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ミラーレス一眼を購入後
初のダイビングで撮影し
ました。シャコ貝の外套
膜の模様が気に入ってい
ます. 
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今号の寄稿要請を戴いた際に、「いつ・どこのポ

イント」のログを書こうか・・・SDCの皆様も地球

上わりと潜っていらっしゃるし・・・そこで思いつ

いたログが掲題である。 

また、当ログが丁度 20年前であるので、現在と

少々レギュレーションが異なる部分もあろうが、そ

の点もお楽しみ戴ければと思う。 

当方が所属している団体は PADIである。 

PADIの場合、掲題試験を受験するには、段階を

経てでなければ受験ができないシステムとなってい

る。 

試験受験前にはインストラクターディベロップメ

ントコース 通称：IDCと呼ばれる講習課程を受講

しなければ受験申込ができないこととなっているが 

逆に言えば、試験合格のエッセンスは全て IDCで教

授戴けるのである。 

今回は IDC内容については割愛する。 

インストラクター試験（インストラクターエグザ

ミネーション）通称：IE は、PADIウェブサイト

掲載では四分野、更に大別すると「学科部分」「実

技部分」に二別される。 

当方受験時は「1日目：学科部分＋実技部分の限

定水域」「2日目：実技部分のオープンウォーター

水域」であった。実施順は試験日・受験人数により

変更があるので、得意分野が先か後かは運である。 

では、時系列で述べていこう。 

一口に「学科」と言っても、皆様が「OW講習」

で受験されたと同様「ペーパー試験」の他に「OW

講習テキスト一部分を試験官前で“OWインストラ

クターとして”デモンストレーション講義する（以

下：デモ講義 と略）」試験がある。 

ペーパー試験は自身の努力でどうにでもなるが

（ならない場合は才能ではなく暗記力が足りないか

な？）デモ講義の構築は「PADIとして必ず講義中

に入れなければならない点」を IDCで叩き込まれる

ので、それを忘れるとどんなに淀みなく話しても合

格に至ることは難しい。 

IEは 2日間にわたり各分野毎に合否が出るが、

途中不合格となっても、最後の分野までの受験は可

能である。IE合否は上位順に決まるのではなく合

格点に達した者は何名でも合格となる。 

さて、当方の際には同時期に IDCを受けた所謂 

同期が 28名いた。この「多人数の同期」で実技

部分の際にお互いをカバーし合うことが可能になる

のである・・・（＾ｍ＾） 

無事、学科をクリアし、次は実技「限定水域」で

ある。ここで皆様、再度 OW講習を思い出して戴き

たい。所謂プール講習で、いくつかのスキルを学ば

れたかと思うが、IEではそのスキルをランダムに

振られる。水中でのスキルデモンストレーションは

勿論ではあるが、寧ろ水中に入る前に「気をつける

べきこと」が PADIでは決められている。 

水中に入る前の講義を「ブリーフィング」と呼ん

でいるが、例えば、自身の IE課題が「レギュレー

ターリカバリー」であった場合、ブリーフィングの

際「レギュレーターを外した際には息を止めないこ

と」を言い忘れた場合、命にかかわるミスとなるの

で、そこで不合格となる・・・ 

 その他、ダイブマスター講習同様、泳力テスト・

レスキューデモンストレーションも試験科目にある

が、ハイライトである 実技「オープンウォーター

水域」について述べよう。 

 試験官の指定によるグループに分かれ、受験者

（PADIではインストラクター候補生 通称：候補

生 と呼ぶ）がインストラクター役を演じるのは勿

論であるが、インストラクター役以外の候補生は

OW講習生徒役を演じるのである。 

 そして、水中で 試験官から生徒役候補生に「水

中でのトラブル（誤り）指示」が出るのである。イ

ンストラクター役候補生はいち早くそのトラブルを

発見し、正さなければ減点となる。 

例えば先の「レギュレーターリカバリー」が課題

であった場合、レギュレーターを外した際に息堪え

するなど。同期 28名では、見つめ合うことも恥ず

かしくなく「ほら～口から泡が出ていないよ～」な

ど水中で強く念を送ったものであった。 

 試験ではあるので、同期皆、合格＝インストラク

ターになるという目的を持っていたが、終了後 

試験官から「これはゴールではなく、インストラク

ターとしてのスタートだ」との言葉を胸に、現在も

潜り続けている。 

 インストラクター試験 
 1999 年 6 月 19 日〜20 日 

        レポート 877 後藤 幸 
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●842 神崎美治 

 鹿児島の飛行場で乗込むときは絶好のダイ

ビング日より。後半に梅雨前線が南下するとは

予想だにしませんでした。 

真新しい離島用航空機はＳＤＣのメンバーの貸

切のように快適。ホテルは町から離れたクジラ

の見える岬。ホテル前のすぐ沖がドロップにな

っていて冬場にクジラの親子が見られるとか。

部屋は大好きなロフトつき。トリプルになって

も私はロフトの別荘へ。天井の小窓から心地良

い風とちょっとだけ星空が。ハート形に刈り込

んだ木や芝生の庭には練習用の深い海水プー

ル。よく見るとカニの家族が居候。食べると臭

いよと関西人の食い意地を見透かされ。早めに

起きてプライベートビーチで美女三人で記念写

真。  朝ごはんは部屋まで配達。夜は町に繰

り出してミニ呑和会。出だしは良かったのです

が梅雨前線の南下でワヤクチャになった後半、

去年に続いてすみません。先の読めない危ない

時期の日本の海。下見の時のあの素晴らしい徳

之島の海を見ていただけなかった。残念です。

 

夕食は楽しかったですね。一日目は幹事の権

限で飲酒量制限。飲むなら潜るな。なかなか守

れない。海はごめんなさいでしたが雨模様の中

の観光いかがでしたか。犬の散歩みたいに黒く

てでっかい闘牛の散歩風景。牛舎で触れた感

触。 

闘牛は年 3 回。次は 8 月。 

去年 76 歳でスキューバ始めた方から 1400 本 

超えの達人まで、無事に、何とか笑顔でお別れ

できました。皆様のご協力とどんな時も変わら

ぬ笑顔にただただ感謝。 

島の西側には TV に出た洞窟の入り口や島の 

神社まで続く海底洞窟、そうふ岩に似たトンバ

ラ岩、巨大イソバナ通路のワンパラダイスの先

にはイソマグロ、の予定でした。 

深度 21ｍの所にある上下 2 枚の神様サンゴに

悔い改め精進するのでお守りくださいとお願い

してきました。 

次は子供がいっぱいの元気な徳之島、豊かな 

ポイントを楽しみに行きましょう、みなさん。 

 

●872 谷本菜穂子 

徳之島ツアーに参加して  

７月１日 鹿児島県豪雨警報の中、伊丹空港か

ら何とか鹿児島空港へ。そして徳之島空港へ到

着しました。到着してみるとそこは快晴、一気に

気分は晴れました。翌日からのダイビングも、な

んとか晴れのお天気でしたが、波が高くボート

がかなり揺れて機材を背負うと少し大変でした。 

 

鹿児島県・徳之島 
 子宝・長寿の島 

2019 年 7 月 1 日〜7 月 6 日 

ツアー№1933 幹事 842 神崎美治  レポート 684 小林孝子 872 谷本菜穂子 881 井原義温 
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【徳之島 玄関 子宝空港】 

このリゾートは夕食がセットになっていなか

ったので毎日 SHOP のイントラ鈴木さんのお薦

めのお店へと出掛けます。 

徳之島の美味しい黒糖焼酎と共に海の幸、お野

菜、お肉と色とりどりのお料理が並びます。 

海の中にも沢山目にした夜光貝のお刺身やバタ

ー焼き。新鮮で本当に美味しかった。そして、

初体験のやぎの刺身。これがまた臭みも全く無

くてトロットロで美味しかった！！ 

ゴーヤの天ぷら（甘めのタレがかかっててこれ

も美味）徳之島はじゃがいもも特産らしく、カリ

ッと揚げたじゃがいものサラダも美味しかった

です。勿論,イカやその他の刺身も何でも美味し

く黒糖焼酎と共に毎晩それはそれはわいわいと

盛り上がって楽しみましたね。これぞ SDC の楽

しみ方の重要ポイントですよね（笑） 

３日からは、東京組も大雨の中なんとか、到

着して合流。総勢１０名になり賑やかさも

MAX になりました。

 

しかし、４日は雷注意報発令のためダイビン

グには出れませんでしたが、そこは SDC(笑)女

子部屋では早い時間から宴会スタートしてしま

いましたね。 

最終日、観光タクシーにより観光へ。闘牛場

や長寿の泉重千代さんの生家など 

楽しく半日過ごし、帰途へとつきました。 

ダイビング８本、美味しいお料理、観光、初

対面のメンバーさんとの交流と徳之島ツアーに

参加してとても良かったと思いました。

 

幹事の神崎さん どうもありがとうございまし

た。そして参加されたメンバーの皆さん どう

もありがとうございました。 

●684 小林孝子 

SDC に入って約 10 年、いつか公認ツアーが盛

んな関西のツアーに参加し交流を深めたいと思

っていたところ、今回、幹事の神崎さんのお骨折

りでツアー後半の 4 日間だけ滑り込みで参加で

きた。 

 沖縄方面が梅雨明けし、このツアーの徳之島

も開催日頃には梅雨明けするものと思っていた

ので、参加できるようになった日からワクワク

が止まらなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ数日後に出発というときに何やら天気

が怪しげになり、当日は九州に大雨警報が出る

状態。何とか徳之島に入ったものの、ニュース

などで報道されたとおりの激しい雨だった。そ

れでも海の中は静かでダイビングは 2本できた

が私のワクワク感は大雨と一緒に流れてしまっ

た。 

 しかし、関西の会員さん達との交流は大満足
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で楽しいツアーだった。最終日の島内観光も皆

さんとおしゃべりしながら美味しいものを食べ、

島全体の様子が解かり、改めて徳之島の奥深さを

感じることができた 

 

 

 

 

 

今回、もう一つ私が興味を持ったのは“ウンブ

ギ”だ。空港にホテルから迎えに来てくれた運転

手さんが途中、立ち寄ってくれた場所で“ウンブ

キ”とは陸から海へと続いている水中鍾乳洞のこ

とで、潮が満ちてくると水中鍾乳洞の入り口の水

位が上がるので「陸の中の海」と呼ばれている。 

この鍾乳洞は６月頃ニュース番組で紹介され、

まだ調査中ということだが陸にぽっかり空いた穴

が直線距離で 400メートルくらい離れた海に向か

い、海の中まで続いているという。海の出口はま

だわからないが、その鍾乳洞の途中に縄文時代に

製作された可能性の高い土器が発見されたという

のだから興味深い。 

 

 

 

 

 

 まだまだ謎が多いようだがこの次に徳之島を訪

れた時にはもう少し調査が進んで観光スポットに

なっていると思う。再訪が楽しみになってきた。 

●881 井原義温 

ダイビング初日は、水中洞窟探検家の広部俊

明もご一緒でした。今回お世話になったショッ

プの鈴木さんと大の仲良しということでした。 

広部氏は徳之島の海底洞窟（ウンブキ）を調査

されており、今まで 700ｍの距離まで調査をさ

れたようですが、まだまだ洞窟は先まで伸びて

いるとのことです。 

その調査の模様は報道ステイションでも報道さ

れています。ご興味があるお方はユーチューブ

で是非ご覧ください。【徳之島ウンブキ報道ス

テイション】で検索下さい。 

<上段左が広部俊明氏です> 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者(10 名) 

070 河合貞夫 535 小林純子 684 小林孝子

724 田中紀久子  805 吉田延子 842 神崎美治

872 谷本菜穂子 881 井原義温 883 田中久昭 

897 吉川良昭 

      編 集 雑 感         

★高校野球児に気合い入れられ編集作業乗

り切りました。原稿集まりすぎてページ減ら

しに汗だくでした。次号掲載をお願いせざる

を得なかった投稿者の方々には申し訳ござ

いません。台所事情厳しい状況お察しくださ

い。写真館も割愛させて頂きました。                                

             572 阿部千衣子

★PC 操作も含め全て一からのスタートで

す。作業の見習いという事でやり方が分から

ないとすぐに対応してくれる先輩に感謝で

す。、ひとつひとつ教えて頂きながらこれか

らも努力をモットーに頑張ります。 

             754 小笠原末子 

★１つ１つ教えてもらいながらの初参加で

した。編集作業の中、改めて SDC 会員皆様

の熱量を感じ、まだまだ何もできませんが戦

力になれるよう努力して参ります。 

編集長、🔰3人の中お疲れ様でした。  

646 鈴木麗子 

★生まれて初めての広報係・編集作業でし

た。分からないことだらけでしたが編集長の

ご指導でなんとか乗り切りました。沢山の原

稿を寄せていただいた会員の皆さんのご協

力に感謝です。       812 松尾幸代 
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● 832 藤井則芳 

今回のツアーは、私として初めて公認ツアー

を企画募集して幹事として参加したものであり

ます。募集当初は、多くの会員より応募があっ

たらと心配しました。しかし、結果的に関西の

仲間２人だけの応募となり私を含めて３人ツア

ーとなりました。 

 柏島と言えば、ショップから港まで歩いて３

分、港からポイントまで５分～１０分と近くで

１本毎に戻りショップにてシャワーを浴び休憩

出来るのが魅力です。そして、マクロの宝庫で

ハゼにエビ他の珍しい生物をいっぱい観られる

のでカメラ好きな初心者からベテランまで来ら

れています。 

私も４度目の柏島ですか、今回もハチジョウ

タツ、アワイロコバンハゼと新しい生物を観る

事が出来ました。一つ残念なお知らせが有りま

す。今まで水深１７ｍで観る事が出来ましたア

ケボノハゼが３０ｍの深場へお引越ししてしま

いました。また、過去の同時期である夏休み初

め平日は、お客さんも少なく船も 

ショップでものんびりと出来たのであるが、今

年は関東から九州からの団体のお客もあり賑わ

っていました。柏島のダイバー人気が高まった

のでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 ダイビングの終了後のログ付け時には、各人

が撮影した生物をパソコンで確認して構図や光

度合などについてガイドスタツフよりアドバイ

スがあり勉強となります。パソコン画面を見な

がら水中の出来事を思い出して、少しお酒も入

りわいわいがやがやと楽しい反省会となりまし

た。夕食時には、美味しい魚料理を食して栗焼

酎「ダバダ火振」を楽しみ３人３日間で一升瓶

が空となりました。 

 今回の初幹事ツアーの評価としては、長かっ

た梅雨が明けて連日の晴天と天候には恵まれま

したが、水中は長雨の影響か透明度が悪く残念

でした。それでも最後は参加者２人から楽しか

ったとの声を頂きましたので及第点は頂けたか

と思います。

 

参加者(3名)  

470 池田孝雄 832 藤井則芳 851 紀 貞子 

四国・高知柏島ツアー 
 マクロの宝庫 

2019 年 7 月 22 日〜7 月 26 日 

ツアー№1934 幹事 & レポート 832 藤井則芳 

標題 
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ニュースで「九州地方に線上降水帯が発生」

と伝えている。昨年に続き又しても大きな災害

の予兆だ。そんな天気予報を聞いていたら「フ

ェリーが止まってヨロンには渡れない」とか

「ヨロンから帰れないかも・・」なんて遊びの

心配しているのは申し訳ない気がした。 

結局 6 名中半数がキャンセル。残り女性 3 名

が沖縄本島で潜ることになった。楽しかったの

は初日から和気あいあいの雰囲気だった事。 

新入会員さんの参加でちょっぴり気を使ったが 

お会いしたらとってもいい人！おまけに私が 

外してしまったホテルのバスルームのドアをき

ちんと直してくれたりして頼もしかった。スキ

ルはバッチリだし、最終日の時間調整では 100

均でレクチャーも！ 

 さてさて海の方はというと初日こそ、赤土が

流れ出し、ブリーフィングで「エントリーした

ら船の前のロープまで泳いでからロープ沿いに

潜行」と言われたがロープが見えない！ 

「この辺りかな～？」と 10 秒位フィンキック

を頑張ったら「あっロープ！」3Ｍも潜るとな

んときれいな事！お魚いっぱ～い！ 

１本で帰っていく他のショップを尻目に 3 人と

も「面白かった～」と 2 本目に挑戦。 

いい体験をしたと感謝している。 

 2～3 日目は梅雨明け直前の沖縄で楽しいダ

イビングを楽しめた。自然相手の遊びで思うよ

うにいかないこともあるが、それなりに楽しむ

心がまえも必要と感じたツアーだった。 

            591 和田美代子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【沖縄の青い空の下でハッピーダイブ】 

でも、海の中はまだちょっと寒かったです。 

１日目（万座） 

朝から土砂降りの雨！ 

海の色も赤土が流れ込んでいて、最悪のコンデ

ィションに3人の表

情も暗くなりがち

でした。確かにエン

トリー直後は数メ

ートル先が見えな

い状況でしたが、潜

行ロープを頼りに

潜行すると視界が

開けて、3 人のテン

ションもあがって

いきました. 

【潜行＆安全停止は流れがあり、ロープにつか

まりました。流れで、鯉のぼり状態でした！】 

 

 

 

２日目（恩納村） 

ピカーっと晴天！ま

さに沖縄という感じで

した。「来てよかったね

ー」が 3 人の口から何度

も出ました。 

海の透明度がさらに上がっていました。 

クマノミ、セジロクマノミの卵がハッチアウト

寸前で、真っ黒になっていました。 

目玉がいっぱいでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ハッチアウト目前のクマノミの卵です♥】 

ヨロンから沖縄本島のみに変更 
 2019年 6月 25日〜 6月 30日 

ツアーＮo.1932幹事  591和田美代子  レポート参加者全員 
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３日目（水納島） 

晴天！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SDCの3人に現地ゲストが加わってにぎやか

に潜りました。】 

 

各々がカメラを抱え、いろいろな魚たちとの出

会いをカメラに収めました。 

 

 

やっぱり正面顔

がかわいいで

す。じっくり

写真を撮らせ

てくれるいい

子でした。 

 

 

 

 

幼魚は真っ黒。

成魚の方が華

やかなのは珍

しい気がしま

す。とても臆病な

子だったので、皆で

息を止めての撮影でした。   

 

 

 

ガイドの藤田

さんが、船上

で成魚の姿を

検索して見せ

てくれました

が、老眼にス

マホの画面は無

理でした、残念！                                 

 

 

名前はウミヘビ

ですが、実は魚

だそうです。 

砂地にニョキっ

と顔を出して、

ライトを当てようが

カメラを近づけようが動きません。まるで「私

は砂に刺さった流木ですから」とでも言いたげ

な様子でした。触ったら飛び出すのか、それと

も穴深く潜るのか、実験してみたい衝動を何と

か抑えました。 

                              

 

SDC ツアー初参加で

したが、同行の皆さ

んがとても気さくで 

大いに楽しませてい

ただきました。 

890 山崎悦子 

 

 

 

 

まさに金平糖！ 

トゲトゲの先がほ

んのり黄色に染ま

っていて、とても

かわいいウミウシ

でした。 

 

毎年沖縄の梅雨明けを期待して、サンゴ植付け

イベントやファンダイビングに参加しています

があまり天候にはめぐまれていません。 

6 月下旬のヨロン島ツアー好天に恵まれること

を期待しましたが、梅雨は明けず熱帯低気圧が

発生したとかで中止！ 本島のみのツアーに変

更「ヨロンに行けなかったグループ」3 人組で 

決行しました。    

 初日は 雨で万座 2 日目は昨日の雨がうそ

のように晴れた恩納村 3 日目は梅雨明け宣言

のような晴天に恵まれ水納島まで行けてラッキ

ーでした。新会員で初参加の山崎悦子さん、直

前の変更騒動でご苦労された和田美代子さん 

本当に楽しいツアーでした。ありがとうござい

ました。         627 小澤ユリ子          
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粟国島へは那覇から船で約 2時間です。毎年ゴー

ルデンウイーク明けに船がドック入りするのですが、

今年は例年に比べ 1週間ほど遅れた為、代船情報が

中々出なくて幹事さんは苦労されたようです。 

泊港近くに前泊して、朝 9時 55分の船で粟国島に

向かいました。沖縄は梅雨入りしてもいいお天気が

続いていましたが、島に渡ってから梅雨空となり、

海況が悪く、残念ですが目的だったギンガメアジの

トルネードを見ることが出来ませんでした。 

 

  

 

 

 

 

 

 

ロウニンアジとは間近で遭遇 

 

今回お世話になったショップは SEA BASE で、

お父さんが船を担当、息子さんがガイドという小さ

なショップでした。ここ何年も海外でダイビングし

ていたので、人任せではなく全て自分でしなければ

ならないのが、特にウエイトを外さずにタンクを背

ってラダーを上るのは大変でした。 

 私は初めての経験でしたが、「ゆんたく」をするか

らと夕食後、ショップで飲み会をしました。2 日目

は大雨で中止になりましたが、毎晩行われるようで、

お客さん同士・ショップの家族とも仲良くなれて楽

しい時間を過ごしました。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

今日捕った魚を「ゆんたく」で満喫!!!!! 

 

私たちが東京に帰る日潜った人はギンガメアジ

のトルネードを見たそうです。残念！ 是非リベン

したいと思いました。    767椛島三枝子 

きらきら光るホソカマスの群れ 

 

粟国島最終日はダイビングが出来ないので フェ

リー乗船までレンタカーを使って、島内観光をしま

した。 

まずは有名な筆ん崎。天気も良く高台から見る海も

素晴らしかったです。でもその傍で風力発電の風車

が倒れっぱなしになっていたのが悲しかったです。  

その後「テラ」という鍾乳洞に行きましたが 結構

大きくてビックリ！ライトアップされ通路は整備さ

れていて入場料は無料です。小さな島なので期待し

ていなかったのですがとても楽しめました。 

     鍾乳洞で        塩工場前で 

最後は塩工場に行き、海水から手間暇かけて塩を

作る工程を初めて見学し感激しました。その塩を試

食して有難く塩を買って参りました。とても楽しい

ツアーでした。矢部さん、安全運転ありがとうござ

いました。           865 篠田和枝 

 

参加者 

767椛島三枝子  812松尾幸代 816高師美恵子 

845矢部善信   865篠田和枝           

  

  沖縄 ・ 粟国島ツアー 
  

2019年 5月 27日〜5月 30日 

 幹事  矢部善信     レポート 椛島三枝子 篠田和枝 松尾幸代 
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貸し切りダイビングクルーズのご案内。気の合う仲間でどうぞ。 

 

■フィリピン/(マクタン⇔カビラオ⇔ボホール⇔オスロブ・スミロン)ダイブクルーズ 

ビンテージクルーズ船「セランダイン号」貸切ダイビングクルーズプラン 

貸切理想人数 5-6 名様。費用目安：日本発着 6 日間(船 5 泊)/11 ダイブ/全食事付でひとり 44 万～  

 

セランダイン号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■レッドシー/エジプト・紅海 ダイブクルーズ 

貸切理想人数 8 名程度。費用目安：日本発着 11 日間(船 7 泊)/最大 15 ダイブ/全食付きでひとり 40 万～ 

 

■コモド/インドネシア・ショートダイブクルーズ 

貸切理想人数 3-4 名様。費用目安：日本発着 7 日間(船 4 泊)/最大 10 ダイブ/全食付きでひとり 35 万～ 

 

お問い合わせ 

賛助会員・(株）エムズマリンアドベンチャー 担当：永吉(ナガヨシ)、北(キタ) 

電話 042-319-1133 ファックス 042-319-1132 メール：info@tripplan.jp 

 

英国の名門造船所で 1960年に

建造された名艇 
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神子元島（みこもとしま）は、伊豆半島南部の

静岡県下田市の沖、下田港から南へ約 11キロメ

ートル、石廊崎からは東南東へ約９キロメート

ル離れた太平洋上にある島で下田市に属する無

人島で、静岡県の最南端にあります。 

この島の沖に毎年、水温が 22℃を越えるとシ

ュモクザメ、通称ハンマーヘッドが群れを成し

て現れるのを見ようとＳＤＣメンバーが下田に

集結！参加者 10名の方々が、すべてハンマーヘ

ッドと遭遇することができました。単体はもち

ろんですが、ハンマー100 頭以上の群れとの並

走体験は全員が体感、お天気は梅雨空ではあり

ましたが皆さん伊豆の海を堪能されました。 

7月 11日～12日  

透明度 20ｍ以上と思われる碧い海の中を金子

さんの指示する方向へ必死に泳いでいると突然

数メートル先にまるまる太って銀色に輝くハン

マー！と思っていると後から後ら続いてハンマ

ー！右を向いても左を見ても振り返ってもハン

マーだらけ。ハンマー達が私たちの周りをぐる

ぐる回っています。下田の碧い海でハンマーと

愉しい時を過ごしました。  812 松尾幸代 

 

初ハンマー衝撃的、何しろこの海に痺れまし

た。            847 橋本淳子 

 

前回、個人できたときはハンマー０頭、今回は

緊急招集発令で電車で伊豆急下田駅 午前 8 時

着日帰り３ダイブでハンマー３００頭以上を見

れて大満足良い８月からのトカラクルーズの調

整になりました。     891 鷲山 正恵 

 

7月 15日～16日 

お天気はいまいちでしたが、海は最高！毎日、

毎回、ハンマー、ハンマー！！ 

久しぶりに年甲斐もなく興奮しました。「楽しか

った～」          603 氏家友枝 

 

100 頭以上のハンマーの群れを久しぶりに見

ました。梅雨空で雨続きで透明度が落ち気味で

はありましたが、神子元の海の魅力を再確認、も

っと見たい、通いたくなりました。 

172 島尾愛子 
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ハンマー万歳！新しい UGO のスーツもご機

嫌！また、よろしくお願いします。 

 514 安部智枝 

 

ハンマー見れてとても嬉しい、フイリピンか

ら来た甲斐がありましたは、ありがとう！！ 

394 高橋 馨 

 

 

 

7月 17日～19日  

ハンマーを見るのに、こんなに苦労するとは

おもわなかったは、でも、凄かったから許す。十

分楽しめました！     668 川瀬 和恵 

 

金子さんにシニア向けの神子元島のガイドを

して頂き、今回はいかにもハンマーヘッドらし

い雄姿をしっかりこの目で確認できました。 

680 玉村 馨 

 

 

初めての神子元島ダイブは 900 本記念ダイブ、

そこでハンマーリバーを見ることができ感激で

す。6ダイブ全てハンマー三昧、金子さんのガイ

ドにほれぼれ～。とっても楽しませてもらいま

した。          753 都築 和子 
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  船便の都合で鹿児島を夜発、明け方口之島着。 

仮眠後その日 3本。翌朝 1本。昼の船便で鹿児島戻

り。これだけみてもかなりの変則強行軍。おまけに

その両日に限って前線の通過で風雨が強く、風向き

を見て大波を乗り越え島の東、西のポイントへ。 

エントリー、エキジットともいつも以上に緊張した。

海の中は案外穏やかだったが、大物、群れとの出会

いを求め泳ぎ続ける。後で聞くと今回の海況は潜れ

るぎりぎりの状態だったとか。金子さんのパワーと

安心感、同行した元気なメンバーのチームワークの

よさを得ての 4本。1本 1本が全力を使った濃い内

容だった。私の想像ではあるが・・・「体育会系のダ

イビング」・・・と言ってもいいかもしれない。実は

2日間だから体力が保てたのかもしれない。 

前後の鹿児

島天文館の

夜の食事が

また楽し

く、美味し

かった。「醤

油が甘

い！」とか言いながらも、出てくる鹿児島料理に興

味津々。金子さんはまだまだ色々あるという。期待

が膨らむ。4日間。余りにあっという間に終わって

しまったので来年は 1週間（口之島５日）コースに

申し込んでしまった。荒天でないことを祈りなが

ら。            758 若佐 勢 

鹿児島からフエリーで約 6時間、屋久島よりもさ

らに南に位置するトカラ列島。 

海の中はどこも激流との話を聞き心して参加です。

あいにくお天気は曇り空そして雨、海もかなり荒れ

てはいましたが何とか予定の 4ダイブをクリア 

中でも平瀬とラビリンス 2ダイブには大満足！大き

なイソマグロの群れが歓迎してくれました。次回来 

年予約をした 5月は静かな凪のトカラ列島に潜って

みたいです。         199 竹内きみ枝 

 

 

                    

                    

                    

                 

 

DV前日の夕方 鹿児島空港集合後~バスで天文

館、そこから町中のレトロの♨温泉へ、そして美

味しい夕食(^^♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（かごっま温泉は¥390タオルも貸してくれます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後 9時に乗船、午後 11時に出航 

翌朝午前 5時 トカラ列島の最初の島、口之島に入

港。朝食後午前中は雨と風の中、風向きの裏になる

ダイブサイトへ船は向かうがその移動中は波も高く

ボートは上下に揺られこれからの DVは大変と実

感。 

「嵐を呼ぶ女」の別名を持つ私の初めてのトカラ

DVはやはり雨そして風からの始まりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「島の東側に到着すると海の表情は一変 海面は穏

やかです。 

1本目は名前のついていないポイント探索・赤モン

ガラ＆ムレハタタテが沢山。 

2本目は泡がプクプク湧いている海底温泉だが、温 

       トカラ列島口之島へ 
2019年5月27日〜5月30日 

 

 幹事 ぷちアイランド 金子弘之  レポート 199 竹内きみ枝 514 安部智絵 758 若佐勢  

 

「分家無邪気」のおでん 最高！ 
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かくはない。珍しいタイワンカニがいたが上手く写

真に撮れず残念！ 

午後は口之島 1番の人気ポイント平瀬。雨、風は依

然続いているが、メンバーは潜る気満々。 

１・２・３・GOの合図で海中へ！流れがあったが

岩につかまり金子さんが指さす方向を見ているとキ

ハダマグロ、イソマグロ、ローニンアジ、ツムブリ 

ギンガメ等大物が次々と現れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

やはりトカラは素晴らしい！翌日は早朝からのＤ

Ｖ、昨日と同じポイントの平瀬だったが、波が高く

別のポイントへ。船上は高波で飛び上がったかと思 

えばドスンと下がったり 

 

 

 

 

 

 

 

 

（キハダマグロの群れ） 

私は波の状況より、耳抜きの方が気になる 

海中は流れに乗りドリフト、すると正面からイソ

マグロ艦隊の登場は最高でしたね！ 

で DVはこれで終了！中味の濃い体育会系 4本で

した。 

昼頃のフェリーで鹿児島に戻り、夜は地元の真っ

黒なおでん等堪能。私と他 1名で夕方まで桜島観

光・足湯・鹿児島名物白くま君のアイスクリーム

等楽しみ、充実した 4日間でしたね！そして来年

5月再戦します。      514 安部 智枝 

 

 

 

 

 

 

 

『東京湾を 

泳げる海

に！』のスロ

ーガンで行わ

れている「東

京ベイ・クリ

ーンアップ大

作戦」は今年で 24回目にもなるそうです。  

主催は「東京ベイクリーンアップ大作戦実行委員

会」。清掃活動には SDCのほか東京港水中生物研究

会、セントラルスポーツなどが参加しました。 

  海中清掃は、タンクを背負い 2人一組で行われ

ました。透明度が悪く水深３ｍほどなのでスキルも

必要です。 清掃終了後はシャワーなどなく、顔や

頭をペットボトルの水で流すくらいしかできず、こ

れも大変なことだなあと思いました。 この海底清

掃で、燃えるゴミが 20kg回収さまれました。     

 

私たち SDCメンバー８人は波打ち際の清掃を行い

ました。ビニール袋、スーパーバッグ、飴の包紙 

、ガラスの破片などきりがありません。                   

特に気になったのがタバコのフィルター。これが意

外に多く、化学物質が決して消えないことを目の当

たりにしました。 

私たちシニアダイバーズクラブは海の汚染・環境

汚染に敏感になり、日常生活の中でも意識すること

が必要であると痛感した一日でした。 

来年も都合が合えば参加したいと思います。 

                 812松尾幸代 

参加者 

653吉川富美子  668川瀬和恵  784島村和夫 

785島村正代   812松尾幸代  817船山浩志 

838市川雅紀   845矢部善信  

東京ベイクリーンアップ大作戦に参加して  

～ 泳げる東京湾を目指して ～ 

2019年6月１日 

幹事 ダイビング計画・安全潜水   
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SDC に昨年入会させていただいて、初めてのダ

イビングツアーに参加させて戴きました。 

20 年のブランク後、マクタン島と、フィージー

島で全てレンタルで暫くぶりに海に入り、懐かし

くて、そんな時に辰巳プールで SDC の存在を知

る事が出来、今回のツアーに参加させて戴きまし

た。全くの初心者に戻ってしまっていたことが今

回認識されましたが、

皆様のおかげでマン

タに出会えたり、水中

遊泳を楽しむことが

出来ました。有難うご

ざいました。 

次回はもう少し技

術を付けて、初心者向

けのツアーから参加させていただきます。          

              880 加藤アヤ子                      

 

 オニヒトデで見るも無残だった石垣北部。20～

30cm のテーブルサンゴの子供たちで埋め尽くされ

とった。酢を使っての人海戦術。美しい。まだイソ

ギンチャクが少ない。 

20cm もないこぶし目のちび助がお出迎え。親同

様逃げない。地形ポイント。洞窟の中はなぜか背泳

ぎしている真っ赤な魚と、途切れることのない幼魚

の群れ。夏の石垣は初めてでマンタもお魚も少ない

なあ驚く。水温 28℃は熱帯魚向きなんか。 

 石垣鯛や、って誰かが言うとったけど海の中には

居てたか。ニモは釣れんなあ。寝ながら巻いたリー

ルの糸がもつれて水深 17ｍまでしか仕掛けが降り

へんかったけど５秒であたりが来るサービス満点の

変身グルクン。ぎょうさんゲット。針から外す間も

なく薄いブルーの体がみるみる真っ赤になって。シ

ャケの婚姻色みたい。釣れたはなから高嶺さんが鱗 

 

 

 

 

 

 

を取っておなかを掃除。お刺身に舌鼓して塩焼きよ

ばれて。お魚きれいにしてもらってのお土産でグル

クン大好きな友人が大喜び。沖縄県人、どこへ行っ

てもふるさとの味が一番なんや。面白かったけど、

和田さん、顔が真っ黒になってしもたよ。まだ夏前

なのに。鏡を見ながらため息ついてます。 

              842 神崎 美治 

 

変わった魚と渡辺さん↓ 

今回初めて石垣島ダイビング&グルクン釣りに参

加しました。水温は 27℃程度と問題ありませんで

した。マンタは見られましたが、魚がちょっと少な

く感じました。グルクン釣りはたくさん釣れて楽し

かったです。また、こうしたツアーに参加したいと

思います。         869 渡辺 泰介 

石垣島にダイビング&釣り、に行ってきました。 

約 3 年ぶりになるファンダイビング！ 

慣れない事だらけで少し大変でした。 

荷物を送る時に、こんなに大変だったとは・・・ 

詳しく明記しなかったため問い合わせの電話が入り

空輸か陸輸どちらになるかで、いつ着くのか分から

ない状況になりましたが無事に届いていて安心しま

した。久しぶりのダイビングでは、エントリーした

けど、沈まない〜 一気に空気抜くのは、どれだっ

け？？？ 

中性浮力は大丈夫かしら・・写真撮りたいけど、ど

うするんだっけ、などなど。とにかく、1 本目はド

キドキしました。2 本目からは少し慣れて、まった

り、ゆったり海を楽しむことが出来ました。 

今回は、ダイビング以外に釣りもしました。 

高嶺さん(船長)の釣りポイントのお陰で、釣れる釣

れる、大漁でした。船の上で食べたお刺身は、ぷり

ぷりしてて美味しかったです。 

和田さま、急の参加でしたのに色々な手配ありがと

うございました。久しぶりのダイビング、本当に楽

ダイビングとグルクン釣り 
 石   垣   島 

2019年 6月 6日〜 6月 10日 

世話人 591和田美代子  レポート参加者 
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しかったです。皆さま、ありがとうございました。 

             535 小林純子 

 

 

 

 

 

グルクンの刺身とビールでご満悦↑江田さん いい顔してますね！ 

 

 

 

 

 

  

 

 

昨年 5 月に続きダイビングとグルクン釣りを 6

月に決行。梅雨明け前なのに 5 日間で雨が降っ

たのはほんの 5 分程度。なんて恵まれたツアー

だったことか！昨年はマンタに会えず忘れ物を

したような思いだったが今年はバッチリ。又前

回はグルクンが釣れず、アイゴばかりだった。 

「引き」は楽しめたが跳ねた背びれが親指にあ

たり（刺さったわけではない）毒の痛さに閉口

したがそのアイゴも 2 日間で１匹。後はグルク

ンの入れ食いと変わったお魚！！  賛助会員

のさうすぽいんと、高嶺さんの面倒見の良さに

は感謝するのみ。下処理すべてを済ませて冷凍

で自宅に持ち帰れるようにしてくれる。これは 

くせになりそうだ！！    591 和田美代子 

  

 

  

 

 

  

 

魚をさばくのに大忙しの高嶺さん↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

美味しそうなグルクン↑ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

838 市川 雅紀 「初めてねぶた祭に行きました。 

フリッパーの会より 

 毎年 4月から 11月の予定で、辰巳国際水

泳場で開催しています。 

4月 9日 火曜日 「実施済」 

5月 7日 火曜日 「実施済」 

6月 12日 水曜日  「実施済」 

7月 1日 月曜日 「実施済」 

8月 7日 水曜日 「実施済」 

9月 2日 月曜日 「実施済」 

10月 7日 月曜日 15；00～17：00  

メインプール⑩レーン  

11月 11日 月曜日 15：00～17：00  

メインプール⑩レーン  

 参加申し込みは、不要です。開催日時 15

分前に１階ロビーに集合です。 

不明な点は 205江田隆まで 

 フリッパーの会専用アドレス 

sdceda205@gmail.com     

追伸  

8月 13日フリッパーの会の暑気払いを行い

ました。参加者 15名で東京湾クルーズ船

「シンホニー」で、ビールと夜景、気持ち

の良い海風を楽しみました。
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初めての阿嘉島。ショップは新たに SDCの賛助会

員になられたブループラネット。話に聞いていた通

り素晴らしい透明度で、その割には魚影が濃く、サ

ンゴも大変綺麗な海でした。 

あまり期待はしていなかったのですが、幸運にもサ

ンゴの産卵を見ることが出来ました。5/24夜 10時

頃エントリー、最初は産卵している個体は殆ど見当

たらなかったのですが、しばらくたつとあちこちの

エダサンゴ・テーブルサンゴが産卵し始め、漆黒の

海をライトで照らすとピンクの卵が漂い、まるで宇宙の銀

河の中を泳いでいるような！（ガイドの吉村さんのロ

グ。彼は海とそこに暮らす生き物をこよなく愛す詩

人なのです。） 

                
    幻想的な珊瑚産卵の瞬間 

エキジットすると海面もピンクに染まりつつあ

り、空を見上げれば満天の星！ 

ダルマハゼのペア 

ブループラネットはエキジットを手助けしてくれ

る人はいないので、器材を背負ったままラダーを登

れる体力が必要です。体力さえ有ればとても楽しい

ダイビングが出来る海でした。 

（816高師美恵子） 

 

梅雨入りしたとは思えないほど天気に恵まれ、き

れいな珊瑚や沢山の魚たちがキラキラ輝く中で水中

浮遊を楽しめました。10年ほど前の台風でやられ

たという珊瑚もかなり復活していました。 

ウミトサカの群生がきれいな「竜宮への道」、カ

スミアジやイソマグロ・ナンヨウカイワリがウロウ

ロしている「下曽根」、などなどバラエティに富ん

だポイントが沢山あり、天候や海況にあわせてポイ

ントが決まるようです。 

マクロも豊富でじっくり写真を撮りたい場合も希望

を叶えてもらえます。 

宿はブループラネット隣の「民宿春海」。食事も

美味しいですが器材洗い場、洗濯干し場が広く使い

勝手がよく快適です。宿泊スペースには冷蔵庫・湯

沸かしポット・食器もあり自由に使えてくつろげて

うれしい限りです。      （812松尾幸代） 

 

参加者  812松尾幸代   816高師美恵子   

845矢部善信   865篠田和枝 

                                       

 慶良間諸島 阿嘉島ツアー 
 サンゴの産卵～まるで銀河を漂っているみたい～ 

2019年 5月 23日〜5月 26日 

 幹事 矢部善信     レポート 高師美恵子 松尾幸代 
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『初タコ釣り』 

ＳＤＣへ入会し初めて同好会へ参

加いたしました奥村です。 

和田さまから魚釣りへお声がけ

いただき、ほとんど経験のないま

ま「行きます～」と張り切ったものの、「竿がい

らない？え、たこ？ 壺じゃなくて テンヤ？ 

なんでしょうか、それは？」と、文字通り手取り

足取り、すべてを教えていただいて、当日を迎え

ることができました。 

7 月 19 日早朝 6：30 金沢八景に到着すると、

皆さんが手を振って待っていてくださいました。

レインコートと長靴を着用し、一ノ瀬丸に乗り込

みます。仕掛けのテンヤにカニをくくりつけ、糸

を直にもって、ひたすら海底にコトコトあててい

ると…。「ゴソゴソ～、ブルブル～、どさっ～！

べったり～！」と手ごたえがありました。糸を両

手でぐいぐい引き上げると、マダコが 8本の足を

全開に、カニにぶら下がってきました。 

さて、ここから格闘です。腕や足にくっつくわ、

バケツから逃げ出すわ、うにうにと難儀なやつで

したが、よく見るとつぶらな瞳が愛おしくなりま

した。私の釣果は 3杯！  

家に帰ってから、ぬめりをとって刺身や、タコ

飯にしておいしく頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

発泡スチロール箱の蓋を風で飛ばし、海から回収

したり、釣り糸に自分が絡まってほどいていた 

だいたり、手のかかる新人に親切にしてくださっ

て、本当にありがとうございました。とても楽し

い 1日でした。        899奥村 美香   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最近 釣果に恵まれず今回はボウズの和田で

した。反省文を書くようにとの事でしたが、なん

で釣れないのか最初から最後まで全く解らず、従

って「反省」もできず、でも沢山釣れた方に頂い

たタコは超美味しかった！   591和田美代子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヴィンテージな会へのお誘い 

年末恒例の「ヴィンテージな会」を 

下記要領で開催します。 

この会は会員同士が交流を深め、そして飲んで、 

相互にコミュニケーションを広める集いです。 

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。 

未だ会に馴染が薄い新会員の方々、 

この機会に是非参加ください。 

アトラクション等も用意してお待ちしています。 

 

・日時 ： 2019年 12月 11日（水曜日） 

17:30～20:00 

・会場 ： 新宿季膳房  

新宿区西新宿 2-1-1新宿三井ビル 3Ｆ 

・tel   :  03-3345-5341 

・会費  ;  5,000円～6,000円（未定） 

・申込先：680玉村、668川瀬、845矢部 

（メールまたは FAXで、 

約 35人で締 切り） 

・お世話係：514安部、 684小林、 

754小笠原、770小山 

・顧問  ：197宇留賀   

 

 

 

海釣り同好会 
 金沢八景で、タコ釣り 2019・7・18～19 

899 奥村美香 
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梅雨前線の影響により鹿児島地方に大雨の被害が

心配される中、7月 4日から 8日まで屋久島に行っ

てきました。 

今回のメンバーは玉村さん、阿久津さん、島尾さん、

氏家さん、林さん、若佐さんの6名で、チャーター

での屋久島発の草垣群島への遠征が目的だったので

すが、数日前から鹿児島地方に大雨が降り続き、 

所々で被害も発生している状況で、屋久島に着くこ

とはもちろん、鹿児島に到着することさえ叶わない

のではないかと出発前からハラハラドキドキ… 

当日鹿児島に着くと雨は降っておらず、屋久島ま

での飛行機もギリギリまで判断が待たされて 15 分

ほど遅れたものの無事到着。 

今回お世話になったのはパラオ時代にデイドリー

ムのペリリューステーションのオペレーションをし

ていた清水大地のお店「潜り屋」さん。 

漁村の集落内にあるのんびりとした雰囲気のお店

で準備をしていざ出発。 

のんびりと準備をしたので出港した一湊の港前のポ

イントで潜って到着日のチェックダイブは無事終了。 

 

 

翌日からの草垣行きは前線の影響が読めなさすぎ

るため中止になったものの、屋久島発の日帰り遠征

を海況を見ながらその日ごとに検討していくことに

…この時点で予報はと言うと7月5日は遠征行けそ

う。 

6日は結構時化る、7日はなんとか行けそう。 

と、言うわけで行けるうちに行っておきましょうと 

5日は口永良部島へ向けて出港です！ 

口永良部島は屋久島の一湊から約１時間半。 

サンゴの上にキンギョハナダイがびっしり群れる場

所あり、大物の場所あり、 

そして変わったところでは海底から湧き出る温泉の

周りに湯の花が堆積し、舞い上がると雪のようにな

る美しいポイントも。 

この場所にはみなさん大興奮！ 

温泉が湧き出ている穴では水中でBCを脱いで 

穴に入ってあったまったそうでして（笑） 

帰りの道中だけ雨に降られたもののあとは1日曇り

空で過ごしやすい1日でした。 

遠藤的にはこの島では 70cm級のバラハタはじめい

い魚がよく釣れて、みなさんのおかずは安泰〜！！ 

翌日の6日は予報がいい方向に外れ、梅雨前線は南

へ遠ざかり予想していなかった青空に。 

行き先はもちろん遠征でこの日は竹島−硫黄島ライ

ンへ。 

ここはニザダイやツムブリなどの魚の群れとイソマ

グロなどの大物、 

柱状節理のドロップオフなどが中心。 

遠征っぽいダイビングをみなさん満喫しておられま

した。 

ただ、潜れない自分としては昨日の方が釣れていた

のですが（笑） 

7日も前日に続いて朝から晴れ♪ 

おまけに海は油を流したようなベタ凪〜！！ 

こんなコンディションは年に数日しかないと言う

コンディションで、本当に気持ちのいい海を滑るよ

うにして向かった先は 

日帰り遠征先の大本命「湯瀬」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大海原にドーンと突き出した3本の奇岩は秘境感満

載♪ 

        屋久島ツアー 
                                       

2019年 7月 4日〜7月 8日     
   レポート サンドウェーブ 遠藤 学 
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期待通り海の中は群れ、大物がいっぱいで皆さん上

がってくるたびに「楽しかった〜」と嬉しそう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狩りの真っ最中でこちらに注意を向けてはくれなか

ったものの 

水面休息中にはイルカも登場♪ 

打ち上げの食材もたっぷり釣れたしもう言うことな

しです。 

草垣群島に行けなかったのは残念でしたが 

行きの飛行機での心配を思うとウソのような出来栄

えでした。 

打ち上げはお店で 

釣った魚をさばいて 

の宴。氏家さんの見事 

な腕前でお魚たちが 

バンバン捌かれて 

いきます 

それまで僕が下処理 

していたのですがその 

スピードは雲泥の差。 

いやはや、お見事でした。 

宴のメニューはと言いますと 

スジアラの刺身 

ナンヨウカイワリのユッケ風 

ユカタハタとニジハタの煮付け 

ホウセキキントキのマース煮 

スジアラの唐揚げ 

ホシテンスの松笠揚げ 

とサラダ。ほぼ魚でかなりな量でしたがどれも美味

しくみなさんペロッと平らげるので 

 

 

 

 

 

大地が慌ててスジアラのかぶと煮を追加。コラーゲ

ンたっぷりでこれまた最高。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイビング時のランチも大地の手作りで島の食材を

取り入れたメニューでどれも美味しくごはんも楽し

めました♪ 

翌日の最終日は大地にお願いして苔むす森で有名

な白谷雲水峡へ。時折雨に見舞われたものの晴れ間

も差してみずみずしい苔の接写にみなさん夢中。苔  

の森を楽しめましたよ。 

その後は屋島 

に残って登山

を楽しむ方、種

子島に渡って

観光を楽しむ

方などそれぞ

れ分かれての

解散となりま

した。 

一時はどうなる 

かと思った屋久

島でしたが終わってみれば万々歳の結果に。 皆様

お疲れ様でした〜！！ 
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★735 道上 勲 

幹事の田中様のご尽力に依りフィリピンのア

ニラオにて 400本の記念ダイブを無事に終え 

自宅に帰ってふと今までのダイビングを振り返

ってみようと思い、整理棚に眠っていたぶ厚めの

ログブックを開いてみると記念すべき第 1本目は

2009年 6月 26日と書いてありました。 

そして400本目はと云うと2019年5月17日、

約 10年掛かって此処まで到達した次第ですが 

思い起こせばＳＤＣに入会していなければ、ダイ

ビングを止めていたかもしれませんでした。 

私が今までダイビングを続けられたのは宮本

さんを頂点に関西 SDC の皆様が温かく見守って

頂き、同時にお気遣いがあってこそだと思います。 

そして毎年、関東での新年会に出席するにあたり

関東の皆様とも懇意になり関東の幹事様のツア

ーに御声を掛けて頂き感謝の念に堪えません。書

面ですが、此の場をお借りして御礼申し上げます。 

 

さて今回のアニラオの海のほうですが恥ずか

しいですが初めてピグミーシーホースを目視出

来た事でした。何故かというと実は今まで何度か

インストラクターが見つけてくれても私に何処

に居るか全くわからず取り敢えずインストラク

ターが指示棒で指し示した個所を写真で撮り家

に帰って写真を見ると確認出来たと云う次第で

した。でも今回初めて目視でき、然も妊娠したピ

グミーシーホースで、又私の好きなウミウシそれ

も自分にとってはレア物や見るも美しいバイオ

レット色のシンデレラウミウシにも出会うこと

が出来アニラオツアーは毎日が感動の連続でし

た。何度もですが参加された方々並びに幹事の田

中様、私のアフターダイビングにお付き合いして

頂いた立木様、本当に有り難う御座いました。 

 

 

★805 吉田延子 

初めてのアニラオに行きました。日本人経営の

リゾートでポイントが近くて、マクロも群れ多く

満足度が大きいと聞いていました。 

実際に行って見て、ポイントが近い所で 5 分、

長くても 20 分位でとても楽でした。グルクマの

群れ、モンハナシャコ、クマドリカエルアンコウ、

ジョウフィッシュ、そして 5㎝足らずのミナミハ

ナイカの赤ちゃんが可愛くて印象に残りました。

今回は道上さんの 400 本記念と私の 300 本記念

を皆さんで盛大にお祝いをしていただき、とても

嬉しかったです。忘れられない記念になりました。

皆さん有難うございました。 

そして幹事の田中さん、大変お世話になりまし

た。 

 

 

★724 田中紀久子 

アニラオの海 
 安・近・短 マクロとワイド 

2019年 5月 13日〜5月 18日 

ツアー№1879 幹事 724 田中紀久子 レポート 735 道上 勲、805 吉田延子 
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今回のアニラオツアーは天候に恵まれ沢山の生物

に出会えました。アニラオでは、ヘアリーフロッグ

フィッシュ、ミナミハナイカ、カエルアンコウ他、

珍しい生物も沢山見られます。群れも多く、ソンブ

レロ等ワイドの海も楽しみました。 

基本的にリゾート内の桟橋からの近距離ダイビング

です。少し遠出するとギンガメアジ、チンアナゴの

群れ、オオシャコガイにも出会えます。 

 

人気のアニラオ ヴィラ・マグダレナ・・おか

げ様で昨年早くに定員に達し、先着順で関西の

方々が集まりました。ダイビングの後はマッサー

ジ等でリラックス、夕食後は、皆さまテーブルを

囲んで、和やかな雰囲気で宴会？楽しい夜を過ご

しました。 

記念ダイブでは手作りのケーキとワインで乾

杯！ヴィラ・マグダレナのご配慮に心から感謝致し

ます。 

 

初めてアニラオの海を訪れたのは 2013 年、その

後何度も通う海になりました。アニラオの海は比較

的穏やかで、生物が多種多様で・・飽きません！ 

最初に訪れたリゾートでヴィラ・マグダレナのオー

ナー大沢さんにお会いしました。 

オーナーさんご夫妻が日本人で、日本の人達が安

心して楽しめるリゾートを作られました。今も進化

中です。 

 

ご夫妻を中心に、名ガイドのロナルドさん、スタ

ッフの皆さんも穏やかな人達ばかりで、とても居心 

地の良いリゾートです。言葉の心配もなく、食事、

ご飯も違和感なく美味しいです。 

又、レストラン前の海に沈む夕日もお勧めです！ 

 

 

 

 

日本から朝出発して夕方にはリゾートに到着。翌

朝からダイビング三昧。帰国日は朝出発して 20 時

頃には日本に着きます。マニラからアニラオまで 3

時間程ですが、道路事情も良くなりました。 

海も宿もスケジュール的にも、シニアにやさしい 

ヴィラ・マグダレナ です。是非一度訪れてみてく

ださい！ 

ご参加の皆様、有り難うございました。 

(723田中彰が参加できなくなり、724田中紀久子

が幹事をさせて頂きました。) 

 

 

 

参加者 (10名) 

070 河合貞夫  123 河村啓子  306 宮本節子 

406 立木博信  678 足立公平  724 田中紀久子 

735 道上勲     774 斉藤満弘  805 吉田延子 
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和夫 

 

 

このツアーを企画したきっかけは、今回参加

の 3人のメンバーがセノーテやカリブ海で潜り

たい、どうせならキューバにも立ち寄りたいと

言いだし、それに私が乗ったのが始まりでし

た。 

成田からカンクンまではメキシコシティ経由

で 17時間。滞在したのはカンクンから小１時間

のプラヤ・デル・カルメンというコスメル島の

玄関口のリゾートでした。我々にとってまず嬉

しかったのは利用したホテルがオールインクル

ーシブでホテル内の食事や飲み物が総てフリー

だった事です。毎日レストランを替えて食事を

したのですが、メニューはスペイン語と英語、

日本語を話せるスタッフはいなく注文するのに

30分もかかることもありました。

 

ダイビングは 1日目のコスメル島と 2日目の

セノーテ（CHAC MOOL）のみ。3日目からは

観光だけが予定されました。 

観光は世界遺産の遺跡・チチェンイッツァ見

学と、キューバに渡っての市内観光でした。 

最後に訪れたキューバはカンクンから驚きの 1

時間。空港に到着し迎えのガイドは？とキョロ

キョロするも見当たらない。一番心配している

事が起きてしまいました。 

私のガラケーの電話で市内通話が出来るのか

ひやひやしながらでしたが何とかオッケー。確

認すると便名が間違ってガイド側に伝わってい

たようでした。やれやれ！  

時差ぼけが解消し、疲れも癒えた今、思い出

すのは写真は一枚もないのにセノーテで潜った

時の光景です。抜群の透明度の中、底まで届く

光の柱に息を呑み、水中から見上げる森の木々

の美しさ、上にいる人が空中に浮かんでいるみ

たい。見るもの総てが感動の連続でした。 

その内もう一度行きたいと思うようになるの

かも知れませんね。 

旅は、途中小さいトラブルは数件ありました

が、天候にも恵まれ、ご一緒した皆様の協力で

楽しい 9日間であったと感謝しております。 

817船山浩志  

 
空路 13時間、乗継いで 2時間 30分余りで辿

り着いた憧れの地メキシコ。プラヤデルカルメ

ンでササッと 3本のダイブをこなした翌日は待

望のセノーテ、ククルカン・チャックモール

へ。雨期に入ったばかりのメキシコ、キューバ

にしてはツアーの全体を通して抜けるような青

空に恵まれ、この日もセノーテ現地人案内ガイ

ドも飛び切りのお天気で良かったと喜んでくれ

るなか、言葉通り透明な泉の中降り注ぐ太陽の

光がシャワーとなり、まるでオーロラとなるよ

うな、それはそれは幻想的な美しい世界を見る

ことが出来ました。 

1人の専属案内ダイバーに 4人までがあらかじ

め進む順番も決め、ライトを持って一列となり

イン。そこここに張られたガイドロープに引っ

かからないよう、天井にぶつからないように進

みますが途中ハロックラインと呼ばれる海水と

淡水の混じり合う場所では視界がぼやけてライ

トの光もあてにならずちょっとびっくり！ 

所々にこの先進入禁止を意味する骸骨の看板

があり、2017年から洞窟内の写真撮影が禁止に

なったのも分かるような気がしました。思い出

はそれぞれの心の中にと言われた言葉をかみし

れながら楽しんだ水中鍾乳洞ダイブでした。 

その後古代マヤ遺跡チチェン・イッツアでは

日本人の母を持つメキシコ青年のとても詳しく

丁寧な説明に 3時間 1万 5千歩も歩いたり、キ

ューバではカバーニャ要塞、革命博物館、ハバ

ナ蒸留博物館など短い日程の中でも充実の地上

メキシコ・セノーテ＆キューバ 
2019年 6月 4～12日 

 

幹事：817 船山浩志 レポート 796 田口清美 861 小宮雪美 784 島村和夫 194 鈴木征男 
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ツアーでした。今度は地上だけでもまた行って

みたいと思う遙か遠くの中米アメリカツアー、

沢山の方々のおかげで無事に帰国することが出

来ましたこと本当に有難うございました。 

796 田口清実   

カンクンで のダ

イブ、海中は 透明

度 30～35、 太陽

の日差しが届 きと

ても綺麗でし た。

ここでの固有 種に

夢中になって 写真

を撮っていたら、握っていたコンピューターの

ことをすっかり忘れて落としてしまいました。

悲しい～！ 

翌日はセノーテ、下から見上げた景色は、ブ

ルーのスクリーンにダイバーの浮かんでいる黒

い影、以前テレビで観た風景と同じ、感動しま

した。 

観光では、日本の桜と同じって教えてくれた

赤い花（火炎樹）をいたるところで観ることが

でき見事でした。灼熱の元、暑かった～！ 

楽しい思い出がたくさんでき、素敵な旅にな

りました。       861 小宮雪美 

 

 それはメキシコ 3日目の夕方の出来事でし

た。参加者全員でディナーをとるためホテル内

のイタリアンレストランに入店しようとする

と、スタッフが「アニョハセヨ」と言いながら

私の膝あたりを指さしている。 

 日本人に見えないのかよ？と思いつつ、スペ

イン語など全く分からないので愛想笑い、でも

非友好的態度は変わらない。 

 はは～ん、やっぱり私の半ズボン姿が問題な

のだ！困った、困った、長いズボンは持ってき

ていないし私一人のためにみんなが店に入れな

かったら、それこそ「非難GOGO」。 

そんな時参加者のK女史からの提案があり、

彼女のスラックスを借りることでどうかという

ことになりました。 

ダンスのインストラクターでもある彼女の足

の長さが直結するスラックスを私がはく、これ

また問題。 

そんなことは言っていられない、長い裾をそ

のままずって松の廊下の大紋丁袴のごとくさっ

そうと入店すれば日本人そのもの。 

ですが借りたスラックスを汚すことはできま

せんので、裾を折り返して入店しました。 

そんな訳で料理の味は分かりませんでした。 

784 島村和夫   

黒の世界です。洞窟をロープに沿ってキックし

て進んでいくと、下からは石柱、上からは石筍

が何百本も闇の中から映し出されてきました。 

さらに進むと広々とした広場、さらに大きなド

ームもあり、まるで水中に沈んだ秋芳洞です。 

本当に感動的なダイビングでした。 

194 鈴木征男   

 

参加者 

194 鈴木征男 572 阿部千衣子 646 鈴木麗子 

654 田谷千衣子 748 大舘雪子 784 島村和夫 

785 島村正代 792 長谷川 實 796 田口清美  

817 船山浩志 861 小宮雪美 
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今回のツアーは大小 4,000 もの島々を有するフィリ

ッピンのアイランドホッピング。 

セブ島を経由、船でボホール島領域のカビラオ島へ。

ホテルの桟橋についたのは暗くなった 19時頃。一日で

東京からここまで来たかと想う。 

 翌朝は船でLight Houseポイントで潜る。タートル

やバラクーダを見て一日を終える。 

次の日は朝ホテルをチェックアウト、スミロン島を

回りそのまま南下。途中２ダイブ行いネグロス島南部

のダーウィンへ。  

ホテルではヤシのジュースの歓

待。付近はApo島、Daninなどの小

島があり、保護地域に指定されてい

る。潜るときも手や足ヒレがサンゴ

などを傷つけないよう気を付ける。 

ハタが悠然と泳いでいたのとカエ

ル魚、タツノオトシゴなどのユーモラスな姿が印象的 。 

最後の夜はフィリッピ

ンでよく出る仔豚の丸焼

きと刺身料理を堪能。翌

朝、6時半出航、セブ島へ

一気に北上。一行15名で

この船を借り切り、まとまりのある和やかなダイビン

グ旅行が楽しめた。8時間ほどの船旅。椅子に座りまど

ろむ人、両サイドの船のソファーに真横になり眠り込

む人、読書をする人など。皆それぞれ満足感で満ちて

いた。フィリッピン人の陽気な笑顔に接し、又訪れた

い思いを抱きつつ6泊7日の旅を終えた。 

               844今里壮治 

 

私にとって初めてのセブ島！ 観光地といえども 

こはフィリピン、素朴な道路を走ること 30分、港に

ついてそこからファンアンドサンのボートに乗り込

みました。大きな船でとても快適です。何よりも。

おやつにバーベキューが出て飲み物はビールを含め

全てフリー天国のような船です 料理も美味しいし、

スタッフはキビキビ働くし、あの空港スタッフのフ

ィリピン人と同じ国民かと疑問に思うほどです？  

カピラオ地区に 2泊ステイしましたが海はザ・フィ

リピンという感じ、3 日目にいよいよダーウィンに

向かいました、  

 

 

 

 

 

かなり雨が降って薄暗い天気なのです、でもお昼には

素晴らしいランチ、しかももりもりマンゴーで皆は雨

にもめげずに明るい‼ ダーウィン地区のアポ島の美

しさは言葉にできないほどでした。でも我々チームの

2 人がどういうわけか他チームに入ってしまい,いない

ので きれいな景色を見ながら流れに乗ってアポ島の

周りをおーい、おーいと探していました そしてやた

ら人数の乗って多いグループ発見、いました！ 

その日のディナーには、お二人から赤と白のワインが

振舞われました ごちそうさま～ ダーウィンの海は

大物もマクロも豊富で楽しいです。特に私の好きなカ

エルあんこうがいっぱいです 今回のツアーで400

本記念で石川さんの描いた似顔絵色紙に皆様のお祝い

の言葉を頂き、サン

andファンからはキ

ャップを頂き、最後

はみんなで一緒に手

をつないで船からダ

イブしました 素晴

らしい仲間に巡り合

えて涙が出るほど幸

せでした。でもアズ

ールの杉田さんが 

誰か沈んでる人がいないか確認してました（笑）サフ

ァリは最初は移動が大変かと思ってましたが、そんな

ことはなくとても効率的な方法だと思いました                   

865篠田和枝 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者 

146佐竹綾子 206江田尚子 287石岡弘至  

415加藤京子 440石川勝  472高木忠雄  

680玉村馨  753都築和子 817船山浩志  

844今里壮治 858平山哲明 812松尾幸代  

865篠田和枝 

フィリピンアイランドサファリ 
まくたん          マクタン～カピラオ～ダーウィンを股にかけて 

2019年6月24日〜6月30日 

世話人 440石川 勝   レポート 844今里壮治・865篠田 和枝  
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 6月下旬、オルカウオッチの観光船をチャーター。

女満別空港集合、解散。知床羅臼まで 15人乗りの車

で移動。網走からウトロ、知床峠を超え国後島を見

ながら羅臼の宿へ。復路は野付半島のえび祭り、摩

周湖、屈斜路湖に立ち寄り名古屋組は夕方の便に羽

田組は夜の便の時間まで網走市内を楽しんで帰路へ。 

26日夕食は羅臼の魚をネタにしたお寿司屋さんへ。 

オルカは乗船まもなく数グループがかなり近くに現

れ子供のオルカも含めスパイホップ、船のすぐ横を

並泳もしてくれた。海況はややしけていた。 

船はチャーターすれば朝早くからの出航も可能で他

の観光船が出てくる前からいくつものグループを羅

臼に近い場所で観察できたのはラッキーだった。 

 
（↑ 羅臼をバックにスパイホップするオルカ） 

羅臼へは中標津空港が車利用でもバスでも近い。今

回は名古屋と羽田から集合が便利な網走よりの女満

別空港を集合解散とした。早い到着者は網走刑務所

資料館、オホーツク海と日本海が見渡せる流氷館な

どを見学、復路夜便の羽田組も網走のメルヘンの丘、

そば処「温」に立ち寄り羅臼の道の駅の食事やえび

祭りの出店の食べ物を目いっぱい楽しめたと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本は個人で 5月上旬乗船。スタッフ 3人が望

遠鏡でサーチを始める。なるほど遭遇確率が高いの

はこうしたガイド陣が船長の脇を固めブローでも見

つけると何時の方向、何マイル、国後島ボーダーま

での距離を知らせて船首はそちらに向かう。某テレ

ビ局の番組撮影にも協力したようで船長いわく、あ

の映像は 2年にわたり約一か月のチャーターの結果

だそうで確率は半分？「いつも見れると思わないで

ね」といわれた。群れが近くなると船はスピードダ

ウン。追いかければ国後側に泳ぎ去りボーダーから

先はいけない。合わせて 3回の乗船はいずれもたく

さんのオルカのグループが近くを泳いで至福の海だ

った。 

 

宿は 10人定員のロッジと本館 2部屋の利用。 

ロッジの近くには露天風呂もあり朝、敷地内にエゾ 

シカが姿を現したというおまけもついた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（↑峰の湯、本館にて夕食） 

ドライバーを 3人の方が引き受けてくださって目い

っぱい時間を有効に移動できたこと。併せて観光船

や羅臼の様々な情報をいただいた S氏に心から感謝。 

利用した観光船：ハマナス 

 知床：オルカの海 
 羅臼 2泊 3日の旅 

2019 年 6 月 28 日〜6 月 30 日 

 レポート 240 山本 伸子  参加者：会員 10 人 

 
2017 年 XX 月 XX 日〜XX 月 XX 日 

 幹事 999 XXXXXXX レポート 999 XXXXXXX 
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§蓼科スノーシューハイク  

（2019 年 3 月 11～12 日催行） 

心配した積雪も前日の降雪で絶好のコンデション。 

常連の何人かは諸事情で参加できなくさみしさがあ

りましたがスノーシューを楽しみました。 

 

（隊列を組んでいざ出発） 

◎ネイチャーガイド 藤井憲一郎 

今年もシニアダイバーズクラブの皆さんによるスノ

ーシューツアー♪昨日の北八ヶ岳坪庭に続き、本日

目指すは霧ヶ峰最南端にある山ガボッチョ。日頃の

行いがよかったおかげで、昨日とは打って変わって

トッピーカン！！！ 

本日目指すは、霧ヶ峰最南端にある山「ガボッチ

ョ」。山頂を目指して、風の比較的当たらない鞍部

でランチタイム♪もう、手慣れた皆さんのおかげ

で、チーズフォンデュの具材は、皆さんいろいろと

持参してきてくださり、ブロッコリー、ソーセー

ジ、パプリカ、金柑、ミニトマト、カステラ、いぶ

りがっこ、パンなどなど多種多様。そして、デザー

ト用にマュマロを持ってきてくださったので、焼き

マシュマロも実演して、初参加の方々が驚嘆する表

情を、リピーターのお客様が温かい眼差し（ドヤ

顔）で見守る顔もバッチリ。更にー、お酒好きの皆

さんのために、マシュマロのウィスキーショットグ

ラスもお作りしてお腹いっぱいに。帰路はあまり無

理せず来た道をクテクテ戻り空撮もバッチリ決めて

無事到着、また来冬の再開を約束して解散したので

した。 

 

（雪上テーブルを作ってチーズフォンデュ）  

 

◎楽しいスノーシュー №754小笠原末子 

八ヶ岳スノーシューでは大変お世話になりました。

二日間で自然の素晴らしさを体感したツアーだった

と思いました。一日目の真冬のお日様の見えない冷

たい風の中の訓練？ 黙々とふーふー言いながらス

ノーシューを履きこなす事に必死でしたが二日目は

何とぴーかんの晴天。暖かさを飛び越え暑くなり衣

服を一枚脱ぎお日様に見守られながら気持ちのいい

スノーシューでした。絵本の「北風と太陽」のスト

ーリーを思い出しました。これも前日の試練があっ

たからですね。青空のもとでのチーズフォンデュ

ー！何度経験しても感動ですね。これにつられてま

た参加したくなる私です。宇留賀さん毎年お骨折り

頂きありがとうございます。体力作りをしないと参

加できないので、来年に向け少し体力を付けたいと

思います。また、皆さんに助けられて楽しい思い出

になりました。ありがとうございました。 

◎素晴らしい経験 №816高師美恵子 

色々お世話になりました。 

とても楽しく、新雪のふわふわ感も満喫できて 

素晴らしい経験でした。 

旅館も部屋もきれいでお料理も美味しかったです

ね！ 

また来年も行かれたら、と思っています。 

有難うございました。 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
 

① 蓼科スノーシューハイク ② 長尾の里花巡り ③ 五大尊公園ツツジ見物ハイク 

  ④ 開成紫陽花祭り          ⑤ ラフティング 
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§長尾の里花巡り （2019年４月２日催行） 

 

（長尾の里の花桃) 

ここ数年恒例、長尾の里花巡りです。緑が丘霊園の

古木の桜並木は見事です。 

長尾里ののどかな里を花桃をはじめとする花々を愛

でながら散策しました。花見の宴を行った二科領用

水は川岸に宴席が設けられる板敷になっており絶好

のロケーションです。 

 

(二科領用水での花見の宴) 

§越生・五大尊公園ツツジ見物ハイク 

（2019年４月２７日催行） 

桜の花が新緑になり、ツツジが咲きだした越生の町

のハイクを 12名の参加を得て実施しました。 

少し雨が心配されましたが曇りの中、咲き誇るツツ

ジを見物し帰りは小江戸・川越まで行き 2次会で親

睦を深めました。 

◎雨にならず～  No.453 松山順子 

昨日は、お世話になりありがとうございました。 

気温が低かったですが、お天気は雨にならずなんと

かもち良かったです。皆さんと楽しいひと時でした。 

終日打上げまでご苦労様でした。 

 

（五大尊公園ツツジ） 

◎元気もらった！  No.190 西谷サヨ 

五大尊公園つつじハイキング 色々と有り難うございま

した。 

本当に御天気も花曇りで✌楽しかったです～ 

自然の、色とりどりのつつじの山～元気をもらいました。 

 

§開成紫陽花祭り(2019年6月8日催行) 

 

§奥多摩ラフティング（2019年8月3日催行） 

◎楽しいひと時 №600名倉三也子 

お世話になりました。 

この歳になってラフティングができるなんて、 

本当に楽しいひと時を有難うございました。 

幾つかの有名な川下りは経験ありますが、 

やはり自分でこぐ醍醐味は違いますね。 

動いた後のビールの美味しかった事・・・ 

まだまだ猛暑が続きます皆様夏バテしません 

ようにお体ご自愛下さい。 

◎パワーを貰いました №674内芝範子 

猛暑の下界を離れ、キャー！ワァー！ヤッタアー！

と童心に戻ってのラフティグそしてバーベキューと

夏を乗り切るパワーをもらいました。    

ありがとうございました。 

 

（ラフティング） 
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ご近所の会～ボーリング大会 

2019年７月３日 

 世話人   440石川勝 

     レポート  900沖津正行 
  

  ＳＤＣに入会して、まだ２か月目なのに、６月 

２日の総会出席に続き、２１日に行われた大宮懇 

親会にも誘って頂き、そ

してこの度のボーリング

はＳＤＣ３回目のイベン

ト参加となりました。 

 当日は雨の降りそう  

なお天気にも関わらず、

埼玉県内の方は勿論、 

千葉県や都内の方の参加もあり総勢１３名で、 

拍手喝采の好投や、大笑いの場面など、３ゲーム 

を楽しみました。 

 ボーリング終了後は、全員で昼食、そしてカラ 

オケへと流れ、またまた楽しいひと時を過ごす 

ことができました。 

 ＳＤＣ超新米の私には、初めてお会いする方が、 

多くおられましたが、とても楽しく過ごすことが 

できました。 

 ＳＤＣのダイビングも、きっとこんな感じで、 

やっているのかなァ～と思い、来年１月に参加さ 

せて頂くＳＤＣのツアーが、とても待ち遠しく感 

じています。 

 そして、機会があれば、ダイビングに限らず、 

いろいろなイベントに参加したいと思いました。 

900沖津正行 

   ＜みんなでハイ ポーズ！＞ 

SDCのホームページを見てこの日の企画を知り

「ボーリングをやりたい！」と参加された非会員の

ダイバーを含め13人が参加しました。 

水中映像の会 

 2019年6月4 日 
 レポート 807菊池玲子 

 

09:30～個別勉強会 

       高木さん、高田さんから各々希望者３名指導

（Power Director) 

13:00～（１）大隅さんから６月２日の総会の報告 

       総会前に以下の作品上映  

           ① ANILAO DIARY     高田さん 

           ②風船               平野さん 

           ③テン様シギ様        林保男さん 

           ④サンガラキロマン    高木さん 

           ⑤洞窟探検           大隅さん 

         (2)作品発表 

         ①新入会員山本さん自己紹介 

          「2019年１月セノーテ」 

            ②村山さん 「フィリピンの思い出」 

            ③都築さん・玉村さん共同作品 

                     「セブマクタンツアー」 

            ④高田さん 旅物３作品＆ 

                     「The Tulamben 

SpeciesⅡ」 

            ⑤林保男さん「北の海から春」 

             ⑥大隅さん  「アイコンタクト」 

15:00～16:00 

          (1)11月２１日の発表会について 

            内輪の会なので招待客は無し エントリ

ー費用は 1,500円～1,800円位か？ 

          (2)水中映像サークルより来年 4月の水中

映像祭に 私達水中映像を楽しむ会も合同

で参加しないかと 打診があったとの事。 

             もっと具体的な話があれば検討する。 

     (3)作品発表の続き 

      ⑦都築さん  「パラオ冬の風物詩」 

           ⑧高木さん  「春のバラフェスタ」 

            ⑨大隅さん    「面白水中映像」 

     (4)次回勉強会は 9月２日(月)第 3研修室 

※午後勉強会参加者         13名 

懇親会参加者「黒潮」   13名、 

  

まずは始球式 
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東京渋谷・オーチャードホールでタンゴの王様 

アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラの 

ライブに参加した。この楽団は昔からストリングス 

の輝きとバンドネオン(今はアコーデオン)のリズム

が抜群であった。タンゴの曲に親しんだ中でタンゴ

の女王藤沢嵐子氏も思い出す。 

今回は楽曲のみでインストゥルメンタルだ。曲名は 

碧空、真珠採りのタンゴ、ジェラシー、黒い瞳、 

ラ・クンパルシータ、小さな喫茶店、など他多数。 

一曲の時間が皆短い、昔のレコードはシングル盤で 

3分前後の曲が多かったのが元のようだ。 

それでもアンコール３曲を含めて約２時間を超えた 

しばし昭和の自分を思い出させてくれた、懐かしい 

コンサートだった。       472高木忠雄 

 

ＳＤＣ一行の席は９列目のど真ん中、いつもなが

ら のスペシャルシートです。パンチのきいたリズ

ムと 歯切れのいい演奏には居眠りもでません。演

奏者の 最前列に陣取った３台のアコーデオンは存

在感がありました。  

それにしても水曜日の昼下がりオーチャードホール

が満席とは驚きです。この人気の高さは知名度とノ

スタルジーによるものでしょうか。  

打ち上げはパン，じゃが芋、ウインナーソーセージ 

とネタは少な目ですがおしゃれなフオンデユでの  

〆でした。           141 太田允康 

 

「アルフレド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ」 

コンサート、懐かしさのあまり直ぐにチケットを 

申し込んでしまいました。楽団は 54年前に初来日 

したそうですが、どうりで会場を見渡すとほぼ同 

 

世代の方たちばかりでした。 

若い頃、ラジオやレコードから耳にしていたコンチ 

ネンタルタンゴの名曲の数々を、素晴らしい演奏で 

聞かせてくれました。欲を言えば、ここにボーカル 

が多少入ったらもっと良かったかなあ  

指揮者の拙い日本語による曲紹介も会場を和ませ、 

あっという間の 2時間でした。 

その後、コンサートの余韻に浸りながら、懇親会の 

チーズフォンデュのお店へ。夕方 4時から飲めるは 

シルバーの特権とばかりに、先ずはビールで乾杯。 

トローリ溶けたチーズの中にパンや野菜を付けて、 

みんなで同じ鍋をつつきながら盛り上がりました。   

761田中恵美子 

 

タンゴのＣＤは持っているので、以前は良く聞 

いていましたが、最近は埃被り放りっぱなし。  

アルフレッド・ハウゼ タンゴ・オーケストラ公演

の連絡頂き、何十年ぶりのタンゴ。 

どの曲も耳になじんだ楽曲、心にしみる旋律、 

こんなにも優しい音楽だった？ 私の感想は知って

いる曲を聴くのは何十倍も楽しい！と言う事でした。                                          

               713 福間百合子              

 

今回は素晴らしいタンゴの王様、馴染みの有る曲ば 

かり 30曲以上、夢の様な素敵な時間を過ごしまし

た特に、指揮者のジャック・パウエル氏の踊ってい

る様な軽やかな指揮は素晴らしかったです。 

是非、次回も参加したいと思いました。  

                769新井 純枝 

今回のタンゴ演奏はたのしめました。 

「碧空」「ラ・クンパラシータ」等名曲は色々あるが 

古典曲白鳥の湖より「情景」等タンゴ独自のアレン

ジを加え、その新鮮さに驚きました 

又オーケストラの後ろ画面に一曲ごとの映像とコラ

ボ指揮者ジャック・パウエル氏の華麗な指揮棒さば

きで背中でタンゴを踊る姿が想像され，魅了されま

した。             128 平野昌子 

 

参加者12名 

128平野昌子  141太田允康  357佐藤道子 

419村上あい子 472高木忠雄  544海老原新   

545海老原昭子 684小林孝子  713福間百合子 

754小笠原末子 761田中美恵子 769新井純枝  

ミュージックサロン 

～懐かしいｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ﾀﾝｺﾞ～ 

2019年 6月 21日   

世話人 544海老原新  報告 472高木忠雄 他 

 

 

 

2019年6２０１９ 

クサロンミュージックサロン 
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●「第９回 関西地区連絡会議」 

           832 藤井則芳 

 今年も、この６月の終わり頃にメンバーが集まり

恒例となっている来年の公認ツアーの検討会が開催

されました。 

 公認ツアーに関しては、以前より宮本関西地区代

表より積極的に立案発表して、多くのシニアダイバ

ーズメンバーに参加していただき、メンバーの親睦

を深めてＳＤＣ会を盛り上げて行きたいとの考えで

毎年数多く計画してきました。 

 会議では、まずは私から代表の意向を受けて下調

べをしておいたパラオツアーについて説明しました。

パラオツアー未経験であったため賛助会員である旅

行会社の担当の方には何度とメールで質問して大変

お世話になりました。 

 過去、パラオへは関西から何度とツアーで出かけ

ていたようですが、最近ツアー計画されていません

でした。これは、一番に関西からのパラオへの直行

便が無くなったためのようです。今回説明したツア

ー内容もユナイテッド航空を利用してグアム経由で

パラオへ行くツアーです。グアムでの乗り継ぎ時間

が４時間を必要とし空港内での滞在でも出入国の手

続きが必要でありました。 

 結局、今回も問題が多いとの事で採用されずに残

念な事になりました。早く関西からパラオへの直行

定期便が復活さける事を祈るばかりでありました。 

 

 それでも次の６件が公認ツアーとして企画がなさ

れました。 

 ２月 ボホール島   吉田さん 

 ５月 与那国島    藤井 

 ６月 鹿児島     神崎さん 

 ７月 西表島     神崎さん 

 ９月 ボラカイ    河合さん 

１１月 アンボン    神崎さん 

 

特に２月のボホール島ツアーは、宮本関西地区代表

の７０歳古希をお祝いしての盛大なものとして参加

者も３０名を予定していますので皆さん参加してく

ださい。 

 

 

●呑和会第６２回「風待月」 

             886 有井保彦 

G20サミット前夜 厳戒態勢の大阪都心で”呑和会”

開催！参加人員２０人。 

３０階の最上階のレストランでベトナム料理も美味

しく、今年は未だ梅雨入もせず天気も良くて 見晴ら

しも最高！ 

今回で６2回目の呑和会、新参者で、今年の年初に

初参加してから、未だ３回目なのと 日々、老人力が

ついてきて 前回お会いしているのに顔と名前が 

なかなか一致しなくて 何回もお名前を確認させて

頂き恐縮でした。 

和歌山市からの参加のため、皆さんから異口同音に”

遠いところから ご苦労様”と労っていただきまし

たが、”実は、和歌山市から会場までは、1.5時間で

電車乗換も 1回だけ 時間距離は 通勤圏内ですよ” 

と意外と近い事を知っていただきました。 

それでも、やはりダイビングの話をきっかけに お

酒とともに話題も、次から次へ出て、楽しくて あっ

という間に時間が過ぎました。 

来年のツアースケジュールが発表され 国内 3回、

海外３回 とのこと。どれも参加したいところ です

が 全部は難しいので せめて２、３回は参加した

いと思いながら帰ってきました。 

まずは、10月のフィリピン・ブスアンガツアーで 

SDCデビューを無事果たす事が肝要！ 

呑和会は これからも外せない行事になりそうです。 

毎回お世話にして頂いている、宮本さんはじめ幹事

の皆様に感謝感謝です。 

 

 

参加者 (２０名)  

070 河合貞夫  074 藤井泰代  123 河村啓子 

305 宮内弘人  306 宮本節子  470 池田孝雄 

508 安積  信  678 足立公平 735 道上 勲  

774 斎藤満弘  762 中西静江  805 吉田延子 

832 藤井則芳  842 神崎美治  851 紀 貞子 

867 小寺将夫 872 谷本菜穂子 879 高山ゆう子 

881 井原義温 886 有井保彦 
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ツアー連絡会議 & 呑和会第 62回「風待月」 

2019年 6月 25日 

世話役: 306 宮本節子  レポート: 832藤井則芳  886有井保彦 



 

 

 

 

★  

 

★ 832 藤井則芳 

今回の呑和会も、総勢２０名と大勢のメンバーに

集まっていただき大盛り上がりでした。 

リタイヤして第２の人生を送るシニアは、自由な

多くの時間が有りながら自宅に引きこもりがちに過

ごす事が多い中、年齢差や過去の人生に関係無く同

じ趣味で集まり

色々な人と談笑

する事は有意義

な時間であると

思います。 

呑和会には、

自身の体調や年

齢の事を考えて

ダイビングはお

休みしておられ

るメンバーの方

も参加して頂い

ており、昔の貴

重な経験や思い

出話も聞く事が

出来て楽しいで

す。 

そのため、今回も最初から最後まで楽しい会話が

途切れる事が無く続きました。 

飲んで楽しく談笑されている処を眺めていて、つ

くづくと思いました関西ＳＤＣの皆さんは元気です。 

これも、毎回 京都、大阪、神戸他と場所を変えて

美味しい食事とお酒と雰囲気の良いお店を選んで開

催のお世話をしていただいている宮本さんに感謝の

気持ちで一杯です。 

 今回は、大阪中之島の肥後橋近くにあるホテルの

最上階３０階にあるベトナム料理のお店でした。廻

りの夜景も綺麗に眺められるお店でした。一つ気に

なったのは、なぜかウエイトレスの女性がベトナム

の方では無く中国の方でした事です。 

 実は私事ですが今から３０年前、この界隈には勤

務先があり１２年間通勤していました。そのため、

廻りの建物等について詳しいはずなのですが、窓か

ら展望するビルはほとんど新しい高層ビルに建て替

えられて今昔の思いを感じた次第であります。 

 

 

 

 

 

 

★ 842 神崎 ひとりごと in 呑和会 

いやあお久しぶり。どないしてはったん。この頃

どこ潜ってはんの。またごいっしょしまひょ。で始

まる呑和会。よう食べてどんだけ飲むのみなさん。

今日はベトナム料理。半分ダイビングで半分観光の

ベトナムツアーさ来年どう、の声。 

ごはんお

いしいんよ、

できまりや

ねえ。 

ちょっと毛

色のちがう

ツアーもえ

えかも。 

日本本土ツ

アーを計画

したけど久

しぶりに西

表に行きた

いとの重鎮

の一言で一

回分決まり。 

 

八重山は寒い時期のほうが海はいいのに冬は赤道

越えて出かけるのよね、皆さん。 

70歳のお祝いに30人参加を目指すツアーに1500

本記念のツアー。 

飲みながら一緒に潜る楽しみを分かち合うひと時。

今日も1時間以上オーバーしてテンション上がって

大騒ぎしてレストランのほかの皆さんごめんなさい。

次は何を食べさせてもらえるか期待してますよ。未

知の場所開拓してどんなんやったか聞きたいです。

皆さんいろんなとこ行って情報いっぱい持って呑和

会に参加してください。待ってます。 

大勢のご参加有難うござい 
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呑和会第 62回「風待月」 

2019年 6月 25日 

レポート: 832藤井則芳 842神崎美治 

世話役 :306 宮本節子 

 



 

 

 

 

 

今回は奥入瀬にも行きたいとツアーをお願いしま

した。連日快晴にも恵まれ、おかげ様でねぶた祭と

青森観光を十二分に堪能させていただきました。 

初日は新幹線にて各自新青森駅に、今村さんの黄

色の帽子を目印に集合。レンタカーにて２泊する

「いわき荘」へ移動。温泉で汗を流し夕食を頂いて

からバスに乗り込み弘前のねぷたまつり会場へ。バ

スの中では弘前出身の宿の方が、ねぷたにまつわる

話や、子供の頃から参加してきたことなどを柔らか

い津軽弁で話して下さり、この時期になると自然と

血が騒いでくると我々の気分を盛り上げてくれま

す。 

桟敷席に着くと、太鼓をたたいてみたい方はどう

ぞとアナウンスがあり挑戦しました。笛の音に合わ

せて大きなひとつの太鼓を４人でたたきます。初め

ての大太鼓はお腹にひびく大きな音で貴重な体験を

させて貰いました。桟敷席のすぐ前を「ヤーヤード

ー」の掛け声と共にねぷたが通り迫力があります。

昨年は見れなかった弘前自衛隊の新入隊員による

「剣舞」は、勇ましさのなかにもじーんと来るもの

があり、この時ばかりは静かに見入っておりまし

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日目は太宰治の斜陽館、津軽三味線ライブ、高山

稲荷神社の千本鳥居を見せてもらいました。十三湖

で昼食に食べた「蜆ラーメン」は大きなしじみが入

った細麺のさっぱりした塩味、完食です。 

 この夜は五所川原の立佞武多見学。大きなもので

は高さ２３メートル、重さ１９トン、７階立てのビ

ルと同じ高さのある巨大な山車が人にひかれてやっ

て来ます。我々も一緒に「ヤッテマーレ！ヤッテー

レ！」と大声で参加、迫力満点でした。 

３日目午前中は田舎館村役場から弥生の里へ。田

舎館村役場では田んぼアートの見学。今年のテーマ

は「おしん」７色の稲でＴＶのシーンが再現され、

まるで声まで聞こえてきそうな見事な田んぼアート

です。午後からは、津軽こけし館、盛美園、棟方志

功記念館を回りました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

跳人の衣装を着つけてもらい、いよいよ青森佞武多

祭に参加。この日は最終日、協会会長賞を受賞した

「に組・東芝」に入れてもらいましたが、あまりに

大勢ではぐれてしまいそう。１時間後に離脱、移動

しながら見学しました。 

４日目は浅虫温泉から竜飛岬へ。岬へ続くあじさ

いロードは青いあじさいが１５ｋｍも楽しませてく

れます。海底トンネル記念館からケーブルカー「も

ぐら号」で海面下１４０Ｍへ。気温は年間を通して

２０度、体験坑道を見学。階段国道も歩きました。 

夜はねぶた海上運航と花火大会を見学。賞を取っ

た佞武多６台と花火の競演にうっとり。豪華客船

「飛鳥Ⅱ」が霧笛を鳴らし最高の夜となりました。 

 最終日は奥入瀬渓谷へ。「石ケ戸」から十和田湖

まで渓流を楽しみ８.９㎞を歩きました。最後に十

和田湖の景色を目に焼きつけ帰途に着きました。 

 今回６００㎞近い道程を運転してくださった方々

お疲れ様でした。そしてみんなの喜んでくれる顔が

自分の幸せと言ってくださる「まろ様」何から何ま

で本当にありがとうございました。 

 

 ねぶたツアー 
 ねぷた・立佞武多・佞武多‣海上ねぶたと花火大会 

2019 年 8 月 4 日〜8 月 8 日 

 幹事 245 今村 孝 レポート 770 小山千香子 
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多摩・武蔵野ご近所の会で、毎年行っているミ

ニツアー、今年は 花・温泉・ワイン・最先端技

術をテーマに、富士本栖湖リゾートエリアの広

大なスペースに 80万株の芝桜が咲き誇る「富士

芝桜まつり」観賞、石和温泉＆甲州ワイン、翌

日は山梨県都留市にある県立リニア見学センター

で最先端技術の見学を行いました。 

【参加者の感想】 

＊多摩・武蔵野ご近所の会

のツアーは 3 回目くらいで

しょうか、いつも日程合わ

ず参加できなかったのに、

今回見事タイトにマッチし

ました。すぐに予約メール、どんなところか 誰

が行くのか知らないままに…。生憎の雨予報、雨

支度をしっかりして中央線立川駅で特急に乗ろ

うとしたら満席…。運の悪さの重なりは多々あっ

たのですが、お天気含めすべて災いが福となる旅

でした。初めての石和温泉 初めてのリニアモー

ターカー 大好きな芝桜 ステキなお宿 美味

しい食事と会話… 大勢の外国人観光客に日本

が誇る富士山を見せてあげたかったけれど…。「細

腕繁盛記」を思い出させる宿の足袋靴下はその後の

ダイビングで重宝しています。

ローカル線派なのでリニアモ

ーターカーなんてと懐疑的だ

ったのですが、説明を聞き、ジ

オラマを見、運よく試運転走行

に４回もお目見えすると乗っ

てみたいと心が揺らぎ試乗会に応募しました。あ

れ！落選かなあ、まだ連絡ない（笑）。旅ってホント

おもしろい、一緒に遊んでくださった皆様、ダイビ

ングと違って緊張感のないユル旅をありがとうござ

いました。          （417 豊田映子）

＊富士芝桜も美しく、石和温泉の旅館慶山のスイ

ートルームの素晴らしかったこと！！ お食事も

とてもおいしくて、完食でした。あの料金で、あ

んなにすごいお部屋とお料

理にはビックリでした。予

約した江藤さんのお陰と感

謝しています。木村さん、美

味しいワインをごちそうさ

までした。 

リニアモーターカーの見学も興味深かったです。

皆さまと楽しい旅行ができ、ありがとうございま

した。          （419 村上あい子）         

＊新宿から 1 人で乗り込み、途中でメンバーの 4

人と合流。1時間 50分ほどで河口湖に到着。駅は

どの観光地でも見られるように、様々な国の外国

人で溢れていた。バスで移動すること 25 分？会

場は多少花の盛りは過ぎたものの、芝桜のピンク

の濃淡が美しい、スッキリと晴れていれば、背景

に、あの雄大な富士山の姿がドド～ンと、眺めら

れるはずだったが・・・残念！！昼食は、B 級グ

ルメ富士宮焼きそばとビールで乾杯。その後、宿

泊先の石和温泉へ向かう。到着後、旅館の部屋に

通されて、ビックリ！なんと、2 部屋しかない貴

賓室を 5 名で占領。「同じ値段でいいの???」と、

互いの顔を見合せ不安顔の面々。実は、江藤さん

のリピーターによる恩恵を私たちが受けられた

ようだ。江藤さんに感謝。温泉と懐石料理、地元

のワイン（木村さんの差し入れ）に舌鼓をうって、

夜も更けていった。翌日は、最先端の技術を駆使

したリニア実験場へ。リニ

アの試乗会があると聞い

て、早速皆で応募する。誰が

当たるか楽しみ～。それに

しても、リニア実験車両は

速すぎて動画さえも私は  （ミニリニアで浮上走行験）

撮れなかったのでした。            

（761田中恵美子） 

参加者：417豊田映子、419村上あい子、 

427木村満男、648江藤征雄、761田中恵美子 

多摩・武蔵野ご近所の会  

富士芝桜まつりと石和温泉とリニア実験センター見学ツアー 

2019年 5月 20日～21日 

幹事：427 木村満男   世話人：648 江藤征雄  レポート：参加者 

 

 

 

 

                （ 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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【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
9
4
0
 

2020 

5.11-15 

与那国 

5 日間 

沖縄 

日本最西端島で海底遺跡と大物群れ ＊与那国空港集

合・解散(与那国空港までは個人手配) ＊8ダイブ付  

＊朝食付 ＊ドリフト経験・フリー潜行要  

10 万 832 藤井則芳 

1
9
4
1
 

2020 

6.8-13 

多良間島 

6 日間 

沖縄 

巨大サンゴの群生。素晴らしい透明度。ダイナミックな地

形に回遊魚の群れ。意外性のマクロ。水納の魅力。沖縄

のすべてが味わえます ＊11ダイブ付 ＊全食付 ＊宮

古島空港集合・解散 

13 万 842 神崎美治 

賛

助

会

員

公

認

企

画 

 

S
1
9
0
1
 

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のですよ。 

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 

S
1
9
3
1
 

2019 

① 

10.11-16 

② 

10.26-30 

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①5泊 ②４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！ 

① 

20 万 
②

19.5

万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
9
3
2
 

2019 

10.18-24 

最後の聖戦！ 

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！ 

7.9

万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
9
3
3
 

2019 

11.15-18 
屋久島ステイ 

口永良部島 

手付かずの海を船をチャーターし潜り倒します。 

野生の匂いがプンプン！湧き上がる魚影は体感しないと

分かりません圧巻！鹿児島空港集合、宿泊代全食事付

き 6ダイブ、全交通費付き,  

＊鹿児島空港集合！飛行機代金は自費！！ 

25 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
9
3
4
 2019 

12.25-29 
2020 

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 4泊付き 8ダイブ付き  

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 

 

 

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  －  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

会

員

公

認

企

画 

S
1
9
3
5
 2020 

4.17-23 

5.1-7 

5.22-28 

トカラ列島 

口之島 

 

1 日目 23：00 鹿児島港出港 

⇒6日目 18：40鹿児島港帰港～鹿児島ホテル泊 

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 10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！ 

38 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
9
3
6
 

2020 

6.8-12 
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。  

飛行機代金,フエリー代金は自費！  

19 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
9
3
7
 

2020 

6 月下旬 

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。 

22 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S
1
9
4
3
 

S
1
9
4
3
 

2019 

10.21-25 

10.28-11.1 

11.13-17 

11.24-29 

バリエーション

豊かな海   

ケラマ 5 日間 

美しいサンゴ礁、ドロップオフに魚群大物狙い、砂地に小

魚群、洞窟地形、林立岩礁にイソバナ群生など 

バリエーション豊かなポイントを楽しむ慶良間の海、中 3

日間合計 9ダイブ付。 経験本数 50 本以上希望。 

内訳（9ダイブ＋4 泊宿泊代＋船往復代） 飛行機代別 

＊到着日午前中の船で到着後２ダイブ希望も可（別途） 

約 8.5

万 

ブループラネット 

S76 吉村 剛 

区

分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  －  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
9
7
1
 

2019 

10.22-28 

北パラワン・ブス

アンカ  7日間 

フィリピン 

ジュゴンに会いに行きましょう。エメラルドグリーンに輝く

パラワンの海、多様な魚種が混在、ワイド・マクロ・地形と

楽しめる。＊関空・成田発着 ＊初級者可 ＊8ボートダ

イビング＋ジュゴンウオッチング＊リゾート滞在中食事付 

２１万 842 神﨑美治 

1
9
7
4
 

2020 

2.20-26 

ボホール 

7 日間 

フィリピン 

ワイドからマクロまで楽しめ フォト派に大人気 ＊成田・

関空発着 ＊初級者可 ＊11ダイブ付き(バリカサグ 1 回

含) ＊朝食付 ＊最終日盛大な古希祝パーティあり  

＊ｻﾌﾞ:宮本 

15 万 805 吉田延子 

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
9
5
5
  

毎日出発 

アニラオ 

(パシフィックブル

ー利用) 

5ダイブ、4 日間 

マニラから陸路を 3 時間程でフィリピン有数のダイビング

スポット・アニラオへ。フィリピンでは、セブよりもダイビング

の歴史が古いアニラオは、海外からのダイバーには知る

人ぞ知るダイバー天国。 

9.6

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
9
2
7
 日本発着 

2019 

10.1-11.23 
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  

28 万

～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
9
2
8
 

日本発着 
2019 

10月の月曜発 

タヒチ・ファカラバ 

8 日間 

サメ・エイ・マグロ・カメ・バラクーダカジキ・マンタ・ハンマ

ーヘッド・バンドウイルカなどの大型の海洋生物との出会

いの場！成田空港発 8ダイブ付き・朝 5回 昼 0 夕 5 回 

39.3

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
9
2
9
 

日本発着 
10月の土曜発 

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 

29 万

～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

35 



 

  

区

分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  －  概  要 
概算 

費用 
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推 
 

 
 

 
 

薦 
 

 
 

 
 

企 
 

 
 

 
 

画 

  

 

N
1
9
3
5
 2019 

10.1-31 

毎日出発 
西オーストラリア 

パース 6 日間 

9/1 から新規就航！全日空の直行便利用でパースへ！ 

パースで人気のロットネスト島とバセルトンで 3 日間 6ダ

イブ。*成田発着 *食事：朝 0昼 3 夕 0 *初級者歓迎 

＊OP でアシカスイムも可能 ※最少催行人員４名様 

27 万

～ 

ユーツアー 

S43 村瀬慶美 

N
1
9
3
7
 2019 

10.1-31 

毎日出発 

プエルトガレラ 

＆アニラオ 

6 日間 

プエルトガレラ 2泊、ダイビング 2日。アニラオ 3泊、ダイ

ビング 2 日。アニラオへの移動はプライベトボートで楽々

1 時間。日本人ガイド。*成田・関空・名古屋発着 *12ダ

イブ 食事：朝 3昼 2 夕 3 *初級者も歓迎  

17 万

～ 

ユーツアー 

S43 村瀬慶美 

N
1
9
3
8
 2019 

10.5-13 

10.19-27 

期間限定 

バンダ海クルーズ 

インドネシア 

9 日間 

2018 年から人気沸騰中のバンダ海。10月はハンマーリ

バーが狙えるベストシーズン。日本人スタッフも乗船 

＊成田・名古屋発着 15ダイブ *クルーズ乗船中全食

事付 *同姓相部屋条件 

46.9

万～ 

ユーツアー 

S43 村瀬慶美 

N
1
9
4
9
 

  

2019 

10.1-11.30 
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  

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＊日数･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
9
8
2
 

  

2019 

10.1-12.31 

毎日出発 

アシカと遊ぼう、ラ

パスで３日間ダイ

ブ合計７日間 

驚愕の海を楽しもう、アシカとのダイビング 

ラパスで３日間ダイブ＊成田・中部・関空発着 ＊最大１２

本ダイブ ＊朝食３、昼食３(ダイビング時)  ＊延泊有･可 

＊早期申込み割引有 ＊各国空港税別 

19.8

万～ 

レックス 

ツアーズ 

S52 田淵 司 

 
 
 
N

1
9
8
3
 

4
  

2019 

10.1-12.31 

毎日出発 

コスメル島でダイ

ビング＆カンクン

近郊でセノーテダ

イブ 合計７日間 

抜群の透明度を誇る コスメル島でダイビングの後、カン

クン近郊のセノーテダイブ ＊成田・中部・関空発着   

＊最大６本ダイブ ＊昼食１(セノーテダイブの時)    

＊延泊有･可 ＊キューバ追加オプション有        

＊早期申込み割引有  ＊各国空港税別 

  

23.3

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52田淵 司 

N
1
9
8
4
 

 

2019 

9.29～12.29 

毎週日曜発 

トンガ王国のエウ

アイキ島近海で

大ケーブ･ダイ 

合計８日間 

トンガ王国のエウアイキ島近海での大ケーブ･ダイビング  

＊成田・中部・関空発着 ＊ＡＯＷ以上＊最少催行４名

＊最大 12本ダイブ ＊朝食 5・昼食 5・夕食 0 ＊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
9
5
6
 

 2019 

10.1- 

タイ/シミランクル

ーズ 

5 日間   

タイ航空利用／羽田発着、5日間滞在中 DV+全食付 

2泊 3 日からアレンジ可能！魅惑のアンダマン海が全ダ

イバーを魅了！！ 

17.8

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
5
7
 

2019 

10.1- 
インドネシア/コモ

ド・デイトリップ  

ガルーダインドネシア航空利用/成田・関空・名古屋発着 

6ＤＶ付。世界自然遺産・コモド諸島の海も陸も、たっぷり

楽しめる充実プラン！！ 

14.8

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
5
8
 

2019 

10.1- 
インドネシア/サン

ガラキ 8日間   

ガルーダインドネシア航空利用/羽田・関空・名古屋発着 

12～13ＤＶ付。レベス海の秘境で大物三昧のダイビング

を贅沢に堪能！！ 

25.8

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
5
9
 

2019 

10.1- 
フィリピン/ブスア

ンガ 5日間 

フィリピン航空利用/羽田・成田・関空・名古屋発着 

5 日間 6DV付～秘境でジュゴンとの遭遇を狙う！！ 

15.6

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
6
0
 

2019 

10.1- 
フィリピン/エルニ

ド 4 日間 

フィリピン航空利用/羽田・成田・関空・名古屋発着 

4 日間 5DV付～秘境エリアで綺麗なサンゴと触れ合

う！！ 

15.2

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
6
1
 

2019 

10.1- 
ニューカレドニア

5 日間 

エアカラン航空利用/成田発着 

5 日間 4DV付～ブラックマンタを筆頭にギンガメアジや

バラクーダの群れなどバラエティ豊富！！ 

14.4

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
6
2
 

2019 

10.1- 
タヒチ/ファカラバ

8 日間 

エアカラン航空利用/成田発着 

8 日間 8DV付～ユネスコの生態系保護区にも指定され

た、手付かずの自然が残る原始の海を潜る！！ 

35.7

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

36 
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薦 
 

 
 

 
 

企 
 

 
 

 
 

画 

  

 

N
1
9
6
3
 

2019 

10.1- 
フィジー8日間 

フィジーエアウェイズ航空利用/成田発着 

8 日間 8DV付～パシフィックハーバーの沖にあるベンガ

島のベンガラグーンリゾート独自のシャークポイントと、海

洋保護区シャークリーフが目玉！！ 

26.4

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
6
4
 日本発着 

2019 

10.5-12.21 

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  

22.8

万～ 

ワールドツアープ

ランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
9
6
5
 

 

 
2019 

10.9 

バンダシー＆アン

ボンクルーズ 

パヌニーヨット号

最大 23ダイブ付

10 日間 羽田発

着 

アンボン島周辺のダイビングはマクロの宝庫でカエルア

ンコウをはじめ、レアなマクロ生物が盛り沢山！！！ 

バンダ島周辺は、ダイナミックなドロップオフで魚影が濃

く、透明度は高く、何百メートルと一気に下降するドロップ

オフ！！！そしてなんといってもハンマーヘッドの群れは

見もの！！！ 

44.8

万 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
9
6
6
 2019 

10.19, 29, 
11.9, 16, 23 
12.7, 14, 21 

モルディブクルー

ズ 6～10 日間   

スリランカ航空利用/成田発着 滞在中 DV+全食付 FUN 

AZUL 号で行く!!モルディブを存分にご堪能いただけるア

ズールオリジナルツアー!! 

22.8

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
6
7
 2019 

11.2- 

11.9- 

メキシコ/ラパスク

ルーズ 9 日間   

アエロメヒコ航空利用/成田発着 

ディスカバーバハ！最大 17DV+食事付 

クラブアズール＆ファンバハ 自社船『バレンティーナ号』

利用！！ 

39.8

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
6
8
 

2019 

11.2 
バハマクルーズ 

9 日間 

アメリカン orデルタ航空利用/成田発着 

9 日間 13～16DV付欧米で人気の高い＜バハマのタイ

ガーシャークとグレートハンマーヘッド＞狙いのダイブク

ルーズ！！ 

56.8

万～ 

クラブ・アズール 

S75 杉田 優 

N
1
9
5
0
 

 

マンタ： 
11.9-13 
12.9-14 

カンムリ：
11.23-27 
12.23-28 

2019 

パラオクルーズ 

6 日間コース 

マンタフェスタ 
カンムリブダの行進   

パラオの有数ポイント、ジャーマンチャネルとグラスランド

で繰り広げられる魚達の誕生の神秘。この記念すべき日

にパラオスポートに行こう！成田、関西、中部発着、セッ

ティングはスタッフにおまかせ：11 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
9
5
1
 

 

マンタ： 
11.9-15 
12.9-13 

カンムリ： 
11.23-29 
12.21-27 

2019 

パラオクルーズ 

7日間コース 

マンタフェスタ 

カンムリブダの行進 

ダイビングのメッカパラオで発見された「満月のマンタの

捕食」、「新月のカンムブダイの産卵」、魚達が魅せるマリ

ンワールドをパラオスポートで楽しもう！ 

成田、関西、中部発着、セッティングはスタッフにおまか

せ：15ダイブ、クルーズ中全食付、SDC会員割￥5,000 

24,5

万 

～ 

スポート 

ツアーズ 

S14 西元君子 

N
1
9
4
0
 

  

 

2019 

12.2-13 

12.11-22 

メキシコ 

ソコロクルーズ 

12 日間 

世界屈指の大物パラダイス、ソコロ諸島クルーズ。ソコロ

アグレッサー利用 クルーズ 8 泊 最大 19 ダイブ。 ＊

成田発着 *関空・名古屋発着は 12,000 円追加 *クル

ーズ乗船中全食事付 *フリー潜行 中性浮力必須 

53 万

～ 

ユーツアー 

S43 村瀬慶美 

N
1
9
6
9
 

 

 

 
2019 

12.10- 

 

ラジャアンパット

ダイブクルーズ 

最大 18ダイブ 9

日間  成田/大

阪発着 

2007 年ナショナルジオグラフィック誌に「インドネシアに

無数の生命が溢れる奇跡の海が広がる」と紹介され、現

在世界で最も注目されるホットな場所の１つです。 

クルーズ船は最新鋭の機能を兼ね備えたパヌニーヨット 

全長 32ｍある大型船だが、定員は最大 20名と広々とし

たスペースが使え、欧米人のフォト派ダイバーから大人

気のクルーズです。 

35.4

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
1
9
7
0
 

 

★チャイナ 
航空利用 

1.6-11 
2.5-10 
3.7-13 

2020 

パラオクルーズ 

マンタフェスタ 

6日間7日間コース  

ジャーマンチャネルで繰り広げる魚達のパレード。 

成田、関西、中部発着で毎日乗下船ができるパラオスポ

ートで満月はマンタ観戦！クルーズ中全食付、SDC会員

割￥5,000、手配はスポートツアーズにおまかせ！ 

22   

万円

～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

37 
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画 

N
1
9
7
1
 

 

★チャイナ 

航空利用 

1.11-17 

2.22-2.28 

2020 

3 連休で楽しむ 

パラオクルーズ 

7 日間コース 

日本の真冬を常夏のパラオで過ごせる 3 連休利用プラ

ン！チャイナエアラインならリーズナブルな航空運賃！ 

成田、関西、中部発着、手配はスポートツアーズにおま

かせ！クルーズ中全食付、SDC会員割￥5,000  

25.9 

万円

～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
1
9
7
2
 

 

★チャイナ 

航空利用 

1.22-27 

2.21-2.26 

2020 

パラオクルーズ 

カンムリブダイの

行進 

6 日間コース 

ダイビングのメッカパラオで誕生した「新月のカンムブダイ

の産卵」、10000 匹の魚達が魅せる神秘の瞬間をパラオ

スポートで楽しもう！ 

成田、関西、中部発着、手配はスポートツアーズにおま

かせ！クルーズ中全食付、SDC会員割￥5,000  

22 

万 

～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
1
9
7
3
 

 

2020 

1.27-2.6 

2.5-15 

キューバ 

11 日間 

観光＋4ダイブ 

キューバ・陸のベストシーズン。世界遺産 4 ヶ所観光＋4

ダイブ/全食付。3 名催行/弊社日本人スタッフがキュー

バ内全同行。リピーター続出・民泊でリアルキューバ体験 

成田発着(他応相談) ※3-4名が理想です。 

50 

万 

～ 

エムズマリン 

アドベンチャー 

S41 永吉拓也 

N
1
9
7
4
 

 

日本発着 
2020 

2.1-9 

2.29-3.9 

ラジャアンパット 

6泊 7 日 

ダイジェスト 

クルーズ 

本当のラジャの魅力を紹介！魅惑の魚群ポイントからパ

セージ＆固有種保証、他の船は行かない知らないポイン

トも多数！ 

＊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、 

詳しくは弊社へ 

予 定

価格 

43 万

円～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 唐津・大塚 

N
1
9
7
5
 

 

日本発着 
2020 

2.8-16 

ラジャアンパット 

6泊 7 日 

大潮周り 

大潮周りのこの時期、魚影の濃いラジャアンパットの魚影

がさらに濃くなります！ムレムレの魚影はもちろんのこと、

歩くサメ、美しい珊瑚も！  ＊航空運賃込み（入境料

別） ＊全 15 本  ＊同性相部屋 ＊代理店からもご予

約可能、詳しくは弊社へ 

予 定

価格 

43 万

円～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 唐津・大塚 

N
1
9
7
6
 

 

2020 

2.17-4.13 の

月曜発 

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 

N
1
9
7
7
 

 

2020 

2.21-26 

3.19-24 

4.10-15 

タイ 

ラヨーンクルーズ 

6 日間 

タイの新クルーズ“ラヨーン” バンコクから車で約 2 時間

の簡単アクセス。タイ最大の沈船に取り巻く圧巻な魚影。

＊東京・大阪・名古屋発 クルーズ 3 泊 11ダイブ *乗

船中全食事付 平日のチャーターも可能、ご相談下さい 

17 万

～ 

18 万 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

N
1
9
7
8
 

 

 
2020 

3.22-3.31 

ボルネオ 

ラヤンラヤン 

10 日間 

ハンマーベストシーズン ダイバー憧れの期間限定大物

ラグーン。 ドロップオフのドリフトダイブでマンタやギンガ

メも続々登場 *中性浮力 フリー潜行 ＊成田発着 リゾ

ート 7 泊 18ボートダイブ *リゾート滞在中全食事付 

35 万 
ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

N
1
9
7
9
 

 

2020 
3.22-26 
4.19-23 
5.7-11 
6.14-18 

比国・エルニド 

5 日間 

(＋クルーズ可) 

フィリピン・新・エルニド滞在 9ダイブ/全食事付。6名催

行/弊社日本人スタッフ現地同行。成田/羽田発(他応相

談) ※後、続いて下記クルーズツアー参加可！ 

22 万 

～ 

エムズマリン 

アドベンチャー 

S41 北 義尊 

N
1
9
8
0
 

 

2020 
3.27-31 
4.24-28 
5.12-16 
6.19-23 

比国・クルーズ 

5 日間 

（＋エルニド可） 

フィリピン・ビンテージ船利用ダイブクルーズ(マクタン⇔

ボホール⇔オスロブ)/8 本/全食付。6名催行/弊社日本

人スタッフ現地同行/成田/羽田発(他応相談) ※上記エ

ルニドツアー後、続いてこのクルーズツアー参加可！ 

36.8

万～ 

エムズマリン 

アドベンチャー 

S41 北 義尊 

N
1
9
8
1
 

 

2020 
6.28-9.27 
の毎週 
日曜発 

紅海（レッドシー） 

8 日間 

ベストシーズンのエジプト紅海/最大 11ダイブ/全食付。 

弊社日本人スタッフが現地ダイビング同行。快適ホテル

滞在/日帰りダイブ。ピラミッド観光希望は別料金で可。 

成田発着(他応相談) ※貸切クルーズプラン有(要問合) 

28 万

～ 

エムズマリン 

アドベンチャー 

S41 北 義尊 
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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 

(株)エムズマリンアドベンチャー       S41 

http://tripplan.jp/ 
キューバ・フィリピン（エルニド/クルーズ）・ 
レッドシー（紅海）ツアー募集中。また気の合う仲
間での貸し切りダイブクルーズもご案内していま
す。（フィリピン/紅海/コモド） 
担当：永吉拓也 
〒183-0045 東京都府中市美好町 1-18-10動真ビル 
電話 042-319-1133 メール：info@tripplan.jp 

（株）スポートツアーズ             S14 

http://www.sporttours.co.jp 
MD ダイバーが選ぶｸーズ部門 19 年連続受賞！ 
パラオスポートは 9 月～パラオクルーズをスター
ト！産卵、子育て、巣立ちがみられるパラオは魚達
の聖地！ダイバーの安全管理、顧客サービス、食事
のおいしさに定評を持つパラオスポートで最高のダ
イビングを楽しみましょう。 
 
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 

(株)ユー・ツアーサービス/ユーツアー   S43 

http://www.u-diving.jp 
いつも沢山の会員様にユーツアーをご利用頂きあり
がとうございます。 
ユーツアーでは皆様を飽きさせない沢山のラインナ
ップをご用意しています。大物、マクロ、リゾートス
テイ、クルーズ等、ご希望に合わせてご提案しますの
でお気軽にご連絡下さい。 
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 

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 

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 

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 

ＧOOD ダイブショップ              S33 

https://www.boholgood.com/ 
水温 28～29度ボホール島ベストシーズンです。 
ギンガメアジやカメなど大物を目指す 
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 

デイドリーム                       S47 

https://daydreampalau.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：秋野 大・公野 友貴（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：koror@daydreampalau.com 
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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 

ＤＡＮ ＪＡＰＡＮ 

（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会  S72 
https://www.danjapan.gr.jp/  

事故を未然に防ぐための安全情報、緊急ホットライ
ン、保険、医療相談などのサービスを提供していま
す。 

※SDC 会員の皆様は、入会金(5,000 円)免除でご入会
いただけます。SDC会員のみの特典です！ 

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 

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 

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、水中写真、スキルアップ、環
境保全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 東京都千代田区麹町一丁目７番地 
㈱水中造形センター 
TEL:03-3222-0311 FAX:03-3222-0313 
e-mail ：md@marinediving.co.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
地で快適デラックス船でのクルーズを催行。潜り倒す
のも良し、のんびりも良し、ご自身のペースでダイビ
ング頂けます。 
 またコモドでは、快適なクルーザーで、デイトリッ
プも始めました。ぜひ遊びにいらしてください！ 
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 

（株）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 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 

ブループラネット                S76 
https://blueplanet-aka.com 

ワイド派には美しいサンゴ礁、癒しの砂地に小魚群、
ドロップオフに魚群大物狙い、洞窟地形に光線風景
など美しい多彩な風景をお見せします。マクロ派に
はじっくりたっぷり観察、撮影していただきます。 

ＳＤＣ担当：吉村 剛 

〒901-3311 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉 137 
℡:098-987-3965  Fax:098-987-3965 
e-mail：nfo@blueplanet-aka.com 

（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：山田 由紀子 
〒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 

Anilao Villa Magdalena Dive Resort    S77 

https://divemagdalena.com/ 
マニラから日帰り圏内のアニラオで日本人夫婦が営
む、全 16 室の小さなダイビング宿です。日本からの
ダイバーには知る人ぞ知る存在の、マクロフォト・フ
ィッシュウォッチングの聖地アニラオ。いろいろな
生き物にあいたいダイバーのリクエストにお応えし
ます。 
SDC 担当者：大沢 義生 
℡：+639199933325 

e-mail :info@divemagdalena.com 
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Divers Helping
Divers

Divers Helping
Divers ダイビングを

楽しむために
安全は最優先事項

DAN JAPANはダイビングの安全性向上を目的として活動しています

安心の
DAN JAPANの
会員サービス

緊急
ホットライン
（24時間/365日）

メディカル・
インフォメーション

ライン
（医療相談）

レジャー
ダイビング保険
（傷害保険）

安全情報提供 再圧治療費
補助制度

©

DAN JAPAN/
（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会
神奈川県横浜市中区本町4-43 A-PLACE馬車道9F

Tel.045-228-3066
>info@danjapan.gr.jp

DAN  JAPANは
（一財）日本海洋レ
ジャー安全・振興
協会が運営するレ
ジャーダイバーのた
めの団体です 

詳
し
い
サ
ー
ビ
ス
内
容
は

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
チ
ェ
ッ
ク

減圧障害など、ダイ
ビングの緊急事態が
発生した際に、電話
でのアドバイス、病院
紹介などのサポートを
提供。海外ＤＡＮとの
連携で、万が一の場
合でも安心です。

ダイビングに関連する
緊急でない医学的な
質問に、潜水専門医
が医学情報を提供。
近くに潜水専門医が
いなくても、専門的な
意見をもとめることが
できます。

国内外のレジャーダイ
ビング中のケガを補
償。減圧症や救援者
費用、海外の高額な
治療費用も対象です。
任意で業務中や携行
品を補償する団体保
険にも加入できます。

正確で最新の安全情
報トピックが満載の
Web会 報 誌「Alert 
Diver Monthly」を発
行。 ＤＡＮ会員はいつで
もどこでも、購読可能
です。会員向けのセミ
ナーも実施しています。

発症が疑われるダイ
ビングから2週間以内
の再圧治療費を一部
補助。速やかな再圧
治療を支援します。

Illustration&Design PanariDesign

その① その② その③ その④ その⑤



 

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：2019 年 12 月 8 日（日） 

 12:00～16:30 

会場：大阪第一ホテル 

大阪市北区梅田 1-9-20 

大阪駅より徒歩 3 分 

各線梅田駅より 3～5 分 

会費：1 万円 

  ＊皆様のご参加をお待ち申し上げて 

おります。 

詳細：306 宮本節子まで 
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会場案内図 

SDC の紹介と入会のご案内  
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2020 年新年会・懇親会 

 

 

日時：2020年１月 26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 


