
 

ファンダイビングマガジン 
 C

S 

S D

S 

2020 4 №85 

日本シニアダイバーズクラブ 

ＳＤＣ Japan 

http://sdcj.cside5.com/ 



 

2020 4 APR. №85 
 

 

 

新年会報告    

 １ 新年会報告 小山千香子 

 ３ ハガキアンケート（ヒヤリ・ハット）
結果報告 

船山 浩志 

 ４ 新年会に初参加して 多田浩幸 加藤謙 

       ５ 新年会返信ハガキの一言  

関西地区報告 
 ６ 関西地区懇親会 藤井則芳 

 ７ 呑和会 宮本節子 

海外ツアーレポート 
 ８ ラジャアンパット LADY DENOKの 7日間 高田和男他 

 11 珍しいﾏｸﾛときれいでﾜｲﾄﾞな海 島尾愛子 

 12 世界遺産とサリダイビング 川地勝幸他 

 14 ラジャアンパットクルーズとカリマ
ンタン島オランウータン観察ツアー 

島尾愛子 

セーフティダイビング 
16  安全潜水勉強会 矢部善信 

 ４ ヒヤリ・ハット情報をお寄せください ダイビング計画 

同好会だより  

 19 ミュージックサロン 海老原新他 

 20 アウトドアを楽しむ会  宇留賀達雄           鈴木一雄 

インフォメーション 
 ４ 会報 No.84掲載記事訂正 高師 美恵子 

 15 掲示板（SDC会計 フリッパーの会）  

 18 旅行保険・キャンセル保険について 川瀬和恵 

 22 あなたの行きたいツアーを探そう ダイビング計画 

 25 新入会員を囲む懇親会案内 ダイビング計画 

賛助会員コーナー 
 10 広告（ぷちｱｲﾗﾝﾄﾞ ｵｰｼｬﾝｲｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄ）  

 15 広告（ｴｰｵｰｱｲ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）  

 26 賛助会員通信  

その他 
 28 編集雑感  

表紙 
 １ レーシースコーピオンフィッシュ 高田和男 
 ２ コンテンツ  
 ３ 写真館（新年会スナップ）  
 ４ 主要行事のご案内  
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830 高田和男 

レーシースコーピオン 
フィッシュ 

ミルンベイの主役は  
小さい岩の祠に鎮座して
いた。 
フラッシュの光で一瞬、
黄金色に輝いた。 
まるで観音菩薩のごとく
威厳がある。 

撮影日 2020／1／17   

撮影地 アロタウ   

Wahoo Point カメラ 



皆様がおいでくださる頃には降っていた小雨もや

み、一安心して皆様をお迎えすることができまし

た。会場となる有明ワシントンホテルは今年で3回

目となるので、SDCの看板を持った役員の案内を致

しませんでしたが、皆さん時間にお集まりいただけ

たようでした。 

 受付は11時からですが、早くからお越しいただ

き、広めのロビーでは、あちらこちらでお話の輪が

ひろがっている様子でした。 

 12時に総務の篠田さんの司

会で開会、市川会長の挨拶に始

まり、ご来賓のマリンダイビン

グ編集長の後藤ゆかりさん、

DAN JAPANの宮里一敏さんと

お話がすすみます。 

今年の講演は後藤ゆかりさんに

お願い致しました。講演では、後藤さんの水中造形

センターへの入社の経緯から、経歴や編集方法など

をお話しくださり、広報の参考になるのではと興味

深く拝聴させていただきました。レッドシーから戻

ったばかりで徹夜でご準備いただいたそうで誠にあ

りがとうございました。            

乾杯のご発声は大隅名

誉会長にお願い致しまし

た。大隅名誉会長のお顔

をみるとなぜかホッとす

るのは私だけでしょうか？初めて総務をさせて頂い

た時は何かとフォローしてくださり、何を聞いても

何でも答えて下さる大隅名誉会長にずいぶん助けら

れておりました。今は新体制１年目、役員間で調べ

て話し合いながらの進行となっています。 

乾杯の後はお待ちかねの会食です。市川会長が日

本酒２本を差入れして下さり、早々に取りに行かれ

る方もいらっしゃいましたね。なお今年の席順は、

くじ引きで決めさせてもらいましたが、各テーブル

なごやかに会食もお話も進んでいるご様子、テーブ

ル係さん、ありがとうございました。 

今年の初参加者は近年ではめずらしく少なくてお

二人でした。檀上に上がっていただき挨拶をお願い

しました。 

 

賛助会員は12社16人の方々がお越しくださりご

挨拶をしていただきました。      

その後ダイビング計画の矢部さんから、新年会は

がきでご協力いただいたアンケート「ヒヤリハッ

ト」の報告をさせて貰いました。貴重な体験を書い

て下さり皆様に御礼申し上げます。内容につきまし

2020年 新年会報告 
2020 年 1 月 26 日（日） 
於 東京ベイ有明ワシントンホテル 
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ては会報で報告させていただきますので、会員で共

有し安全ダイビングにつなげられたらと思います。 

関西地区担当・宮本副会長にご挨拶をいただきパ

ートⅠは終了となりました。  

場所を移動しての写真撮影。皆さん移動にも慣れ

た様子で、お陰さまで短時間にて撮影を終えること

が出来ました。それにしても皆さんのはじける笑

顔！ダイビングを通じつながっているからこそ、こ

の笑顔になれるのだとSDCの会員でいるしあわせを

感じました。 

        ＜みんな笑顔で＞                

パートⅡでは14テーブルのうち７テーブルをな

んでも相談・賛助会員用、残り7テーブルを会員用

とさせてもらいました。賛助会員各社はSDC向けに

資料を用意してくださっています。今年の予定だけ

でなくずいぶん先まで予定をいれてる会員もいまし

たね。さうすぽいんとの高嶺さんからはいつも「ち

んすこう」の差入れをいただいております。 会員

用テーブルはどのテーブルもぎっしり！賑わってい

ましたね。何でも相談テーブルも設けたのですが、

ご相談はないのでしょうか？サイボウズのことなど

次回はどうぞお気軽にお越しください。皆さまのご

協力のおかげで新年会を無事終了することが 

できましたことを報告させていただきます。誠にあ

りがとうございました。 

   ＜同好会の活発な交流＞ 
 
来年度の総会は6月7日、新年会は2021年1

月31日です。たくさんの参加お待ちしており

ます。 
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新年会の出欠ハガキに、今まで経験したヒヤ

リハットのアンケートをお願いしたところ、103
名の方から回答を頂きました。ご協力有難うご

ざいました。 
内容はカメラに夢中になったり、透明度が悪

い状況でのロスト、タンクバルブの開け忘れ、

ウエイトの付け忘れ等が目立ちました。 
以下複数回答頂いたアクシデントをご紹介しま

すので、これを反面教師として皆さんの安全潜

水に役立てて頂ければ幸いです。 
●カメラ撮影時のアクシデント 回答数 

ガイドやグループからはぐれた 6 件 

エアー切れをおこした 3 件 

知らずに下降（上昇）していた 4 件 

●タンクに関するアクシデント   

バルブの開け忘れ 11 件   

バルブが半開き 6 件 

使用済みのタンクが装填された 2 件 

汚染空気の混入 1 件  

タンクを背負ってよろめいた 2 件 

●装備に関するアクシデント   

ウエイトの着け忘れ 6 件 

ホースの破裂 4 件 

マスクのレンズが外れた 2 件  

マスクのバンドが切れた 1 件 

●海況に関するアクシデント   

透明度が悪くグループとはぐれた 8 件 

ダウン（アップ）カレントに巻き込 

まれた 
5 件 

波が高くエキジット出来なかった 1 件  

波が高く流された 1 件 

回答頂いた方の反省点や、気を付けていること

は、ダイビング時は「装備の事前チェックの徹

底」「周りに注意を払う」「ダイコンや残圧計を

こまめにチェックする」などでした。 

 
また周りと同じ行動をする、自分勝手な行動を

慎む事も重要なことかと思います。 
単数回答のアクシデント 

潜行中、初心者と思われる人が上から凄い勢いで降ってきて

脳天を直撃した 

ドライスーツのファスナーを閉め忘れエントリーした 

皆とはぐれじっとしてたら深場だったのかデコが出た 

シュノーケルをくわえたまま潜った 

おしゃべりしながらエントリーしたらレギュレターをくわえてい

なかった 

潜ってすぐ流れの中に、一瞬上下左右が分からなくなった 

エキジット浮上時にロープが首にからまりパニックになった 

透明度バツグンの海で、深く入りすぎデコを出し、あげくにエ

アが切れた 

エントリー時マスクが外れた（カメラを大事に抱えていた） 

カレントフックが外れ流された 

流れに逆らって泳ぎ、ふっと気づくと周りに誰もいなかった 

ガイドのフィンがレギュレターに当たりマウスピースが外れて

海水を飲んだ 

エキジット時安全停止が終わり 1m 位まで船に近付いた瞬間

エンジンがかかりスクリューが回った 

振り向いた拍子にマウスピースが外れ慌てた 

潜行に苦労し、やっと潜れたと思ったら周りに誰もいなかった 

一気に 30m まで潜りすぎてしまった為 

他チームと合流し他チームのガイドについて行った 

流れの強い所で、船のアンカーが外れ流され、自分たちは水

深 15m の根に取り残された 

エキジット時、ウエイトをつけたままＢＣを脱いだら沈み慌てた 

浮上したら悪天候で船が見えなかった 

BCD のキャップが閉まってなく、エアー漏れを起こした 

以上がアンケート結果です。 
アクシデントを防ぐには平常からの準備も必要

です。1 年に一度の BCD やレギュレターの定期

オーバーホールやパニックにならない心構え、

そして健康管理が重要と言われています。 
皆さん、常に安全を心掛けダイビングを楽しみ

ましょう。 

ヒヤリハットのアンケート 
結果報告 

レポート  817 船山浩志 
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902  多田浩幸 

 昨年 7 月に入会し、

今回初めての新年会に

参加させていただきま

した。ある程度は予想

していましたが、会場

は私より年配の方が多

かったですが、ダイビ

ングやその他色々なサ

ークルのお話を聞き、

皆さん実にパワフルに活動されているな～と思いま

した。私は、海外のダイビングに行きたくて入会し

たのですが、お話を聞くと皆さん海外ツアーが中心

とのこと。まだ現役のため、なかなか長

期の休みが取りにくい状況ですが、う

まく調整して是非海外ツアーに参加し

たいと思います。 
これからも宜しくお願いいます。 

  
 
 
 

安全潜水を行動原則としている SDC は「ヒヤリハ

ット」を重要視しています。 

 2006年から2年間、会報に「ヒヤリ・ハット」情

報が掲載されていました。 

しかし、その後は報告が減り2016年71号を最後に

関連情報は掲載されていません。 

 今回、新年会ハガキで「ヒヤリ・ハット」のアン

ケートをお願いしたところ多数の事例が寄せられま

した。「ヒヤリ・ハット」情報を会員が共有すること

で事故を予防できます。 

会員のみなさんの貴重な経験をお寄せください。 

（もちろん事故になってしまった場合も） 

適宜会報に掲載したいと考えています。 

なるべく当事者からの報告をお願いします。 

諸般の事情で他の方からの報告になった場合には 

当事者の承認の上でご報告をお願いいたします。 
 
担当：SDCダイビング計画・安全潜水 

メールアドレス:sdc.divingkeikaku@sdcj.fun 

 

 
 
 

 

903 加藤 謙 

最初に、ご多忙にも関わらず今回の新年会の準備・

実行に当たられた会員の皆様に御礼申し上げます。

お陰様で、色々な会員の皆様と少し飲み過ぎました

が楽しく過ごすことができました。そして第2部で

はショップの方々と情報交換し、今年のダイブ予定

を立てることに役立ちました。 

取敢えず、今年は6月4日から7泊8日で石垣の

シーフレンズ、7月5日からJ-DIVE(沖縄トロピコ)

による4泊5日の慶良間でダイブします。 

現在は 1 人で行く予定で

すが、行かれる方がおられる

ならば連絡を下さい。一緒に

ダイブを楽しみましょう。 

8月以降は、まだ計画して

いませんが、会員企画の

DIVE にも参加したいと思っ

ています。今後とも宜しくお

願いします。 

 
 
 
 

会報 84 号記載内容の訂正 
会報№84のレッドシーダイブクルーズ報告で「大

物ではホワイトチップシャークとナポレオンと出会

った」と記し、写真も掲載しましたが、実は

Whitetip reef sharkネムリブカではなく、Oceanic 
whitetip sharkヨゴレでした。 ヨゴレはクストー

が「もっとも危険なサメ」と表現したように、人を

襲うこともある獰猛なサメ。 
攻撃性は低いとされるネムリブカとは別物。ごめん

なさい、訂正させていただきます。 ヨゴレはヒレ

先が白く、境界がボンヤリしていてあいまいなこと

がその名の由来とのことですが、ちょっと気の毒な

感じも。美しいサメでした。 
余談ながら、ネムリブカももちろん紅海に棲息する

サメ。運が良ければ２種のwhitetip に出会えるか 
もしれませんよ。      816高師 美恵子 

2020年 新年会に初参加して  
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体調不良の為残念ですが参加出来ません。新年会の
成功を祈っています 006 大隅照子 

今年はパラオ、マクタン、シミラン、沖縄と行きま
した。幾つになっても楽しくてやめられません。 
 713 福間百合子 

腰の具合が悪くダイビングは諦めました。お世話に
なった方々に直接挨拶できず申し訳ありません。 
 717 一木信子 

この一年海に入っていません。目の前に海があるの
に。 716 三宅俊司 

ダイビング卒業。ニホンミツバチ養蜂を楽しんでい
る。皆様とは釣りでお会いできるのを楽しみにして
いる。 725 堺孝興 

４～５月にかけ左足の手術をしましたが、９月には
ダイビングが出来るまで完治。年齢に関係なくダイ
ビングを続けたいです。 734 真鍋美智子 

４年ぶりにダイングをしました。(潜水病の為休眠) 
 737 井上宏 
 737 井上宏

体力と相談しながら潜っています。 
 619 祖父尼倭子 

SDC のツアーに声をかけて頂き、ようやく参加出
来るように。楽しいダイビングが出来ました。 
 890 山崎悦子 

2 月にボホールのツアーに参加させて頂きます。 
とても楽しみにしています。SDC ツアー初参加で
す。 879 高山ゆう子 

流氷の時期で知床ダイビングを予定しています 
 687 林保男 

80 才 1000 本を超えてから年に 4～５回しか潜って
いません。 052 大類裕子 

光陰矢のごとし 青年老いてもダイブしたし。 
  252 上田満彦 

安・近・楽で殿様・姫様ダイブのセブマクタンツア
ーを実施しています。ご一緒如何ですか？メール下
さい。 287 石岡弘至 

ダイビングを卒業して 1 年。今では海にも行かず、
毎日ブログにアップする魚と遊び元気を貰っていま
す。 468 通山多恵子 

夫と船旅を楽しんでいます。ゆっくり・のんびりの
毎日は主婦業を忘れさせてくれます。 
 415 加藤京子 

一年のダイビング回数、1 回のダイビング数がどん
どん減っています。  610 白松礼子 

年々身体のメンテナンスが増えます。それを乗り越
え好きなダイビングに行けるよう励みます。 

 306 宮本節子 

一年前より椎間板ヘルニアを患いましたが、ほぼ
90％完治して元気にしています。 
 678 足立公平 

安全潜水の講習を関西でもして頂けると嬉しいで
す。 795 塩澤真由美 

SDC で存分にダイビングを楽しませて頂きました。
足の達者な内に旅行を考えています。退会させて頂
きます。 

 085 鈴木清子 

もう一度ボホールに行きたいと思っています。
 074 藤井泰代 

のんびり、ゆったりダイビング楽しみたいので同行
の人達の想いは同じ目的か考える必要あり。 
 836 川田操 

潜るだけが楽しみで 700 本過ぎたころから別の潜り
方に興味がわいてきた。うまく達成できたらお披露
目します 842 神崎美治 
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今年も年末恒例のＳＤＣ関西地区懇親会は、12月

8 日（日）に大阪駅前にあるマルビル内のホテル宴

会場にて開催された。 多くの会

員の方にお集まりいただき盛況に

終える事ができました。 
 ＳＤＣ関西地区では、会員の親

睦を深める場として年4回ほど美

味しい料理と美味しい酒を楽しみ

ながら語り合う「呑和会」を開催

しています。こちらは、場所も京

都、大阪、神戸に有る色々なお店

でその都度変わり日程も不定期と

なっています。 

  

その点 この

年末懇親会は、

呑和会とは異

なり日程も場

所も固定され

ており「大忘

年会」と言う

べきＳＤＣ関

西地区の大き

なイベントで

あり行事であ

ります。お昼

の１２時にス

タートして、

お酒は飲み放題形式ですので食べて飲んで語り合っ

ているといつの間にかに閉会の4時30分になってし

まいます。 

 この会は、

関西地区以外

の関東の会員

方々にも参加

して頂いてい

ます。今年も

関東から4名、

北陸から1名、

そして遠く石

垣島からも 

 

１名駆けつけて頂きました。 

 途中、お楽しみコーナーとして素敵な景品がもら

えるビンゴゲームが有

ります。例年の景品と

しては、ショップ提供

の水中写真入りカレン

ダーのほかにダイビン

グ小物用品を用意して

いました。今年は、幹

事kさんの取り計らい

および尽力で調達でき

た新潟の日本酒や奄美

の焼酎などを景品とし

て用意した結果、皆さんに大変に喜んで頂きました。 

 それから、サプライズとして参加者に今年数えで

70歳古希の方4名、80歳傘寿の方1名おられました

ので、ホテル提供のケーキと関西地区代表の宮本さ

んが選定調達されましたワインが用意されてお祝い

をしました。もちろん、参加者皆さんにも健康長寿

になって頂くようにお祝いワインを賞味して頂きま

した。 

80 歳で元気な

現役ダイバーであ

ると言うのは、会

員の皆さんにとっ

て憧れかと思いま

す。それは、偶然とかラッキーというものでは無く

日頃より体力維持のためトレーニングをされている

努力の成果と思います。小生も80歳まで後15年 

関 西 地 区  懇 親 会            

        2019年12月8日（日） 

レポート 832:藤井則芳 

 

 6 



ありますが見習って頑張りたいと思いました。 

 この会では、何度も参加されている常連会員さん

の他に新しく初めて参加された会員の方もおられま

したので溶け込めるか心配しました。しかし、初対

面でも皆さんダイビングという同じ趣味を語り合う

「つどい」として、直ぐに打ち解けて情報交換が始

まり会員の親睦の場として有意義なものとなったと

思います。 

是非、関西地区以外の会員さんも大歓迎ですので

来年は参加して頂きダイビングツアーへ一歩踏み出

す機会にして頂きたいと思います。宜しくお願いし

ます。 

参加者(31名) 
070 河合貞夫 123 河村啓子 172 島尾愛子 
181 平山英子 305宮内弘人 306 宮本節子 
406 立木博信 434 百瀬由美子 470 池田孝雄 
508 安積 信 603 氏家友枝 678 足立公平 
724 田中紀久子 735 道上 勲 762 中西静江 
774 斉藤満弘 793 毛利暁夫 795 塩澤真由美 
805 吉田延子 832 藤井則芳 838 市川雅紀 
842 神崎美治 851 紀 貞子 867 小寺将夫 
883 田中久昭 885 加藤雅路 886 有井保彦 
887 藤原和代 905 加藤順夫 S46 高嶺 守 
 

小林美恵               
 
 
 
 

 
今年も始まったと思ったらもう２月、遅い新年会

ではありましたが、呑和会としては今年初の開催! 
今年一年も皆様と健康で元気に過ごせるよう、また

安全潜水に心がけてやっていきたいと思います。 
今年初ということで、からすま京都ホテルの和食

入舟で、京都の和食を個室で堪能しました。 
会席コースで次々に運ばれてくる上品な料理、目も

楽しませてくれます。料理に舌鼓を打ちながら、お

酒の方もどんどん進みます! 
あちこちで話しの輪が広がります。今年のツアー・

これからのツアーの話しやら前のツアーの話し、公

認・個人ツアー、色々な場所の話し、海・陸の話し

等々、話が尽きることはありません。あっという間

に２時間が過ぎてしまいます。 
どんどん高齢化しているというのに、これだけ飲ん

で食べて大きな声で喋って、みんな元気がいいです。

皆さんから元気を頂きます。健康管理もバッチリ♪

心の中で若い人たちの勧誘もしなければと・・・・ 
まだまだ頑張らなくてはという思いに駆られます。 
 気持ちを新たに今年も一年良い思い出を作ってい

きたいと思います。 
メンバーの皆様には感謝の言葉しかありません。

今後ともよろしくお願い致します。 
 

 
参加者(14名) 
070 河合貞夫 181 平山英子 305 宮内弘人 
306 宮本節子 406 立木博信 470 池田孝雄 
678 足立公平 735 道上 勲 805 吉田延子 
832 藤井則芳 942 神崎美治 883 田中久昭 
885 加藤雅路 886 有井保 

   呑 和 会 第 64 回 

「新 年 会」 

n           2020年2月2日 

世話役: 306 宮本節子 
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 出発の1ヶ月前に、羽田発が欠航、成田－デン

パサール－ソロンの変則的なフライトに変更。ソロ

ン空港でチーフガイドのジミーの笑顔を見つけた時

は、安堵したものだ。実に24時間の長旅だった。 
 12/01 Dayang Ridge マンタポイント、ジミーは

根を移動しながらマンタを探し当てる。いきなり眼

前に巨大な黒い塊、ブラックマンタだ。慌ててカメ

ラを向けたが、オフ。黒の物体は白い闇に消えた。

何度かマンタとの遭遇。この日のジミーは冴えてい

た。2本目はマンタとジミーと僕の3匹で併走。ビ

デオもばっちり撮れた。こんなダイビングが好みな

のだ。Yenbuba Jetty 「歩くサメ」をダイバーの

一団がライトで追っかけ回す。かわいそうだ。 
12/02 Cape Kri 深度40m にスイートリップスの巨

大な群れ、魚達は強い流れに逆らって整列してい

る。ダイバーが誤って群れに突っ込んだが、群れは

直ぐに体勢を立て直した。絶好の被写体を2周し

撮影に我を忘れた。たぶんデコの寸前、ダイコンの

チェックを忘れていた、まだ修行が足りない。 

12/03 最終日、ディナーの後は、5人の記念ダイブ

のお祝いで大いに盛り上がった。  830高田和男 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ラジャアンパッドは毎年行っていて５回目になり

ますが、レディデノックという船でのクルーズは私

は初めてです。この周辺も行く度に変わっており、

島には無線用アンテナを多く見るようになりまし

た。携帯電話やWI-FIが通じるようになっているの

でしょう。事前に、食事は日本人の口に合わず期待

しないよう言われていましたが、皆さん曰くかなり

改善したそうで、私には満足するものでした。 

船内は全て素足で過ごす様になっています。 

朝６時に起き、朝食前に一回潜り、ナイトを含め一

日４本のダイビングが基本となっています。 

今回は何処も流れが早い所ばかりでした。 

透明度は何処もあまり良くないです。 

カメラは持っていったのですが、潜る時は持たず撮

影もしなかったです。人懐っこい？マンタが寄って

きて離れず、さすがラジャは魚影が濃いです。 

私の体質にもよるのですがガヤが多く、出ている手 
や首はひどく腫れ上がってしまいましたが、船の女

性スタッフは優しく、酢やオイルを塗ってくれまし

た。夜は毎晩お決まりの宴会で、楽しい皆さまとの

酒宴で盛り上がりました。大きな事故もなく、全員

無事で楽しかったです。     380舩坂 健 

 
 ２回目のラジャ行きである。 
前回は唐澤さんの船で、ブリーフィングやログ付で

は、見られる魚や生物について生態を交えて細かく

説明していただいたが、今回は日本語の分るスタッ

フやガイドがいなく、安全を重点としたブリーフィ

ングに終わった。又、今回のガイドはマクロが好き

なようでマクロ中心のガイドであった。私としては

ワイルドな海を期待していたので今一つではあった。

ガイドによって海の印象がこうにも違うのかと感じ

ラジャンパットクルーズ 

LADY DENOK の 7 日間 

2019年11月27日～12月05日 
ツアー№1973 幹事830 氏 名 高田和男 レポート 参加者8名 
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た次第であったが、これはこれでラジャの海を存分

に堪能させていただいた。アフターダイブの夜は女

性陣の持ち込んだ食材や心遣いで、十分に楽しませ

ていただいた。       624阿久津省一 
 
 海況が悪く残念と思ったツアーはいくつか経験し 
ていますが、今回はそれとは違う思いが残ったツア

ーでした。 
 私たちグループの一人がサンゴを傷つけたのを見

たと、他船のダイバーより私達の船に通報がありま

した。それを受けて、船側よりグローブ着用禁止・

同行為が続けばダイビングの禁止を言い渡されまし

た。誰が傷つけたか教えてほしいと言っても明らか

にされず、船側と私達の関係がギクシャクしたもの

となりました。故意に傷つけるつもりはなくても、

撮影に夢中になるとフィンや体がサンゴに触れて傷

つけている事があります。欧米のダイバーはそうい

う行為を見ると許せなくて、以前日本人ダイバーが

フィンをたたかれている様子を見たことがありま

す。アジアのダイバーはまだまだマナーが悪いと思

われているのでしょう。今一度私のダイビングはど

うかと問われるツアーでした。 767椛島三枝子 
 
今回のツアーで一番印象に残ったのは5日目の

「ケープクリ」でのダイビング。流れが強くなり早

めのエキジットとなったが、これがかなりの激流で

ガイドやバディとの距離を確認するのがやっとで流

されるまま。ビュンビュン流された後にどうにか安

全停止を終え浮上した時には「ホーッ」と大きなた

め息をついた。ボートに上がるとガイドのジミーが

真剣な顔で「ダイビングは楽しむもの。常に安全

が大切。激流の時はお互いがBCやファーストステ

ージをつかんでまとまって近くにいること。そう

すればパニックにならず、エア切れの人もエアを

もらえ事故を防げる」と話してくれ、とても勉強

になった。（でも「これって潜る前に言ってくれた

らな～」） ダイビングは安全第一！バディが助け

合いアイコンタクトをとることの大切さを再認識し

た。             812 松尾幸代 

 今回のラジャは流れていることが多く、楽しい反

面流れに翻弄される場面もあって、印象深いツアー

でした。ある日の１本。ガイドの指示が確認でき

ず、4人グループのうち私一人が岩にしがみついた

まま取り残される羽目に。覚悟を決めて手を放し流

れに身を任せました。心細いことでしたが、何と、

流れの先にバディの久保さん（新会員）がフッキン

グして待っていてくれたのです！ 

彼女がフロートを上げ、手をつないで浮上。無事

エキジットできました。優秀なバディのありがたさ

が身に染みたダイビングでした。816高師美恵子 
 
今回のラジャアンパットはとてもスリリングでした、

カレントが強いと聞いていたものの あのように吹

き飛ばされるような海は初めて‼�岩を掴む握力無

いと 、さようなら〜状態でした。また流れが複雑で

ちょっとでも油断するとガイドと別方向に行き 方
向修正も 難しかったです。このような流れの時は 
安全停止の時も みんなでお互いに掴まりあって 離
れない事が 命を守ることとガイドに習いました。貴

重な経験に感謝です！     865 篠田和枝 

特大サイズのブラックマンタや、固有種のウォビゴ

ン、ウォーキングシャーク、そしてピグミーシーホ

ースのような小さなものまで、いろいろな種類の生

物がみられて面白かったです。お花畑のように美し

かったMelisa Garden や Mioskon、ビュンビュン

流されてしまったCape Kri 、ナイトダイビング等、

バラエティーに富んでいて全く飽きませんでした。

環境サービスフィーカードのデザインにもなってい

るスイートリップスの群れも圧巻でした。ただし水

深が深いので、ナイトロックスを使用していても、

DECO 要注意ですね。SDC 入会後、初めてのツア

ー参加でしたので、ちょっとハラハラドキドキ（？！）

でしたが、おかげさまで、7 名の大先輩方にあたた

かくお迎えいただき、たいへん楽しいラジャアンパ

ットクルーズでした。機会があれば、ぜひ再訪した

いと思います。    904 久保ゴーマンめぐみ 
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スクーバ リペアーセンターは信頼と実績のある「オーバーホール専門店」です。オーバーホール、修理、電池交換などを承ります。 

詳しくは・・・・ 当店ホームページ  https : //www. scuba-repair.com / 
ご質問はお気軽にメールまたはお電話を下さい！ 

 TEL：03-5960-3805   Ｍａｉｌ：info@scuba-repair.com  FAX:03-5960-3806 

 ※オリジナルブランド商品のお取り扱いもございます。お問い合わせください。 

                  

        ｳｴｯﾄｽｰﾂ     ﾏｽｸ/ﾌｨﾝ/ｽﾉｰｹﾙ       潜水器材           ｱｸｾｻﾘｰ 

 

株式会社 オーシャンエクィップメント（ｽｸｰﾊﾞﾘﾍﾟｱｰｾﾝﾀｰ） 

        〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-78-7 河内ビル 2Ｆ ●営業時間 10：00～18：30 ●日・祝定休日 

南伊豆，弓ヶ浜の奇跡 神子元島ツアー 
この時期、この潮回りでハンマーヘッドと一緒に泳ぎませんか？ 
7 月16日〜29日 8月25日〜9月 7日 9月28日〜10 月2日 

２泊４ボート｜￥80,000 ３泊６ボート¥120,000 

  
日本、最後の秘境 トカラ列島 口之島ツアー 

手付かずの海を体感してみて下さい！ 
9 月18日〜22日 ７ダイブ 

鹿児島空港集合！¥298,000 

幹事 ぷちアイランド 金子弘之 
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 パプアニューギニアにはたくさんのダイビングエ

リアがあるがどちらかというとワイド志向が強かっ

た私にとってアロタウはあまり期待をしてないエリ

アだった。 
まさに「百聞は一見に如かず」。 

 
サンゴにパープルビューティが群れるさまは花びら

が舞うようで飽きない景色だった。岩の隙間から漏

れる光のカーテン、スポットライトを浴びてたたず

むソフトコーラル、いたるところに素敵な海が広が

っていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 でもやっぱりメインはマクロだ。こんなに見たこ

ともない生物におめにかかれるとは思わなかった。 
 ウミウシが多いのに驚いたが、なかでもタイガー

バタフライには興奮した。体長１㎝ほどでよく動く

が、砂と同化した体色なので、よくぞ見つけてくれ

たと感謝した。鰓をバタバタと動かしながら動くの

だがそれが蝶々を連想させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
ポントヒーもよくいる。これも体長1㎝未満。ガイ

ドの野崎さんの目の良さに感心した。 
 
 
 
 
 
 
 
極めつけはへアリーゴーストパイプフィッシュ。 
カミソリウオがとろろ昆布のようなふわふわ毛に 
覆われているといった姿をしている。 

 
スロープのケーブの中にはデビルフィッシュがいる。 
              鰭がオレンジ色に縁

どりされたタナバタ

ウオの仲間だ。 
              その他、準固有種の

スズメダイを沢山見 
              せてもらった。やは

りPNG はフィッシ 
ュウオッチング大好き人間には興味深いエリアだ。 
そしていきなりマンタやグレートハンマーヘッドが 
現れたりするので気が抜けない。 
タワリリゾートはPNG のなかでは比較的設備が 
整っている。電気も水道も普通に使えて助かった。 

        パプアニューギニア・アロタウ 

         珍しいマクロと、きれいでワイドな海 

           （2020年1月18日～1月25日） 

レポート172 島尾 愛子 
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昨年 3 月、バリツアー帰国の飛行機で｢何度も

来てるけど世界遺産見たことないね。」と言う話

になり､また同じメンバーで行ってきました。 
 
お決まりの最初の試練は、デンパサール到着

後ジョグジャカルタへの乗り継ぎで起きました

た｡2 時間の余裕があるはずです。しかし､機械の

故障か？ 荷物がなかなか出てきません。右往左

往しながら、やっと出てきましたがフライト時

間が迫っています。そこはあきらめずに全力で

広い空港内を国内線ターミナルへ｡4 人とも体中

の汗を出し切ってしまったぐらいへとへとでた

どり着いたら､幸いに飛行機が遅れていて事なき

を得ました｡やれやれです。 
教訓「ダメだと思っても決して諦めない事。」 
 
翌日は、ボルブドゥールサンライズツアーで

す。夕食は各自日本から持ってきたおにぎり等

で簡単に済ませ､早朝 3 時起床。真っ暗闇の中出

発､私たちだけかと思いきや､ぞろぞろと結構な

賑わいでした。歴史を感じながら､1 段 1 段石の

階段を踏みしめ天上階へ上り､日の出を待ちま

す。残念ながら完全な日の出とはいきませんで

したが、朝もやの中の素晴らしい光景でした。

ボロブドゥール遺跡内のマノハラレストで朝食

をとり、次の目的地のソロへ、スクー寺院へ。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｋｋｋｋｋｋｋ

ｋ 
ｋｋｋｋｋｋｋ

ｋｋｋｋｋｋｋ

あれまあ、ハゼが 50㎝位 ひっ

そりと浮いている。近づ いて

いったら徐々に下がり終 りに

は穴へ｡ なじみのカスリハゼだった。      
 

2 日目は、まずサンギラン博物館見学。 

日本人は多分私たちだけ､ものすごい数のバスが

きていて、修学旅行の学生さんだらけです。 

ジャカルタからバスで8時間ぐらいかけて来る

そうです｡ ジャワ原人です。教科書に載ってい

ましたね。 

その後、ブランバナン寺院を見学して、デン

パサールへ出発。18:40に空港到着した後､その

ままウエスト･バリのサリダイブへ。車で約4時

間かかりますが､体力自慢(？)の 4人組｡      

頑張りました｡ 

ジョグジャカルタの観光は、ユーツアーさん

からHISにお願いしました。ガイドさんの説明

も丁寧で､案内されたローカルレストランも､雰

囲気がよく、味もまずまずでした。 

行動開始の時間が早かったのでどの場所も貸し

切り感覚でくつろげました。  646 鈴木麗子 

 

サリダイブでの私のお気に入りは朝飯前のセ

ルフダイブ。人気のないところでのびやかに暮

らしている生き物たちの姿を垣間見ることがで

きるからだ。そ－っと、そ－っと…私も魚のふ

りをして、写すぞ！オーラを消して・・・。 

あれまあ、ハゼが50㎝位ひっそりと浮いてい

る。近づいていったら徐々に下が

り終りには穴へ。なじみのカスリ

ハゼだった。 758若佐 勢 

 

参加者 572 阿部千衣子 733 林 賢子

646 鈴木 麗子 753 若佐 勢 

世界遺産とサリダイビング 
 ハゼ三昧・コラボレポート 
2019 年 12 月 8 日〜12 月 16 日 

幹事 733 林 賢子   レポート 866 川地勝幸  758 若佐 勢  646 鈴木麗子 
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ここからサリダイブ編です。お題は元気全開

の淑女４人とヒレ全開のハゼとサリダイブ滞在

中のSDCメンバーの私。 

このページは写真メインということで。 

 

レッドラインピグミーゴビーのヒレ全開 

 

イエローアイ・コームトゥースブレニーが沢山

でした。数年に一度群れることがあるとか。 

  

サリダイブと言えばこのハゼですね。イソハゼ

の一種 通称背ビレちゃん。背ビレの先がもっ

と前方に向いている方が良いのですが。  

  

カスリハゼの色違い 

 

アオスジヤツシハゼ 

 

クサハゼの威嚇かな ヒレ全開 

 

番外編 サトミ・ピグミーシーホース 世界で

一番小さいシーホース。サリダイブの日本人オ

ーナーサトミさんが見つけたので、この名前 

通称ではありません。 

今回のダイビ

ングで私はサ

リダイブ通算

200本ダイブ

淑女4人に囲

まれてダイビ

ングをやって

て良かった。 

           

 866 川地勝幸 

 

13 



  
（１）ラジャアンパットロングクルーズ 
 ラジャアンパットを楽しむにはやはりロングクル

ーズと思っている。西パプアの海はワイドもマクロ

も何度行っても飽きが来ないから不思議だ。 
 とは言っても船の調子が悪くては思っているよう

なダイビングはできない。乗船した時にエンジンが

1 機壊れているのでナイトロックスは使えません、

と言われてロングクルーズで沢山潜るのにと残念に

思った。ラジャアンパットのセントラルエリアはも

ちろん最高だが、ロングだからいけるミッソール、

西エリアも楽しみの一つだった。今回はエンジント

ラブルのため遠出は無理になり残念がるゲストも多

かった。エンジン不調のせいか、タンクのエアーが

ゴム臭い匂いがして、全部のタンクを洗浄してエア

ーを入れ替える騒ぎもあった。私たちのクルーズ後、

船はドック入りしたそうだ。 
 でも海中は面白かった。時には激流に翻弄された

こともあったが相変わらずの魚の群れ。後半になる

につれて透明度がよくなっていった。イエローリボ

ンスイートリプス群れがあちこちでサンゴの根に寄

り添っていて見ごたえがあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
そして恐るべし桟橋下！透明度も良く、大小さまざ

まな魚が群れている。ツマグロの餌付けポイントで 
               は、前回は空振り          

だったが、今度は餌

につられてめちゃ

くちゃ沢山集まっ

てきてカメラにぶ

つかってきたりし

た。 

 
（２）オランウータン観察ツアー 
 ラジャ・クルーズの下船後に3泊4日のツアーに

DDIのガイドさん引率で仲間4人と出発。カリマン

タン島南端クマイ港からリバークルーズが始まった。

夕食後はジャングルの中のリンパオランウータンエ

コロッジに宿泊した。ランチとディナーはボートの

上で食べるのだが、これがなかなか美味しかった。

とにかく川沿いの樹々の中に猿たちを見つけること

が仕事。貴重種のシルバーリーフモンキー、テング

ザル、オランウータンを見つけては大騒ぎ。でも動

き回るので写真に収めるのは至難の業だった。 
            
 
 
 
 
 
ジャングルの中には数か所フィーディングステーシ 
ョンがあり餌の時間になるとオランウータンがやっ 
てくる。ボス級のオス猿は立派な顔をしているし、 
お母さんと子供たちは何となく微笑ましく表情が豊

かだ。彼らの好物の植樹も行った。

お薦めのついで旅行だ。 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ラジャンアンパットロングクルーズに加えて 

カリマンタン島オランウータン観察ツアー 

(2019年11月16日～12月1日） 

レポート172 島尾 愛子 
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フリッパーの会からのお知らせ 

フリッパーの会は、毎年 4 月から 

11 月の予定で、東京辰巳国際水泳場の  

メインプール・ダイビングプールを使用し

て行っていましたが、今年はオリンピック

の影響で東京辰巳国際水泳場が、4 月から

9 月まで使用できません。 

従って、今年はフリッパーの会は、お休み                   

とします。                      

 

フリッパーの会 205 江田隆 

sdceda205@gmail.com 

 
 

掲 示 板 会費納入、忘れていませんか？ 

       会計  741 小幡美枝 

2020 年度の活動が始まります。 皆様、会費

を納めていただいたことと思います。 しかし、

うっかり忘れてしまった方、早急に お払込み

をお願いいたします。 会計から「払込取扱票」

が送られてきたと思います。「払込取扱票」を

利用しますと窓口、ＡＴＭ手数料は無料です。

受取手数料はＳＤＣ会計が支払います。 他銀

行から振込み手続をする場合の口座 番号は、  
ゆうちょ銀行 

 〇二九（ゼロ二キュウ）店 （０２９） 

当座預金  ００１１０２７  

日本シニアダイバーズクラブ 

（ニホンシニアダイバーズクラブ）  

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

ネットバンギングでパソコンやスマートフォ

ンから振込みができます。この場合は 振込手

数料は５回／月までは無料です。 申し込みの

詳しい方法はゆうちょ銀行の窓口でお尋ね下

さい。 
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今回、「DAN JAPAN・ＳＤＣ 安全潜水勉強会」を

DAN3名SDC会員25名、他1名で実施致しました。 

期日： 令和元年年12月18日（水曜日） 

開催： 13：00 ～15:00    

会場： DAN JAPAN 横浜 

参加者：DAN JAPAN3名・ＳＤＣ25名他1名 

意見交換会：彩鳳新館 

スケジュール： 

１． 市川会長 挨拶 

２． ｵﾘｴﾝﾃｰｼｪﾝ DAN宮里部長・白石様 

３． 講演：海上保安庁救難課職員事故統計内容 

４． DAN JAPAN緊急ホットライン事例紹介 

５． 保険＆再圧治療費補助紹介 

６． 閉会挨拶 大隅名誉顧問 

演題１．海上保安庁 （Japan Coast Guard.） 

海上保安庁  第三管区海上保安本部救難課  

係長中野様による、安全潜水勉強の講演を実施致

しました。 

平成30年事故等の統計事故で、どの様に対応す

べきかお話頂きました。 

 

海上保安庁が、取り纏めた資料・事故資料5年分

及びダイビング団体資料により講演されました。 

年間事故による死者・行方不明者は20人～30人

になります。 

そのうち溺死が60％を占める年代別には、10代

10％、20代10％、50代35％で割合多が、50代40

代と多く60代10％であるが、全年齢層で事故は多

く起きている。若年層は経験が浅く事故につなが

り、４０代以上は恐怖心をもってタイビングをして

いるが、安全潜水に対する意識が低下し事故につな

がっている。 

5年間だけのデータで40代50代60代の平成29

年、事故率が急激に減少している。この理由とし

て、安全潜水の講習会等による安全潜水意識の向上

が挙げられる。従って、「安全潜水勉強会等によ

り、減少している。」と海上保安庁は考え、安全潜

水講習会に注力している。 

さらに、若年層は経験が浅く対応方法がわからな

いための事故、また、高齢者は病気を起因し、安全

に対する意識が低くなる事からの事故が問題視さ

れ、経験が２年３年４年のダイイバー経験が少ない

事故と高齢者の安全に対する意識の低下が潜水事故

を招いている。 

海上保安庁 中野様は、特殊救難隊に7年間所属

の経験もあり、潜水事故の多くの原因は、適時適切

にバディーが、相互バディーを常に見ていない、事

前機材チェック等で、総合管理が出来ていない事が

挙げられる。 

潜水事故では、パニック時にレギュレータを外す  

事例が多い。 

事故事例１．ダイビング経験3年未満で、50本

未満 インストラクターと洞窟ダイビング時に マ

スクが曇りマスククリアをすべきか、悩んでいた

時、暗さと不安から息苦しくなり過呼吸になり、さ

らに苦しい為、インストラクターに合図し、深度

26ｍから浮上、深度12ｍでパニックになりレギュ

レータ－を外した。意識不明状態でボート上にて意

識回復後病院に搬送された。 

事故事例2．50代ダイビン本数500本、年2回ダ

イビング、事故当日2本目ダイビング中、事故発生 

馴れているポイントであったが、前日も仕事で睡眠

不足、長時間の車運転でのダイビングであった。 

1本目は無事終了後、2本目に動悸がしたがダイ

ビングを実施した。潜水中過呼吸になり、レギュレ

ータ－を外し、意識喪失したが救助後に回復した。  

事故事例3．単独ダイビングで深度20ｍで機材ト

ラブルの為、浮上し助けを求めたが、ボートから

100ｍ離れていた為、エンジンで船長には救助の声

が聞こえず漂流事故となった。幸い潮の流れが岸に

向かっており岩礁に漂着。夜に点滅ライトにて居場

所確保される。携帯ライトは点滅式が良い。 

ダイビングの事前申請時に、所見の記載時に嘘の

 DAN・ＳＤＣ安全潜水勉強会 
  

  2019 年 12 月 18 日（水曜日） 
レポート ダイビング計画・安全潜水 845 矢部善信             
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記載が、潜水事故でのパニック原因になる。呼吸

器、身体所見を正しく記載し、体調不良時はダイビ

ングを控える事が、潜水事故防止になる。 

自身で体調管理をし、良くない時にはダイビング

を控える事が無事故につながり、経験では無く一歩

間違うと潜水事故になる事を認識し、ダイビングを

楽しんでもらいたい。 

更に、飛行機での海上捜索では、見つけるのは至

難の業である、洋上で発見されやすい行動する事が

重要になる。例えば、海面上では、ライト・反射

板・漂流に有効なレーダ反射シグナルフロート・電

波を発信するものが良い。 

また、単独漂流時は機材装備は装着し、見える面

を大きくする。ヘリコプター時には、身体を大の字

にする。集団漂流時には、全員が固まって発見され

易くすることで、発見確率が上がる。 

海上保安庁の訓練時でも、訓練でも潜水前の潜水

計画時に、抽象的な言葉での表現は駄目、必ず今日

潜水深度は何ｍで、状況では何に気を付ける事を具

体的に話す事。潜水前のブリーフィングが重要であ

る。また機材ブリーフィング、バディー管理で潜水

事故の大半は防げる、バディでの相互確認をしなが

ダイビングをする事を心掛ける事。 

＜参加者質問①＞今回の提示データの数を教えて頂

きたい。 

＜回答＞今回のデータ数は約10,000件のデータで

あり、年齢等を基準としたデータである。各年齢層

の経験本数・年間潜水本数等が考慮されていない目

安としての傾向であり、詳細データでない為、ダイ

ビング団体の傾向をお話している。 

＜参加者質問②＞事故事例で、初動時に必要な具体

的スキル・訓練は必要か。 

＜回答＞海上保安庁でも、緊急時の心肺蘇生法訓練

を実施すべきであると考える。海等に関わる人は心

肺蘇生術訓練実施は必要と考えている。 

 

★アンケート（感想等）を実施、紙面上記載内容

要約させて頂きました。 

◎ベテランダイバーが多いＳＤＣ会員ですが、「経

験の多少に関わらず事故は起こる」事を再認識、

「相互管理」の大事さを忘れず安全潜水を守って行

きたい。 

ＤＡＮ緊急ホットラインに関して、事例紹介により

役割が理解できた。 

レジャーダイビング保険に関して理解が進んだ。 

◎ＤＡＮ会員ですが、ホットライン参考になった。 

◎ダイバーは特殊な環境で運動を行うスポーツで、

安全潜水について常に気を付けていなければならな

い。そういう意味で安全に関する講習行事は特に重

要であり、今後とも機会を設けて欲しい。 

◎初めて勉強会に参加、経験本数は増えたが、改め

て危険を再確認できた。 

◎DAN JAPANの講習は会員募集のための再圧治療補

助などに偏りかねない、ＳＤＣの安全講習はＳＤＣ

ダイバーに役立つテーマを自分たちで考えて企画し

た講習が良い。例えばヒヤリハット事例、各種トラ

ブル時の対応、カメラ派ダイバーのトラブル、危険

生物対応、海外ガイドやショプの安全情報、ナイト

ダイビングの安全、安全なナイトロックス使用等。 

◎知って良かった情報です。参考にしてダイビング

を続けて行こうと思います、特に漂流事故の場合に

必要な事を再確認しました。 

◎これからも安全なダイビングを心掛けたい。自己

管理とバディ-システムの重要性を感じた。 

◎救難課職員の方の話しを聞くのは2回目となりま

すが、現場にいた方の言葉には重みが有り定期的に

聞くのは良い。ＤＡＮ保険入っているが初めて話し

を聞きダイバーズプラス保険に興味を持ちました。 

◎海上保安庁の方の話も、ＤＡＮ白石さんの話も具

体的な事例を交えて分かりやすく興味深く拝聴しま

した。今回は一度流されてしまったので、仕方無か

ったのかと思いますが、12月主婦は忙しいのでも

う少し早く開催して頂けると良いかと思います。 

◎海上保安庁方のお話が具体的（数字、図、グラフ

で見やすかった）でとても分かりやすかった。減圧

症には脱水が大きく関わる事を改めて知った事がよ

かった。 

◎事故は予期しない所で、誰にも起こる事を再認識

しました。個人のリスク管理として海外ダイビング

の場合も入れたほうが良い。 

◎保険の話は良かった。保険を使った事例聞きた

い。 

◎ブランクダイバーとしては、再開するにあたり良

い戒めになり加齢に伴い楽しい範囲で潜りたいと考

えます。 

 

★今回は海上保安庁の講演を掲載しました。 

緊急ホットライン・保険、再圧治療費補助等の内容

はDAN JAPANに問い合わせください。 

TEL：045-228-3066 FAX：045-228-3063  

お問合せ：info@danjapan.gr.jp 
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 SDCの皆さんがSDCツアーに出かける場合

「旅行保険」に加入しなくてはなりません。しかし

個人ツアーだったりするとかけ忘れたり、「出発当

日空港で！」などと思って出かけたが、空港での機

械操作がうまく出来ずに無保険で出かけたことはあ

りませんか？ 
 昨年10月友人とキューバ旅行に出かけました。

ダイビングには全く関係のない仲間でしたが、キュ

ーバに詳しいSDC賛助会員さんを利用しました。

現地空港でお迎えいただき添乗していただきまし

た。旅行途中、友人一人が意識を失い倒れてしまっ

たのです。中に医療従事者がいたので彼女らの指示

にしたがい救急車を呼び病院で処置を受け意識も戻

りました。 病院では英語もスペイン語も話せない

我々を添乗員さんがカバーしてくれ、医師との会

話、保険会社への電話連絡等もすべてやっていただ

きました。保険会社からの回答は「治療が終わった

らそのままお帰りください」との事。保険会社への

電話一本で病院での対処が終わりました。この時は

旅行保険に感謝感謝の気持ちでいっぱいでした。 
 
今年1月フィリピンへの旅行ではネット申込で

保険を掛けました。出発までの日にちがなくなり

「手っ取り早く！」という気持ちでした。それに安

い！ 
何事もなく無事に帰国しゆっくり保険契約内容を

読んでみると、治療が必要になった場合「えっ、そ

の場で対処できるのか？！」と思うような箇所が数

か所ありました。 
海外から保険会社への問合せは現地交換手を通して

コレクトコールを使用する。 
キャッシュレスでの治療を希望する場合、必ず治療

の前に保険会社に連絡する事等。海外で病院にかか

る場合そんな余裕が自分にあるのだろうか？ 
また、クレジットカードで支払いする場合、使用限

度額を超えた場合はどうなるのか？ 等々心配にな

ってしまいました。 
いざというときのために、出かける前に自身が掛

けた保険内容、そしてその場での対処方法を知るこ

とがとても大切であることを痛感しました。 
SDC会員は何時何処で何が起きるかわからない

年齢です。自分自身に合った海外旅行保険をを知り

行動することが大切かと！ 

 
 
 
 
 
旅行キャンセル保険をご存知ですか？ 

私は二度ほどかけたことがあります。それは高齢の

両親と同居していたことと、旅行費用が高額である

事からです。 
1回目は、何事もなく無事な旅行で終わりました

が、2度目は旅行キャンセルとなり、全額戻りまし

た。うれしかった～ 
 

下記2点の☆であれば申し込みが可能です。 

企画旅行に申し込んだ方で、申し込みから5日以内

であれば申し込みが可能です。 

 

☆ 企画旅行等にお申込みの方 

  交通機関と宿泊がセットになったプランを旅

行会社等でお申込みされた方 

☆ 申込みされてから5日間以内の方 

交通機関と宿泊がセットになったプランを

旅行会社等でお申込みされた方 

 
1．旅行する人の入院・通院 
2．家族の入院・通院 
3．旅行当日の交通機関の遅延等 
4．旅行する人または家族の死亡 
5．旅行当日から遡って30日以内の火災・自然

災害による家屋損害等 

6．旅行する方が裁判員として任命された場合 

 

上記内容で保険金が下りますが、ここに厳しい内

容が設定されていますのでご注意ください。 

 

詳しくお知りになりたい方は下記にアクセスして

ください。 

 

https://nippon-insurance.com/trip-

cancel/index.html (旅行キャンセル保険) 

 

50％と100％の支払いを受けることが出来ます

が、掛け金が違います。 

高いと思うか、安いと思うかはあなた次第です！！ 

旅行保険・旅行キャンセル保険について 

668 川瀬 和恵 
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898佐野裕之    

街もマスメディアも、そして人々がクリスマスム

ードにあふれる中、ウクライナ国立歌劇場管弦楽団

による「クリスマス・スペシャルクラシック」を鑑

賞しました。 

普段、ジャズ・フュージョン系コンサートが中心

の私には、久々のクラシック。期待と緊張で当日を

迎えました。 

弦楽器の繊細かつ透き通る音色、管楽器の重厚で

色彩色豊かな響き、それに絡むハープと打楽器でハ

イレベルな空間を満喫できました。 

そして、この大勢の管弦楽団をバックに独唱する

ソプラノ・テノール歌手の圧倒的な声量にも感動。

後半には50人を超える合唱団が加わり、心躍る至

福のハーモニーを奏でていました。 

曲目は「ある晴れた日に」「ハレルヤ・コーラ

ス」「アヴェマリア」など、クラシック初心者の私

にも馴染みの深い曲が多く、最後はもちろん交響曲

第9番より第4楽章「歓喜の歌」、壮大で圧巻なフ

ィナーレで締めくくられました。 

コンサートの余韻も冷めぬうちに近くのイタリア

ンで忘年会。宴席でのSDCパワーにはいつも圧倒さ

れます。 

最後に、有楽町から東京駅まで、丸の内仲通りの

イルミネーションを童心に帰ってくぐり抜け、最高

の一日を楽しめました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

865篠田和枝 

 ウクライナ国立歌劇管弦楽団の第九を聴くのは、

初めての経験でしたが想像以上にそれはそれは素晴

らしいものでした。 

特にソプラノ歌手の全身を楽器のようにし、魂を

込めて歌う様は、感動以外の何物でもなく、感動の

涙を抑えることができませんでした！ 

オーケストラ全体の盛り上がりにも負けないくらい

の声量と美しさには、圧倒の一言！ 

 ワグネルやグリークラブのお付き合いコンサート

がほとんどの私にはプロの凄みを教えてくれる良い

機会でした。 

最近ではクラシック音楽が肌になじむようにな

り、少しずつですが聴きこんでいこうと思っていた

ところで 今回は良い機会になりました。 

やはりちゃんとお金を払って聴きに行かないとい

けないですね！！ 

このような機会を作っていただきましたことに、

とても感謝いたしました。 

                      

768新井純枝       

素晴らしいコンサートの後は、有楽町駅から１分

のイタリアンレストラン<LA VERDE>で忘年会でし

た。 

開始時間が15時30分からと言う事で、海老原御

夫妻が苦労して見つけてくださいました。お料理も

７種類とボリューム満点なコース料理でした。 

忘年会の席で、令和二年からSDCミュージックサロ

ンの新体制が決まりました。 

代表世話人761田中恵美子さん 

Googleグループオーナー  472高木忠雄さん 

Googleグループマネージャー684小林孝子さん 

帰りは皆さんと東京駅まで美しいクリスマスイル

ミネーションを見ながら帰りました。 

コンサート・忘年会 参加者  

新井純枝、海老原昭子、海老原 新、太田允康   

狩野幸重、佐野 裕之、篠田 和枝、 高木 忠雄、 

竹内千草、田中恵美子、平野昌子、 福間百合子、 

村上あい子、市川雅紀、木村満男 

 ミュージックサロン 
Christmas Special Classics 

2019年12月19日(土) 東京国際フォーラム 
世話人544海老原新  報告898佐野裕之、865篠田和枝、768新井純枝 
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§（鷹取山ハイク2020 年 1 月19 日催行） 

昨年 10 月に計画したものの、荒天で中止になり

改めての催行です。幸い今回は天候に恵まれ鷹取山

は切り立った岩峰の上に位置し360度の展望を望む

事が出来ました。 

 

（神武寺本堂） 

 
（魔崖仏の前で集合写真） 

ロッククライミングの練習場所としても知られ、 

鷹取の名称は太田道灌が鷹取をしたと伝えられ 

岩肌に掘られた巨大な魔崖仏の弥勒菩薩像の圧巻の

姿を見せます。 

§寄（ヤドリギ）ロウバイ園散策 2 月 1 日催行 

当日は穏やかな良い日和に恵まれ、総勢 16 名で

松田ロウバイ園をゆっくりと散策し昼食を皆で楽し

み、帰りは駅前の居酒屋にて懇親を深め大いに盛り

上がった一日でした。 

 

◎至福の時   No.248 若狭英彦 

幸い天候にも恵まれ青空の下に数万本のローバイが

こがね色に染めた花びらからほのかな香りを、鑑賞

に詰めかけた人々の鼻をかすめて行く景観はその現

場に居た者としての至福を感じました。 

 
◎甘い香り   No.754 小笠原末子 

当日はとても気持ち良く蝋梅鑑賞が出来て良かった

です。初めは岩魚桜鱒の美味しい匂いに心をうばわ

れてしまいましたが、蝋梅の林?に入ると甘い香りに

誘われすっかり青空と黄色の木々、展望台からの景

色にウットリさせられました。 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート  
①  鷹取山ハイク         ②   新松田寄ローバイ鑑賞 

世話人 №197 宇留賀達雄   №７６６ 鈴木一雄 

20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【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
1
 

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  
＊全食事付  ＊宮古島空港集合・解散 

13 万 842 神崎美治 

2
0
3
2
 

6.11-16 

第１3 回沖縄サ

ンゴ植付けツア

ー 

＊①チーム美らサンゴ主催・恩納村サンゴ植付け＆全国ダ

イバーとの懇親ビーチ BBQ 参加 ②沖縄中・北部ファンダ

イブ ③チービシ SDC の根にサンゴ植付け                                                        

＊那覇空港集合・解散 ＊飛行機各自手配 ＊要中性浮

力 ＊５泊６日８ボート ＊利用ショップ：OB ちゃたん、チー

ム美らサンゴ（ラグーン）、トロピコ ＊部屋シングル又はツ

イン：朝食付 

10 万 648 江藤征雄 

2
0
3
3
 

6.11-15 

石垣島 

川平湾 

5 日間 

石垣の海を楽しもう 
＊現地集合解散 ＊初心者からベテランまで ＊６～９本 
＊現地宿泊食事付き、市街宿泊は各自 ＊費用個人払 

6 万

程度 

担当役員 
668 川瀬和恵 
754 小笠原末子 

賛

助

会

員

公

認

企

画 

S
2
0
0
1
 

毎日出発 

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
2
0
0
9
 

毎日出発 

ケラマ諸島 

阿嘉島 

5 日間 

美しいサンゴ礁、砂地に小魚、ドロップオフに大物魚群洞

窟地形に光線、豊富な生物、バリエーション豊かで透明度

の良い海を楽しんでいただけます。  
＊初心者可 ＊羽田集合(現地集合可) ＊8 ダイブ  
＊全食事付  
＊日程、マクロ、写真なども対応いたします 

15 万 

～ 

ブルー   

プラネット 

S76 吉村 剛 

S
2
0
1
0
 

７/2-７ 
小笠原諸島 

母島 

梅雨明けの小笠原は毎日べた凪、ドッピーカン 

ポイントは全て行ける海況です。 

東京〜父島の 2 等船代金、6 ダイブ 

母島ペンション 3 泊付き 

父島〜母島の運賃は自費になります。 

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
2
0
1
1
 7.16-29 

8.25-9.7 

9.28-10.2 

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 

宿 3 泊 送迎 ダイビング 6 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！ 

8 万 

12 万 

ぷちアイランド  

S15 金子弘之 

S
2
0
1
2
 

8.11-20 八丈島 

海の色が最高、水温も 28℃で快適 

八丈ブルー 宿 3 泊 6 ダイブ付き 

1 名から開催します。飛行機代金は自費 

12 万 
ぷちアイランド  

S15 金子弘之 

S
2
0
1
3
 

9.16-22 
トカラ列島 

口之島 

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！ 

29.8

万 

ぷちアイランド

S15 金子弘之 

S
2
0
1
4
 9.29-10.2 

10.16-21 

10.28-11.3 

小浜島 

ヨナラ水道決戦 

西表島と小浜島の間にあるヨナラ水道をドリフトダイブで見

るマンタの編隊は白砂とのコントラストが圧巻で一度見ると

病み付き！ ホテル４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！ 

22 万 
ぷちアイランド

S15 金子弘之 

会

員

公

認

企

画 

2
0
7
1
  

6.11-16 
 

フィリピン 
マクタン滞在 

6 日間 

入会間もない方、ブランクダイバー、スキルアップしたい
方にも参加しやすい安心・楽ちんダイビング。日本人イン
ストラクター同行。ヒルトガン、オスロブにも遠征。成田発
着、最大 11 ダイブ、半日セブ島観光。滞在中全食事付 

約 16
万 440 石川 勝 

2
0
7
2
 

8.20-26 
パングラオ島 

    ７日間 
フィリピン 

マクロからワイドまで。既存のダイビングから美と健康づく
り、パングラオ島の海と空を眺めながらリトリート&デトック
スの旅を推奨 ＊関空・成田発着 ＊初級者可 ＊11 ダ
イブ付 ＊朝昼食付 ＊会員尾上未夏が新プロデュース
する店を利用 ＊最終日スペシャル企画有(別途費用)  

16 万 306 宮本節子 

2
0
7
3
  

10.28-11.4 
ラジャアンパット 

8 日間 
インドネシア 

壮大なスケールの海、魚影濃く、群れ・大物・マクロまで 
＊リゾートステイ  ＊関空・成田発着 ＊12 ダイブ付 
＊全食事付 ＊遠征費別途 

30 万 306 宮本節子 

賛

助

会

員

推

薦

企

画 

N
2
0
0
2
 

 

 

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＊成田、関空、名古屋、福岡発着 

＊全食事付 ＊1 延泊より可 

9 万 
～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

N
2
0
2
5
 

 毎日出発 

プエルトガレラ 
(オリエントパールダ

イブセンター利用) 

6 日間 

最近、密かに人気を集めているプエルトガレラ。少し移動

が大変な場所ですが、到着したらダイビング天国。マクロ

の写真をじっくりたくさん撮影されたい方には特にオスス

メです。ホテルもダイビングサービスも日本人オーナーで

すので言葉の問題もないです！ 

＊羽田深夜発着 ＊7 ダイブ ＊朝食付 ＊1 延泊より可 

10.6
万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

 

N
2
0
2
6
 

毎日催行 

コモド諸島 
デイトリップ 
ダイビング 

最短：5泊 6 日 

大人気エリアでのダイビングがお手軽に楽しめるよ
うになりました！自社船スピードボートは船足が早
く、北エリア〜南エリアすべてをカバー。日々活気付
く街でのご滞在をご満喫頂きつつ、ダイビングをお楽
しみ頂けます！ 
＊航空運賃込み（入境料別）＊全 7本 
＊陸上ツアーアレンジも可能 
＊ホテルご滞在 ＊代理店からもご予約可能です 

25 万       
～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

 S66 

唐澤・河合 
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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

推

薦

企

画 

N
2
0
1
8
  

5.7-11 

6.14-18 

フィリピン 

エルニド 

5 日間 

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) 

25 万

～ 

エムズマリン 

アドベンチャー 

S41 永吉拓也 

N
2
0
2
7
 

 日本発着 

5.2-10 

ラジャアンパット 
ゴールデン 

ウィーククルーズ 

9 日間 

本当のラジャの魅力を紹介！ハイグレードなエグゼクティ
ブ船「ハティク号」でご案内する本クルーズは、魅惑の魚
群ポイントからパッセージ＆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です 

42 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

 S66 

唐澤・河合 

N
2
0
2
0
 

 

5.8-21 

5.19-6.1 
キューバ 

14 日間 

観光＋8 ダイブ 

キューバ・海のベストシーズン。世界遺産 4 ヶ所観光＋8

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。 

60 万

～ 

エムズマリン 

アドベンチャー 

S41 永吉拓也 

N
2
0
2
2
  

5.11‐7.15  
毎週水曜出発 

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
2
0
2
8
 

6.20 出発 
メキシコ 

カボサンルーカス
滞在 8 日間 

アエロメヒコ航空利用 ＊成田発着 

最大 8 ダイブ付 

モブラが繁殖行動の為に 1,000 匹～2,000 匹もの群れを

成す光景は圧巻！ 

アシカやアジ玉、カツオやバラクーダ―との遭遇も期待で
きます！ 

26.8

万～ 

クラブ・ 

アズール  

S75 杉田 優 

N
1
9
8
1
 

 

 

6.28-9.27 の

毎週日曜出発 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 

N
2
0
2
9
 

7.1- 

タイ 

タオ島 

5 日間 

タイ航空利用 ＊羽田・関空発着 

5 日間ツアー 滞在中 8 ダイブ付 

ダイナミックな地形とバラクーダ、ギンガメアジなどの群れ

が一押し！ 発着場所や日時もご希望に合わせてアレン

ジいただけます！！ 

14.6

万～ 

クラブ・ 

アズール  

S75 杉田 優 

N
2
0
3
0
 

7.1- 

インドネシア 

コモド 

デイトリップ 

6 日間 

ガルーダインドネシア航空利用 ＊成田＆関空発着 

デイトリップでのダイビングにコモドドラゴンツアーが付い

たお得なパッケージプラン！！ 

14.8

万～ 

クラブ・ 

アズール  

S75 杉田 優 

N
2
0
3
1
 

7.1- 

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・関空発着 

＊12～13 ダイブ+全食付 

セレベス海の秘境でダイバーを圧倒する大物三昧のダイ

ビングを贅沢に味わいましょう！！ 

26.8

万～ 

クラブ・ 

アズール  

S75 杉田 優 

N
2
0
3
2
 

 

7.1-10.20 

毎週月曜 

出発 

サイパン 

5 日間 

サイパン直行便就航しました！サイパン名物ポイントグロ

ットは健在！！ 久しぶりにサイパンへ！ ＊成田発着   

＊最少催行 2 名 ＊6 本＊食事なし  

＊他日程アレンジも可（要問合せ） 

12 万

～ 

トラベルネット 

サービス    

S58 森下亮一 
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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

推

薦

企

画 

N
2
0
3
3
 

7.1-10.31 

毎日出発 

ラパスで 

ダイビング 

６日間 

アシカ＆大物とのダイビング、ラパスで２日間ダイブ 

＊成田・中部・関空発着 ＊最大６本ダイブ  

＊朝食０、昼食２(ダイビング時)  ＊延泊可能  

＊早期申込み割引有 ＊各国空港税別 

16.8

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52 田淵 司 

N
2
0
3
4
 

7.1-10.31 

毎日出発 

コスメルでダイビ

ング＆セノーテ･

ダイブ 

 ７日間 

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) ＊延泊可能  

＊キューバの追加オプション有  ＊早期申込み割引有  

＊各国空港税別 

23.7

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52 田淵 司 

N
2
0
3
5
 

7.4-9 

7 月の 

マラパスクア 

クルーズ 

6 日間 

世界で一ヶ所、1 年中「ニタリ」が見られる秘境の島。 

ピグミーシーホース、カエルアンコウが数多く生息する 

マラパスクアの旅をお楽しみ下さい。  

＊成田・中部・関西発着 ＊1３～14 ダイブ＋島内観光 

＊全食事付 ※ＳＤＣ割￥5,000 ※EAN/講習受付中 

24 万

～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
2
0
3
6
 

7.4-11.21 

土曜出発 

モルディブ 
クルーズ 

8 日間 

マンタ・ジンベエの大物狙い。  

＊成田発着(場所により、国内線手配可）  

＊14～15 ダイブ  ＊全食事付 

＊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。 

24.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

 

N
2
0
3
7
 

日本発着 

7.18-25 

コモド諸島 
大潮周りクルーズ 

8 日間 

他の船では得られない！本当のコモドの海のポテンシャ
ルを高質のハティク号＆弊社ガイドがご案内！ ワイドの
北エリア、不思議生物の南エリア、セントラルのサンゴ＆
ハナダイは格別です！  
＊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です 

39 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

唐澤・河合 

N
2
0
3
8
 

 

7.19 

8.09 

9・20 

10.11 

レッドシークルー

ズ＆カイロ観光 

8 日間 

レッドシーを潜りまくるダイブクルーズに定番のピラミッド・

スフィンクス・考古学博物館など、カイロ観光も付いたお

得なプラン。デイトリップダイビングだとポイントが混雑す

ることが多いですが、クルーズなら時間をずらすことが可

能なので、人気ポイントも独り占めにすることができるか

も？ ＊エジプト航空 ＊最大 14 ダイブ 

＊食事：朝 5 回 昼 6 回 夕 5 回(機内食除く) 

28.8

万～ 

ワールドツアー

プランナーズ 

S42 谷岡 諭 

 

N
2
0
3
9
 8.2-10.4 

毎週日曜 

出発 

トンガ･エウア島

近海でホエール･

スイムと 

ケーブダイブ 

８日間 

トンガ王国、エウア島近海でのホエール･スイム＆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４本ダイブ ＊朝食 5・昼食 5・ 

夕食４ ＊他､日程アレンジも可（要問合せ） 

＊各国空港税別 

52.5

万～ 

レックス 

ツアーズ 

Ｓ52 田淵 司 

N
2
0
4
0
 

 

8.10-15 

8.18-23 

8.25-30 

 

８月の 

マラパスクア 
クルーズ 
6 日間 

モナドショールは世界で一番美しいサメ「ニタリ」で有名な

ポイント！ウミウシ、オオウミウマ等の海の宝石達がひしめ

く北セブを潜り倒そう！ 

＊成田・中部・関西発着 ＊1３～14 ダイブ＋島内観光 

＊全食事付 ※ＳＤＣ割￥5,000 ※EAN/講習受付中 

24 万

～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
2
0
4
1
 

日本発着 

8.15-22 

コモド諸島 

王道クルーズ 

8 日間 

ラグジュアリーな帆船ハティク号で巡るコモド諸島王道ル
ート！ ワイドの北エリア〜不思議な生物がいっぱいの南
エリアまでご満足頂けること間違い無しです。 
＊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です 

39 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

唐澤・河合 

24 



前号（8４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 785 島村正代 845 矢部善信 

 ８６号ツアー計画書の締め切りは５月 15 日です。 

 

ダイビング計画担当よりお知らせ 
公認ツアーを企画してみたい方、公認ツアーに参加してみたい方へ 

  SDC サイボウズ内に公認ツアーに関するフォルダを設けています。 ご覧のうえご応募ください。 

《サイボウズを開く⇒ファイル管理⇒会員⇒公認ツアーと進んでください》 

尚、現行では公認ツアー実施報告書提出後、幹事へ通信・雑費として一律 5,000 円、参加者一人当たり 1,000 円が 

      補助金として支給されます。 

 
 

新入会員を囲む懇親会のご案内 
  
    2019 年以降に入会された会員を囲んで、ツアーや      

同好会の話しなどしつつ親睦を深めましょう。                  

日時 ：４月 26 日（日）11:30～14:00                                      

 
場所 ： 響 新宿サザンタワー店   

     東京都渋谷区代々木２－２－１     
新宿サザンテラス小田急サザンタワー4F                      
ＴＥＬ：03-5333-5501                                               

     
会費 ：4,000 円（予定）                ぐるなびでも検索できます 

 
＊参加希望者は 4 月 5 日迄に下記宛てご連絡ください 
（アドバイザーでも可）。 

,  
＜ダイビング計画担当 連絡先＞ 

島村正代  masayo.shima190@gmail.com 
矢部善信 nobudono@mtj.biglobe.ne.jp 

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

推

薦

企

画 

N
2
0
4
2
 9.1-6 

9.8-13 

9.１6-21 

9.22-27 

９月の 

マラパスクア 

クルーズ 

6 日間 

シルバーウイークはもちろん「人気のマラパスクア」 

乗船して目覚めたら目前に広がるニタリの海！ 

サンセットの「ニシキテグリダイブ」が面白い！ 

＊成田、中部、関西発着 ＊1３～14 ダイブ＋島内観光 

＊全食事付 ※ＳＤＣ割￥5,000 ※EAN/講習受付中 

24 万

～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
2
0
4
3
 9.1-13 

9.23-10.31
の毎日出発 

インドネシア    

アンボン 

8 日間 

アンボン湾に位置する好ロケーションのスパイスアイラン
ドリゾート滞在。マクロ、写真を楽しみたい方に一押しリゾ
ト ＊羽田発着 ＊中性浮力・フリー潜行 ＊14 ダイブ＋
セルフビーチダイブ ＊全食事付 ＊ナイトロクス無料 

28 万

～ 

ユーツアー 

Ｓ43 村瀬慶美 

N
2
0
4
4
 

10.14 出発 

コロンビア 

マルペロクルーズ

14 日間 

アメリカン航空＆コパ航空利用 ＊羽田発着 

アズールスタッフ同行 FEROX 号＊16-17 ダイブ+全食付 

絶滅が危惧される海洋生物の保護区域になっている海

を存分にご堪能くださいませ！！ 

89.9

万 

クラブ・ 

アズール  

S75 杉田 優 

N
2
0
4
5
 

10.20 出発 

10.27 出発 

インドネシア    

バンダ海クルーズ 

9 日間 

本年デビュー船 ネオミクルーズで行くバンダ海クルーズ 

10 月～11 月限定のハンマー狙いの人気クルーズ 

＊羽田発着 ＊中性浮力・フリー潜行 ＊最大 20 ダイブ 

＊クルーズ乗船中全食事付 入海料 140 ドル別途要 

39.5

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 

（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 

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 

ＧOOD ダイブショップ               S33 

https://www.boholgood.com/ 
水温も上昇し、ボホール島のベストシーズン到来 
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 
6300 Graham ave Tagbilaran city 
BOHOL Philippines 
℡：+63-38-501-8988 

e-mail：info@gooddive.jp 

(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)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 

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   

 

26 



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 

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､4 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、3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 

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 

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・河合 
Jl. Tukad Balian No888, Desa Sidakarya, 

Denpasar Selatan 80224, BALI 
INDONESIA 

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

オーシャンビーチちゃたん（沖縄本島）    S68 

http://www.oceanbeach-net.com 
毎年 SDC メンバーの方が訪れて頂けてうれしく思い
ます。沖縄本島の小さなお店ですが、 
『1 名からでも遊びに来られる安心なお店』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 

 
株式会社エーオーアイ・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。 
2016 年より国内最大のダイビングショップ mic21
とのコラボレーティブブランド DiveExtreme / ダ
イブエクストリームをスタート。 
ＳＤＣ担当：白井 純 
〒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：info@aoi-jp.biz 

 
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：平川 雅一（ひらかわ まさかず） 
〒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: hirakawa@danjapan.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 
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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 

 

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 

 

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 

 

（株）オーシャンエクイップメント S78  

（スクーバリペアーセンター） 
https://www.scuba-repair.com/ 
ダイビング器材のオーバーホールやウエット/ドライ
スーツの修理、ダイブコンピューター電池交換まで
器材全般のメンテナンスとダイビング器材を格安に
てご提供をしております。お気軽にお問い合わせく
ださい。 
担当 境井五郎 
〒171-0014 豊島区池袋 2-27-7 河内ビル 2F 
TEL03-5960-3806 FAX:03-5960-3806 
Mail  info@scuba-repair.com 
●営業時間 10：00～18：30 ●日・祝定休日 
 

担当者の変更を赤字で表示しております。 
 
 

                        

寒い季節は国内ツアーが少なく今回は海外ツアーレポートのみの掲載でした。その代わり、「新

年会関連」「ヒヤリ・ハット」「旅行保険」などひと味違った内容になりました。会報は会員の皆

さんからの情報が命です。様々な情報、ご意見など気軽にお寄せください。編集長初体験でいろい

ろ勉強になりました。                            812 松尾幸代 

新型コロナウイルス流行の中、ツアーに参加できるのか、できないのか予定近くの会員の皆様

は、苦悩されていたこと思います。安心して各行事に参加できますよう、流行が終息に向かってい

ることを祈ります。ツアーレポートなど、皆様の体験を広報までお知らせください。絶賛募集中で

す。そして毎号のご協力ありがとうございます。                646 鈴木麗子 

広報作業中の只今コロナウイルス肺炎で右往左往し、ここ 2 週間で拡大するのか、下火になるの

か日本中、世界中大変です。85 号 4 月号が皆様の手元に届く頃には、終息して欲しいと祈るばか

りです。ツアーが、3 個キャンセルになったと嘆き悲しんでいる場合ではないことは、重々分かっ

ております。                               572 阿部千衣子 

今、社会現象になっている新型コロナウイルスが世界を震撼させています。早い終息を望みたい

ものですね。皆様にご協力を頂き会報 85 号をお届けする事が出来ました。有難うございました。

今後共思い出の投稿をお待ちしています。                  754 小笠原末子 
 
★ いつも関西地区の活動報告をまとめるだけのお手伝いしかできず恐縮しています。毎号が立派に

纏められており手元にくるのを楽しみにしています。またツアー公認企画が今少し増えるのを願っ

ています。                                 881 井原義温 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

関 西 地 区 懇 親 会  

日時：2020 年 12 月 13 日（日） 
 12:00～16:30 
会場：大阪第一ホテル 

大阪市北区梅田 1-9-20 
大阪駅より徒歩 3 分 
各線梅田駅より 3～5 分 

会費：1 万円 
  ＊皆様のご参加をお待ち申し上げて 

おります。 
詳細：306 宮本節子まで 

SD
C 

会場案内図 

SDC の紹 介 と入 会 のご案 内  
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2020 年総会・懇親会 

 
日時：2020 年 6 月 7 日（日）12:00~16:30 

＊11 時からビデオ･スライドショー 
           （自由参加） 

会場：恵比寿イーストギャラリー 
   東京都渋谷区東 3-24-7 

交通：恵比寿駅西口から徒歩 2 分 
（JR 山手線 埼京線 東京メトロ日比谷線） 

会費：1 万円 

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 


