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4 奄美大島南部&加計呂麻島ツアー 藤井 則芳  他 
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32 たとえ、鉛筆カマスでも・・・？ 和田 美代子  
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ダイバーが、全長２０ 

m を越す世界最大級の

巨大なシロナガスクジラと

一緒の画面に登場する 

雑誌の表紙は、世界初か

も。（笑） 

 
撮影日：2018 年 3 月 18 日 

撮影地：off The 

Trincomalee, Sri Lanka 

カメラ : Panasonic DC-

GH5, 4K 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

6月 3日の総会における今年度の活動方針で「Ｓ

ＤＣの認知度を高める」との提案をしました。これ

に関して説明したいと思います。 

 

1． 会員の年齢分布の推移と課題 

SDCは来年、創立から 25年目を迎えます。ダイ 

ビングをベースにした社交クラブとして発展して 

まいりましたが課題もあります。 

下の図は、現在の会員の年齢分布です。

 
30代から80代まで分布している会員を、第Ⅰ世

代から第Ⅳ世代迄に分類してみました。第Ⅰ世代は、

80歳を超え、今も現役でマイペースで潜っている会

員です。第Ⅱ世代は、世界の海を色々潜ってきたが、

今後はマイペースで潜る方法を検討している70代

の会員です。第Ⅲ世代は、仕事を引退して時間も体

力もあり、色々な海に興味を持って潜っている団塊

の世代を中心とした一番活動的な世代です。第Ⅳ世

代は、未だ現役で仕事の合間にダイビングを楽しん

でいる会員です。 

創立から10年目の2004年はどうだったかという

と、平均年齢は65歳、第Ⅲ、第Ⅳ世代を中心とし

てやる気満々の時代でした。 

それから10年経った2014年は、平均年齢が68

歳まで上昇し、3.11のあった2011年以降、会員数

は300名を下回るようになりました。それでも第Ⅱ

世代、第Ⅲ世代を中として海に陸に活発な活動が行

われた時代です。第Ⅳ世代の会員が少なくなったの

が気になる所です。 

 

 

 現在では更に高齢化が進み平均年齢は70歳、第

Ⅰ世代から第Ⅳ世代まで幅広い会員の活動が行われ 

成熟段階と言えます。ただし今後のSDCを背負っ

てゆく第Ⅳ世代の層の薄さが課題となっています。 

 

 

2．SDCの認知度を高める必要性 

この素晴らしいシニアダイバーの社交クラブ

SDCを次の世代に引き継いでもらうために、SDC

の認知度を高めて若い会員を増やす必要があります。

10年ほど前までは、日経、朝日、毎日といった一般

紙に元気な高齢者の例としてダイバーやSDCの紹

介記事が時々掲載されました。このような記事はこ

の10年位見かけず、唯一SDCの活動が紹介されて

いるのはマリンダイビング誌です。新入会員の入会

の動機としては、①ダイビングツアーでSDC会員

と知り合って、②マリンダイビングの連載を読んで、

③マリンダイビングフェア・セミナーに参加して、

④HPを検索して等知ってもらう機会は限られてい
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 005 会長 大隅楠夫 
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ます。一般の人を含めて広い範囲で、SDCの活動を

知ってもらうにはどうすれば良いかを考えました。 

 

3．SDCの強みと超高齢化社会に求められること 

日本は超高齢者社会に突入し、退職後の余生が30

年の時代になりました。医療費や介護費用をできる

だけ抑えるために、国や地方自治体は大変苦労して

います。平均寿命と健康寿命の差が10年位あるこ

とが問題です。健康寿命を延ばすことが、医療費、

介護費用を減らすことに繋がります。 

 SDCは創立から5年間で300名を超す急激な会

員数の増加がありました。多様で個性の強い人の集

まりですから考え方の違いから生ずる混乱もありま

した。この混乱を乗り切るための先輩たちの知恵が

2000年の改正規約に定められた行動5原則でした。 

1) 個人責任 

2) 個性の尊重と寛容 

3) 助け合い 

4) 環境の保護 

5) 安全潜水 

中でも「個性の尊重と寛容」「助け合い」がその後の

クラブ運営に大きな役割りを果たしたと思います。

そして現在のようなダイビングをベースにした社交

クラブを築き上げました。 

 

SDC社交クラブの強みをあげてみます。 

1) ダイバー寿命を延ばす 

2) この指とまれ方式の運営（誰でも提案可能） 

3）男女差なく、競争がなく、横に繋がっている 

4）多様な人生経験を持った会員との出会い 

5）新しい事を始める学びの場 

 

これらの強みは高齢者が若さを保ち、健康寿命を延

ばすSDCのノウハウといえるでしょう。 

50年前に「タテ社会の人間関係」を発表した中野千

枝さんが、昨年“日本ではいまだにタテ社会が深刻

な問題としてある。 ヨコのつながりが日本にもう少

しあると大分助かると思う”と嘆いていました。 

SDCはタテ社会を卒業したクラブです。また昨年亡

くなった日野原重明先生が提唱されていた「生きが

いのある人生」を実践しているクラブです。SDCの

仕組みは健康寿命を延ばすモデルとして一般のサー

クル活動等に応用できるのではないかと考えました。 

 

4．SDCの認知度を高める方法 

 1) 一般紙に「健康寿命を延ばすSDCモデル」を 

提案する（映像および資料）。 

2) NHK 等TV局に「健康寿命を延ばすSDCモ 

 デル」を提案する（映像および資料）。 

  3) インターネットの活用 

 SDC・HPを充実する。 

 Facebook等SNSへの投稿からSDC・HPへ誘 

 導する。 

 ダイビングツアーで一緒になったシニアダイバ 

 ーにSDC・HPを紹介する。 

   

1)、2)に関して、実現はなかなか難しいとは思 

いますが、トライしてみる価値があると考えてい 

ます。TVで時々高齢者を元気づける活動の紹介 

がありますが、概してタテ型の活動でありSDC 

のようにヨコに繋がり、お互いに良い刺激を受け 

て新しいことを始めるような活動は見受けられま 

せん。SDCのノウハウが評価される可能性がある 

と思います。この分野に知識経験のある会員がい 

らっしゃいましたら参加・協力をお願いします。 

 3)に関してはHP、SNS利用の得意な会員からの 

提案を期待しています。 

この他にもSDCの認知度を高める方法があると 

思いますので是非提案をお願いします。創立から 

25年間で築いたSDCのノウハウが世の中のため 

に少しでも役立つことを期待しています。 
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今回、東京ベイ・クリーンアップ作戦お台場海底

清掃の「海底清掃：スキン組・スクーバ組」・「海浜

清掃」2部門があり、今回は「海浜清掃」に SDC４名

でボランティアに参加させて頂きました。 

 

期日： 平成 30年 6 月 9日（土） 

集合： 朝 9：00～受付     

場所： 港区お台場海浜公園 

参加者：640山崎さん・816高師さん 

・817船山さん・845矢部 

 

本活動は 23年目を迎え、お台場の伝統行事となり、

数百人規模での参加でした。港区長、各協賛企業の

社員（ホンダ、トヨタ等）、ガールスカウト、中・高

学生の学校行事一環、全日本潜水連盟、東京海上保

安部、DAN JAPAN、各ボランティア団体等が参加して

いた。 

 

 

 ・海浜清掃の作業状況 

 

 

 ・全日本潜水連盟（JUDF）メンバーと山崎さん 

 

今回は、炎天下で「海浜清掃」を行った為、次回

からは、もっと熱中症対策の必要性を痛感した。 

更に「マイクロプラスチックから海を守る」ボラ

ンティアが参加されており、細かく割れたプラスチ

ックを若い人たちがピンセットで拾う、老眼では目

が疲れる細かい作業をされていた、世界的にも大き

な問題として取り上げられている状況で、大変印象

に残りました。 

 また、お子様には海の学校として、お台場の海洋

生物紹介も開催されており、アサリやカレイ・ハゼ

の稚魚、小さなカニなど意外なほど生物がいて、人

気を博していた。 

したがって、SDCとしてボランティアに参加でき

た事は素晴らしかったし、今後、SDCでのボランテ

ィア参加が増える事を期待します。 

さらに、当日は 30度を超える暑さで、遅い昼食を

ジョナサンで取り、皆様は生ビールで喉を潤して、

今回の反省会及び来年は海底清掃・スクーバ組参加

等で話も盛り上がり、帰宅の途に着きました。 

 

 

 

  ・東京海上保安庁：マスコット・付添人  

SDC 4名と記念撮影 

 

今後の対策：4人ではとても SDCの存在をアピー

ルすることなど出来なかった等の対策として、SDC

のフラッグ及び SDCロゴ入りメッシュ両面ゼッケン

作成等が今後の課題とした、SDC役員会に提案致し

ます。 

                 以上 
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 お台場海浜公園の清掃ボランティア 
  

  2018 年 6 月 9 日（土曜日） 

レポート 845 矢部善信                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

832 藤井則芳 

 「アマミホシゾラフグ」のサークルが観察でき

る奄美大島ツアーとあり、以前より興味があり参

加する事にしました。ツアー出発の一週間前には、

奄美地方も梅雨明けとなり天気予報でも晴天続

きで喜んでいました。しかし、喜びも束の間に台

風７号が発生し７月２日には奄美に接近する事

となり往路 JAL 便は欠航となってしまいました。

急遽 ツアー日程を１日短縮して 4泊 5日で 3日

間 8 ダイブに変更となりました。 

 

 更に残念な事に台風が通過しても台風一過の

晴れ模様とならず、曇り空で風強く波もあり湾内

の限られたポイントのダイビングとなりました。

海中に関しても台風の影響で透明度が下がり水

温も 25 度台と寒かったです。特に期待していた

「アマミホシゾラフグ」のサークルも壊されてい

て観察する事が出来ませんでした。 

  

 

 

 

 

 

 

そんなネガティブの状況でしたが、今回お世話に

なったダイビングサービス「アクアダイブコホロ」

とショップの目前にある民宿「よーりよーり」の

両御主人が温かく親切に対応して頂き楽しい思

い出ダイビンクとなりました。 

特に民宿は、メンバー貸切でしたので夜の宴会

では黒糖焼酎もいただき大いに盛り上がりまし 

た。 

 今回のツアーで記念ダイビングを迎えられる

方がおられました。宮本さんが 888 本、神崎さん

が 550 本、そして僭越ながら小生も 333 本で皆さ

んに祝って頂きました。また、「コホロ」の美乃

里ママが祝いとしてケーキを手作りして宴会場

所に持参してくれましたので皆で記念写真を撮

り美味しく食べました。 

 今回のダイビングは残念でしたが、日本列島の

各地で大雨による河川の氾濫や土砂崩れで大規

模災害が発生している同時期に潜る事が出来た

だけでも感謝したいと思いました。 

 それでも「アマミホシゾラフグ」のサークルを

観察したいので、改めて奄美を訪れてリベンジし

たいと思います。 

 

 

851 紀 貞子 

さぁ～、いよいよ出発間近。気持ちが最高に高

ぶっている出発 4日前 降って沸いたような ま

奄美大島南部&加計呂麻島ツアー 
  

2018 年 7 月 3 日〜7 月 7 日 

ツアー№1833 幹事 306 宮本節子 レポート 832 藤井則芳、851 紀 貞子 
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さかまさかの台風 7号が発生。しかも、沖縄のす

ぐ近くで・・・どういうことでしょう。 

あっという間に近づいてきて 7/2出発が欠航にな

り、7/3発に変更してとりあえず行くことにする。

ダイビングの期待はほぼないが、初めての加計呂

麻島ということで出発。 

今回は、アマミホシゾラフグが作るミステリー

サークルが見られるということで参加を決めま

したが残念ながら台風ではどうしようもありま

せん。 

海の中は白濁り。ポイントも思

うように入れず、限られた所に

しか入れない。 

奄美大島は、好きで 14～5年前

は南部によく通っていて嘉鉄の

アザハタ＆キンメの根は懐かし

かった。まだ、この時期はキン

メやスカシも小さく迫力には欠

けるが、クマノミも数種類見ら

れるし、クリーニングシュリン

プの観察をしたりと癒しのポイ

ントでした。 

今回の私の収穫は何??かというと焼酎のお湯

割りの美味しさを知ったことです。iさんが毎回

お湯割りを美味しそうにおかわりして飲まれる

姿が、いかにも美味しそうで私も試してみました。

それが「いける！」と感じ毎日のディナーの楽し

みになりました。 

一緒に参加された皆様、お世話になりました。

有り難うございました。 

 

 

306 宮本節子 

今回は台風に見舞われ、素晴らしい奄美南部をご

紹介するには至らず 

残念な思いでいっ

ぱいですが、自然の

力には勝てません!

誰一人として愚痴

を言うこともなく、

奄美南部の観光と

ダイビングができ

たことへの感謝とでいっぱいな思いが伝わりま

した。 

さすが、SDC の皆さん、どんな状況下でも楽しむ

力に変えることは素晴らしいと思いま

した。皆さんの笑顔に救われました。 

ダイビングができただけでも感謝です。 

民宿の朝夕の食事がこれまた大変美味

しかったです。食材がままならない中、

苦労して作っていただいた民宿のご主

人にも感謝!! 

 

 

 

 

 

天候・海況ともに良くなかった中、ご参加いただ

いた皆様有難うございました。 

 

参加者(9 名) 

070 河合貞夫 306 宮本節子 470 池田孝雄 

762 中西静江 805 吉田延子 832 藤井則芳 

842 神﨑美治 851 紀 貞子 535 小林純子 
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今回で 11 回目（11 年目）になる沖縄サンゴ植

付けツアーを 6 月 14 日～19 日の日程で行いまし

た。今回のサンゴ植付け活動は、最初はチービシ

にある SDCの根へ植付け、続けて今年で 2回目と

なる恩納村で開催される「チーム美らサンゴ活動」

へ参加する予定でしたが、あいにく台風 6号が沖

縄本島に接近したため、15、16日のサンゴの植付

けは両方とも中止となってしまいました。 

それでも、台風が本島を通過した 16日を除き、

安全に潜れる場所をショップに探してもらい、何

とか潜ることが出来ました。一方、毎晩北谷の美

味しい居酒屋の暖簾を潜り（くぐり）懇親会を開

催。笑い声の絶えない居酒屋ダイビングツアーで

もありました。 

＊宿泊ホテル 

①那覇・ホテルエアウエイ 

②北谷・シーサイドホテル「ザ・ビーチ」 

＊利用ダイビングショップ 

6月 15日：おきなわトロピコ（那覇） 

17日、18日： OBちゃたん（北谷） 

＊15 日・チービシ神山島 

 神山島の SDCの根にサンゴを植付ける予定でし

たが、波が高く植付けは NG となり、風があたら

ない島陰で、ボート下の岩場に棲むハナビラウツ

ボのお出迎えを受けて、周辺でファンダイビング

を行いました。 

 

＊16日・アメリカンビレッジで遊ぶ 

台風が本島に最接近し、午前中は雨風がひどく

ダイビング出来る状態ではなかったので、ホテル

内でのんびりし、台風が通過した午後、青空が広 

がったので、北谷の「アメリカンビレッジ」に出 

かけ、買い物をしたり、アイスを食べたり、ビー

ルを飲んだりビレッジ内をブラブラして、リラッ

クスした 1日を過ごしました。 

＊私は誰でしょう？ 

16 日の夕食会は、北谷の砂辺海岸沿いにある美

人ママさんが経営する居酒屋へ、いろいろ美味しい

沖縄料理を注文し、飲み物は、ビール、泡盛、ハブ

酒、ソフトドリンクとそれぞれ好みの飲み物を頼み、

飲んだり食べたりしながら会話が弾んで楽しいひと

時を過ごしました。ハブ酒を注文した人は、美人の

ママと話が合って、会計の際、ハブ酒はサービスし

ますと言われ大喜び。

料理では保湿力に優

れた質の良いコラー

ゲンがたっぷり含ま

れる豚足を１つずつ

いただき、お肌がつ

るつるになると女性

陣は大喜び。ホテルに帰り、さらに効果を上げる為、

シートタイプのフェイスパックをした３人。 

さて、私は誰でしょう？ 

＊砂辺の海岸通りを散策 

砂 辺 の

海岸沿い

の散歩道

は整備さ

れていて、 

とても綺

麗で、早朝

や夕暮れ

時に海や夕日を眺めながら散歩したり、朝、地元

       第 11 回 沖縄サンゴ植付けツアー  

ツアーNo.1832  2018年 6月 14日～19日 

幹事：648 江藤 征雄  レポート：幹事＆ツアー参加者 
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の人が行っているラジオ体操に参加したり、また、

散歩道で会う地域の人と世間話をして交流した

りすることが出来る良い場所です。北谷に行かれ

たら散歩されることをお勧めします。 

 

＊１７日、１８日はファンダイビング 

台風の影響で透明度が悪かったり波が高かっ

たりとコンデションは良く無い中、OBちゃたんの

藤田さんに潜れるポイント探しをして頂き、17日

は山田ポイン

トと青の洞窟、

18 日は万座オ

ーバーヘッド

ロックとナカ

ユクイでファ

ンダイブを行

う事ができました。    バブルコーラルシュリンプ 

ピグミーシーホース（どこにいるか分かりますか） 

＊参加者の一口コメント 

（600 名倉三也子）    

魚達と友達に！  生憎台風の影響でサンゴ

の植え付けポイントには潜れず 15 日は波の穏や

かなポイントでダイビング。16日の美らサンゴの

植え付けも中止で 1 日休養日に 17 日は恩納村へ

行き山田ポイントへ、湾内で台風の為延期となっ

たハーリーの大会に向けた練習が行われていて、

しばし、見物しました。 

潜って数分後、近くにいた魚が私の周りを泳い

でいるので、指をこすったらどんどん集まって来

ました。ここで餌付けをしているとは聞いていな

いので偶然だったのでしょうか？とても楽しい

一時でした。 

 

（618 河原智怡） 

6月 15日と 16日のサンゴの植え付け、2日間

とも、台風の為中止となり残念でした。OBちゃた

んの藤田さんに、波の無い場所に案内してもらい、透

明度は悪いがそれなり楽しめました。また、沖縄料理

の毎日の懇親会楽しめました。 

（627 小澤ユリ子） 

 植付けは残念でしたが、楽しいツアー有難う 

ございました。 

（619 祖父尼倭子） 

ツアーではいろいろお世話になり有難うござ

いました。肝心のサンゴ植付けは残念でしたが 

とても印象深いツアーでした。 

（826 野島節子） 

チービシＳＤＣの根、恩納村サンゴ再生プロジ

ェクト、いずれもプチ台風のためサンゴの植付け

できず。とても残念でしたが、個人的には、 

7ヵ月ぶりのダイビング、初日はカメラ持たず

に水中遊泳、目で魚の姿をはっきりとらえること

ができ、ヤマブキベラの胸鰭の美しさ、ツユベラ

の背鰭の棘に感動しました。ガイドさんが捕えた

コクテンフグ、その後岩陰でクリーニング、「ご

めんね」と魚の気持ちを思いやるなど、今までと

一味違った海を体験しました 

 

ツアー参加者 

600 名倉三也子、618 河原智怡、619 祖父尼倭子 

627 小澤ユリ子、631 森川正明、648 江藤征雄 

741 小幡美枝、  826 野島節子、840 瀧澤操 

859 新山公男 
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水俣は水俣病問題を通して、長い間心に引っかかっ

ているところでした。 

10 年程前一人で訪れたときは、水俣駅に降り立ち、

どうしようもない思いを抱えながら、ひたすら町を歩

きまわりました。昨年ヒメタツの産卵が見られるとこ

ろと知り、是非再訪をと願っていました。今回ガイド

の森下さんに海・山・町・・全部ひっくるめて案内して

いただきました。そして色々な地域の姿、水俣の今を

発信している人たちに出会うことができ、印象深い旅

になりました。 

あの海に潜ることが出来、ダイビングをやっていて

良かった、とここでも思いました。（№758 若佐 勢） 

↓ 草刈り仕事のヤギさんと遊ぶ 

 
 

昨年、水俣を訪れた折、案内していただいた寒川。

その清流が人々が築いた棚田を潤し海へと注ぐ。田

植え前に畔にたいまつで火をともし、ご先祖様への

報告をする 5月 19日に訪水。加えてハナタツの産

卵できればペアリングも撮影できればと、、、。深夜

のダイビングであるが同行の 2人と畔に火をともす

手伝いも少し参加させていただいた。 

 

↑海底に湧き水のあるポイントのソフトコーラル 

写真 1）↓  左の♀から右の♂に卵の受け渡し 

 

（右の♂はまだおなかはぺちゃんこ） 

 

写真 2）♂のおなかに卵の受け渡し 

 

[写真提供：水俣ダイビングサービス 森下氏] 

 

卵は受け渡し後約 4週間してお父さんが出産をす

る。 

人のお産も予定日は予定であってその通りにはなか

なかいかない。帰路についた直後の出産だったと聞

いた。（240 山本 伸子） 

 

 水俣の海 
 ハナタツのお産 

2018 年 5 月 18 日〜5 月 22 日 

 参加者 699 岩崎八重子 758 若佐 勢   計画 240 山本 伸子 
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  ☆ 初めての水俣 岩﨑 八重子 

 

ヒメタツのハッチアウトが見られるということで 

初めて水俣へやって来ました。 

「明日は久木野の棚田のあかりのお手伝いをします

よ」とダイビングガイドの森下さんから話があり 

その日はそのまま湯の児温泉の宿へ送ってもらいま

した。 

翌日午前中にダイビングを済ませて昼食は まる

しま食堂さんへ野菜たっぷりのチャンポンを食べに

行きました。お客さんに来ていた漁師の田上さん、

今日は海況が悪く早々に中止してミカン畑をやって

から昼食を食べにいらしたそうです。 

水俣が大好き 

で今はシラス

を捕っていま

すと話されて

い ま し た 。 

「毎月第二土

曜日に漁師市

をやっていま

すよ」とニコニ

コ顔で話され

ていました。私

達が帰る時に

は まるしま

食堂のお母さ

んと田上さん

お見送りして

もらいました。 

水俣の方の温かさにふれました。 

昼食を食べたばかりなのに名物の蜂楽饅頭へ寄り愛 

林館へ向かいました。 

愛林館で受付を済ませ長靴を借りて棚田へ送って

もらいました。点火は 18 時からでそれまでは受付

のお手伝い。受付近くでヤギがメーメーって鳴いて

いて 身近にヤギなんていないのでヤギの鳴き声が

可愛くて少し遊んでしまいました。18時までにはま

だ時間があるので 

「明るいうちに棚田を見ていた方がいい」という言

葉に甘えて棚田の上に出店があるそうでお店が並ん

でいる所まで行って来ました。 

 食べ物を少し買い受付まで戻りました。18時近く

なり、たいまつに火を点け棚田へ入りつけはじめま 

した。 

棚田の下から点け始めたのですが一本のたいまつ

でつけられる棚田の数も限られていてたいまつの

火が消えたら新しいたいまつに換えて全ての棚田

のあかりを点け終わるには一時間ほどかかりまし

た。あかりを点け終わりだんだん暗くなってくる

棚田のあかりの火のゆらめきを三人で見ていまし

た。 

ご先祖様への感謝する気持ちは自然と出てくるも

のなのでしょう。 

翌日は湯堂へダイビング侍茶屋で昼食 はぜのき

館エコパーク、水俣病資料館メモリアルボールへ

とダイビングだけでなく陸の観光もいろいろ連れ

て行ってもらいました。 

水俣病について現状を知り水俣病について今ま 

で理解できていなかったと反省、あと二日のダイ

ング、観光と水俣をいっぱい満喫しました。 

残念ながらヒメタツのお産には立ち会えませんで

したが、森下さんの案内で水俣を楽しませていた

だきました。ありがとうございました。(*^_^*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報からのお知らせ 

80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11月20日です。 
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 夜は土肥の花火を楽しみ、昼は安良里でダイビン

グを楽しむ、という企画を始めてから 10 年が過ぎ

たが、今年は長くお世話になった安良里ダイビング

サービスTATSUMIが閉店したこともあって、松崎

の「アクアティーク」の糸井さんにお世話になるこ

とにした。 

 台風 19号、20号は静岡から離れたところを進ん

でいたが海は広くつながっており、やはりうねりの

影響は避けられなかった。それでも事前に糸井さん

から田子には影響を受けないポイントがあるから大

丈夫です、という連絡があり、16名が参加すること

になった。 

 1 日目は雲見の牛着岩にまだ潜れるチャンスあり

と、12名が3チームに分かれてダイビング。穴くぐ

りを楽しんだり、エビ、カニが得意なガイドさんに

これでもかというほどマクロを見せてもらった。そ

して私が去年から恋焦がれていた口内保育をしてい

るサクラテンジクダイにも再会。その名にふさわし

く淡く桜色に透き通った体をして、口には卵を持っ

ていた。感激です。暗い大牛の大穴の中に数匹の群

れを作っている。 

             昼の雲見の「浜の家」

の弁当も揚げ物なし

で量的にも丁度よく

美味しかった。 

 

 

夜は土肥の花火見物。松崎から土肥までは例年より

ちょっと遠かったけど糸井さん手配の車に分乗して

出かけた。花火が始まる直前に雨が降り出してどき

りとしたがすぐ止んで目の前で花火ショーが始まっ

た。首が痛くなるほどのけぞって見る大玉の花火、

お腹にドーンと響く音を聞きながら見る花火はいつ

見ても格別でこたえられない。今年は初参加の方も

多く見ごたえある花火に歓声をあげていた。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2～３日目はうねりが強くなり雲見はクローズ。

田子に移動してダイビングとなった。田子のフト根

が一番人気で、根の上ではキンギョハナダイ、スズ

メダイのコラボの動きが面白く、タカベやイサキの

群れで一杯だった。深場に行くとサクラダイのハー

レムが見られるがあまり突っ込みすぎて蹴散らして

しまったらしい（？）（自覚がないのが怖い！） 

 

 2 日目の夜は糸井さんお薦めの松崎の居酒屋「井

むら」でおいしい料理と各自好みのドリンクで盛り

上がった。連泊の時は旅館の料理ばかりでなく、こ

んな形も目先が変わって楽しかった。泊まった旅館

は、長八美術館の前にある「炉ばた館」。源泉かけな

がしの温泉が気持ちよかった。 

 3 日目は台風の影響も強まってきたのでダイビン

グは1本でやめることにした。 

ダイビング良し、お料理よし、花火よしで今年も

楽しく終わった伊豆ツアーだったが、連日の猛暑の

疲れもたまっていたのか花火見物の前に体調を崩し

た人、2 日目のダイビング中に具合が悪くなって浮

上した人などがでた。なかなか難しいことだが自分

の体調をよく見極めて適宜に行動する勇気が必要と

いうことではないかと思った。 

       西伊豆のダイビングと土肥の花火（今年で 11回目） 

(2018年 8月 20日～8月 22日） 

幹事 603氏家友枝、172島尾愛子  レポート 172 島尾 愛子 
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＊ 3月に賛助会員「おーしゃんビーチちゃたん」

（沖縄本島）で初の独りダイビング。まだ水温が低

いため比較的少ない人数でゆっくり、のんびりと楽

しみ、ショップでのログ付けの際に「梅雨明け直後

のヨロン島ツアー」のポスターを発見。以前から

「行ってみたかったヨロン」即計画。急だった為、

既に予定ありの返事の中、去年「石垣グルクン釣

り」の時の方達が、「サンゴの植え付け」終了後に

又参加ＯＫとの事で当初より1名多く、人間と器

材が満帆でフェリーに乗った。天候はと言うと出発

2～3日前には普段ＴＶで聞かない島だが「台風で

ヨロン島は50年に1度の大雨」・・・心配したが

飛行機も飛び、沖縄本島からのフェリーも無事着

岸。 

ヨロン島は大きな川がないため、透明度、透視度共

に素晴らしい海を堪能できた。参加者の皆さんとシ

ョップのこうちゃんに感謝！のツアーでした。 

591 和田美代子 

 

 

＊ 与論島ツアー  本部港フェリー出発～与論島

着早目のランチを食べ午後 2ダイブのダイビング

お天気が良く、透明度が良いので感動 感動です。 

2日目 3ダイブのダイビング 何度潜ってもサン

ゴ群生素晴らしいです。魚群が少し少ない様に思い

ました。 その代わり青海亀に何匹も遭遇しまし

た。 

３日目 与論島観光し百合ケ浜ビーチも満喫して、

与論島より沖縄本部港に戻り名倉、河原は那覇空港

に送って頂き予約より１台早い飛行機で自宅に帰る

事が出来ました。 

此れも オーシャンビーチちゃたん 広岡功ちゃん

のお陰です。感謝、感謝です。 

又来年与論島に行きたい気持ちです。 

618 河原ちい 

 

 

＊ 与論島のサンゴとワールドカップ 

沖縄本島でのグループ「サンゴの森」のサンゴ植付

ツアーの後、6月19～22日、本部港からフェリー

で与論島に向かい、591和田美代子さんのお誘い、

OBちゃたん主催、総勢7名の与論島ツアーに参加

しました。 

お天気に恵まれ、透明度抜群、白い砂と見事なサン

ゴ、魚たちが色鮮やで、海の中はまるで石庭の枯れ

山水の様でした。ダメージをうけたサンゴも復活し

たとのことです。アフターダイブでは、Ｎさんの部

屋でワールドカップのコロンビア戦をみんなで観戦

し、思い出深い飲み会になりました。与論島の観光

は、サンゴ礁と砂浜と青い海が素晴らしいの一言で

す！ 

和田様、ちゃたんの廣岡様、皆様お世話になりまし

た。 

619 祖父尼倭子 

 

 

＊ 会員の方達と初めての与論島のダイビング。と

っても綺麗な海中で日頃の溜まっていた 

ストレスも流され、とても幸せな時を過ごせました。

ちゃたんのスタッフさんのお気遣いとても感謝申し

上げます。これからも宜しくお願いしますね～ 

876 中島洋子 

ヨロン島ツアー 
2018年 6月 19日～22日 

幹事 591和田美代子・レポート参加者有志 

11 



 

 1月16日に玄関先で転倒、救急車搬送、なんて思

ってもみなかったことになり SDC の新年会にも出

られなくなって、役員の方にはご迷惑をおかけしま

した。右肩の脱臼だけですんだのですが、その痛さ

は経験者にしかわからない。整形外科の先生に整復

してもらってウソのように痛みはひいたけど、右手

は三角巾で吊ったまま、何をするのも不便この上な

い生活になりました。右手を肩より上に挙げられる

ようになりたい、ダイビングを再開したい、カメラ

をかまえられるようになりたい、の一心で週2回の

リハビリに通いました。 

 そんな訳で6月に今年初めての7カ月振りのダイ

ビングにパラオに出かけたのです。くれぐれも無理

をしないように、ほどほどに遊ぶようにと念をおさ

れて私もそのつもりででかけたのですが、現地に着

けばもういつもの私でした。 

 去年の5月のマダラハタの産卵観察ダイビングが 

不完全燃焼で終わっていたので龍馬号乗船で再挑戦

です。昼間のウーロンチャネルの砂地には居場所と

相手の雌にあぶれた雄たちが順番待ちのようにチャ

ンスを狙って控えている光景は去年と同じでした。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 度目というのはやはり要領が少しわかっていてブ

リーフィングも理解でき観察の目の付けどころもつ

かめて、「よーし」という感じでした。お腹に卵を一

杯抱えた雌をサンゴや岩の下で守る雄たちの様子を

じっくり観察する余裕が持てました。 

              ガイドのまなさんの

話しでは雌の方が優

しい目をしているそ

うです。いわれてみ

ればそんな気が・・？ 

 

 

ウーロンチャネルの沖出しの潮の流れはかなりきつ

くジャイアントでエントリーして流れに逆らってア

ンカーロープまでたどり着くのに必死でした。後ろ

からガイドのまなさんがサポートしてくれてとても

心強かった。アンカーの下からチャネルの奥に進も

うとした目の前で何かが動き、あたりに白いもやも

やが湧いた。放卵放精でした。あっという間の出来

事でした。事前のブリーフィングの写真でもあっと

いう間のワンショットという感じでしたが、まさに

そんなものでした。それでも感動でした。そんな感

じの瞬間を 2～3 回目撃しましたが、予兆が何もな

くいつも突然でした。雄が雌の前で体をぶるぶる震

わせていくら誘ってもその気にならない雌が多くて

見ている方も正直言って焦れました。お腹がパンパ

ンに膨らんだ雌たちがあんなにいるのだから、もっ

とあちこちで産卵を始めるのかと思ったのですが、

そうはいきませんでした。多分我々ダイバー達が帰

ってしまった深夜に盛んに行われるのでしょうね。

彼らの産卵をねらって、レモンシャーク、カマスト

ガリザメ、グレ－リーフシャークがウロウロ。 

 それに比べて早朝のグラスランドのカンムリブダ 

イ達の産卵のわかりやすいこと。久しぶりに楽しみ

ました。 

      

 

 

 

 

 

 

そして一つ新しいことを教えてもらいました。 

婚姻色になったナポレオンの尻びれが開いているこ

とに今まで気がつきませんでした。夜のログ付けの

時に写真を確認しながら、これがその気になって雌

を探している雄のナポレオンですよ、と教えてもら

い、「すごーい」と叫んでしまいました。 

 最終日にはペリリューに遠征をして久しぶりにカ

スミアジの大群に出会いました。 

 やっぱりダイビングは楽しいですね。 

 皆様も躓かないように足をしっかりあげて歩いて

下さい。私の反省も込めて！ 

          パラオでダイビングライフ復活！ 

(2018年 6月 6日～6月 16日） 

レポート 172 島尾 愛子 
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SDC会報 4月号の「あなたの行きたいツアー

を探そう！」を見て、マラパスクア・クルーズ

に行きたいと思いました。5 月 7 日、サイボウ

ズで同行者を募った所、第 1 航海 7/21-7/28 に

SDCメンバー8名が参加することが分かりまし

た。合流しようと思いましたが、既に参加者が

多く第 3航海 8/4-8/9で行くことにしました。 

この日程で集まったのは男性会員 4 名でしたが

別途申し込んでいた女性会員が 2 名いたので、

SDC会員 6名参加のクルーズとなりました。女

性 2 人が加わったことで華やか、賑やかなグル

ープとなりとても良かったと思います。 

5 日の朝マラパスクアのポイントに着き 2 本潜

った後ひどい船酔いになり何も食べられず寝込

んでしまいました。その後も体調を崩し 1 本し

か潜れませんでした。残念ではありましたが、

シニアダイバーの心得「諦める勇気を持つこと

（体調に不安があったら見送る）」を実践するこ

とになりました。 

それでも毎夕食時に皆さんからニタリを間近に

見たことやニシキテグリのペアリングを観察で

きたことを聞き、このツアーの目的は果たせた

と思います。現場にいることができなかった私

は、帰ってから皆さんの撮った映像を借りて楽

しんでいるところです。 

（005 大隅楠夫） 

 

 SDC ツアー初参加で経験本数も少ないので

先輩方に迷惑をかけないようにと緊張して成田

空港に向かったのですが、搭乗前に昼食をご一

緒して一安心。みんな優しいオジサマでした。 

セブ到着後に乗船したパラオスポート号で女性

お二人と合流し、さらに賑やかにセブ北端のマ

ラパスクア島に向かって出港。 

 ダイブ 1 本目は翌朝 7 時半、今年最初のウェ

ットにアルミタンクでしたがすんなり潜れたの

でまた一安心、それからはリラックスして 4 日

間で 13本を楽しみました。私にとっては初体験

だらけの忘れられないツアーになりました。 

 SDCツアー初めて、フィリピン初めて、クル

ーズダイビング初めて、初めて見るニタリ（貫

禄あります、すぐに去るけれど何度も現れまし

た）、初めて見るピグミーシーホース（私にはマ

クロ画面でしか見えない生物を肉眼で見つける

ガイドさんにも感動）、初めての Nitrox、100

本記念ダイブ・・・などなど。 

 Nitrox は水深 25m でニタリを待つためにツ

アー中に資格を取りました。船内で資格を取っ

て初日から Nitrox を使えるのはとても便利で

した。これからずっと役に立ちそうです。 

食事と食べ放題のマンゴーも美味しかったです。 

同行された皆様ありがとうございました。 

（870 板倉節男） 

 

ニタリ狙いの マラパスクアクルーズ  
（2018年 8月 4日〜8月 9日 パラオスポート） 

レポート 言い出しっぺ 005 大隅楠夫   SDCツアー初参加  870 板倉節男 
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＜642 阿久津省一＞ 

マック（泥・ゴミ）ダイビングに魅せられて 

今まではどちらかというと、透明度の高い綺麗

な海で大物や大きな群れを求めてのダイビング

が主流であったが３年前フィリピンのアニラオ

で泥やゴミの中に隠れているレアものを探しそ

れを写真に収めることができた時の感動を味わ

ってからマックダイビングにハマっていった。レ

ンベに行った会員の話やマリン誌（マクロの聖地

であり、ヨーロピアンに人気のポイントのようで

ある）を見て、ぜひレンベにと思っていたところ、

会報 1月号に関西の宮本さんがツアーを載せてく

れたので早速申込み今回のレンべ行きが実現し

た。今回お世話になったリゾート、ＤＩＶＥ 

into ＬＥＭＢＥはレンベ海峡を望むメナド本

島側の北部に 2年前にニューオープン。 

9のコテージがあり、それぞれにプライベート温

泉が付いていて落ち着いた雰囲気のダイビング

リゾートであった。オーナーはイギリス人のご夫

妻で日本人のスタッフやガイドは居なく日本語

の分かるガイドが一人いて対応してくれた。ポイ

ントは近く、遠くてもボートで 10分程度であっ

た。プライベートビーチでのセルフダイブは無料

であったが今回は誰もいなかった。ナイトは面白

いと聞いていたが 2名からの対応であったので、

今回はほかに希望者がなく残念ながら挑戦でき

なかった。ガイドは今回 8人に対し 3名で対応し

てくれた。私たちバディに付いてくれたガイドは

日本語はわからないがマックダイブに精通し 

 

ているようで、指示棒と細い竹串を駆使して小物

を探してくれて、見つけるとボードに英語で書い

て教えてくれた。 

タンクは 11Lアルミ、ナイトロックスは無料で提

供してくれた。水温は 29℃前後、最大水深 28ｍ

平均水深9ｍ～14ｍ潜水時間は概ね60分であった。

カメラ派のリゾートの

ようでカメラルームは

大変充実していた。 

今回見られた固有種や

レア生物は、なんとい

ってもバンガイカーデ

ィナルフィッシュ、ヘアリーフロッグフィッシュ、

ミミックオクトパス、スピニーリーフフィッシュ、

ミナミハナイカ、ブラックバンデッドダムゼル、ゼ

ブラバットフィッシュ幼魚、 

ニシキテグリ、カエルアンコウベイビー etc‥。 

 

レンベのダイビングは期待していた通り固有種やレ

アものがたくさん見られ大いに満足のいくものであ

った。おまけに最終日にはジンベエが現れ我々のダ

イビングを祝福するように見送ってくれた。 

 

＜805 吉田延子＞ 

レンべは 2016 年 11 月に初めて行き、今回は 2

度目です。ホテル到着後のチェックダイブで、前

回の記憶がよみがえりました。 

あの時、海底の黒い細かい砂を派手に巻き上げて、

煙幕状態になり大変でした。今回は何度も自分の

後ろを確認しながら移動しましたが・・・難しい！ 

毎回ポイントまでは、ボートで 5 分とか 10 分

で近くて良かったのですが、一本ごとにホテルに

戻るので、脱ぎ着が少し面倒でした。 

インドネシア・レンベ 
 マクロ天国&温泉のあるリゾート 

（2018 年 5 月 12 日〜5 月 19 日） 

ツアー№1872 幹事 306 宮本節子 レポート 624 阿久津省一・805 吉田延子・872 谷本菜穂子 
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早朝 1 本目の前にシリアルなど簡単に食べて、帰

って来て朝食、2 本目の後昼食、午後 3 本目の後

でホットドリンクとおやつを食べ、そして夕食。

空腹の時が無いのによく食べました。すべてバイ

キング形式で、毎回違うスープとか、インドネシ

ア料理など、いろいろと工夫されていて美味しか

ったです。 

ホテルの敷地内には 16ｍ位のプールがあり、ダイ

ブ後はいつも塩抜きを兼ね浸かり、青空の下でぷ

かっと気持ち良く浮き、その後、一棟ずつ部屋の

入口の横にある木製の湯船に浸かり極楽気分。そ

こでビールを飲んでいる人もちらほら。 

 

今回印象に残った生物は、前回見たより数が多く

てビックリした固有種のバンガイカーディナル

フィッシュ、美しく歩くカラフルなハナイカ、イ

ナズマの様な光が見えるウコンハネガイ、毛むく

じゃらのカエルアンコウのヘアリーフロッグフ

ィッシュ。そして最終日ラストダイブで会えたの

は、ゼブラバットフィッシュの幼魚。5 ㎝位でし

たが、細かな線の白黒の縞々でとても美しい姿を

していて、ひらひらと舞っている様でした。そし

てもうひとつ、なんとジンベイの子供がボート近

くまで寄って来てくれたのです。エントリー前で

ボートではジンベイ、ジンベイと皆で大騒ぎ、大

盛り上がりでした。体長 4ｍ位で、はっきりと口

や背びれや模様が見えました。可愛い子供のジン

ベイに出会えて最高！ 

それから今回、谷本さんの 50 本記念と私の 250

本記念を皆さんで祝って頂き、とてもハッピーで

す。予期せぬジンベイとの出会いもあり、すごく

記憶に残るツアーになりました。 

今回も、幹事の宮本さんには大変お世話になり

お礼申し上げます。そして参加された皆さんにも

お世話になり有難うございました。 

＜872 谷本菜穂子＞ 

SDC に入会させていただき、初参加ということで 

しかも、初心者でありながらブランク一年以上。。。

緊張で押しつぶされそうになりながら、関空へ向

かいました。 

現地に着いてみると、綺麗な海と青い空が目前に

広がり緊張が少しずつ楽しみに変わり、ダイビン

グが始まりました。皆さんの暖かい言葉に守られ

ツアー中、とても楽しめました。 

お食事の度のおしゃべりもとても楽しく、そして

二日目には 50 本記念 DIVE のお祝いもしていた

だき、とても嬉しかったです。 

インドネシアのリゾートも、サンセットダイブも

初めてで、初めてづくしの旅でしたが、参加の大

先輩の方々に色々教えて頂きながら、とても有意

義な楽しいダイビングとなりました。 

とりあえず100本目指して頑張りたいと思います。 

参加の皆様、どうもありがとうございました。 

 

 

参加者(８名) 

070 河合貞夫 306 宮本節子 610 白松礼子 

624 阿久津省一 723 田中彰 724 田中紀久子 

805 吉田延子 872 谷本菜穂子 
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 ☆733 林 賢子 

羽田からジャカルタ。それからバリクバハン。そし

てベラウの空港から、車とスピードボートで 3時間

半位、やっとサンガラキに到着。海から見ても小さ

な島。小さな島が海の中にポツン、ポツンとある中

の、ひとつ。他の島と区別がつかない、そんな島に、

リゾートがある。島の人たちの生活とかけ離れた存

在で運営されているのだろうと思うと、食事もロッ

ジもありがたい。 

 朝、興奮した声を聞いてロッジから顔を出すと、

カメの子供が地中から湧き出て来たという。それは

感動しましたよ。とのこと。夕飯後に生まれたばか

りの子ガメを海に放流していたので、管理できなか

った卵が突然孵化することもあるのだろう。 

この島にはカメのレンジャーが常駐して、卵の管

理をしている。孵化日程になるとちゃんとカメを集

めて、トカゲなどに食べられないよう保護し、夕食

後に私たちが海に放流する。砂浜の中間あたりから、

海に向かって迷走する子ガメに頑張れ頑張れと声を

掛けて、考えれば海への道を省いて、波打ち際で放

流してもと思うのだけど、やっぱり自然の摂理は出

来るだけ踏んだ方が良いのかな？ 

  

 

 

 

 

 

 

ある晩、放流後、出産しているカメがいるとの事で

見に行った。浜辺の藪の中で、ホント、カメが大き

な穴に卵を幾つも生んでいる。映像で見たことのあ

るシーンそのまま。皆、厳粛な気持ちになって見守

る。親ガメは出産が終わった後、擬似現場のような

穴を 2．３個掘るのだそう。あの体形で穴を幾つも

掘るのは大変だろうと同情する。 

 ここで生まれたのはアオウミガメ。子供の体は黒

くて柔らかい。その後、日本の西表島でもやはりカ

メの孵化に立ち会った。レンジャ―でなく、カメ仙

人と呼ばれている人が管理しているらしい。それは 

 

タイマイだったが、子供の体には薄い模様が入って 

いるようで、アオウミガメの子供より大きかった。

やっぱり、孵化した子ガメは見物人に励まされて、

迷走しながら海に入っていった。 

 自然の中で、自然に感動して、私達も自然な心に

帰って。最後に高木さんがドローンで記念写真を撮

ったのだけど、皆好き勝手にしながらも、結果、真

ん丸の輪の仲良しそのものでした。 

 

 

 

                                         

               

 

 

 

 

 ☆225 芳賀 幸子 

石川さんのサンガラギに参加させていただきまし

た。5 月 24 日の 11 時 45 分羽田を出発インドネシ

アサンガラギに向かいました。ジャカルタで 1 泊、

バリクババンー、ベラウと2度乗り換えて、やっと

お昼にサンガラギに到着しました。そこは小さな島

で、宿泊施設が数個あり、私達だけのリゾートでし

た。（シバタン島に似ているかな？）午後1本目のダ

イビングが始まりましたが、今まで見たインドネシ

アのダイビングとは、少し違うような気がします。

12本のダイビングをしましたが、お魚の群れは多い

のですが、派手なお魚は少ないようでした。 バ ラ

クーダー、フエダイ、タカサゴ等が多く見られまし

たが、中でも1か所流れの激しいところがあり、何

方かが、ズリズリと流され、グローブの指先が擦り

切れていました。それも、物凄い数のバラクーダー

を、見たのですから良かれとしなければ…                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サンガラキ 

2018年5月24日〜5月31日 

幹事 石川勝     レポート  林賢子 祖父尼倭子  芳賀幸子  
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この島では、又、亀の産卵と保護が行われており、

丁度私達が滞在中毎日の様に、孵化の様子が見られ

子亀が砂の中から出て来ます、穴から出ると匂いを

嗅ぎつけ、おおきなトカゲがやって来ます。見学し

ている私達が、急いでバケツに入れ浜辺に、離しま

す。本当に可愛い子亀たちでした 

又ヤシガニもスタッフがフロントに連れて来て、そ

のハサミの力の強い事にビックリ…                       

今迄私がインドネシアで見た海のサンゴの形とは少

し違い、テーブルサンゴの上に階段状に別のサンゴ

が、生息したり、大きなサンゴの塊が、点々と群れ

るようにあったりと、今迄と違う形態見られて、地

形的にも大変良く面白いところでした。もしかして

2 度と行けないかもしれませんが、もう 1 度ダイビ

ングがしたい所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のダイビ

ングで、私

1000 本のお

祝いを、800

本の林さん、

祖父尼さんの

2 人と御一緒

にさせて頂き

ました。石川

さんからの、

似顔絵と皆さ

んのサイン入

りを頂き、と

ても良い思い

出になりまし

た。 

 

ショツプのスタッフの御厚意でケーキも用意して頂

き本当に有難うございました。皆さんと御一緒に楽

しいダイビングが又出来ましたら嬉しいです。 

   

☆619祖父尼 倭子 
サンガラキがどんなところか全く知らない状態で

申し込みました。 

インドネシア・ボルネオ島の東側に浮かぶ島で、リ

ゾートは 2年前に再開発してオープンし、ダイバー

天国といわれている様です。 

マンタ、バラクーダ、ジンベイザメ、ウミガメ等に

遭遇出来るとのことでしたが、あまり期待をしない

で参加しました。しかし、驚くほど魅力のあるツア

ーになりました。 

5月 24日から 31日までの 8日間、クラブ・アズ

ールの杉田さん同行で 16名、 

成田から 3回の乗継ぎ、3時間以上スピードボート

に乗ってたどり着きました。 

リゾートのコテージは海岸沿いに点在し、宿泊は

我々のみで、目の前は美しく輝く海と砂浜、お店も

何もなく自然いっぱいの島です。 

ダイビングは、バックロール、ドリフトダイビン

グが基本で、大物ポイントは流れが速く、一気に

30メートル近く潜行しなければなりませんでした

が、きれいなバラクーダのトルネードを久しぶりに

見ることが出来ました。また、サンゴの群生がとて

も美しく、透明度抜群の中、ハナゴイ等の群れが明

るい陽射しの中で、竜宮城の様でした。ダメージを

受けたサンゴも有りましたが、再生したものも育っ

ていました。コテージの前の砂浜にはウミガメが産

卵に来た後の穴が沢山残っていました。私は産卵を

見る機会が有りませんでしたが、卵から孵化したカ

メの赤ちゃんを、夜海岸から放流するのを見ること

が出来ました。 

高木さんがドローンを持参され、島の砂浜で我々が

輪になった映像を撮影してくださいました。すごい

時代になりました。 

芳賀さん 1000本、林さんと私は 800本のお祝いの

色紙を石川さんと皆様から頂きました。 

島の雰囲気はなぜか子供時代を過ごした山陰の松林

の砂浜が思い出され、ほっとする時を過ごすことが

出来ました。 

総勢 17名の長い旅路でした。皆様お世話になりま

した。 

参加者(16名) 

123河村啓子  194 鈴木征男 225 芳賀幸子 

231原 勝代  307 福田孝子 415 加藤京子 

440石川 勝  472 高木忠雄 537 奥原研二 

619祖父尼倭子 646 鈴木麗子 684 小林孝子 

733林 賢子  753 都築和子 792 長谷川實 

817船山浩志  
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６月 24 日ジェットスター便でケアンズへ。今回

ＬＣＣが初めての参加者がほとんど。成田第 2 ター

ミナルから第 3ターミナルまでの移動の大変さは身

を持って体験できた。とにかく飛行機に乗り込んで

25 日無事ケアンズ着、あこがれの SPIRIT OF 

FREEDOM に乗船。強風のせいか揺れが激しく少

し船酔い気味になる。 

１本目、前々から一度は潜ってみたいと思ってい

た GBR・リボンリーフにエントリー。ちょっと拍子

抜けなほど、サンゴが無い。チェックダイブの所為

かと内心明日からの海に期待する。エキジット時、

お決まりのフロート揚げ練習をした。風が強くて波

が高く、非常に苦労したが、全員ＯＫで終了した。

2 日目ナイトダイブが面白かった。巨大なローニン

アジやホワイトチップ・ハタ等が周りをぐるぐるし、

上方にはカスミアジの群れがうろうろしている。３

日目「ミンキー」に接近遭遇!! 写真は撮れなかった

が、50cm 位の所を悠々と泳いでいく姿をはっきり

見ることができた。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ミンキーの写真 

 

5 日目、1 本目が終わってラウンジに集まるとキャ

プテンから「エンジン不調の為ケアンズに引き返す」

と言う報告があり、「えーっ！？」と固まってしまっ

た。翌朝には着くのかと思ったら、ケアンズ着は翌々

日との事。30 時間以上船の中で揺られっぱなし!! 

私たちは 4人用の狭～い部屋でベッドに横になった

まま何時間も過ごした。予定の半分しか潜れず、お 

 

まけに船酔いに悩まされつつ、ケアンズに戻った時

のホテルの心配もしなくてはならない。 

 7 月 1 日朝下船、ホテルへ行き大荷物を預け、船

内で相談・決定していた「動物園ツアー」を申し込

みに行ったら、その日のツアーはもうすでに出発し

た後。なんと間が悪いことだろう。仕方ないので、

他のツアーを探し「４ＷＤハマーツアー」に参加。  

熱帯雨林を結構スリリングに走り回った。 翌朝ホ

テルで朝食をとったのだが、高い!! 一人 37$!!  

 と、まあ、色々あったが、ミンキーに会えたこと

だし、ツアーの目的はほぼ果たしたのだから良しと

しようということで、少し消化不良の感があるツア

ーを終わった。我々のガイドは日本人で「ソラ」さ

ん。好青年でよく面倒を見てくれた。想像していた

よりサンゴは全体に少なかったが、ベストシーズン

に再チャレンジしようと思った。 

603 氏家 友枝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下船してホッと一息の写真 

 

７年ぶりのＧＢＲ～～！マニアックな場所にはショ

ッチュウ出掛けている氏家さんがまだ行った事がな

いので一緒に行こう！と云う事で出掛けたのですが

往きはよいよい帰りは怖いの例え通り大変でした。 

ロングクルーズで往きのミンキイーには会えたの

ですが帰りのクルーズ船エンジン故障の為潜ること

が出来ずにバランスの悪い船に揺られ揺られ酔い止

め飲み飲みケアンズに…。こんなこともあるんです

ね。 

434 百瀬 由美子 

グレートバリアリーフツアー 
 ハプニング続出!! 

2018 年 6 月 24 日～7 月 3 日 

幹事 758 若佐 勢  レポート 603 氏家 友枝 参加者 
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７年ぶりのＧＢＲです。関西から一人参加の当方

は皆さんとケアンズで無事合流し、スピリットオブ

フリーダムに乗り込みました。我々６名以外は総て

外人でオーストラリアは勿論、アメリカ、ヨーロッ

パからの参加者でした。あるアメリカのカップルは

飛行機を４回乗換え３６時間かけて遠路訪れたと言

っていました。 

 今回もセスナでの乗り継ぎのないフルコースのツ

アーで、ボートのエンジントラブルにより二日短縮

となりましたが、遠目ながらもお目当てのミンクク

ジラを見ることが出来た事、巨大なロウニンアジや

サメがウジャウジャのエキサイティングなナイトダ

イブの経験、呑兵衛の当方にはビール、ワインが飲

み放題であった事等が嬉しい出来事でした。 

              508 安積 信 

                                                              

今回のツアーいろいろありましたが、いつも想定

内だと感じております。 

色々お世話になりありがとうございました。 

              515 阿部 秀行 

 

11年前に初めて体験ダイビングをしたのが GBR

のミコマスケイでした。 

色とりどりの綺麗な海の世界、巨大なシャコガイに

大興奮、そしてはまりました。 

勢さんから声をかけて頂き、喜んで参加させても

らいましたが海の中の風景がカラフルでなくなって

いたのが残念。それでもナイトダイビングの迫力は

申し分なく、ライトを照らせば鮫やロウニンアジが

すぐそばにうじゃうじゃと。よくぶつかって来ない

と（体当たりされたら大変ですね）感心しました。 

本当はあと二日、８本は潜れたのにと消化不良で

すが、きれいなメギスが見れたのとミンキーに会え

たので良しとしましよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＢＲの固有種：セイルフィンドティバック 

 

 

ミンキーと目が合いました！とても慈悲深い目を

していましたよ。私のお宝が又ひとつ増えました。 

             770 小山 千香子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリアンブレニー 

 

ドット＆スラッシュバタフライフィッシュ 

行きたいと思い続けていたＧＢＲクルーズ。でも

船酔いに苦しめられたツアーでした。船酔いの合間

を縫ってダイビングを。体調管理と早めの酔い止め

対策の大切さを痛感しました。陸での時間も多くな

りケアンズの街を楽しみました。またイレギュラー

時の保険のカバー力を見直しました。 

               758 若佐 勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハマーの写真 
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（１） コモド・ロングクルーズ 

 最近はラジャアンパットなど西パプア方面へ行く

ことが多く3年ぶりのコモドツアーでした。標準コ

ースとは違うルートが用意されていてワクワク感も

大きかったのですが、大潮まわりの潮を読んでエン

トリーのタイミングを計るのが大変だったようです。 

 まずコモドツアー随一の人気ポイント、Castel 

Rock、Cristal Rockの魚の間に海があるというくら

いの魚の群れ群れダイビングを楽しみ、ナイトでは

スパニッシュダンサーの優雅に踊る姿が見られてう

れしかった。 

  

 

 

 

 

 

 

3 日目からコモド島から西寄りのバンタ島エリア

でのダイビングがはじまった。このエリアはいつも

のコースでは遠征しない離れた島なので楽しみだっ

た。でも潮がなかなか止まらず 12 時すぎてからや

っとその日の1本目が始まった。ハードコーラルの

原野が広がる上を潮が止まらない、といった感じで

ドリフトダイビング。 

その日の3本目のブリーフィングでダウンカレント、

アッパーカレント、沖出しのカレントの説明をしっ

かり受けていたのにリーフの縁にツノダシの群れを

見つけて（満月前だった！）思わず寄って行った途

端にダウンカレントにつかまってしまった。あわて

てリーフにしがみつくが、どんどん落ちていく。BC

にいくらエアーを入れても追いつかない。うっかり

手を離すと沖出しの流れに持って行かれそうになる。

天の助けの唐沢さんの手にしがみついてとにかくそ

こから逃れ潮止まりのくぼみに入った時はほっとし

た。あまり魚に恋をしてはいけません（笑い）。その

日のログには「生還できて良かった」とある。 

4 日目はさらに西の火山島のあるサンギアン・エ

リアに移動。目の前の Mt.Api からは白い噴煙があ

がっていた。ここにも海底から熱水が吹き出ている 

ポイントがあった。そしていつも思うのだが火山島 

 

の周りは生物がとても豊かでコーラルもすばらしい。

黒砂のエリアにはヤノダテハゼがあちこちにいた。 

 

 

 

 

 

 

  

5 日目の魚の種類が多くてコモド 1 番人気といわ

れるBatu Bolingでは欧米人ダイバーのラッシュに

遭遇。魚の数はハンパない！けど、魚よりダイバー

たちを見ている感じだった。背中が白いカクレクマ

ノミをガイドのミキさんに教えてもらったが、彼ら

の監視の目が厳しくてじっくり観察はとても無理。

あれは何だったのだろう。惜しいことをした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日も潮待ちの時間がながくて、午後からは押せ

押せのスケジュールになった。3 本目の Manta 

Farm は賽ノ河原を想像させる荒涼としたところを

延々とドリフト、最後にマンタトレインで締めくく

り。10枚はいたかな。私たちも流されっぱなしであ

っという間にすれ違った、という感じだった。 

6 日目はラストダイビング後、ピンクビーチに上

陸。その後いつもはリンチャ島でコモドドラゴン観

察をするが今回はコモド島に上陸して、レンジャー

の案内で野生のコモドドラゴンを探しながら島内を 

トレッキング。３頭 

に遭遇。私たち目指 

して歩いてくるとこ 

ろを｢下がって、下が 

って｣といわれるギ 

リギリまで待ったり、 

止まったドラゴンの 

  コモドロングクルーズとバリ島サファリ 

(2018年 7月 2日～8月 5日） 

レポート 172 島尾 愛子 
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後ろに陣取って記念撮影をしたり楽しかった。 

（２）バリ島ダイビングサファリ 

 コモドロングクルーズ、これだけでも充分長いの

に、今回はさらに欲張ってデンパサールに戻ってそ

のまま新しいゲスト（旧知の人ばかり！）と合流し

て唐沢さん同行のバリ島サファリツアーが始まった。 

唐沢さんが選んだ選りすぐりのホテルに２泊しなが

らバリ島の北側の海を潜り倒す！ 

でも 13 本の内８本がビーチダイビングで、シニア

にはちょっと厳しかったが水際で着脱をさせてもら

って助かった。生憎、低気圧が通り過ぎたところで、

海は荒れ模様。ビーチエントリーをする所は波もな

く静かだったが、ボートは揺れるし波は被るし、風

は涼しすぎるしボートの上で震えていた。（バリ島は

熱帯のはずなのに、酷暑の日本とは大違い！） 

３日目のトランベンの丸くて大きなゴロタ道は何

も持っていなくても足元がおぼつかなくてあらため

て歳を感じた。昔は名物だったギンガメアジの大群

は姿形もなかったが、テルメアジの塊は健在でロウ

ニンアジ、カスミアジが周りをうろついている光景

は同じ。沈船はソフトコーラルに覆われてきれいな

漁礁になっていた。ゴロタにはケラマハナダイがい

たり、、極小クマドリカエルアンコウの白、黒バージ

ョンもみつけてくれて、やはりマクロ天国だった。 

 

 

 

 

 

 

４日目の有名ポイントPJはある意味大変だった。

というのは水深最大 7ｍ、平均 5ｍの泥地なので、

フィンキックで砂を巻き上げるのは厳禁。魚ウオッ

チングの時も指示棒で体を支えながら浮いた状態が

ベスト。ここもマクロ天国。ショートヘッドダムゼ

ルの卵は TG-4 の顕微鏡モードで撮ると目が写って

いた。波打ち際の砂地にゼブラアナゴが一杯いた。 

２晩泊ったPuri Bagus Lovinaはお部屋もホテルの

敷地もお花に満ちていてとても気持ちの良い雰囲気

だった。夕食の時にはバリダンスショーも行われた。 

５日目はロビナビーチ。少し水深が深くなったが

それでも平均 8ｍ。小さな根があり、そこにはネオ

ンテンジクダイなど、テンジクダイ系の小魚がむれ

ていてきれいだった。ここも稚魚とハゼのオンパレ

ード。あまり逃げないので TG-4 のマクロモードで

撮ると案外うまくいく。２本目にはミミックオクト

パスが穴から顔をだしていた。随分ねばってみたが

とうとう動かなくて残念。 

 

 

 

 

 

 

６日目はムンジャンガンでボートダイビング。沖

は白波が立っていて移動中はびしょぬれ。寒くてボ

ートコートを持ってくればよかったと思った。水中

の方が暖かく(水温28℃)、ソフトコーラルであふれ

ていた。ヤマブキスズメダイが多く、卵を守ってい

る光景がよく観察できた。 

Mimpi Resort Menjanganではダイビングで冷えた

体を温泉で温めることが出来て日本人ならではの癒

しを感じた。温泉プールの向かい側の森には猿の集

団が住んでいて、温泉に浸かりながら彼らが遊ぶさ

まを見るのは楽しかった。 

 7 日目はマクロ派に有名なシークレットベイに潜

った。水温24℃と聞いてインナーを着ることにした

が、水中に入って着てきて良かったと心から思った。

やはり平均水深 5m のダイビングだ。砂地にガンガ

ゼに守られながら、バンガイカーディナルフィッシ

ュがどっさりいた。イッポンテグリが口にオレンジ

色の卵を持っていた。 

 

 

 

 

 

 

8 日目はクタ方面に向けて観光をしながら移動で

す。途中、Danu Bratan湖に浮かぶ寺院、2012年

に世界遺産に認定された棚田（Jatiluwih村）とPura 

Taman Ayun というとても美しい寺院に寄っても

らった。これはサファリならではの楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

帰ってきたらロンボクで 2 度目の大地震が 8月 5

日の朝にあったということ。ちょっとした差で無事

に日本に帰って来られて、毎日の晴天も合わせて強

運の持ち主が揃ったツアーでした。 



  

 

 

 

 

 

参加者 

2018年 7月 21日（土）～７月 26日（木）の日

程で、企画して頂いた渡里さんを含め SDC メンバ

ー８名で参加した。（個人情報を考慮し、氏名は記載

せず） 

 

※移動 

フィリピン航空は、成田－セブ間で毎日午前午後

の2便が就航しており、都合に合わせて選択できる

ので便利である。今回は、往路・午後便でゆっくり

出発、帰路・午前便で早朝出発ではあるものの午後

帰国であり、移動としては良いスケジュールであっ

た。 

また、セブの新しい空港ターミナルは今年の６月

から利用が開始され、非常にきれいなターミナルに

なっていた。 

 

※ダイビング 

２日目から 4 日間のダイビングがスタートした。

ガイドは、現地ガイドであったが、オーナーの1人

西元さんがサポートしてくれた。今回のクルーズで

は、セブ島北部にあるマラパスクアを中心に、ガト

島、ラプスラプスに潜った。ツアー前半は熱帯的気

圧が発生し海況はあまり良くなく波があったが、ツ

アー後半は海況が良くなった。ほとんどの参加者は

10本前後潜ることができた。全 13本を潜った人も

数名いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニタリのウォッチングは、深さ25ｍ～30ｍのとこ

ろで、ニタリが回遊してくるのを見るため、ほとん

どの人がナイトロックス・エアーを使っていた。 

2日目の 3本目のダイビングは、エキジットの時

に天気が急変し海況が荒れ大粒の雨と波高に遭遇し

た。このような事例を聞いたことはあるが、自分が

体験するとは思わなかった。 

待機する船の安全対策は重要だと再認識した。 

船で初めて会った他グループのダイバーの中に 200

本を達成した人がいたので、200 本記念を乗船者全

員で祝った。 

体調不良で潜れない人がいたのが残念であった。 

 

※魚 

ニタリ（Thresher Shark）のウォッチングは、

MONADO SHOALというポイントで毎日 3回、

早朝6時頃エントリーした。透明度はあまり良く無

いものの、ニタリの雄姿を見ることができた。 

また、ポイントはクリーニングステーションの様

なので、回遊する姿も見ることもできた。ニタリは、

普通のサメと違い目が大きくかわいかった。 

ニタリ以外は、ほとんどマクロで、振り袖エビ、

カニ、シーホース、ピグミーシーホース、カエルア

ンコウ、ウミウシ、ヨウジウオ、ガラスハゼ、シャ

コ等がいた。3 日目はニシキテグリを見ることはで

きたが、ペアリングは見ることができなかった。マ

クロが好きなダイバーには、お勧めのポイントが多

フィリピン・マラパスクア・クルーズ 

      （パラオスポートに乗って） 

 2018年 7月 21日〜7月 26日 

幹事 682 渡里 喬    レポート 792 長谷川 實 
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い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、ホワイトチップ、甲いか、クマノミ、トウ

アカクマノミ、ちょうちょうコショウダイの幼魚、

ナンヨウミノカサゴ等もいた。 

ダイビング最終日には、船のオーナーの１人である

デービッドさんが写した動画を見せてもらった。鮮

やかに撮影されている動画で参加者全員が喜んだ。

目で見たよりきれいな画像であった。最後に、動画

を無料で i-phone、microSDカードに転送してもら

った。 

 

※感想 

 ワイド派、マクロ派のどちらにも対応可能なクル

ーズと思う。但し、今回は海況があまり良くなかっ

たので残念な面もあるが、アフターダイブも含めて

楽しい時間を過ごすことができた。 

（792 長谷川實 記） 

 

写真提供 福田孝子さん 

                 阿部千衣子 
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１．はじめに 

私はスズキ目・ベラ科・カンムリベラ亜科に所属

しているホンソメワケベラと申します。棲んでいる

ところは、サンゴ礁や岩礁で、魚のクリーニングを

生業にしている掃除屋です。手前味噌になりますが、

クリーニングの腕前は超一流で、行列が出来る掃除

屋さんとして世界的に有名です。 

 

２．名前の由来 

私の名前は、本当はホソソメワケベラ（細染め分

けベラ）になる筈だったのですが、名付け親の先生

の字がへたくそな上に雑で、原稿を受け取った図鑑

の編集者が、ホソの「ソ」の字を「ン」と読み違え

て、「ホンソメワケベラ」として図鑑に掲載し、名付

け親の先生に印刷前の原稿のチェックをお願いした

ところ、大雑把な先生はよく見もしないでOK を出

した結果、ホソソメではなくホンソメワケベラにな

ってしまいました。 

私は正直なところ、ホソではなく本物をイメージ

できるホンソメワケベラになったことを良かったと

思っています。読み違えた図鑑編集者と大雑把な先

生に感謝申し上げます！ 

３．特徴 

＊大きな魚の口の中を掃除しても食べられません。 

私は魚の鰓や口の中についた寄生虫や食べ物カス

を丁寧にクリーニングしてあげる為、エステのよう

に気持ちが良いことを、お客さんも良く分かってい

るので、大きな魚にも食べられません。 

魚の中には、私にそっくりな姿をした詐欺師のよ

うなニセクロスジギンポという魚がいて、私が大き

な魚にも食べられないことを悪用してホンソメワケ

ベラになりすまして魚に近づき、寄生虫や食べかす

ではなくお客さんの鱗や皮膚を食べてしまいます。

相手がびっくりして追いかけてくる前に巣穴に隠れ 

てしまう悪者ですから、用心が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

私が偽物ではなく本物の腕の良い掃除屋であること

をお客さんに識別してもらう為、飛び跳ねるような

独特な泳ぎをし

てアピールして

います。 

それから、口

の形が掃除をし

やすいように突

き出たおちょぼ口をしています。一方のニセクロス

ジギンポの泳ぎ方は普通で鼻の下にサメに似た形の

口があります、注意して見ればわかりますので、掃

除を頼む前に確認して、ニセ者と分かったら遠慮し

ないで食べてしまって結構です。 

 
鰓の周りを掃除してもらい気持ちよさそうなツバメウオ 

＊雌雄どちらにも性転換ができます。 

クマノミなど一方向の性転換をする魚はいろいろ

いますが、私は、メスからオスへ、オスからメスへ

と双方向の性転換が出来る器用な魚です。 

群れの中の一番大きな体のメスがオスに性転換し

て一夫多妻の群れを作りますが、そのオスがいなく

なると次に大きいメスがオスに性転換します。 

また、他所から大きなオスが移住してきたら、そ

れまでのオスは文句を言わないで素直にメスに性転

換して、無用な争いを避けて群れの平和と種の存続

を図ります。 

人間も喧嘩（戦争）ばかりしていないで、世界中

の人が仲良く平和に暮らせるようになってもらいた

いものです。    

       ホンソメワケベラ 
              （行列の出来る魚の掃除屋さん） 

レポート 648  江藤 征雄 
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場 所  社会福祉法人浴光会  石和保養所・研修

所 「サンライト」 

講 師  髙木忠雄 

参加者  平野昌子・林 賢子・川瀬和恵 

 

参加者 3名は不思議と埼玉県組。それぞれ指定され

た時間のあずさ 55号に乗込み、11時 50分ころ石和

温泉駅で集合。改札口で待っていてくれたのは今回

講師をしてくださった高木さん。全員集合したとこ

ろ駅前にあるイオンで昼食と翌日の朝食とちょっと

したアルコールを買出し、会場へ。 

ホテルよりは小さいが素敵な建物へ。見かけはとて

もきれいで、周りもちゃんと整備されていて気分爽

快。管理人さんに案内されて先ずは３Ｆのお部屋へ。

そこがまた清潔感漂う広いお部屋。ツーベッドを独

り占めの最高な環境での講習会の始まりです。 

１Ｆホールが研修場所兼食事会場。 

大きなテレビに高木さんのパソコンを繋いで、同じ

画像を見ながら自分の持ち込んだパソコンで作業開

始。 

 

１．最初は高木さんが準備してくれた静止画での編

集ソフトの使い方。 

静止画でもこんなことが出来るんだーと驚き。 

２．少し頭を休めて次の動画での編集作業。 

動画のストーリーを考えながら使用箇所の選

択方法。切取り作業等の講習。 

高木さんの作業方法をテレビ画面で確認しな 

がら、自分のＰＣで同じ作業を繰り返す。気付

けば、それなりの動画が出来上がっていました。

自分でも「スゴーイやれば出来るんじゃん！」

と内心ニカッ！ 

３．自分が持参した動画の編集開始（夕食後の 8時

から）ほろ酔い気分での開始のせいで作業を開

始はしてみたが、失敗が多くやっと出来た！と

思ったら保存ができずに消えてしまう。それで

も 10時頃にはどうにか終了。 

 

講習ではドタバタでしたが、作業中の 3時頃、管理

人さんからの差し入れがテーブルの上に！大粒のブ

ドウと大きな桃。慣れない作業で疲れ気味の 3人は

即座にテーブルに移り、もぐもぐタイム。なんと、

こんな甘いぶどう食べたことがないという糖度の高

さに驚き！ 

午後の講習終了後は、大きな温泉を楽しみ夕食は仕

出し弁当。これがまた豪華な夕食で、ワインやお酒

にビールがおいしかったこと。もちろんこの時間も

桃とぶどうをたくさんいただきました。 

翌朝も温泉を楽しみ、前日に買いだした朝食をいた

だき、もちろん桃とぶどう付きです。 

 

４．最終持参動画編集 

昨日の作業の総仕上げです。高木さんに質問し

ながら一つ一つ切取りし一つの作品に仕上げ

てゆきました。最後に音楽を挿入し画像とミュ

ージックの合わせ方などの講習を受け出来上

がりました。 

最後は全員の作品をテレビに映し出し鑑賞。 

自分が撮影した画像が一つの作品になった喜びを感

じることが出来ました。 

めでたしめでたし！ 

 

最後の最後まで桃とぶどう(品種 大峰)の食べ放題

のようなものでした。 

管理人さん曰く、あなた達は言いたい放題、好き放

題言ってそれでもとても楽しそうですね。えっ、私

たちは内気で無口で控えめなのに～ 

 

そんな私たちの面倒を見てくださった高木さん本当

にお疲れさまでした。 

映像の会 ビデオ編集実践講座報告 
2018年 8月 7・8日 

668 川瀬和恵 
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「第 8回関西地区連絡会議」 

毎年この時期恒例になっています連絡会議、今年

で8回目です。来年１年の公認ツアーを関西地区と

して如何に企画して誰が何処へとみんなで考える会

議です。 

毎年、一喜一憂するこの日、始まる前から私はう

～ん、昨年は四苦八苦だったので、今年は企画が出

なかったらどうしょうと、取りあえず私が一つでも

二つでも出さないと・・・と思っていました。 

しかし、初めこそなかなか話が出てきませんでし

たが、今年は少し違っていました。河合さんの口切

りで次々と行先が提案され、幹事さんもばっちり決

まりました。昨年はあーでもない、こうでもないと

思案ばかりでしたが、今年は大変嬉しい悲鳴です。 

いつも時間ぎりぎりまで決まらないのですが、今年

は１時間くらいで決まってしまいました。 

真剣に取り組んでいただき、また自ら幹事を名乗り

出て企画していただき、感謝に耐えません。 

確かに仲間同士で行くのは気心も知れて楽かもし

れませんが、新しい会員さんのことを考えると、公

認ツアーはやはり必要ではないかと思います。 

関西地区でも新会員さんが早速参加してくれていて、

メンバーともすぐに打ち解けていいムードになって

います。 

６件の公認ツアーの企画がなされました。 

順次、会報に掲載していきたいと思います。 

 

1月下旬 スミロン島  河合さん 

5月   アニラオ   田中彰さん 

6～9月  モルディブリゾート  池田さん 

7月   徳之島   神﨑さん 

10月  北パラワン・ブスアンガ  神﨑さん 

3月 or 11月 バリ島トランバン  宮本 

 

 

ご参加のメンバーの皆様、連絡会議&呑和会と長

時間にわたり、大変有難うございました。 

笑い声が絶えない呑和会でした。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「呑和会第58回「新和食」」 

           842 神﨑美治 

去年の今頃の呑和会には見てなかったお顔が２名。

少数精鋭の関西としてはぼちぼち増えてますなあ、

ありがたいことです。 肺活量の多さが皆さんの元

気な話声で盛り上がった梅雨はらいでした。58回目

の呑和会、大阪梅田で楽しくおもろく過ごせました。 

最初は地震の話。大阪の南五分の四は目立った被

害がほとんどなかったし阪神大震災が記憶にあるの

で愚痴のような被害報告。会社からがんばれば自転

車で家にかえれまっせ。ちょっと前 TVで枚方から

中の島までカヤックで通勤してはった人映ってた。

淀川やと津波の心配もないし。 

 にぎやかすぎて何話してはるかわかりまへんが、

いったいみんな何歳や、の勢いでした。 

しかし、皆さんよう飲まはる。私なんてウーロン茶

でもほろ酔い気分になれるのに。これ特技でもあり

ます。もうちょっと会費分回収しとけばよかったな

んて帰りの電車で後悔。 

来週には奄美大島の瀬戸内町で同じ顔触れが集ま

るので小規模な呑和会することになるでしょうねえ。   

ダイビングには参加されなくてもこの会で元気なお

顔みられるので外せない楽しみになってます。 

参加者(15名) 

070 河合貞夫 305 宮内弘人 306 宮本節子 

406 立木博信 470 池田孝雄 678 足立公平 

735 道上 勲 723 田中 彰 724 田中紀久子 

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 

 

関西地区連絡会議 & 呑和会第58回「新和食」 
2018年6月26日 

世話役&レポート 306 宮本節子 レポート 842 神﨑美治 
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 都営新宿線、瑞江駅、10時半集合・・全員揃っ

て出発。 

駅徒歩12分？・スマホ組の先導で目的地に向かっ

ているのになかなか着かない。14人がぞろぞろ歩

いているのでちょっと変な人達と見られながら歩く

こと30分、流石に道が違うのでは・・「篠原風鈴

本舗」に電話、えっ随分行きすぎて後戻り・・なん

と1時間近くかかって到着。ふ～ 

老舗店内の風鈴は、流石職人技の品々、高価な物

は16万円・・ 

 

いよいよ製作体験、1200度の窯、さぞ暑いと覚悟

していたら10㎝程の穴の中に吹き矢の様な棒を職

人さんの楽しい指導で「ふ～」ゆっくり吹いて「は

い今度はふ～ふ～」くるくる回しながら・・風鈴の

形になった。 

 

 さあこれから絵付け。赤、青、黄、緑、の顔料を

筆で内側から描くのですが・・ふちがギザギザにな

っているので（良い音色が出るように）怪我をしな

いように、大小の筆を使い、個性的な絵を描くこと

40分 これが一番大変！！薄くすると流れてしま

い、濃いと伸びなくて難しい・・アジサイ、花火、

くじら、魚等々皆さん素敵に出来、仕上げをして頂

き「チリン、チリン」と音色を楽しみ、満足感いっ

ぱいの記念撮影「江戸風鈴製作体験」終了。 

 

  なかなか思いがけない体験を大勢の仲間と出来て

本当に幸せ、企画をして下さった方に感謝感謝で

す。ホッとしたら急に皆空腹を感じ「瑞江駅」近く

の「王将」で乾杯・身も心も一杯の一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第27回 ご近所の会 
☆ 江戸風鈴製作体験！！ ☆ 

2018年6月23日 

幹事 440 石川 勝 レポート 146 佐竹綾子 

 

SDCミュージックサロンからのおしらせ 

 

クリスマスイブの前日の２２日に下記要領で忘

年会を行います。ご参加をお待ちしています。 

 

 日時 ： 12月22日（土） 16：00～ 

 場所 ： BLUE OCEAN GRILL 

      豊島区西池袋 1－9－2     

 池袋デュープレックス１F 

      Tel 03－6907－3083   

 費用 ： ￥5000 

https://r.gnavi.co.jp/rzywc8540000/ 

 

申し込みは下記 

     544 海老原 新 

        ebi1853@fk9.so-net.ne.jop 
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 暑い毎日が続いている中突然台風が東京を襲って

きました。そんな中、前々から計画していた「読売

交響楽団と小曽根真」の異色の組み合わせのコンサ

ートが開催され、10名が参加しました。 

コンサート後に計画されていました暑気払いは交通

機関の混乱も予想されたため中止となりました。 

以下4名の方が感想を寄せてくれました。 

 

 

 西日本の豪雨災害、全国的な猛暑で気持ちも身体

も沈んでいる時に、追い打ちをかけるように台風

12号が関東地方に接近した7月28日にコンサー

トが開かれました。今回は、東京芸術場劇の人気シ

リーズ「土曜マチネー 7月」です。 

ガーシュイン：キューバ序曲 ラプソディインブルー 

ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲 

エネスコ：ルーマニア狂詩曲第一番イ長調作品11-1 

ラベル：バレエ音楽〈ダフニスとクロエ〉第 2組曲 

ルドヴィク・モルロー指揮 読響 ピアノ小曽根 真 

楽曲はバラエティーにとみ、土曜日の午後2時か

らオーケストラを楽しむことができました。 

一番楽しみにしていた小曽根 真の「ラプソディイ

ンブルー」は期待を裏切ることなく素晴らしく、ガ

ーシュインの世界を十分楽しむことができました。 

コンサート前のあの重い気持ちが一掃されたことは

言うまでもありません。   （684 小林 孝子） 

 

 初めてジャズピアニストの小曽根真さんのピアノ

を聴いたのは、ＳＤＣミュージックサロンでのクリ

スマス・ジャズナイト。その時はビッグバンドとの

共演でしたが、確か会報の原稿を書いた記憶があり

ました。その素晴らしい演奏が印象にあったので、

この案内がくるとすぐに申し込んでしまいました。 

今回は小曽根真さんと読売交響楽団のコラボで、ガ

ーシュインの〈ラプソディ・イン・ブルー〉は20

分程の演奏、やはりジャズピアノならではの即興的

なソロを十分に聴かせてくれました。 

その後、会場の鳴り止まない拍手に応えて、サプラ

イズで〈Ａ列車で行こう〉の演奏が始まり、ピアノ

とベースの掛け合いに楽しくて身体全体でリズムを

とっている私がいました。 

小曽根さんの演奏はここまで、「もっと聴きたかっ

たなあ」。当日は台風12号通過のため、交通機関

の混乱を危惧して計画していた暑気払いは中止に、

少々残念でしたが無事帰路に着くことができまし

た。           （761 田中 恵美子） 

 

7月28日、梅雨が明けてから連日の猛暑で雨の

ない毎日が、一転しての台風接近。 

事前に暑気払いは中止との連絡が入り、当日も関

東直撃！ 行くのも迷ったけど取りあえず出かけま

した。行きは雨には合わず無事コンサートホールに

到着。皆さんは既に席に着いてました。  

今回は前から２列目の席で、照明がチョット眩し

く、でも演奏が始まると音楽に没頭できました。 

小曾根さんピアノ演奏の“ラプソディ・イン・ブ

ルー”は音楽の良く分からない私でも知っている

曲。堪能できました。そして、アンコールでは“Ａ

列車で行こう”、コントラバスとの競演に体も心も

踊りました。 

バイオリンの演奏が良く見えて、バイオリンの絃

が段々とガーデンイールに見えて、体を延ばしたり

引っ込めたりと。演奏聞きながらそんな事考えてる

私は不謹慎？ かな。  （713 福間 百合子） 

 

 雨にも負けず風にも負けず、台風12号にも負け

ずにコンサートに参加しました。 

帰宅途中に激しい雨に会いましたが、交通機関の通

常運転で明るいうちに無事帰宅できました。 

ピアノ演奏者 小曽根真氏のガーシュイン作曲「ラ

プソディ・イン・ブルー」は良かったですね。ピア

ノから6ｍ近くの席だったのでピアノタッチの鋭さ

と繊細さが残響なしで聴けました。 

アンコールの「Ａ列車で行こう」でのピアノとコン

トラバスの二人の演奏はJazzの手本を聞かせても

らった感じです。      （472 高木 忠雄） 

 

ミュージックサロン 

読響＆小曽根コンサート 

2018年 7月 28日 

幹事 544 海老原 新 
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5月31日 文京区シビックホールで東西でのジャ

ズ対抗（？）コンサート 

リレーのように奏でられる曲のなかには聞き覚えの

ある曲や知らない曲も 

実のところ、ジャズに関して何の知識もなく若いこ

ろにも縁のなかったジャンル  

でも、ＣＤやラジオではなく生のバンド演奏の素晴

らしさを充分楽しめたコンサートでした 

（591 和田美代子） 

 第２部では、両方のビッグバンドが舞台に並び演

奏。全ておなじみの曲ばかりで、自然に足でリズム

をとって楽しみました。 

一つのビックバンドでも迫力なのに、二つのビック

バンドがそろって演奏するとその迫力はスゴイもの

でした。何ともスカッとした気分になりました。ゲ

スト歌手として現れたジュディ・オングの華やかな

こと、歌も見事！！ 

（419 村上あい子） 

 演奏するサイドも、鑑賞する私たちサイドも（私

の左にＯさん 右にＨさん 笑）ずらりとシニア 

シニア シニア… 

平日の昼下がりですから当然ですね 

この企画は初めてではありませんが、今回ゲストの

ジュディ・オングさん 美しく、声も衣装もすてき

でした 

特に、第２部は誰もが知っている曲が続きアンチエ

イジング体操さながらにみんなでスウィング スウ

ィング スウィング サルサ サルサ サルサ 

二階席から激励の声もかかり（体調を気遣う声も？）

懐かしくも楽しい二時間半でした 

半月前にメキシコでキューバンライブに出かけたら

「ミッドナイトからです」と言われ渋々諦めメキシ

カーノのジャズライブに切り替えたとこだったので

good timing で迎えた LATEN & JAZZ FESTA でした

が、♪CUBA♪ のようなもっとキューバンっぽい曲

も聞きたかったです 

東京キューバンボーイズは私の生まれた年に結成さ

れたので来年は〇〇周年です（うっ 年輪すごい！）  

FESTA 終了後はラテンコラソン気分でいただくワイ

ンとプリプリのエビ チリソースが美味でした 

 

来年も行きましょうね 

 

集合写真の後方に写っているフラワースタンドの文

字が読めますか？２つとも宇崎竜童さんからのもの 

南の島を想わせるステキなアレンジでした 

 

今宵、遊ばせてくれた人 

 TOKYO CUBAN BOYS ・ ARROW JAZZ ORCHESTRA 

  ジュディ・オング・ 露木茂（司会） 

今宵、ともに遊んだ人 

 海老原新 海老原昭子 市川 平野 大隅 大西 

 和田 村上 豊田 

今宵、スウィングした曲 

 マンテカ マンボ№５ ムーンライトセレナーデ 

 セレソ・ローサ 茶色の小瓶 マンボ・ジャンボ 

 セントルイス・ブルース・マーチ アマポーラ 

フレネシ スターダスト バラ色の人生 他 

 

次回のミュージックサロンは 

7月 28日 小曽根真コンサート＆暑気払い 

ガーシュイン作品他 於東京芸術劇場 

12月 15日 ｻﾝﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ室内合奏団 

 名曲でめぐる弦楽器の世界 於東京オペラシティ 

12月 22日 読売日本交響楽団 

 第九コンサート＆忘年会 於東京芸術劇場 

（417 豊田映子） 
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LATIN＆JAZZ FESTA 
ミュージックサロン初夏の集い 

(2018年5月31日) 

幹事 544 海老原 新 レポート 和田・村上・豊田 

 



§開成紫陽花巡り(2018年6月10日催行) 

催行日の今日は前日までは雨の予報で、所により荒

れ模様の予報でした。そのためアウトドアーを楽し

む会を始めてから初めてのドタキャンが相次ぎ 10

名ほどの参加者で行いました。 

天気予報と大違いで幸い当日は前日までの暑いピー

カンの天候ではなく曇りがちの絶好の紫陽花日和で

した。農道に咲く様々な種類の紫陽花を眺めたのち

酒匂川淵の水辺の公園で昼食をとり、紫陽花祭りを

堪能した後お決まりのご苦労さん会を松田駅の居酒

屋で楽しく盛り上がりました。 

 

(農道に咲くガクアジサイ) 

§多摩川ラフティング＆バーベキュー 

         （2018年７月26日催行） 

今年も奥多摩での人気のラフティングです。西武線

飯能駅で待ち合わせ「ビッグウエーブ」のバスでシ

ョップに向いそこから支度をし多摩川の河辺に向か

います。今年は初めての方も多く、緊張気味の人も

居ましたが、好天に恵まれラフティング、そして終

えた後のバーベキューと楽しみました。 

 

（ラフティング参加の皆さんと） 

◎西島 喜代子 №765 

本当にお世話になり有難う御座いました。70才を過

ぎてもこんなに楽しい事が出来るなんて想像もして

いませんでした。これからもいろんな事に参加させ

て下さい。狭山丘陵楽しみにしています。ダイビン

グでもご一緒したいですね。     

◎船山 浩志 №817 

久しぶりに楽しい思いをしました。童心にかえって

水賭けしたり、自然の中を川下り。最高でしたね。

皆さん有難うございました。 

 

（多摩川のスイリューを一気に） 

◎小笠原 末子 №754 

ラフティングでは大変お世話になりました。 

参加するまでは不安でしたが、いざボートに乗り川

下りに漕ぎ出すと、別人になりキャーキャー!(^o^) 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
①   ①開成紫陽花巡り ②多摩川ラフティング＆バーベキュー ③狭山丘陵里山ハイク  

世話人 197 宇留賀 達雄 766 鈴木一雄 
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何と我ながらビックリ!案ずるより産むが易し。最高

でした。皆さんの素晴らしくエキサイトしている姿

に挑発されちゃいました。 

バーベキューに冷えたビールにお喋り、笑い。最高

のラフティングになり私も自信を付け、これからも

楽しみを増やしていけそうです。 

これも全て宇留賀さんと参加して共に楽しめる仲間

の皆さんのおかげですね。本当にありがとうござい

ました。 

 

◎高師 美恵子 №816 

ラフティング・BBQ、本当に楽しく過ごさせて頂きま

した！景信山やスノーシューでも感じたのですが、 

この歳になってあんなにキャーキャーと楽しめるの

も同じ趣味を持った仲間だからこそと思います。 

ダイビングにも沢山行きたいので、なかなか参加で

きませんがまたよろしくお願いいたします。 

§狭山丘陵里山ハイク 

         （2018年8月２５日催行） 

盆も過ぎ秋の気配を少しでも里山に感じられるかと

思っていましたが、猛暑の一日になってしまいまし

た。そんな中 11 名の参加を得て狭山丘陵の里山を

巡ってきました。最後には「村山温泉かたくりの湯」 

で汗を流し、ビールで喉を潤し帰路につきました。 

 

◎西島 喜代子 №765 

少し暑かったですが、最後のお風呂は最高でした。

企画を立てたり、下見をされたり本当に大変だった

と思います。それに皆で二次会参加あのビールの味

は忘れられません。ありがとう御座いました。 

 

◎小笠原 末子 №754 

暑い中でのハイキングでしたが雑木林の散策はとて

も気持ち良く六道山展望台からの景色は素敵でした

ね。 

とにかく暑くて水分補給をしながら、ふと水の有り

難さに気づいたハイキングでした。 

里山を降りての温泉入浴もまた気持ち良く温泉で締

め括るハイキングは最高でした。 

二次会のビールでの乾杯はみなさん無言の時間で

「あ～美味しいー」 

のつぶやきがあちらこちらに聞こえましたね。 

 

●アウトドアーを楽しむ会に入会しませんか！ 

毎月 1 回アウトドアーを楽しむ会を催行していま

す。冬はスノーシュー、春は花見、夏はラフティン

グ、秋は紅葉狩りなど気軽に楽しめる催し満載です。 

是非ご一緒しませんか。 

申込は№766鈴木一雄&№197宇留賀達雄迄。 
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  連日の暑さが続く中、初の

「海釣りの会」で、カマスとア

ジ釣りに参加させていただきま

した。 

11:02発の横浜線に乗って、浜金谷駅に着いたのが

15:02…！ 4時間！ 遠かったぁ～。 

総勢9名で、夜は近くの居酒屋で、「金谷の黄金

アジ」と言われる名物の『アジフライ』も、いただ

きましたが、とてもぶ厚くて、おいしかったです。  

次の日は、4:10に旅館を出て、5時に出港。 

「おもりが海底に着いたら、すぐに巻き上げる」と

言われていざ、スタート！ 

一投目を海に投げてすぐに引き上げると、小さくて

細長い魚が2匹、上がってきた!! あれ？ 

「堺さん、これですか？」 

なんと、嘘みたいにすぐに釣れてしまいました…。 

その後も次々とこいのぼり状態で、カマスが釣れ、 

船長の「どんどん行って、行って！」「竿あげてくだ

さい！」の言葉にせかされるように、一心不乱に釣

り続け、おちおち水分補給もできないくらいでした。

さらに、針が手のあちこちに引っ掛かり、血だらけ、

鱗だらけの手となりましたが、まったく気になりま

せん！ 楽しい～！ 

その後アジ釣りにチェンジ。小アジもどんどん上

がってきて、うれしい～（^0^）//  11:30終了 

友だちにおすそ分けして、家でカマスとアジを刺

身にして、後は塩焼き、アジの南蛮漬け、一夜干し

にしましたが、たとえ鉛筆サイズのカマスでも、 

塩焼き最高でした！ 

ふわふわで、メチャクチャおいしかったです！ 

最後にあの狭い船の中を軽々と移動して、あちこ

ち動いていた大先輩のお二人、堺さんと、新山さん。

自分はほとんど釣らずにお世話していただき、 

ありがとうございました！皆様の日ごろの行いの良

さから、当日はい

つもより気温が 2，

3度低く、さらに

日差しも弱く、絶

好の釣り日和でし

た。楽しかったで

す。感謝です。        840 滝澤操 

釣果：カマス30匹、アジ34匹、サバ1匹、 

むつ2匹、メゴチ？2匹      

 

魚釣りは、ほとんど経験がなく7/20のフリッパー

の会で和田さんに誘われたときは、まさか本当にす

るようになるとは思っていませんでした。翌日、和

田さんからキャンセルが出たから参加しないかと電

話があったときは、翌週から放送大学の単位認定試

験が始まるので少し躊躇しましたが、家から東京湾

フェリーで1時間で行けるし、館山でダイビングも

出来る誘惑に負け参加することにしました。7/25に

ダイビングは波左間海中公園で3本潜り、コブダイ

の頼子に会ってきました。水温は19℃〜24℃で冷た

く濁ってましたが、結構楽しめました。7/26の釣り

は最初から躓きました。車のエンジンがいつもは問

題なくすぐかかるのにこの日に限ってかからなくな

り、ただひとり置いて行かれ途方にくれてました。

暫くして連絡が取れて漸く船に乗れることになりま

した。座った場所は船首側の左舷、隣に新山さん、

堺さんがおられ心強いこと限りなしです。全く頼り

っきりでご指導して頂き、只々感謝の一言です。最

初はカマス釣りでした。初心者には、この釣り針が

沢山ついているのが曲者で、よく絡まり釣っている

時間より直している、いや直してもらっている時間

が長いようでした。またカマスは針から外すのに手

こずりました。根掛かりも経験しました。対象がア

ジに変わっても同様です。サビキ釣りで、カマスよ

り簡単に釣れて、仕掛けを落とすとすぐ釣れてまし

たが、アジだけではなくサバなども沢山釣れました。

早朝からたいしたものも食べすに5、6時間ほどの

釣りでしたが、あっという間に時間の経つのも忘れ

て楽しい釣りが出来ました。この釣りに誘ってくれ、

骨折って下さった皆さんに心から感謝します。 

           869 渡辺泰介 

いい釣り日和で皆さん楽しんでもらったようで、企

画は成功でしたね。滝澤 操さんが他の男性がお祭

りなどで釣果が伸びない中で快調に釣果を伸ばした

のが良かったですね。     725堺 孝興     

前回、ＧＷ直後の黒ダイ狙いは強風が続き、まさ

かの「船が出ない！」でキャンセルになった海釣り。

今回は連日の 36℃～37℃で熱中症を心配しながら

の釣り支度、が 2日程前から気温の予想が低くなり、

当日は汗を一切かかず。全員がカマスとアジを釣り

あげ大満足。神様からのご褒美のような金谷での釣

りでした。         591 和田 美代子 
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たとえ、鉛筆カマスでも・・・？ 

（海釣り同好会） 
2018年 7月 25日～26日 

 



          

 

 

  

 2012年に発足し6年間続けられた「まだ潜りた

い会」、世話役の健康上、家庭の事情、等によって

閉幕することになりました。 

地味ではありましたが大変有意義で楽しい会をほと

んど満員御礼状態でここまで続けられ大満足してい

ます。参加してくれた方々が貴重な体験談を本音で

聞かせてくれたこと、飲み食いしながらもそのお話

をしっかり聞いてくれたこと・・・etc. 世にも稀

なる素晴らしい集まりだったと、皆様に感謝してい

ます！ご協力有難うございました。 

引き続きこの会のようなものを立ち上げてくれる人

がいたら有り難いです。 

 

6年間、毎回テーマを持っての会でした。医者から

も聞けない生の声、一言一言が身に染みました。 

第1回  発足の会 

第2回 「腰とダイビング」 

第3回 「楽チンして・・・」 

第4回 「目」 

第5回 「日頃心がけている健康法」 

第6回 「耳と鼻」 

第7回 「老化とどう折り合いをつけて潜るか」 

第8回 「私たちが希望する理想のツアー」 

第9回 「ダイビングでのマナー」 

第10回 「健康寿命を延ばすには」 

第11回 「これからは・・・」 

第12回 「こんなダイビングツアーを望む」 

 

チームワークもバッチリな世話役さん達でした。 

閉幕式は新宿の居酒屋で 

世話役 ＜坂東、竹内、高木、大隅＞ 

 

 

 

 

 

今年度第1回目の勉強会でした。 

今回から入会した会員が5名あり基礎の話から始ま

りました。 

勉強会の部 

1．スライドショー・ビデオ編集の基礎 

                      木藤伸行 

2．画像処理初級編           大隅照子 

3．Photshopサイズの統一       福田孝子 

4．動画の勧め            大隅楠夫 

5．PowerDirector初級        高木忠雄 

 

近況報告、作品発表 

・始めての編集作品発表（高田、玉村） 

・ダイビングツアー報告（福田、高木、今枝） 

・作品発表（林、大石） 

 

参加者：21名内見学者1名 

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りました。 

 

ＳＤＣの平均年齢が 70 を越えましたが、その中で

も驚くことが我がサークルで起きています！ 

80 才を越えた男性 2 人が時代の最先端を行くドロ

ーン撮影に挑戦し始めたのであります。この驚くべ

き好奇心と意欲に脱帽、改めてＳＤＣの凄さを感じ

ました！！ 

報告（大隅照子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

お問合せは、世話人（林保男、大隅楠夫）迄 

「まだ潜りたい会」  ＴＨＥ ＥＮＤ 
 

006 大隅 照子 

水中映像を楽しむ会の報告 
勉強会 6月5日（火）13～17時 

江東区文化センター 第1研修室 
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多摩・武蔵野ご近所の会の恒例となった、高尾山

ビアパーティと相模湖花火観賞を 8月 1日行いまし

た。今年は天気に恵まれ、高尾山、相模湖とも最高

のコンディションでした。 

高尾山ビアパーティでは、健脚登山組とケーブル

カー利用のらくちん組の 2手に分かれ、健脚登山組

は高尾山の山頂まで行き、フランスのリオンから初

めて日本観光に来た、感じのいいカップルに山頂で

記念写真を撮ってもらいました。          

一方、らくちん組は、早く着いたので合流場所の

ケーブルカー駅出口広場の木陰のベンチで暑さをし

のぎつつ、待つこと 30数分、4時少し前に駅の出口

広場で合流。 

乾いた喉を早くビールで潤したくて、全員集合写

真を撮るのをすっかり忘れて、急ぎビアマウントへ。 

ビアマウントは飲み放題、食べ放題のバイキング

形式で、飲んだり、食べたり、喋ったり楽しい 2時

間を過ごしました。6 時少し前にビアマウントを出

て相模湖へ。昨年は本降りの雨に迎えられましたが、

今年は絶好の花火日和、相模湖駅で花火のみ参加の

豊田さんと合流し、見物客で混み合う道を会場へ。 

今年は、湖畔の湖に浮かぶ遊覧船乗り場にセット

された特等席を早めに予約しておいたので、湖面を

伝わる気持ちの良い風に吹かれながら、極上の花火

見物となりました。  

相模湖の花火は 70 年前に始まった歴史のある花

火大会で、尺五寸玉、尺玉、大スターマイン、湖面

に映える幻想的なナイアガラの滝など、１時間 15

分の間に約 4000発の花火が打ち上げられます。 

 

 

 

 

 

 

周囲を山に囲まれた湖なので、尺五寸玉の花火が 

打ち上げられた時などは、山にこだまし、ドン！と

お腹に響く大音響で迫力があります。 

花火の写真を腕の良い市川さんに撮ってもらいま

したので、いくつか紹介します。 

 
華やかな大スターマイン 

 
      夜空一杯に広がる尺五寸玉 

 

湖面に映える幻想的なナイアガラの滝 

＊参加者： 173 小元佳代子、 197 宇留賀達雄、

417 豊田映子、427 木村満男、640 山崎利江  

648 江藤征雄、680 玉村 馨、761 田中恵美子  

838 市川雅紀、 竹村さん（小元さん友人） 

 

 

高尾山ビアパーティと相模湖花火観賞 

幹事 427 木村満男   レポート 648 江藤征雄   
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【国内ツアー】 

区

分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

会

員

公

認

企

画 

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
1
0
 

1.14～19 沖縄 与那国島 

ハンマーヘッドの群れと並走、海底遺跡も是非！ 

見ると病み付き！宿 5泊付き 8ダイブ付き  

1 名から開催します。 

与那国島空港集合。飛行機代金は自費！ 

22 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
8
1
1
 

 5.13～17 

トカラ列島 

口之島 

 

5/14（月）23：00鹿児島港出港 ⇒5/17（木）18：40鹿児

島港帰港 黒潮の本流がぶち当たる海は野生の匂いが

プンプン！マグロもロウニンアジ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、宿泊代

全食事付き 7ダイブ、全交通費付き, 1 名から開催しま

す。なにしろ素晴らしい海です。飛行機代金は自費！ 

25 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
8
1
2
 

6 初旬 
沖縄 

粟国島 

ギンガメのトルネードはもちろん、マグロが 200匹以上で

押し寄せる姿は圧巻、この時期の粟国の海は熱すぎます

那覇ホテル集合！宿 3 泊代全食事付き 7ダイブ、フエ

リー代金付き,。飛行機代金は自費！  

18 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
8
1
3
 

6 月下旬 
宮古島 

池間島 

梅雨明け、べた凪の沖縄の海へ 宮古島の代表する東

平安名﨑と島の北側に位置する幻の環礁 八重干瀬へ 

7ダイブ 宿 4泊 レンタカーでの移動になるので 

交通費が含まれます。1 名から開催！ 

20 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
8
1
4
 

7 月初旬 

梅雨明け 

小笠原母島 

6 日間 

梅雨明けの小笠原は毎日べた凪ドンピカピーカン、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ダイブ付き。 

日程は 1 月に時刻表が発表後決定します。 

2１万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
8
1
5
 

8 月初旬 

南九州薩南群島

秘境ツアー 

草垣群島 

薩摩硫黄島 

手付かずの海を船をチャーターし、クルーズしながらで潜

り倒します。野生の匂いがプンプン！湧き上がる魚影は

体感しないと分かりません圧倒！鹿児島空港集合、宿泊

代全食事付き 8ダイブ、全交通費付き,  

鹿児島空港集合！飛行機代金は自費！ 

30 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 
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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 

賛

助

公

認

企
画 

S
1
8
1
6
 

7.12～１6 

8 月 
八丈島 

梅雨明け、そして真夏の八丈は海の色が最高の 

八丈ブルー 宿 3 泊 飛行機代金 6ダイブ付き 

1 名から開催します。 

15 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
8
1
7
 

7 月～9 月 
南伊豆 

神子元島 

伊豆でハンマーヘッドの大群に会いに行きましょう！ 

スキルと経験に合わせガイドします。宿 2 泊 送迎 ダイ

ビング 4ダイブ ＊下田駅集合 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！ 

7.8

万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
8
1
8
 

10 月 
小浜島 

ヨナラ水道 

西表島と小浜島の間にあるヨナラ水道をドリフトダイブで

見るマンタの編隊は白砂とのコントラストが圧巻で一度見

ると病み付き！ホテル 5 泊付き 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 

S
1
8
1
9
 

毎日 

沖縄本島 

恩納・水納島 

ケラマ周辺エリア 

沖縄本島は近くて海も意外とキレイなんですよ。 

2泊 3 日（4ボート）～、お一人様から気楽にボートダイビ

ング！好みのカメラ、地形ダイブ、お魚ウオッチングスタイ

ルのポイントへ出かけます。提携旅行社にてすべて手配

可能です。 

7 万

～ 

オーシャンビー

チ 

S68 藤田勝弘 

会

員

公

認

企

画 

1
8
7
7
 

１.20～26 

リロアン・スミロ島

7 日間 

フィリピン 

マクロ・ワイドともに楽しめる。ポイント多し、フィッシュウオ

ッチング・フォト派におすすめ ＊関空・成田発着 

＊14ダイブ付 ＊滞在中全食事付 ＊10 月末締切り 

15 万 79  河合貞夫 

1
8
7
8
 

3.12～18 

バリ島・トランバン 

7 日間 

インドネシア 

ワイドからマクロまで楽しめる。フォト派に大人気 

＊関空・成田発着 ＊初級者可 ＊4 日間無制限ビーチ 

ダイブ付  ＊滞在中全食事付 

23 万 306 宮本節子 

1
8
7
9
 

5.13～18 
アニラオ 6日間 

フィリピン 

日本からも近く、マクロもワイドも楽しめるフィッシュウオッ

チングの聖地。高速道路が延長され随分近くなりました。 

＊関空・成田発着 ＊11 ダイブ ＊滞在中全食事付 

13.7 

 万 
723 田中 彰 

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
4
4
 

 10.1～11.30 

土曜日発 

パプアニューギ 

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室料金 水・土発 8 日間は問合せ下さい 

24.4

万～ 

ユーツアー 

S43 村瀬慶美 

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
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
6
0
 日本発着 

10.20～11.1 

11.14～25 

アンボン発 

バンダ海クルーズ 

10泊 11 日 

9泊 10 日 

アンボンはインドネシアの隠れた面白生物の宝庫！バン

ダ海はダイナミックな地形にハンマーリバーを狙います 

＊航空運賃込み（入境料別）＊10泊 26 本／9 泊 23本 

＊同性相部屋＊代理店からもご予約可能 

10 泊

63 万

～ 

9 泊 

58 万

〜 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 唐澤・大塚 
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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
5
3
 

 

 

ユナイテッド

航空 

1１.3～8 

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

～ 

スポート 

ツアーズ 

S14 西元君子 

N
1
8
5
4
 

 

 

11.7～14 
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
6
1
 

11.3～4.19 
タイ シミランクル

ーズ 

絶大な人気とリピート率を誇るハレルヤ号 7 日間 

成田発・関西・名古屋・タイ国際空港・シミラン最大 14 

ダイブ付き 

18.8

万～ 

ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ 

ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽ 

S42 谷岡 諭 

N
1
8
5
0
 

  

 

大韓航空 

11.20～25 

12.18～23 

 

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～ 

スポート 

ツアーズ 

S14 西元君子 

Ｎ
1
8
3
7
 

11.24～12.1 

3．23～30 

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 

N
1
8
5
6
 

 

 

日本発着 

11.30～4.6 

 

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

12.8～16 

1.12～20 

3.2～10 

3.16～24 

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

12.20～30 

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
 

 

 

12.28～1.6 

 

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
6
2
 

2019 年 

1.1～ 

タイ・シミラン 

クルーズ 5日間   

タイ航空利用/羽田発着 毎日出発サウスサイアム 3&4

号 2泊 3日ショートクルーズ！ 

オプショナルツアーやホテルアレンジ可能！！ 

17.8

万～ 

クラブ・アズー

ル 

S75 杉田 優 

N
1
8
6
3
 

1.1～4.30 

毎日発  

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(5 本)＋カンクン(セノーテダイブ.2

本) ＊成田・中部・伊丹発着 ＊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 

25.5

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
8
6
4
 

1.1～4.30 

毎日出発 

カンクン＆セノー

テ＋キューバ(ハ

バナ＋カヨラル

ゴ) 11日間 

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・伊丹発着 

＊最大 8本ダイブ ＊朝食 7・昼食 4・夕食 4 ＊各国空

港税別 

41.3

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 
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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
6
5
 

1.1～4.30 

毎日出発 

 キューバ／ハバ

ナ＋カヨラルゴ島       

9 日間 

カリブ海の真珠／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） ＊羽田・中部・伊丹発着 ＊最大

6 本ダイブ ＊朝食 5・昼食 3・夕食 3 ＊各国空港税別 

35.8

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
8
6
6
 

1.7～4.29 

毎週月曜発 

トンガ王国でクジ

ラとスイム＋ダ 

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・伊丹

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）

＊各国空港税別 

39.8

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
8
6
7
 1 月以降水 

曜日 ・土曜

日発 

成田発 パプアニ

ューギニア・ワリン

ディ 8 日間 

透明度の高い海に豊かなサンゴが生い茂りビギナーから

経験者まで豊かな水中世界を満喫出来ます・成田発・最

大 15ダイブ・朝 6 回 昼 6 回 夕 6 回 

34.1

万～ 

ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ 

ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽ 

S42 谷岡 諭 

N
1
8
5
9
 

 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 

N
1
8
6
8
 

 

日本発着 

1.12～3.30 
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  

27 万

～ 

ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ 

ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽ 

S42 谷岡 諭 

N
1
8
6
9
  

1.15～2.28 

火・金・日発 
フィジー 

8 日間 

直行便再就で人気復活！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
7
0
 1.12～17 

2.16～21 

 

パラオクルーズ 

「ミヤコテングハ

ギ、ツノダシの産

卵シーズン、6 日

間」 

1 月～2 月はパラオの海は産卵シーズン！神秘の瞬間を

パラオスポートで楽しもう！「ミヤコテングハギ」「ツノダシ」

が演じる産卵ショーをブルーコーナーで見よう！成田、中

部、関西発着、11ダイブ、全食付 SDC 会員割￥5,000 

20 万

～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
1
8
7
1
 

1.17～22 

2.16～21 

パラオクルーズ 

「クルクルマンタ 

6 日間」 

世界複合遺産のパラオクルーズ！青い海、魚群、大物、

マクロ全ての希望を叶える凄い海！満月は「クルクルマン

タを狙おう！」もちろん乗船ゲストだけの特権！成田、中

部、関西発着、11ダイブ、全食付 SDC 会員割￥5,000 

20 万

～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
1
8
5
8
 

 

 

大韓航空 

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

～ 

スポート 

ツアーズ 

S14 西元君子 

N
1
8
7
2
 

1.29～2.3 

2.28～3.5 

パラオクルーズ 

「カンムリブダイの

行進、6 日間」 

ウーロン島に新月限定の凄いダイブサイト登場！10000

匹のカンムリブダイが放卵する「カンムリブダイの行進」 

早朝イベントをパラオスポートで見よう！成田、中部、関

西発着、11ダイブ、全食付 SDC 会員割￥5,000 

20 万

～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
1
8
7
3
 

日本発着 

1.19～31 

ラジャアンパット 

10泊 11 日 

ロングクルーズ 

南のミソールから、北は赤道超えのロングクルーズ！ドロ

ップオフ、ラグーン、マンタポイント、もちろん歩くサメも！

有名ポイントをめぐります。＊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 

63 万

円～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 唐澤・大塚 

N
1
8
7
4
 

2.11～4.17 

毎週水曜発 

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） 

18 万

～ 

トラベルネット 

サービス 

Ｓ58 森下亮一 
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前号（78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 

80号ツアー計画書の締め切りは 11月 15日です。8月 6日弘前の“ねぷた”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 6日弘前の“ねぷた”。威勢良く鳴り轟く大太鼓をスマホで撮影しました。   838市川雅紀 

 

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
7
5
 

4.13～20 
モルディブ 

クルーズ 8日間   

スリランカ航空利用/成田発着 15DV+全食事付 

スペシャルキャンペーン！ 

ツアー代金お一人様あたり￥198,000(別途、諸税) 

19.8

万 

クラブ・アズー

ル 

S75 杉田 優 

N
1
8
7
6
 

3.30～4.5 

フィリピン・トゥバタ

ハクルーズ 

7 日間   

フィリピン航空利用 17～18ＤＶ+全食事付 

世界自然遺産である「トゥバタハリーフ」を存分に堪能で

きるダイブクルーズ。 

32.9

万 

クラブ・アズー

ル 

S75 杉田 優 

N
1
8
7
7
  

4.1～8 

4.8～15 

4.22～29 

マレーシア 

ラヤンラヤン 

8 日間 

ダイバー憧れのハンマーヘッドシャーク。ラヤンラヤンの

ハンマーベストシーズンは 3月中旬～5月上旬。人気の

4 月出発ツアーをご用意しました。＊成田発着 ＊12ボ

ーダイブ *リゾート滞在中全食事付  

32 万

～ 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 
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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 

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 
過ごしやすいボホール島です。ギンガメアジ 
など大物を目指すバリカサグ島は事前予約制 
です。皆様のお越しをお待ちしております。 
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 

（株）スポートツアーズ             S14 

http://www.sporttours.co.jp 
MD ダイバーが選ぶクルーズ部門 18年連続１位！ 
トゥバタハリーフクルーズ、マラパスクアクルー
ズ、 
パラオクルーズと、年間計画で運行するパラオスポ
ート！フィリピンとパラオの海はおまかせ下さい。 
経験豊富な現地ガイドと日本人が乗船する、「食
事」「ダイビング」「安全」に定評のあるカストマ
ーサービスで最高の洋上ライフをお過ごし下さい。 

ＳＤＣ担当：西元 
〒162-0053 東京都新宿区神楽坂 2-12-1-805  
℡：03-6276-0550 099-227-0550 

e-mail：divecruise@sporttours.co.jp 

(株)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 

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)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 

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 

((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 
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さうすぽいんとダイビングサービス      S46 

http://www.s-diving.jp 
ＳＤＣ担当：高嶺 守 
〒907-0453 沖縄県石垣市川平 915-1   
℡：0980-88-2277   FAX ：0980-88-2661  
e-mail：south-p@wonder.ocn.ne.jp 

 

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 

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 

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・大塚 
Jl. Tukad Balian No888, Desa Sidakarya, 

Denpasar Selatan 80224, BALI 
INDONESIA 

℡：+62(361)724597 
e-mail：info@dive-dream-indonesia.com 

レックスツアーズ                 S52 

http://www.lextours.com/  www.lextours.jp/ 
メキシコ／バハカリフォルニア専門店の当社は
1990 年以降ラパス､イーストケープでのダイビング
をお手頃価格でご提供していますが､３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、２年前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 

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 

 

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 

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 
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（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 

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@dan.japan.gr.jp 

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 

 

株式会社サン・アンド・アドベンチャー         S75 

／クラブ・アズール 

https://www.club-azul.com/ 
実際に体験し、感動した海・文化・食べ物、「ダイ
バーの皆さんにご提供したい！」と感じたリゾー
ト・ダイビングポイントを、私たちなりのアレンジ
を加えてご提供させていただきます。 
ＳＤＣ担当：杉田 優 
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町 2-7-3HK パー
クビルⅢ3階 
TEL:03-3295-5076 FAX:03-3295-5083 
e-mail ： sugita@club-azul.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      編 集 雑 感 

★今年は 6 月の末には梅雨が明け、毎日厳し  

 い暑さの連続でした。暑さにめげず、ツア

ーが盛んで、ツアーレポートが沢山送られ

て来て、嬉しい悲鳴を上げた今号でした。 

 広報部員一同楽しく編集作業ができまし

た。        572 阿部千衣子 

★会員の皆さんのレポートを読むと、潜りに

行きたくなってしまいます。 

今回の編集では、間違いをしてしまい、訂正

箇所が多くなってしまいました。他の編集委

員の方にもご迷惑をおかけしました。 

           827 森沢昭二 

★今号も皆さまから素晴らしいツアーレポ

ートを沢山いただきました。 

広報は全てをいち早く読ませていただける

ので、とても楽しくやらせていただいてま

す。貴重な体験談も、逃さずに読ませていた

だいてます。ありがとうございます。 

       838 市川雅紀 

★たくさんの原稿をお送りいただきありが

とうございました。お陰様で実りの秋にふさ

わしい豪華特大号になりました。 

次号も多くの会員の皆様から原稿が届きま

すようお待ちしております。 

870 板倉節男 

 

 

 

ヴィンテージな会への誘い 

今年も年末恒例のヴィンテージな会を開催い

たします。忘年会を兼ね、ダイビングを通じ

て知り合った仲間たちが集い、語り合う楽し

い場です。未だＳＤＣに馴染みが薄い人、入

会間もない会員等はお互いに親しくなれる絶

好の場です。 

ビンゴゲーム等のアトラクションも用意して

お待ちしています。 

日時：2018年 12月 11月日（火曜日） 

   17時 30分～20時 

会場：新宿季膳房 

   西新宿 2-1-1新宿三井ビル 3Ｆ 

   電話 03-3345-5341 

会費：5,000円 

申込先：197宇留賀達雄 

    Toki-urg529@jcom.home.ne.jp 

        Mail2-uruga529@docomo.ne.jp 

お世話係：良縁寺・塙・宇留賀 

 

 

 

 

 

 

 

（参加の皆さんと） 
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302 福田 孝子 

 

カボサンルーカスの港近く、岩の上

のアシカが気まぐれに海に飛び込ん

で来て私たちを楽しませてくれま

す。」 

場所：メキシコ・カボサンルーカス 

カメラ：ニコン D300 

 

 

641 今枝 淳平 

私は、毎年春夏、約１ヶ月ずつ、スリランカに滞在し、 

遭遇するのが世界の海でも極めて珍しい 

世界最大級のシロナガスクジラを水中で撮影をしております。 

全長２０mを越す巨大な全身ですので、 

ワンショットで全身を画面に収めるだけでもナカナカ至難の技

で苦労しておりますが、この春ラッキーなことに、 

スキッパーを交えての撮影に成功しました。 

その時のショットです。 
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 830 高田 和男 

  

「昨年の暮れにサハラ砂漠に行って

きました。 

砂漠の砂紋に写る影が面白くて、夢中

で写真を撮りました。」 

  

撮影日 2017 年 12月 27～28 

撮影地 モロッコ サハラ砂漠 

カメラ canon Ⅾ30 
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　　2018年8月16日改正

　ＳＤＣのダイビングツアーは、各人が任意の意志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。

クラブの規約にある「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、幹事

及びＳＤＣに対し、万が一被るかも知れない傷害や損害、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。

　また、本ツアーのキャンセルポリシーに示すフリー期限を過ぎてから、自己都合によりツアーを

キャンセルした場合は、本ツアーに明示された所定のキャンセル料を支払うことに同意します。

　私は、ツアーNO. の ツアーに参加申込みいたします。

同意署名： 印

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No. 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（　　　　　　　　　　　　　　）

＊①１人部屋希望、②２人部屋希望、③どちらでもＯＫ

☆海外旅行保険に加入して下さい。ツアー参加時までに加入保険会社・保険番号をお知らせ下さい。

　　 ☆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。

緊急連絡先に記載された方の同意書

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。

　２０　　年　　月　　日  氏名 （続柄： ）　　印

ＳＤＣダイビングツアー参加確認書



 

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 

E-mail  sdc-takada@t01.itscom.net 
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関西地区懇親会  

日時：2018 年 12 月 9 日（日） 

 12:00～16:30 

会場：大阪第一ホテル 

大阪市北区梅田 1-9-20 

大阪駅より徒歩 3 分 

各線梅田駅より 3～5 分 

会費：1 万円 

  ＊皆様のご参加をお待ち申し上げて 

おります。 

詳細：306 宮本節子まで 
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会場案内図 
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SDC の紹介と入会のご案内  

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 


