリー

公園・くりはま花の園を巡ってきました。 

総勢 14 名、最後は久里浜駅近くで楽しく打ち上げ

ました。 

◎緩やかハイク 006 大隅照子 

お天気にも恵まれ緩やかなハイキング（ダラダラ歩

き？笑）は病んでる（？）私にとってはピッタリの

ハイキングでした。 

神社や、渡し船や、海や、お花や、饅頭屋や・・・

盛りだくさんでしたね、楽しかったです。 

特に「くりはま花の園」は無料で沢山のお花に会え

たしたっぷり歩けたし、で気に入りました。 

 
◎三浦は中々のもの 713 福間百合子 

天候に恵まれて楽しい 1日でした。 

地元でも行っていない場所も多く、そして花の国は

何時も行くけどリスに遭遇したことは 1度もないで

す。ちゃんと写ってましたね。 

鈴木さん、また近場期待してます。 

 

 

§長尾の里花巡り 

         （2018年4月3日催行） 

◎ 楽しかった花見 419 村上あい子 

「長尾の里花巡り」では大変お世話になりありがと

うございました。 

初夏を思わせるほど暖かく、晴天の中、色々なお花

を眺めながらの散策、とても楽しかったです。 

桜は満開を過ぎ、大部散っていましたが、桜並木の

道はピンクの絨毯をひいたようにきれいで時折花び

らが舞い降り、これもまた風情がありましたね。 

二ヶ領用水に着いて、恒例のお花見宴会。 

 

(二ヶ領用水の河辺で花見の宴) 

宇留賀さんが足の悪い方のために、今年はひな壇の

ある場所にビニールシートを敷いて 用意しておい

てくださり、心配りに本当に感謝です。美味しいお

でんや、みなさま持ちよりのお料理やお漬物がなら

びお腹もいっぱい！！ 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
①   ①三浦半島散策ハイク ②長尾の里花巡り ③鎌倉新緑散策 ④塩船観音ツツジハイク 

世話人 197 宇留賀 達雄 766 鈴木 一雄 
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花吹雪や用水路の水の上をたくさん浮かんで流れて

くる桜の花びらを眺めながらの、なんとも風流な 

お花見でした。 

楽しい 1日を本当にありがとうございました。 

◎ 久しぶりのアウトドアー 754 小笠原末子 

｢長尾の里花巡り｣では久し振りに皆さんにお会いで

き、とても嬉しかったです。(*^ー^)ノ♪ 

参加するのに不安がありましたが、｢案ずるより産む

が易し｣でした。 

桜吹雪のもとで頂く美味しいおでんやお漬け物。 

甘めのワインが嬉しく後を惹きました。本当にあり

がとうございました。久し振りに、声がかれるほど

楽しい会話に、また参加しフィーバーしたく思いま

した。当日の準備をして頂いた皆さんありがとうご

ざいました。すっかり病んでいた私がどこかに行っ

てしまい嬉しかったです。(^^) 

二次会まで参加出来やっぱり｢ノミニュケーション｣ 

最高でした。(*^ー^)ノ♪ 

 

（長尾の里に咲く花桃） 

◎ 遅れて済みません 741小畑美枝  

長尾の里花めぐりお世話になりました。 

いつも温かいおでんを準備していただき本当にあり

がとうございます。 

久しぶりの二ヶ領、長尾の里で、かなりのウォーキ

ングでしたが、桜舞うところ歩くのも味な物でした。

有難うございます。またよろしくお願い致します。 

 

 

§鎌倉新緑散策 

         （2018年4月28日催行） 

初夏のような日和の中、新緑を愛でに北鎌倉から源

氏山・大仏様・長谷寺を 17名の参加を得て巡ってき

ました。 

◎アウトドアーは良いですね 754 小笠原末子 

楽しみにしていた鎌倉ハイキングに参加させていた

だき有り難うございました。まさに私にとってはハ

イキングではなく登山といった所でしょうか?! 

でもみなさんの優しい言葉掛けを頂き登頂成功でし

た。本当に嬉しいです。自信がつきました。歩きな

がら照子さんに教わる事も多く、とにかくとらわれ

ない楽しい生活を送って行こうと思いました。 

二次会もサイコー‼ 

 
◎楽しい企画を！ 812 松尾幸代 

ありがとうございました。 

鎌倉のお寺の素敵なお庭を拝見したりチョット大変

な鎌倉の裏山を歩いたりと楽しい一日でした。 

 

◎これからも 869 渡辺泰介 

素晴らしいハイキングをありがとうございました。

できるだけ参加しますので宜しくお願いします。 

§塩船観音ツツジ巡り 

         （2018年5月13日催行） 

今年は花の開花が 10 日～二週間ほど早く、ツツジ

も例外ではなく、塩船観音のツツジの見頃はゴール

デンウイーク迄で、残念ながら催行予定日には間に

合わず中止としました。 

25 



 

 4月 26日 12回目の会は恒例の新宿「響」で開

催。今回のテーマは「こんなダイビングツアーを望

む。進行係の高木さんより【フィリピン・マクタン

お気楽ダイビング】の計画あり後程希望者に説明を

とのこと。歓声の中賑やかに乾杯で始まり例のごと

く各自近況報告。本音で語り合える素晴らしさを実

感させられました！ 

会を重ねるごとにダイビングの話題少なくなり、意

識の変化、体調管理の難しさを痛切に感じました。 

私も 80 の坂も半ばに差し掛かり体のあちこち不都

合だらけ。でも好きな海は忘れられず体力相応の海

を探し 1人で出かけていますが、海の情報は何とな

くわかりますが、ショツプの対応については不明で

情報が欲しい。SDC初期の頃 80代の会員がツアー

に参加申し込んだ時、スタッフの手が足りないので

と断られたことがありました。今は申し込む時に

色々審査が有りクリア出来れば問題ないのですが年

齢の壁はきつい。まだ潜りたいダイバーにとつて今

回のツアーはお気楽ダイビング。決められた期間内

なら参加OKと珍しいことでお世話役のご苦労身に

沁みます。この会の存続につても話し合い 6周年記

念のプレゼントを頂いて帰りました。 

3 時間の会ではまだ足りず続きは外に出てお茶しま

した。本当に有難うございました。 

 
＜参加者名＞ 

・大隅（005）・大隅（006）・大西（007）・坂東（018） 

・川上（038）・鈴木（085）・髙木（124）・平野（128） 

・岡野（132）・太田（141）・佐竹（146）・森重（188） 

・西谷（190）・村上（419）・竹内（450）・江藤（648） 

・新山（859） 

 

「水中映像を楽しむ会」は 2006 年に始まり、昨

年まで 10 回の発表会を開催してきました。発表会

は 10 回で一旦終了することになり。今後の活動に

ついて話し合いました。 

1．今後の活動 

  年に 4回勉強会を開催する。 

  6月：静止画、動画の撮り方など 

  9月：編集も含めた勉強会 

  11月：クラブ内発表会 

  3月：未定 

2．役割分担について 

  世話人、会計、記録担当が選任された。 

3．近況報告 

  ツノダシの産卵行動：阿部千衣子 

  ロタホール：大石和明 

  ゆらぎ、Fragile：大隅楠夫 

  テン様シギ様、紅姫：林保雄 

4．参加者：17名内見学者6名 

  見学者の内5名が新会員となる。 

5．勉強会後は例によって懇親会が行われ、ダイビ

ングそして水中映像の話題で盛り上がった。 

 

＊林さんの近況報告は大瀬崎の深海魚テンガイハタ

とシギウナギ（写真）でした。近場の海でもこの

ような楽しみがあることを再認識しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せは、世話人・林保男、大隅楠夫迄 

           （報告・大隅楠夫） 

第 12回まだ潜りたい会 報告 
 

2018年4月26日 

007  大西 亀美代 

水中映像を楽しむ会の報告 

勉強会 3月 6日（火）13～17時 

江東区文化センター 第 3研修室 
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第 13回「海を愛でる会（横浜）」 
2018年5月21日／横須賀軍港クルーズ 

768 新井 成美  820 小澤 良一 

  

 

 

 

 

横浜在住なのに横須賀はあまり行った事が無い場所

でした。ましてや軍港などは特に。 
港では、普段目にしないぶきみな色の船ばかりで独

特の雰囲気でした。潜水艦は真っ黒で、あまり大き

く見えませんでした。 

 

話題のイージス艦3隻、原子力空母レーガンの

大きい事、全長333mで凄い。 

掃海艇、新旧の潜水艦救難艦、補給船、ミサイル護

衛艦、宴会用の船、海上保安庁の船、真っ黒ずくめ

の海ざるの皆さんも訓練していました。なんかダイ

バー仲間の感じがしました。 

 

 

 

 

 

あっという間の港一周45分でした。 

陸にあがって、ドブ板通りの散策、これも何かレト

ロな感じと、異国情緒が漂う魅力的な街でした。そ

して、またも飲み放題の大宴会、イヤーたまりませ

ん。飲んで、食べて、おしゃべりして、夢の様な3

時間でした。            （768 新井成美） 

横須賀軍港クルーズは、テレビのニュースや写真

でしか見たことのない空母レーガン、イージス艦、

潜水艦、巡視船、掃海艦等を目の当たりにしてまず

思ったことは、目にした艦艇等が出動することのな

い事を願いました。その前に見た、三笠公園の世界

三大記念艦“みかさ”のように、

静かに港で停留されて、見学でき

るような世の中にと。                  

（820 小澤良一） 

 

皆様、遠い場所に足を運んでく

れて有り難とうございました。 

世話人 713 福間 百合子 
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私は「水中映像楽しむ会」で魚の写真を撮り楽しん

でいますが、もともと写真を撮るのが好きで、陸上

でも撮っています。主に風景や花ですが、水族館や

動物園にも行きます。 

今は一人で楽しんでいますが、写真の好きな方に集

まっていただき、陸上の写真を撮って楽しむ同好会

（仮称「Ｓフォトクラブ」）を作りたいと思っていま

す。 

普段はＭＬ（グループメール）で作品を見せ合い、

時には部屋をかりて作品を持ち寄り意見を交換をす

る、さらに撮影会で何処かに出掛けることもしたい

と思っています。 

このような同好会に参加をご希望の方は大石まで連

絡下さい。 

 

＜協力者から＞ 

・こんなスナップが撮れたので見て～ 

・お気に入りのが撮れたので見て～ 

・この作品にアドバイスお願い 

・カメラ技、データなど教えてください。 

 

みたいな気持ちで「見せたい」「見たい」の気持ちで

参加しませんか？ 

何の縛りもノルマもない自由なゆる～～い会にした

いと思っています。 

 

 

森のチューリップ（国営ひたち海浜公園） 

『Sフォトクラブ』募集 

発起人代表 

449 大石 和明 
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広報からのお知らせ 

７9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 

今号はフリーテーマです。 

皆様の作品をお待ちします 

 

Sdckoho2012@hotmail.co.jp 

 

〆切は8月 20日です。 

 

 

編 集 雑 感 

 

★ 広報の要、川瀬さんが今号で卒業されてし

まい不安が残りますが、強力な新役員 2名を得

る事が出来ました。お二人の活躍に大いに期待

します。        838 市川雅紀 

 

★ 川瀬さん、色々ご指導頂きありがとう御座

いました。３年間お疲れ様でした。これからは、

楽しい広報誌発行できるよう応援よろしくお

願いします。       572 阿部千衣子 

 

★ 3年間ありがとうございました。 

60 半ばにして充実した日々を送ることができ

ました。これも広報との出会いがあったからこ

そと感謝の気持ちでいっぱいです。 

668 川瀬和恵 

 

★ 今年度から広報を担当することになりまし

た。パソコンに不慣れな私ですが、一から勉強

して足を引っ張らないように頑張ります。よろ

しくお願いします。 

            827 森沢昭二 

 

★ 今号から編集に加わりました。 

5 月に退社、気ままに暮らすつもりがどうして

こんなことになったのか、ハア～・・・（溜息） 

川瀬さん、内芝さん、お疲れさまでした。 

870 板倉節男 

 

mailto:Sdckoho2012@hotmail.co.jp


 

 

「レモンシャーク

たち」 

ちょっと強面にニ

ヤリと笑った感じ

がしませんか？ 

おとなしいシャー

クとは言えません

が列をなして泳い

でくるのは壮観で

した。 

2014.3.2 

カリブ海、バハマ 

CANON IXY  

210 IS 

撮影 

172 島尾愛子 

 

 

 

ベストシーズンの

海でダイビングを

堪能して、船に上

がったら食べ放題

の甘いマンゴーが

待っている。二人

が満面の笑顔にな

るのも無理もない

ね。 

 

2018.4.21 

フィリピン、ナル

スアン島 

オリンパス TG-4 

F2 1/500秒 

撮影 358渡辺 明 

 

29 



 

 

 

●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 

(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 
パラオスポートは MD クルーズ部門 18 年連続 1 位！
世界のダイバーを乗せて、トゥバタハリーフ、マラパ
スクア、パラオの 3 コースを運行中！「満月のくるく
るマンタ」、「新月のカンムリブダイの行進」等、迫力
のあるダイビングをパラオで楽しみましょう。 
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 

https://sandwave.jp/ 
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 
とても元気で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 Graham ave Tagbilaran city 

 BOHOL Philippines 
℡：+63-38-501-8988 
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 : 03-3525-8383  
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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【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
4
 

9.1～9.2 
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 

1
8
3
6
 

10.28～11.2 

第 7 回渡嘉敷島

魚の生態観察 

ツアー 

渡嘉敷島の美しいサンゴ礁の海で魚の生態観察を行う。 

＊集合：10/28 15:00 那覇泊港北岸待合所 ＊解散：

11/2 10:35 那覇泊港北岸船着き場 ＊飛行機各自手配 

＊5泊 6 日 8ボート ＊ｼｮｯﾌﾟ：渡嘉敷ｼｰﾌﾚﾝﾄﾞ ＊部屋

ｼﾝｸﾞﾙ又はﾂｲﾝ（希望による） 朝食付 ＊幹事手配ﾂｱｰ 

10 万 648 江藤征雄 

賛

助

公

認

企

画 

S
1
8
0
6
 

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
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 

 

 

あなたの行きたいツアーを探そう！ 

公認 

推薦 

公認費用基本 

会員企画 

賛助会員企画 賛助会員が企画募集しツアーに同行、会員のみ参加 

会員が幹事となり、会員のみ参加 

幹事は旅行社の SDC担当者 賛助会員＋現地ショップ 
タイアップ企画 

飛行機代、燃油込、宿泊（2名 1室）、現地送迎込、その他は別途記載 

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

この色のセルは
新規掲載です 
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【海外ツアー】 

区

分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

会

員

公

認

企

画 

1
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７月 20日〆切 

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
6
 

8 月 

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
 

8 月 

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
3
3
 

 3
 

8.4～8.9 

8.11～8.16 

8.18～8.23 

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
0
 

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
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
4
1
 

8.20～10.1 

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
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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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
2
 

 日本発着 

7.28～8.4 

コモド 

6泊 7 日 

王道クルーズ 

コモド諸島を巡る王道ルート！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。新月直後なので北回り

からスタートで群れ群れの確率大＊航空運賃込み（入境

料別）＊全 13本＊同性相部屋＊代理店からもご予約可 

35 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

N
1
8
4
3
 

 

 

日本発着 

10.1～11.24 
モルディブ 

6泊 8 日クルーズ 

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  

23 万

～ 

ワールドツアー 

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
8
4
4
 

 10.1～11.30 

土曜日発 

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ 

マダン 

最短 5 日間 

最短 5 日間でギンガメ、バラクーダなど大物目白押しの

マダンへ。安心の日本人ガイド。＊5ボートダイブ＋早朝

又はナイトダイブ１本付 ＊朝食 2 昼 2夕 3 ＊半日観

光付き 

＊2名１室利用料金 水・土発 8 日間はお問合せ下さい 

24.4

万～ 

ユーツアー 

S43 村瀬慶美 

N
1
8
4
5
 

 10.1～10.15 

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＋巨大ケーブでのダイビング

＊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 3 ＊他日程

アレンジも可（要問合せ） ＊各国空港税別 

41.8

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
8
4
6
 

 

10.1～1.31 

(2019 年) 

毎日出発 

コスメル島とカン

クン＆セノーテ 

７日間 

コスメル島でダイビング＋カンクン(セノーテダイブ)  

＊成田・中部・関空発着 ＊最大 7 本ダイブ ＊昼 1(セノ

ーテダイブの際) ＊早期申込み割引有 ＊各国空港税

別 

21.5

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
8
4
7
 

 

10.1～1.31 

(2019 年) 

毎日出発 

カンクン＆セノー

テ＋キューバ(ハ

バナ＋カヨラル

ゴ) 

カンクンでセノーテダイブ＋キューバ（ハバナ＋とってお

きの島カヨラルゴでダイビング） ＊成田・中部・関空発着 

＊最大 6本ダイブ ＊朝食 5・昼食 4・夕食 3 ＊各国空

港税別 

44.8

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
8
4
8
 

 

 

大韓航空 

10.2～10.7 

世界複合遺産 

パラオ 

5泊 6 日クルーズ 

月一度の水中世界のイベント！透明度 30m、水温 30℃ 

「カンムリブダイの行進」、10,000 匹のカンムリブダイが 

27ｍ地点から沸いてくるドラマチックワールド！ 

予価

20.7

万～ 

パラオスポート 

S14 西元君子 

N
1
8
4
9
 

10.10～

10.16 

フィリピン 

ブスアンガ 

ジュゴン狙い他 

永吉・同行。最小催行 4名。全 12ダイブ付(ジュゴン遭

遇はスノーケリングが多い)。全食事付。ジュゴン達成後

は海況により遠出もあり。燃油・空港税などすべて込み 

28 万 
横浜カンパー 

Ｓ41 永吉拓也 

N
1
8
5
0
 

  

大韓航空 

10.23～10.28 

11.20～11.25 

12.18～12.23 

2019 年 

1.15～1.20 

世界複合遺産 

パラオ 

5泊 6 日クルーズ 

ダイバーが大好きな「くるくるマンタ！」 

16:00 以降のマンタの捕食がみられるのはクルーズ船 

の特権！水面で繰り広げる「マンタの舞」をパラオスポー

ト劇場でご覧ください！ 

予価

21.7

万～ 

パラオスポート 

S14 西元君子 

N
1
8
5
1
 

 

 

10～11月 

毎日発 

フィリピン 

リロアン 

5 日間～ 

日本人ガイド・スタッフ多数在籍！安心のダイビングサー

ビス一体型の施設。お部屋の目の前からエントリーで

楽々ダイビング！是非 60 日前のご予約でお得にリロア

ンを満喫してください！成田発 9 ﾀﾞｲﾌﾞ・全食事付 

10.4 

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
8
5
2
 

 

 

10～11月 

毎日発 

フィリピン 

ボホール 

5 日間～ 

日本人ガイド在籍！安心のダイビングサービス一体型の

快適施設。人気のバリカサグ遠征は必見！！羽田発 8

ﾀﾞｲﾌﾞ・全食事付 

9.3 

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
8
5
3
 

 

 

ユナイテッド

航空 

1１.3～11.8 

世界複合遺産 

パラオ 

5泊 6 日クルーズ 

パラオで脚光を浴びる「カンムリブダイの行進」 

快適に早朝 5 時 30 分スタート！ 

魚達が目覚める前にクルーズ船なら前日スタンバイ！ 

Have a good sleep on Palau Sport! 

予価

2２万

～ 

パラオスポート 

S14 西元君子 
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前号（77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 817 船山浩志 845 矢部善信 

79号ツアー計画書の締め切りは 8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
5
4
 

 

 

11.7～11.14 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  

ＡＯＷ以上＊最少催行 2 名＊16本（内 5本は早朝ニタ

リダイブ）＊朝食付＊他日程アレンジも可（要問合せ） 

19 万

～ 

トラベルネット 

サービス 

S58 森下亮一 

N
1
8
5
5
 

 

 

日本発着 

11.3～4.19 

(2019 年) 

 

シミラン諸島 

6～7日間 

絶大なリピート率を誇るビックブルーの自慢の船で 

シミラン諸島・コボン・コタチャイ・リチェリューを廻るクルー

ズ 羽田・成田・関西・名古屋発・最大 14ダイブ 朝 4回 

昼 4回 夕 4回(機内食除く) 

19.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
8
5
6
 

 

 

日本発着 

11.30～4.6 

(2019 年) 

ラジャアンパット 

クルーズ 

9 日間 

ダイバー専用に造られたクルーズ船【パヌニーヨット号】で 

静物の宝庫ラジャアンパットの海を潜るクルーズ 

羽田・関西発着 最大 18ダイブ付 朝 6 回 昼 6 回 夕

6 回(機内食除く) 

35.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

Ｎ
1
8
3
8
 

日本発着

12.8～12.16 

2019 年 

1.12～1.20 

3.2～3.10 

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 

予価

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
 日本発着

12.20～

12.30 

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 

予価 

53 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 上原・唐澤 

N
1
8
5
7
 

 

 

12.28～ 

2019.1.6 

 

マラトゥア 

ナブコアイランド 

（インドネシア） 

10 日間 

リゾートチャーター機を利用で、片道 3時間のボート移動

が不要に。バラクーター、マンタなど大物が期待。＊18ダ

イブ付 ＊全食事付 ＊2 名１室利用料金 ＊早期予約

割引あり 

38.5

万～ 

ユーツアー 

S43 村瀬慶美 

N
1
8
5
8
 

 

 

大韓航空 

2019 年 

1.29～2.3 

世界複合遺産 

パラオ 

5泊 6 日クルーズ 

パラオは凄い海！産卵時期のミヤコテングハギ、ツノダシ

群がブルーコーナー、ニュードロップを美しく塗り替える

瞬間をエキサイトに楽しもう。 

予価

2２万

～ 

パラオスポート 

S14 西元君子 

N
1
8
5
9
 

 

2019 年 

1.8～1.31 

火・水・木発 

プラヤデルカルメ

ン（メキシコ） 

7 日間 

冬季限定のブルーシャークダイビングとコスメル、セノー

テ、メキシコの魅力を一挙に体験。6ダイブ付。成田・名

古屋・関空発着 ＊朝食 4・昼食 2 ブルーシャークダイ

ブは AOW以上参加可能 ＊2名 1 室利用料金 

26 万

～ 

ユーツアー 

S43 村瀬慶美 

35 
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ＳＤＣダイビングツアー参加確認書 
ＳＤＣのダイビングツアーは、各人が任意の医師で参加されるものです。従ってダイビング中は勿論、

旅行会社へのツアー参加の申込みから往復の旅行中も全て自己責任で処理することが前提です。 

クラブ規約にある「行動原則」および「行動責任」を理解し、この確認書に署名する事で、リーダー及び

ＳＤＣに対し、万が一被るかも知れない障害や損害、最悪の事態に関して、当人および当人と関係の

あるいかなる者の訴訟の提起や、あらゆる要求を放棄する事を承諾するものとします。 

 

私は、ツアー№     の                   ツアーに参加申込みいたします。 

    同意署名                       印 

 

参加者 氏名・漢字                       

      氏名・ローマ字                     

会員番号                         性別             

住所 〒                

                                                 

ＴＥＬ                      FAX                      

E-Mail                                       

生年月日                   年齢            才     

取得団体                   ランク                        

経験年数             年     経験本数         本            

パスポート№                 有効期限                  

 

緊急連絡先 氏名・続柄                    ・                  

住所 〒                

                                                 

ＴＥＬ                      FAX                            

＊過去経験した主なポイント： 

＊最近 1年間のダイビングは何時、何処で： 

＊不安な点：腰痛、耳抜き、ブランク、中性浮力、その他（                    ） 

☆ツアー参加申込時に、必ず下記同意書への署名をお願いします。 

私は、上記参加申込者           が、貴クラブの規約にある「行動原則」 

および「行動責任」に基づきＳＤＣツアーに参加することに同意いたします。   

２００  年   月   日                （続柄：        ） 印 

ＤＡＮ JAPAN Ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ №                                

旅行傷害保険等                                           



 

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 

 

AX 

AX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

S
D

C
 

会場案内図 

SDC の紹介と入会のご案内  
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2019 年新年会・懇親会 

 

 

日時：2019年１月 27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 


