
日本シニアダイバーズクラブ 

ＳＤＣ Japan 

http://sdcj.cside5.com/ 

 

ファンダイビングマガジン 
 C

S 

S D

S 

2020 7 №86 



2020 7 July. №86 
 

 

 

 1 会長、副会長挨拶 市川雅紀 宮本節子 

 2 長生きのこと 杉本信也 

公認ツアーレポート 

 3 フィリピン・ボホール 吉田延子 他 

国内ツアーレポート 

 6 伊豆半島をサファリする 島尾愛子 

 14 新型コロナ対応ツアー 金子弘之 

海外ツアーレポート  

 8 パプアニューギニア アロタウタワリリゾート 阿久津省一  

 10 シミランクルーズダイビング旅行記 沖津正行 

  12 マニラ観光 森沢昭二 

 13 プエルトガレラ・サバンビーチ 森沢昭二 

同好会だより  

 17 アウトドアーを楽しむ会 宇留賀達雄 他 

 18 水中映像を楽しむ会 大隅楠夫 他 

セーフティーダイビング    

 20 安全潜水「事故から学ぶ」 阿久津省一 

 21 自立したダイバーを目指して 阿久津省一 

その他 

 15 あちこち街歩き 松尾幸代 

 16 里山ハイク 金子弘之 

 22 コラム 「相続と終活」 矢部善信 根本陽一  

 23 SDCの素晴らしい伝統    玉村馨 

 23 編集雑感 広報 

フィッシュウオッチング  

 24 ウミテング（海天狗） 江藤征雄 

賛助会員コーナー  

 25 マリンダイビング・クラブアズール 広告 

 26 賛助会員通信  

 28 パラオスポート 広告 

 29 ブループラネット 広告 

インフォメーション 

 30 あなたの行きたいツアーを探そう！ ダイビング計画 

写真館特集 

 34 にっこり・ほっこり写真館 会員 

表紙 

 1 ヘアリーゴーストパイプフィッシュ 阿久津省一 

 2 コンテンツ  

 3 写真館  

 4 主要行事のご案内  

 

 

 

 

表紙に寄せて 
645 阿久津省一 

 
ヘアリーゴーストパイプ

フィッシュ 
 
捕食の瞬間 
正直言って、撮影中は気 
付かなかった。 
最初写真を見た時目が二 
つ、眼状斑かな？ 
良く見たら捕食した魚の 
目。5 ㎝前後の被写体、 
これ自身だけでも超レア 
な映像であるのに捕食シ 
シーン。 
感激ものであった。 
 
撮影日 2020.1.14 
撮影地 PNG アロタウ 
カメラ TG-4 

 



 

 

 

 

 

 

先ずは新型コロナウイルスとの最前線で日々戦っ

て居られる医療関係者及び物流関係者の皆様に敬意

を表します。 

又、広報役員の皆様には会報発行に際し並々ならぬ

努力をしてくださり感謝致します。 

 会員皆様とは本来ならば総会にてお目に掛かり挨

拶させていただく所でしたが、誌上にて失礼致しま

す。 

 当会の総会は会則にて 6月の第 1日曜と定められ

ておりますが、先月の中旬に“総会の延期に関する

緊急役員会”が、川瀬副会長により開かれ、総会の

延期が決定されました。又、従前のような総会後の

懇親会は、年内は開かれない事と決まり、個人的に

は大変残念に思います。 

 今私はこれを 5月 15日に書いておりますが、昨

日一部地域で緊急事態宣言の解除が発表されまし

た。未来に光が見えてまいりました。 

 この会報が出る頃には、ダイビングにも行けるよ

うになっている事を願っております。 

 新型コロナウイルス後のダイビングについて、新

しいダイビングスタイルが必要になります。 

 欧州の DANがガイドラインを示した物を、DAN 

JAPANが翻訳して DANホームページに載せておりま

す。ダイビングを再開する際には大変重要な事で

す。 

https://www.danjapan.gr.jp/blog/covid-

19_and_diving_activities 

 最近はサイボウズも賑やかになってきましたし、

Zoom（簡単なテレビ会議システム）飲み会で語り合

うのも楽しいです。私も参加してみましたが、やっ

てみると簡単だし便利だし、何よりも楽しいもので

す。今は「在宅」を楽しみ、解除されたら何処へ行

こうか等と、計画を練ったりしています。 

 私はＳＤＣの会員になりやっと 8年になりまし

た。今回の騒動で特に思ったのですが、本会に入っ

ていて本当に良かったです。皆さんと一緒なので乗

り超えられます。 

 又一緒に海へ、山へ、飲みへ、行きましょう。  

 会員皆様と御家族皆様の御健康を祈念致します。 

               

 

 

 

 

 

 

 

今回の新型コロナウイルス感染に接し、外出自粛

要請・緊急事態宣言も出され、私たち SDC も色々

な危機感を抱き、その対処等の必要性を感じました。 

各役員がマニュアルに沿って担当業務をこなしてい

ただいていますが、今回の事態を受けて危機管理、

情報の共有・発信等が新たな課題となったのではな

いでしょうか。 

役員のみならず、各個人レベルでの対応も求められ

ると思います。このような事態に直面した時、会の

運営方法、役員会の在り方・役割等、マニュアルを

作成しておくことで、今後も発生するであろう事態

を乗り越えられ、対策に繋げられるのではないかと

思います。  

現在、サイボウズにて色々と役員会を行ったり、情

報を発信したりしていただいていますが、会員すべ

てというわけにはいきません。この活用をも含め、

検討が必要かとも思います。 

また、会員・賛助会員に対してどういったことを

していけば良いかのかということも・・・ 

関西地区主催の 5 月・6 月に予定していました与

那国島公認ツアー・多良間島公認ツアーも中止せざ

るを得ない状況となりました。4 月予定していまし

た呑和会も中止、毎年 6 月に行っておりますツアー

定例会議も延期を余儀なくされました。 

これから先の取り組みも考えて行かなければなりま

せん。 

皆様も外出自粛を守りステイホームされていると

聞き及んでいます。 

暗いことばかりではないと思います。 

海は逃げません。私たちを快く待っていてくれるこ

とでしょう!  

この難局を乗り越え、新型コロナウイルスと上手

く共存しながら、楽しくダイビングができることを

心待ちに、祈念致します。 

                

総会挨拶に代えて 

SDC 会長 市川雅紀 

 

副会長挨拶 

SDC 副会長 宮本節子 
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コロナ感染による自粛問題から運動不足になりが   

ちである今日この頃、長生きの要素を「コミュニケ

ーション」と「適当な運動」を解いた文献から引用

したエッセイを紹介します。 

 

はじめに 米国では長生きに係ることで、①コミ

ュニケーションと、②体力のあることが重要、とい

う米国衛生当局が調査した統計上の報告がある。 

この報告を待つまでもなく、日本では、この二つ

を正に実行している人達がいる。海女達だ。長寿県

沖縄の老人達もこれらを満たしている。日本シニア

ダイバーズクラブは、ビフォア･アフターダイブの食

事会、年 2回の懇親会で情報交換を兼ねたコミュニ

ケーションは、驚くほど活発だ。Ｅメールの普及も

早かった。会への取材が時々あるが、高齢者の意外

な元気を示す例で話題になっている。未だ長寿の条

件を満たしている観点からの取材はないが、その内

に、長寿の模範例になるのではないかと想われる。 

 コミュニケーション この話は、老人夫婦の、妻

が亡くなると夫は早死にする。しかし逆に夫が先立

っても、妻は、夫の様には早死しない。単身になっ

た老人は、犬や猫のようなペットと一緒に生活する

と、更に長生き出来るという。その昔、この様な米

国の実態調査が報告されていた。つまり、このレポ

ートは、コミュニケーションを図る対象のある無し

が、長生きするかどうかに影響を与えるというのだ。

（妻は地域のコミュニケーションがある） 

 

 体力（健康調査の意外な結果） 米国の衛生当局

は、健康、不健康にかかわらず低体力は重大な死の

予兆だという調査結果を報告している。男性 25,341

名、女性 7,080名を対象にした調査によると、有酸

素体力が最も低い 20％の中に入る人達は、不健康要

因（高血圧、高コレステロール等）を２、３持って

いるが、有酸素体力が最も高い 40％の中に入ってい

る人達より、全体的な死亡率が高いという。 

 短絡して簡単に言えば、病気はないが体力のない

人より、病気を持っているが、体力はあるという人

の方が、長生きをするということだ。日本でいう一

病息災とはよく言ったものである。しかも体力の維

持の為には適当な運動が重要であることを教えてい

る。 

 

 

 

 

  

海女の元気 『魏志倭人伝』の中に「倭人は沈没 

をとる」と記されている。三世紀の頃だ。この卑弥 

呼の時代を九州として、日本海、太平洋の海女（海 

士）の生活分布を現代にして見ると、約２万人いる。

私はダイバーとして海女たちに関心があり、海女小

屋で暖を取りながら一緒に話を聞くのが楽しい。 

大声でアッケラカンとして元気そのものだ。その生

活スタイルに健康の教訓が引き出せる。①コミュニ

ケーションがよい（暖を取る間中賑やかである）。②

よく潜る。延べ半日、5‐15ｍの深さを潜る。③食生

活は質素である。（老化防止の食事に相当する。魚、

海藻、豆類、野菜） 

 伊豆の入間で、竹製の花籠を背負って急な山道を

上り下りする 90 歳を超えた海女の言葉が印象的だ

った。「家でじっとしている私の子供ぐらいの年寄り

が、私より早く亡くなっている。働かないからだ」

と決めつけた。このような海女のライフスタイルは、

先述した長生きの条件を満たしている、何にも優る

長寿の秘訣ではないだろうか。 

 尚、心身を元気づけるのに、セロトニン神経を活

性化する、座禅やスキンダイビングの腹筋呼吸がよ

い、という報告がある。先輩からお前が元気なのは

潜るからだといわれ本を紹介された。 

 

 むすび  

 長生きの条件は、他に挙げれば、ＤＮＡを含め環

境や経済力の影響など、幾らでも挙げられる。しか

し、自ら実行出来ることで健康を維持することが肝

要だ。本論で挙げた長寿に係る生き方は、誰にも出

来る、難しいことではない。普段の生活の中に取り

込めることだ。 

 それにダイビングが楽しめることは、何にも増し

てこれらの条件を満たし、極めて幸せなことではな

いだろうか。ダイビングの度に、珊瑚礁のトロピカ

ルな絶景を堪能しながら、一方では、潜る度に全身

に数キログラム／平方センチメートルの水圧が加わ

る按摩をしているからだ。 

 余生の話題には、孫と病気の話が多いが、自らの

長寿の方法を真剣に考える為に、別の角度から話題

を提供した。 

 

 長生きのこと 
        

レポート 30 杉本 信也 
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● 805 吉田延子 

世間では新型コロナウイルスの感染が世界に

拡大している中、予定通りツアーを決行しました。 

出発の 10 日位前に問い合わせてもらった結果、

現地ではコロナのコも話題に出ていないとの事、

関空ではスタッフ全員マスク着用、飛行機の CAさ

んも全員マスク姿、と情報をもらいました。 

結果、過度に心配せず予防を各自しっかりするし

かない。その様な状況の中、今回は最終日に、SDC

副会長でもあり関西地区担当役員の宮本節子さ

んの古希お祝いパーティを計画していたので、関

東、東北地区から市川会長を含め 4名、関西地区

は 14 名、総勢 18 名もの方々が参加されました。 

〇アクセス 

往路、成田からは、セブ泊で翌日高速艇にてボホ

ール入り、ホテルまで車で約 10分。 

関空からは、フィリピン航空の冬季スケジュール

変更により、関空－マニラ－ボホールと同日乗継

が出来て楽でした。 

ボホールの空港はタグビラランから、2018 年 11

月末にパングラオ島に完成した新空港のパング

ラオ空港に移設していました。空港からホテルま

で車で約 40分。 

復路は、成田、関空ともマニラ経由で同日乗継。 

〇ダイビング 

2 艘のボートを利用して 2 チームに分け、パング

ラオ島 6本、バリカサグ島 2本、カビラオ島 3本。 

水温は 27℃前後で 5 ㎜のウエットスーツが最適

でした。サンゴが綺麗で、パープルビューティー、

デバスズメダイ、キンギョハナダイなどの群れで

癒されます。 

〇ディナーは、毎日日替わりでイタリアン、オー

ガニック、韓国料理、中華料理など、美味しい食

事を大人数にもかかわらず、GOOD DIVE SHOPの

スタッフで SDC会員でもある尾上未夏さんに手配

して頂き助かりました。 

〇最終日はフリーなので、ダイビング、観光、買

物と分かれて過ごしました。初めてボホールに来

た方、また来ていても今までに観光する機会が無

かった方もおられ、ターシャ・チョコレートヒル・

ロボックリバークルーズを楽しまれた様子でし

た。 

そして、いよいよ午後 6時よりホテルトロピク

スのレストランにて、宮本節子さんの古希お祝い

パーティ開催。沢山のお料理、お酒、そして生演

フィリピン・ボホール 
 最終日お祝いパーティ 

2020 年 2 月 20 日〜2 月 26 日 

ツアー№1974 幹事 805 吉田延子 レポート 838 市川雅紀、879 高山ゆう子 
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奏の音楽でノリノリ！！私も含め皆さんが、日本

では決して出来ない、見られないダンスで大いに

盛り上がりました。 

 

また今回は、記念ダイブの方が 3名と Cカードを

取得され SDCに入会される方が１名おられたので、

パーティ中、ケーキで盛大にお祝をしました。 

山下一朗さん 1200本、宮本節子さん 950本、 

神崎美治さん 750本、小林美恵さん OW＆AOW取得。 

ツアー中、思いもしないトラブルが発生しまし

たが、解決して帰れたので、終わって見れば結果

何事も無かったかの様に、皆さん無事に帰途に着

かれました。 

今回、幹事を初めてさせていただき、多くの事を

学びました。幹事として出来ない事ばかりでした

ので、宮本節子さんには、随分とお世話になりま

した。 

GOOD DIVEの皆さん、大勢のお世話有難うござ

いました。そして、5 月に第二子を出産されるの

で大きなお腹をされているのに、尾上未夏さんに

きめ細かく計画をして頂き感謝でいっぱいです。 

参加された皆さん、ご協力いただき本当に有難

うございました。 

● 838 市川雅紀 

関西地区の公認ツアーが楽しそうなのをいつ

も会報で拝見していましたが、初めて参加して

みました。 

いやー、ほんと、楽しかったです！！ 

幹事さん、皆さん、ありがとうございまし

た。今回お世話になったのはボホールの GOOD 

DIVING さんで、オーナーのシンジさんと私は

15 年振りの再会でした。今はガイドはやってい

ないそうで、ガイドは恭子さん SDC601 と日本

語ぺらぺらの現地ガイドさん。 

船上に戻るとメン

バー持ち寄りのお菓

子やホットティーで

毎回船上では“もぐ

もぐタイム”。 

ダイビングを終えて

ログ付けではメンバー持ち寄りのお酒と漬け物

で BAR タイム。 

お二人目をおめでたでお留守番だったガイドの

未夏さん SDC742 でしたが、夕飯のガイドをし

てくれました。メンバーは盛り上がり、毎晩店

内に気を遣う？毎回の盛り上がりでした。 

でも、ここからが凄いんです。 

ホテルに戻ると、バー

ラウンジへ。 

ステージも有り、ジャ

ージーなライブが行わ

れていて、誰からとも

なく踊り出します。 

2 ステージが終わった

頃には、気持ち良く汗

を流して、名残惜しく

部屋へと戻りました。 

 

● 879  高山ゆう子 

今回、SDC のツアーに始めて参加させて頂き

ました。皆様になじめるかどうか少し不安があ

りましたが、とてもフレンドリーに接していた

だけて感謝しています。 

天候にも恵まれ、ボホールのショップさんと

SDC のメンバーの方々は長いお付き合いがある

そうで、まるで家族が久しぶりに再会したよう

な様子で微笑ましかったです。新参者の私にも

家族の一員のように接して頂いて嬉しかったで

す。 

ジンベイに会えるかもと期待していたのです
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が、会えなかったのは少し残念でした(又、トラ

イしたいです)。でも、可愛い魚達、綺麗な海、

非日常を堪能できた旅でした。 

 

最終日の夜の M 様の古希祝いパーティは、若

者に負けないシニアの元気さに、私もまだまだ

これから頑張らねばと実感しました。 

最後になりましたが、到着の日、ホテルまで

無事に着きましたが、K 氏の荷物がなくなり、T

氏(私なのですが)私の部屋に丸 2 日間あったのに

気が付かなかったというアクシデントがあり、K

氏、皆様に大変ご迷惑をお掛けして申し訳あり

ませんでした。 

 

● 306 宮本節子 

もう今回で最後かなと

思いながらも何度となく

訪れているボホール。 

今回はわがままな私の願

いを聞き入れて下さっ

て、たくさんのメンバー

に参加していただき、感

謝致します。 

海だけでなく、陸でもメ

ンバーと楽しもうと、

色々工夫。未夏さんも細

かく段取りして下さり、

有難うございました。 

海はスキルの違いや、好み(大物・群れ好き、マ

クロ好き、地形好き等々)の違いがあり、一律に

楽しむとはいきませんが、陸では皆さん一緒、

お陰で毎回盛り上り、記念ダイブの方が私含め

て 3 人ということで、これもまた賑やかとな

り、最終日パーティもまた皆さんシニアパワー

大盛り上がりで、とっても思い出に残る記念日

となりました。 

 

これからも皆さんで楽しんでいただけるような

企画をたくさんしていきたいと思います。 

ご参加いただいた皆様方有難うございました。 

感謝の気持ちでいっぱいです。 

今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

参加者(18 名) 

070 河合貞夫 306 宮本節子 406 立木博信 

540 浅田 章 580 山下一朗 610 白松礼子 

678 足立公平 735 道上 勲 762 中西静江 

774 斉藤満弘 805 吉田延子 838 市川雅紀

842 神崎美治  879 高山ゆう子 881 井原義温 

883 田中久昭  886 有井保彦 ☆ 小林美恵 
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 新型コロナウイルス騒動で世界は完全にいきづま

ってしまった。1 月のアロタウツアー以降の海外旅

行はすべてキャンセル。楽しみにしていた私もがっ

かりしているが、旅行社、海外のダイビングサイト

も並大抵の打撃ではないだろう。 

 そんななか、かねてから興味を持っていた堂ヶ島

のダイビングに誘われた。お世話になった西伊豆・

宇久須のダイビングショップ・umikozou の森屋さ

んとは、毎年8月にやっている雲見ダイビング＆土

肥花火の時にガイドしてもらって顔馴染みだ。 

前日まで土砂降りだった雨もきれいに晴れて清水

港のフェリー乗り場の富士山もくっきり、気持ちの

いい出発だ。でも乗船客はまばら、少し揺れたが無

事に土肥港に着岸。 

 

（1日目）はじめは堂ヶ島で潜る予定だったが、南

西風が強くて西伊豆は田子の湾内以外はすべて無理。 

急遽、熱海・伊豆山に森屋さんの車で移動。道中は

桜が満開のなかを走り、最高のドライブだった。  

初めての海だ。熱海の思い出は暗く冷たい海だった

が伊豆山は透明度も良く、ソフトコーラルがカラフ

ルな海だった。久しぶりにネコザメに会った。マリ

ンハウス伊豆山は、お父さんが船長、ランチはお母

さん担当の家庭的な雰囲気が感じられる DS。本日

のランチは採れたてのヒラメの刺身（もみじおろし

とポン酢で）、ワタリガニの味噌汁、アサリの炊き込

みご飯。美味しかった！ 

実は白状するとドライスーツで潜るのは2年ぶりだ

った。そこで、1週間前から、毎晩家で着脱の練習 

 

をした。はじめは手と頭を入れるのも自分ではどう 

することもできず、夫に手伝ってもらって大汗をか

きながら、まるでむち打ち症かと思う程、首に負荷

がかかった。前日には何とか自分で着ることができ

るようになった。でも最後まで一人で脱ぐのは無理

だった。ドライスーツの手首、首のゴムが固くなっ

ているのだとは思うが、私の体の変化もあるだろう。

そして、水中で腕の排気バルブを押した途端に思い

っきり冷たい水がはいってきた。使わないうちに部

品がへたっていたのだろう。というわけで、水中で

うまくスーツの中のエアーをコントロールできず、

体が安定しないのでダイビングも思ったように楽し

めなくて残念だった。左腕を高く上げてオートで排

気させることで何とかしのいだが、胸の吸気バルブ

をなるべく使わないようにした分、背中などにスク

イズのミミズバレができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊は温泉旅館「シーサイド堂ヶ島」。夕食は松崎の

「井むら」の予定だったが定休日だったので近くの

「心」で。初めてだったが、ここもいける。 

（2日目）本日も良く晴れて、風もおさまり、いよ

いよ堂ヶ島でダイビング。DS は森屋さんの古巣、

マリンステーション堂ヶ島。旅館の目の前でとても 

便利。出発は堂ヶ島漁港から。1 本目のダイビング

            伊豆半島をサファリする 

           （熱海市・伊豆山～堂ヶ島～雲見） 

2020年 4月 2日～4月 4日 

レポート 172 島尾 愛子 
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が終わって、ボートが洞窟に入ってくぐり抜けたら

旅館の裏の私たちの部屋から見えた浜だった。下船

してそのまま階段を上って道路に出れば目の前に

DS。なんてうまくできた動線だろう。ついでに 

洞窟観光もできてしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンテンヤッコ、イシガキダイの子供が岩の下に見

え隠れ、壁には一面のイボヤギ。夜になると一面に

開いてイエローウオールかしら。2 本目は地形ポイ

ント。岩と岩の間を抜けたり、下に白砂の水路を見

ながら中層を泳ぐ。まだ水温が低いせいか魚影は濃

くないがドライスーツの練習にはちょうどいい。 

2 本潜って、ランチは仁科漁港の「沖あがり食堂」

の話題の「いか様丼」。短冊切りにしたイカに 2種類

の味付けをして酢飯の上にのせてある。仁科漁港が

イカの名産地とは知らなかった。毎日おいしい漁師

飯を食べられて幸せ！ 

 本日の宿泊は松崎の「炉ばた館」なので、松崎町

観光局がやっている休耕田を利用した花畑に寄った。 

那賀川の土手沿いの桜並木が満開で、花畑にもきれ

いな 7種類の花が一面に咲いていた。散策は無料だ

が、駐車場は有料（1台500円）になっていた。 

 

むつ 

 

 

 

 

あ 

 

花畑の中に観光局の人たちの手作りのいろいろな 

人形がいるのがなんともほほえましく歩いていて楽

しかった。遠目で見ると風景に溶け込んでいた。 

合鴨のエサやりの広場もあった。フェンスに人が近

づくと遠くから一生懸命に走ってくるのが愛らしい。 

夕食は「井むら」で。いつもながらおいしかったが、

二人で分けて食べるには 1 品づつの量が多すぎた。 

早く新型コロナウイルス騒動がおさまって大勢でワ

イワイと食べに行けるようになってほしい。 

  （3日目）本日はアクアティークの糸井さんと

雲見で潜る。フィリピンに行っていた糸井さ

んが帰ってきているというので、日程を 1日

のばした。大牛の大穴ではスケルトンの優美

なサクラテンジクダイ健在。今年の冬の雲見

は可愛らしいカエルアンコウが多くいる。 

   水玉模様が可愛らしいイロカエルアンコウ 

               はもともとはもっ 

               と白っぽかった 

               そうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シロタエイロウミウシ、 

ルージュウミウシなど 

              ウミウシもきれいど 

              ころがそろっていた。 

              マクロ生物の写真は 

              難しい。カメラが手 

ぶれしないように 

両手でしっかり固定

することが肝心だ、 

     と糸井さんに教えてもらった。 

     この数日後、西伊豆でコロナウイルス 

     の感染者が出て、観光客にあきらめて 

     もらうには花畑を刈り取るのが一番とな

り、ただの休耕田に戻ってしまった。 

花の命が短すぎる。 

     ダイビングサービスも観光局の自粛要請

を受けて休業になった。 

            4月 7 日に 7都道府県に

緊急事態宣言が発令さ

れ、16日には全国に適用

される事になった。日本

はどうなるのだろうか。 
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 このご時世（4月 7日新コロナ対策で緊急事態宣

言）でツアーや同好会イベントは軒並み中止を余儀

なくされ、広報より原稿が集まらないのでツアーレ

ポートを提出してくれないかとの依頼があった。Ｐ

ＮＧアロタウからのレポートは 85号の島尾さんに

続いて連続になるが、出来るだけ内容をダブらない

ように心掛け投稿することにした。 

私にとっては初  

めてのＰＮＧであ

る。ＰＮＧと言え

ば「地球最後の秘

境」、まだまだ未開

の地であるが故

に、環境汚染の影

響をほとんど受け

ていないため、多

種多様な海の生物

が見られると聞い

ていたので非常に

楽しみにしていた

ツアーであった。 

やはり、ダイビングの楽しみといえば何と言って

も今までに見たこ

ともない、そのエ

リアでなければ見

られない固有種と

超レアな生物、海

中景観を見ること

だと思う。潜る前

のブリーフィング

での我々の見たい

魚の要望はボロカ

サゴの仲間でフィ

リピンなど他で見

られる種とは模様

の入り方が異なる、

ネーミング通りレースのように繊細で美しいレーシ

ースコーピオンフィッシュ。また、此処での固有種

で１ｃｍにも満たないミルンベイピグミーシーホー

ス、超レアな 5cｍほどのヘアリーゴーストパイプ 

 

 

 

 

 

 

 

フィッシュ。ウミウシお宅にとってはたまらないタ

イガーバタフライ等々であった。 

いざ潜ってみるとキャッチフレーズの「類い稀な

る海中景観」通り、生き生きと大きく成長したキャ

ベツコーラルやスリバチサンゴ。そしてエレファン

トイヤースポンジや人が隠れてしまうほどのミズガ

メカイメンには圧倒されるばかりであった。 

  

 

ワイルドな世界で大物を期待しつつも、季節柄透明

度が若干悪いことと、今まで見たこともないウミウ

シやピグミーシーホース等を見せられると、否が応

にもマクロの世界に目覚め始めて行った。 

レーシースコーピオンフィッシュは何度か見させ

て頂いたが何度見ても見飽きない。（高田さんの写真

が 4月号の表紙を飾った） 

 

 

リクエスト通りミルンベイピグミーシーホース、ヘ

アリーゴーストパイプフィッシュ、タイガーバタフ

ライも見せていただいたが、写真は島尾さんのレポ

ートとダブるので 4月号を見てください。 

その他にもＰＮＧ周辺でしか見られないゴールド 

パプアニューギニア アロタウタワリリゾート 

パプアニューギニア奇跡の海を求めて 

2020年 1月11日～1月 18日 

     幹事 680 玉村 薫   レポート 624  阿久津 省一 

レーシースコーピオンフィッシュ（写真：玉村） 

キャベツコーラル 

ミズガメカイメン 

エレファントイヤースポンジ 
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ヘッドダムゼル、ゴールドバックダムゼル、ニューギ

ニアベラ、ベルベットゴーストパイプフィッシュ、 

スダレカワハギ、イエローデビルフィッシュ等々。 

ウミウシも豊富で、写真の他にもヒメエダウミウシ、

センジュウミウシ等  々

  

 

  

 

特筆すべきは、カザリス

ズメダイ（尾ビレが青い）

とは別種と認定され、ま

だ英名も和名もついて

ないヒレナガスズメダ

イ属の仲間や、チョウチ

ョウウオは世界で 120

種以上が知られている

そうですが、ほぼその

全種が網羅されている

と言われる中村庸夫著

「チョウチョウウオ・

ガイドブック」にも掲

載されてない写真を撮ったことである。ウミズキチ

ョウチョウウオに似ているが体側にある黒色斑が水

色の線で縁取られていない。またトノサマダイにも

似ているがトノサマダイには体側前方下方に二本の

斜走白帯がりあません。ハイブリット種なのかウミ

ズキチョウチョウウオの変種なのか、はたまた新

種？誰か情報があったらお寄せください。お待ちし

ています。 

5日間で 15本のダイビング、まだまだ見たいのも

あり、見ていたいが、ロートルの体にとっては引き際

か。   

最終日は翌日のフライトもあるので午前中の２本で

打ち止め。午後からはカヤックを楽しみＰＮＧの海

との別れを惜しんだ。夕食はお別れＢＱ大会。福間さ

ん 600 本の記念ダイブや思い出を肴にダべリング。

パプアの夜も更けていくのでした‥‥‥。 

 

   

  

 

アロタウ タワリリゾート 

空港から車で１時間 30分、ボートで 20分。ボート

でしかたどり着けない秘境の地にもかかわらず、ゆ

ったりと寛げる隠れ家と言えるリゾート。高台に建

っているのでテラスからは海も望める。 

食事はビュッフェスタイルで日替わりのスープやデ

ザートのアイスクリームが楽しめた。日本人のガイ

ド野崎ふみよさんが常駐していて、夕食時には食事

も付き合ってくれ色々情報交換もできた。 

若干のシャワーのトラブルもあったが皆さん満足の

リゾートライフを楽しんだ。 

アクセスは成田、土曜夜発、翌週の土曜夜着の週一便。

フライト時間 6時間、国内線 1時間 30分、車・ボー

トで 2時間。昼過ぎには着いてその日に 1ダイブが

できるスケジュール。今回は国内線の機内トラブル

で一度引き返したため、到着は夕刻になってしまっ

たが、行き帰りにホテルを利用しなくても良く、時差

も 1 時間とアクセスも比較的良い。今回はダイビン

グ中のちょっとした傷口から皮膚感染症にかかり 3

週間の入院をしてしまった。この経験はツアー時に

おける事故防止の参考になればと会報に投稿しまし

たので合わせて読んで頂きたいと思います。 

これにも懲りず、ここアロタウはまた機会があれば

ぜひ行ってみたいエリアである。 

参加者 (8名)   624  阿久津省一  680 玉村馨  

713 福間百合子 767 椛島三枝子 816 高師美恵子 

830 高田和男   865 篠田和枝   900 沖津正行 

モザイクウミウシ 

スダレカワハギ ベルベットゴーストパイプフィッシュ 

ノトドーリス・セレナ 
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新型コロナが今ほど騒がれていなかった２月、 

ＳＤＣの仲間達と、タイ・シミランクルーズに行っ

てきました。昨年の６月にＳＤＣに入会し、ＳＤＣ

のダイビングツアーには 1月のパプアニューギニア

に続き、２回目の参加でした。今回ＳＤＣの参加者

は 11名で一緒にダイビングをするのは、初めての

方がほとんどです。 

 

【タイ/バンコク/スワンナプーム空港到着時】 

成田～タイ・バンコク経由～プーケット空港へ、

そして車で１時間のカオラックを目指し、その日の

夜にタプラム桟橋でクルーズ船に乗船です。 

 

【クルーズ船 オレンジブルー号】 

シミランクルーズは４回目になりますが、クルー

ズ船「オレンジブルー号」は初めてでした。ガイド

は５名全員日本人で、皆さんとても明るい方達ばか

りで、いつも笑いの絶えないとても楽しいクルーズ

でした。クルーズ船では朝食前に１ダイブ、午前中

もう１ダイブして、昼食、午後は２ダイブ、１日４

ダイブでしたが、３本潜り終えた時点で潜り終了の

方達は、早くから宴会モードになっていたようで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【夕食前のビールタイム ＳＤＣチーム＋ガイド】 

【初日４本目のジンベイザメ】 

今回のアンダマン海は、残念ながらニゴニゴで、

透明・透視度は良くなかったですが、初日と 2日目

にも、ジンベイと一緒にダイブすることが出来まし

た。

 

【ＳＤＣ Ｃチームの皆さん】 

   シミランクルーズ ダイビング旅行記 
 ジンベイザメと一緒に潜ってきました 

2020年 2月 18日〜23日 

 幹事：440 石川 勝、レポート：900 沖津 正行、記念ダイビングの 2 名 参加者：11名 
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クルーズ船のゲストダイバーは、ＳＤＣ11名の

他に 9名乗船していましたので、総勢 20名でし

た。記念ダイブの方も数名いました。 

 

【記念ダイブの記念写真】 

船内では、皆ニックネームで呼び合い、ＳＤＣチ

ーム以外の方達とも仲良くなりました。 

 

【下船直前に全員集合写真】 

クルーズ中、毎日が快晴で、潜っては食べて、昼

寝をして、又潜って、そして早いうちからビールタ

イムで楽しく過ごすことが出来ました。 

【浮上したら、真っ赤な夕日が沈むところでした】 

 

 私が５年ちょっと前にダイビングを始めて、まだ

25本の頃に最初の海外ダイビングが、シミランク

ルーズでした。そこでアンダマン海の海の素晴らし

さと、クルーズ船で過ごすダイビングの楽しさに魅

了され、それ以降クルーズ大好き、ダイビング大好

きになりました。これからも楽しいダイビングを続

けたいと思います。 

 

＊記念ダイビングのお二人 

 100本潜ったらやめようと始めたダイビング。

SDCに入ったこともあり、いつの間にか 300本にな

っていました。これはダイビングが好きなこともあ

りますが、それ以上に仲間の皆さんとダイビング後

にお酒を飲んだり、お話をすることが大好きな結果

だと思っています。笑いも増えました。 

今（4月末）は新型コロナ騒ぎでダイビングどころ

ではありませんが、この会報が届く頃は収束してい

ることを切に願っています。   817 船山浩志 

 

 ダイビングを始めて 3年 5ヶ月、目標だった 100

本を人生初のダイブクルーズ中に達成！ 

クルーズ中は船酔いとの戦いで、100本目のブリー

フィング時お祝いの拍手を頂きましたが、体調不良

で 100本目パスし、午後のダイブに変更、本当の

100本目の準備中前日担当して頂いたインストラク

ターからひと言「これが本当の 100本目、おめでと

う」と水中は普段と変わらず終了し、何かさみし

い・・・。最終日 SDCの皆さんにお祝いして頂きま

した。ありがとうございました。 

200本まで続けられるかな？       910 平賀初子 

 

【ＳＤＣ ＡＬＬ ＣＡＳＴ】 

今回のシミランクルーズで撮した写真や動画を 

編成し、googleドライブに登録しました。下記の

ＱＲコードを読み取り、googleドライブで開くと

動画が始まります。画質設定を 1080ｐに変更して

頂くと、フルハイビジョンのきれいな画質でご覧頂

けます。 

  
2020.02 SDC Similan 14ｍ 
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 セブ、プエルトガレラ、アニラオなどフィリピン

には何度か行っていますが、マニラは通り過ぎるだ

けでした。格安のチケットがありましたので、マニ

ラ観光に行ってきました。 

 飛行機はジェットスターの夜便です。20日成田

を 19：35に出発です。マニラには 23:50着。 

この日はいつも泊まっている、第 3ターミナル近く

のベルモントホテルマニラに宿泊しました。 

21日は朝からマニラ観光です。ＪＴＢマニラのツ

アーに参加しました。ホテルまでお迎えに来てくれ

ましたがゲストは私だけでした。ドライバーとガイ

ドと私でなんと優雅な観光ツアーでしょうか。 

 いろいろなところを回り、お昼ご飯を取りました

が、1テーブルに私 1人。ちょっと寂しかったで

す。 

  

22日は暇でしたので、アニラオまで遠征しまし

た。ダイビングはしていません。ダイビングを始め

たばかりのころ、アニラオに行ったきりだったの

で、どのように変わっているか見に行ってきまし

た。30年ぶりくらいでした。昔と違いかなり発展

していました。次回はダイビングしに行きたいと思

いました。 

アニラオからマニラの空

港まで送ってもらいまし

た。 

23日 00:50の飛行機で帰

りました。成田には

06:10に到着でした。な

かなかマニラも楽しかっ

たです。 

 マニラ観光 
 通り過ぎるだけだったマニラ 

2020 年 2 月 20 日〜2 月 23 日 
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 フィリピンの火山が噴火した後の出発でした。 

飛行機が飛ぶのかどうか不安の中、ＡＮＡに問い合

わせてみると、飛んでいるようです。中止、延期を

考えていたのですが、決行しました。到着してみる

と、全く普通でした。日本のテレビが噴火直後の一

番大変な時を繰り返し放送していたようです。 

 プエルトガレラはフィリピンでも安全なところ

で、ヨーロッパからの観光客が多いです。しかし、

最近は中国、韓国の人が増えています。 

 マニラの空港から、車、船で現地に入ります。 

バスで 2時間、フェリーで 1時間 30分くらいで

す。今回はチャーターの車、スピードボートでリゾ

ートに向かいました。チャーターは早くて楽でよい

です。 

ホテルは観光客の少ない静かなビーチのララグーナ

ヴィラスです。ダイビングはホテル併設のＬＬＶダ

イビングを使いました。 

 ダイビングは 1本潜るとリゾートに帰ってくるス

タイルですのでとても楽です。ポイントも近く楽し

く楽に潜れます。ワイド、マクロ両方のポイントが

あります。初心者の方でも楽しめるところです。 

カメ、ギン

ガメアジ、

ウミウシな

どの生き物

や、洞窟、

沈船ポイン

トなど様々

なダイビン

グができま

す。 

 ボートで遠征して潜るベルディアイランドにも行

ってきました。ここは魚

の群れが半端ないところ

でした。大きなイソマグ

ロにも出会いました。2

本潜って島に上陸して、

昼食を取ります。上陸し

た島にはシャワー、トイ

レがあり、よい施設でした。リゾートからコックさ

んが同行して調理してくれます。ビールを飲んでお

昼寝してからもどります。なかなか楽しいダイビン

グでした。 

 

 

 

 

 

  

 

旅行中、誕生日の方がいました。ホテルにお願いし

ておいたケーキでお祝いをしました。ご本人は忘れ

ていました。現地で会って一緒に潜った方も偶然同

じ日が誕生日でしたので一緒にお祝いしました。 

 サバンビーチにはいろいろなレストランがあり、

ローカルフードのお店から、イタリアン、フレンチ

などおいしいところがいっぱいです。カレーのおい

しいところも発見しました。ピザはどこでもおいし

かったです。特にハッピーアワーはどこでもやって

いて 1杯で 2杯飲めるお得感はいいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行ってみたい方はぜひお声かけください。 

一緒に潜りに行きましょう！！ 

 

 プエルトガレラ・サバンビーチ 
のんびりダイビング 

 

2020 年 1 月 17 日〜1 月 21 日 
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新型コロナの影響で外出自粛、3 密回避に対

応し、伊豆・千葉方面の海、平日限定でマンツ

ーマン＆ご自宅まで送迎付き又は現地に直接集

合という形で開催しました。 

 

3 月 14 日 土肥 沖漁礁               

土肥の沖漁礁とは 1 月～3 月期間だけ漁協が解

禁する素晴らしいポ

イント。魚影もさる

ことながらソフトコ

ーラルがドデカく、

すべて 1ｍ近い群

生。今回はソフトコ

－ラルを探っていたらクダゴンベを発見！ 

伊豆でこいつにお目にかかったのは 10 年ぶり

かも、興奮しました。透明度 20ｍ水温 17℃ 

透明度も抜群で最高でした。 

 

3 月 20 日〜21 日那覇から慶良間遠征 

ゲストは 1 名、東京のご自宅まで車で送迎。 

マスク着用、手指消毒を繰り返し羽田空港では

出発まで ANA のラウンジにてくつろいでいただ

き、慶良間の海は金子がガイドしました。 

慶良間では 6 ダイブ  水温 21℃透明度 20ｍ  

2 日間快晴の凪  慶良間のサンゴは何処も 

復活傾向で綺麗でうれしい限り。 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

そしてこの時期な

らではのお楽しみ

は、ホエールウオ

ッチング！ 那覇

での 2 日間､慶良

間からのダイビン

グの帰りと、たっぷりクジラを堪能。間近で何

度もジャンプしてくれてゲストの方も大喜びで

した。 

 

26 日〜27 日石垣島 

石垣島も水中ガイドは金子。 

2 日間 石垣島は気温が 28℃まで上昇して、春

を通り越して吹く

風は、正に初夏を

感じさせてくれ、

水中も賑やか。 

コブシメの 20 匹

～の大編隊やアカ

ククリの大群に遭

遇。マンタも元気

に 3 匹会いに来て

くれました。  

水温 23℃透明度

25ｍ。 

感動の海を感じ

てきましたが、

羽田に戻って現

実に引き戻され

ました。当分 

離島遠征は難し

そうです。 

 

ぷちアイランド新型コロナ対応ツアー 

3月 14日土肥 冬限定沖漁礁  

  3月 19日～22日慶良間 3月 25日〜28日石垣島             
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会報 No.77でもレポートしましたが、再び街歩き

のレポートををさせていただきます。 

JR東日本の「駅からハイキング」はコースや日程

が多彩で、1泊 2日コースなどもありますが、もっ

ぱら自宅から 1時間程度でいける駅からスタートす

るコースを選んでいます。お弁当を持って行けば 

費用は電車代だけです。 

又、暑い時期は健康にもお肌にも良くないので  

7月～9月はお休みしています。 

 この 6カ月間で「北千住」「恵比寿」「荻窪」「行

田市」など 9カ所を 訪れました。 

 どこも人々の普通の暮らしの中に「歴史を感じさ

せるもの」「美しく工夫して創造されたもの」など

がありどこの街も楽しく興味深いものがあります。 

 

【2019年 10月 登戸駅周辺ウオーク】 

 登戸駅～二ヶ領用水～生田緑地ばら苑～登戸駅

（8km） 

台風 19号の爪痕の残る 

多摩川に沿って歩きます。川

辺の葦などが、なぎ倒されて

いて被害の大きさを感じま

す。生田緑地ばら苑はやや時

季外れとは言え、きれいなバ

ラが咲いていました。のどか

な田園風景と住宅街が交互に現れる中をのんびり

と歩きました。 

 

【2020年 2月 市川駅周辺ウオーク】 

 JR市川駅～里見公園～和洋女子大学～真間山～

市川駅（16km） 

学校を卒業して初めて一人ぐらしをしたのが市

川です。 

とても懐かしけれどすっかり変わってしまった街

をキョロキョロしながら歩きました。 

江戸川沿いを歩き、和洋女子大学の学生食堂でお

昼ご飯を戴こうと思ったのですが市民が利用でき

る時間には早すぎて断

念。 真間の手児名で

有名な真間山弘法（ぐ

ぼう）寺に行くと丁度

節分会で豆まきが始ま

るところ･･･ 

なんと二所ノ関親方（元若島

津）、女将さんの元アイドル高

田みづえさん達の豆まきを見

ることができました。ミーハ

ーの私としては大感激で、収

穫の多い一日でした。 

 

【2020年 2月 日暮里駅周辺ウオーク】 

 日暮里駅～繊維街～都電三ノ輪停留所と三ノ輪商

店街～都立汐入公園（11km） 

日暮里繊維街を抜け地図通りに歩いて行くと、

突然「いわゆるラブホテル街」に入り込みます。

「アレ？」と思う内に目の前に『子規庵』が現れ

ます。「ここで子規

が俳句を詠んだり

夏目漱石達と語り

合ったのか･･･」と

思うとなにやら感

慨深いものがあり

ます。    

  

【2020年 3月 我孫子手賀沼ウオーク（10ｋｍ）】 

3月に入りコロナウイルス感染

拡大防止のため「駅からハイキ

ング」は全て中止になりまし

た。そこで手持ちの資料を参考

に手賀沼に行ってみました。 

手賀沼に沿って親水公園と遊歩道

が広がっていて、鴨やかもめの他に白鳥までいま

す。近寄っても逃げず悠然としていました。 

 水面を渡る風とお日様を沢山浴び、気持ちの良い

一日でした。嘉納治五郎や白樺派の文豪達が好ん

で住んだとのことで、別荘跡があちこちに見られ

る街でもありました。 

 

緊急事態宣言で外出自粛が求められてからは

家にばかり居ては心身ともに良くないので、自

宅周辺を歩いています。通ったことのない道を

選び、行き止まりにもめげずウロウロしながら

よそのお宅のお庭を眺め、小さなお寺や神社を

発見し、初めての景色を愉しんでいます。 

あちこち街歩き           
2019 年 10 月〜2020 年 3 月 
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3 月 3 日 山梨県 日向山 1660m 

日向山、南アルプスの 

前衛、背後に甲斐駒ヶ岳

を仰ぐ位置にある。大き

な山に囲まれて目立たな

いものの、魅力が多く、

訪れる登山者も多い。 

とくに山頂付近に雪のように広がる白いザレは

人気で、そこから広がる南アルプスや富士山や

八ヶ岳の展望、そして美しいカラマツ林など見

どころが多い。開けた山頂の真っ白な大地と、

新緑の緑のコントラストも美しい山です。（頂上

まで徒歩ゆっくり 1時間 30分） 

3 月 9 日 上野原八重山 531m 能岳 643m 

上野原市街の北側にあり、能岳に至る稜線上

にある標高 531mの山です。 

南側の小ピークには展望台があり、低山ながら

眺望に優れ、丹沢山塊や道志山塊、天気が良け

れば富士山まで一望できます。山域は上野原小

学校の学校林で、「五感の森」と題された散策路

が整備されて

います。植生

が豊かで、四

季を通じて楽

しめます。 

八重山の山号

は、昭和の初めにこの山を小学校に寄進した地

元の、水越八重さんにちなみ、命名されまし

た。以後、学校林として、また地域の方の憩い

の場として親しまれています。 

（頂上まで徒歩ゆっくり 40分） 

3 月 12 日 奥秩父 横尾山 1818m 

（よこおやま）は山梨県北杜市（旧北巨摩郡須

玉町）と長野県南佐久郡川上村の境にあり、  

秩父山地の西端域にある山。山梨百名山の 1

つ。山頂は東西に長く伸びている（尾根が横に

長い）。南麓に黒森

鉱泉がある。北西

方面にシャトレー

ゼスキーリゾート

八ヶ岳があり、そ

の先には野辺山高 

 

原がある。富士川（太平洋へ注ぐ）と千曲川

（信濃川とて日本海へ注ぐ）の分水嶺。初夏、6

月中旬頃まで、レンゲツツジが咲く。（頂上まで

徒歩ゆっくり 1時間 30分） 

3 月 17 日 山梨県 春日沢ノ頭 1235m 

ケヤキの森を基点に樹

林を楽しむ周遊コーㇲ

（頂上まで徒歩ゆっく

り 2時間） 

3 月 24 日  

上野原要害山 780ｍ 

山梨県甲府市に

ある山で、山梨百

名山に数えられ

る。要害温泉から

見ると、こんもり

とした山容が確認

できる。山中には

要害城跡があり、本丸跡は 770ｍで、最高点は東

側にある 780ｍの場所となっている。要害城は武

田信虎（武田信玄の父）が築いた！城で、この

地で武田信玄生まれた場所とされる。今川氏と

の戦闘中に要害城に立て篭もった際に、後の武

田信玄が生まれたとされ、本丸跡には「武田信

玄公誕生の地」と刻む石碑が建つ。展望も良い

です。（頂上まで徒歩ゆっくり 40分） 

3 月 31 日 大月市 岩殿山 636m 

岩殿山は、山梨県大月市の「秀麗富嶽十二景」の

山のひとつに数えられる山。標高は東京スカイツリ

ーと同じ 634ｍで、最近は注目されている。山頂の

南側にある「かぶと岩」といわれる大岩壁は、中央

線の車窓からもよく見えて、旅行者の目を引く個性

的な山容としても知られる。 

（頂上まで徒歩ゆっくり 1時間） 

里山低山ハイク 

3/3 日向山 3/9 八重山 能岳 3/12 横尾山 3/17 春日ノ沢 3/24 要害山 3/31 岩殿山 
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◎アウトドアーを楽しむ会を毎月開催してきまし

たが、新型コロナウイルス騒動の為3月の花見の催

行を最後に暫くの間お休みすることにしました。 

 

§（長尾の里花ハイク2020日年３月２５日催行）

新型コロナウイルスの感染が世間をざわつかせ始め

た時期で、催行するか随分と迷いましたが思い切っ

て実施しました。                            

 

（長尾の里の紫陽花寺に咲く花桃） 

 

（二ケ領用水の桜の下で） 

 

（津田山の緑ヶ丘霊園の桜） 

◎最高の花見 №450   竹内千草 

タイミングよく八分咲きの桜をたのしめて、最高

の一日でした。いい場所を早くから行って確保して

いただき、楽しくお食事とおしゃべりができました。 

コロナ騒ぎのなかで、25日は良いタイミングでお花

見ができて感謝です。 

次に皆さんとお会いする日が早く来ますように祈っ

ています。 

◎可憐で美しく  №733林賢子 

 25 日は大変楽しく川崎のお花見をさせていただ

きました。 

大宮のお花は木も古く大木ぞろいで、枝ぶりからし

て大きいのですが、メンテナンスの違いなのでしょ

うか、川崎の桜の木は、程よく枝が払われていて、

ずいぶん新しい枝が花をつけていて、とても新鮮に

見えました。 

可憐で美しかったですね。 

天気も良くて、本当にのびのび 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
 

長尾の里花巡り      世話人№197宇留賀達雄 

 

 
の里花巡り        

 

世話人 №197宇留賀達雄   №７６６ 鈴木一雄 

①  

②  
世話人 766 

宇留賀 達雄 766 鈴木一雄 
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  水中映像を楽しむ会発表会 

   2019年 11月 21日 調布文化会館 

 

 当クラブでは 2017 年に第 10 回水中映像発表

会を開催後、公開の作品上映会は休止しました。 

2018 年から新しい会員が増え、新たな気持ちで

勉強会を続けてきました。その成果を会員内輪の

会として発表しました。上映作品は 15 本、初め

て発表した会員の気持ちを聞いてみました。 

 

１．憧れの吐噶喇列島  893 山本 徹 

 2019 年 10 月 24 日～27 日、このクルーズは定

員１５名。全長１８ｍのクルーズ船に乗って吐噶

喇列島を潜りまくると言うダイビングクルーズ

です。 

鹿児島県の枕崎港を朝７時に出港して硫黄島に

向かいます。 硫黄島周辺を潜って１泊します。 

今回は体験できませんでしたが硫黄島では水中

オーロラと言われる幻想的な風景も見られます。 

実は、硫黄島はまだ吐噶喇列島ではありません。

黒潮の流れを渡って口之島からが吐噶喇列島に

なります。 

二日目は口之島周辺で潜ってから中之島に泊り

ます。三日目は天候が悪かったので中之島の島内

観光。四日目は中之島周辺で潜ってから硫黄島ま

で戻ります。 

四日目は口永良部島周辺で潜ってから枕崎港へ

戻りました。そして、枕崎で宴会。 

吐噶喇列島は２０年くらい前に潜ったきりでし

ばらく行ってませんでした。四年ほど前に糸島の

ダイビングショップ SUNSの木村さんと知り合い、

昨年で三年目になりました。ちょっとハードなダ

イビングですが、ダイナミックな海を楽しめます。

今年は１０日間のロングクルーズを狙っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. アポリーフの夕日  668 川瀬和恵 

アポリーフ、小さな船から見た夕日！ 

海と一体化しいろんな形の雲が流れオレンジ色

に染まる空。刻一刻と雲の形が変わり、明るいオ

レンジの空がだんだん暮れていく。そんな様を目

の当たりにし、その美しさに感動です。 

そんな美しさを記録に残したいと思いました。 

 

3．Amazing Maldives   419 村上あい子 

 この同好会に入会して、まだ 1年足らずで

す。10年来、何時も発表会の作品を拝見して感

動し、いつか自分も編集ができるようになった

らいいなと思っていましたが、やっと思い切っ

て入会しました。 

何も分からない状態でしたが、大先輩の高木さ

んのご指導を受け、色々助けていただいて、2作

品を作りました。2作目は「Amazing Maldives」

というタイトルで、昨年 11月の発表会にださせ

ていただきました。 

モルディブクルーズで、運良く驚くほどたくさ

んの魚たちにめぐり逢い、写真やムービーをし

っかり撮っておきました。マンタにジンベイ、

グレイリーフシャークの群れ、イーグルレイの

群れ、パウダーブルーサジャンフィシュの群

れ、ミカズキツバメウオの群れ、ギンガメアジ

の群れ、ムレハタタテダイの群れ等々。 

たった 4分間の作品にまとめるのは大変でした

が、自分の撮ったもので、1本の作品ができるの

は、うれしいものです。 
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4. タワリ           733 林 賢子 

原稿を書こうと思っていろいろ記録をめくっ

たら、エッ！何と 1年半前の事。こんなに早く時

間が経つのか、年を取るはずだわ！と感心。 

インドネシア・アンボンの続きでもあるパプアの

最南端の海はどんなだろうか？それはそれは興

味深々で、願ってもないチャンスでした。その海

は、想像を超えた透明度の高さでした。生き物が

いないのではないかと思えたくらいです……。 

ダイビングは 5日間 14DV。最初の 1本目の出発

時にボート下から埠頭にかけて沢山のモブラが

グルグルと旋回、ボートの舟先をイルカが先行と、

絵にかいたようなダイビング生活が始まりまし

た。 

カスミやロウニンはもとより、レンべドラゴン、

あけぼの、固有種のミルンベイダムゼル、ミルン

ベイピグミー、頭に十字の帯があるホワイトボン

ネットアネモネフィッシュ。黒く大きなぼろカサ

ゴ。ガイドの野崎さんがロボアストラと言ってい

たリュウグウウミウシ。多彩なものがログに記載

されています。でも、何故か写真はおぼつきませ

ん。 

結局いつもと同じ結果で、いつものように楽し

くて楽しくてたまらないダイビングでした。 

 

5. 写真撮らせてね     680 玉村 馨 

カメラにストロボとビデオライト、アクション

カメラも取り付けて「さあいい写真とるぞ」と毎

回張り切って水中撮影。アングル、背景、すべて

自分の目線中心でシャッターをおしてきました。

あるとき撮れた写真や動画を見ていてふと、サカ

ナたちもこっちを見てダイバーを観察している

のだと気づきました。「あーそうだ、サカナはカメ

ラから逃げずに写真を撮らせてくれているんだ」。

そう気がついて 11 月の発表会の初めての作品作

りのタイトルを「写真撮らせてね」とすることに

しました。 

ガイド達がいい写真が撮れるようにいろいろ工

夫や指示をしてくれている映像も取り込みなが

ら。 

今までの映像から使えるカットの選択に続いて、

ズームアップ、動画のトリミングなど初めての操

作もありマニュアルを見ながら苦労しました。 

サカナたちの目線を感じられるように意図して

編集しましたが、視聴された方にわかっていただ

ければうれしいです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

7．TULAMBEN SPECIES 2019 830高田和男 

「Tulamben Species 2019」は 2019年を総括す

る意味で 11月の発表会に出品しました。同年の

5月にバリ島のトランバンで撮影したウミウシを

スライドショーに編集した作品です。ここ 2年

で、アニラオ・トランバン・マクタン等のマク

ロ中心のダイブサイトではガイド達がスーパー

マクロを盛んに紹介するようになっていまし

た。スーパーマクロとは従来のマクロモードで

は撮影が困難な小さな生物を言うのでしょう

か？トランバンの有名な沈船ポイントで、ガイ

ドが指さす物がゴミにしか見えず、試しに顕微

鏡モードで撮影したのが始まりでした。「カノコ

ウロコウミウシ」、作品の最初に登場します。写

真は全て TG4の顕微鏡モードで撮影したもので

す。作品はオムニバス形式に編集しました。特

徴的なウミウシを分類して短編を作成し、短編

毎に異なる手法で編集しました。手法は基本的

にオリジナルですが、ミュージックビデオ・ト

レーラー・TVからインスピレーションを得まし

た。仕上に 8つの短編を結合し音楽を挿入して

完成です。お気に入りの「ホホベニモウミウ

シ」が作品の最後を飾ります。 
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減圧障害を除けば潜水事故の大半はトラブル発生

時に起こすパニックによると言われる。 

トラブル発生時の対処法を知り、身につけていれば

パニックを抑え冷静さを保つことができるのではな

いか。そのためにはヒヤリ・ハットや事故例を知っ

ていろいろな対処法を知っておくことが大切であ

る。 

今回パプアニューギニアダイビングツアーで貴重

な体験をした。この事例はダイビング事故には直接

関係ないがダイビングのツアーでも起こりえること

なので、皆さんにお伝えし、自分なりにどのような

対策をすればよいのかと考えるきっかけになればと

投稿させていただきました。 

 

経過・状況 

2020.1.14 ＰＮＧアロタウタワリダイブ 

・ダイビング 2 日目、1 本目のエキジット時ラダ

ーに右足向こう脛を軽くぶつける。船上でウエット

スーツを脱いで確認すると微かな打ち傷があったが

腫れや内出血も見られなかったので安心した。夕食

時、傷口に血の匂いをかぎつけたのかハエが 2，3匹

集っていたが特に気にしなかった。17日は明日帰国

搭乗の為、午前中に2本のダイビングを終え、午後

はシーカヤックを玉村さんと楽しんで全日程のスケ

ジュールを終えた。 

18日、日本への機上、両足のむくみを感じた。傷口

付近が若干腫れていたが、エコノミークラス症候群

程度に考えあまり気にしなかった。 

23時30分頃に自宅に着いた。この日は橋本では雪

が降ったようで今年一番の寒さであった。 

時差は１時間しかなかったので翌朝はいつもの通り

8時ごろ起床し朝食を食べた。 

右足が若干腫れていたが特に気にはしなかった。 

ところが 10 時過ぎころから両手・両足の指先、  

ぶつけた周辺がジンジンと我慢できないほど痺れだ

した。最初 30 度の世界から 0 度の世界に戻ってき

たので、低体温症にでもなったかと思い、体を温め

て休めば収まるだろうと、布団を布団乾燥機で温め

てもらい電気毛布に包まって床に就いた。ジンジン

とする痛みは一向に収まらなかった。次の日、月曜

日（20 日）の昼頃からは寝汗をかきだし、2，3 回

下着を取り換えた。腫れもひどくなってきたので、

夕方になってかかりつけの整形外科へ娘に連れて行

ってもらった。 

医師の診察では、表層だけでなくかなり深部まで

化膿しているので組織の壊死が進んでしまうと、 

場合によっては患部から先を切断せざるを得ない場

合もありうるのでしっかり治療してください、との

見立てであった。翌々日 22 日の診察では、深部の

組織を手術して摘出するとなると当院では対応でき

ないのでと手術のできる総合病院の形成外科を紹介

され、23日その病院で診察を受けた。見立ては前医

院と同じで緊急入院とのことであったが 23 日は病

室が空いてなかったので 24 日に入院することにな

った。診察では最初にどんな細菌に感染しているか

調べておかないと治療の方法も変わってくるのでと

採血し細菌培養同定検査、並行して抗菌薬の投与と

壊死した患部の除去の処置を施した。3、4日後の培

養検査結果では特別の菌は検出されなかった。 

抗菌薬の投与（点

滴・飲み薬）と壊死し

た組織の除去、抗菌薬

の塗布を継続した結

果、患部から先の切断

という大事に至らず、

回復も順調に進み 3週

間で退院することがで

きた。       

あとは自宅で患部に薬

をつけて 2週間に 1度

通院、検査を受けた。 

【治療開始 10日後】 完治するのを待つだけにな

った。退院時、傷口に皮膚の移植手術を施せば 3，

4週間、自然に肉が盛り上がって傷口が塞がるのを

待つと2，3ヶ月かかると言われたが、手術が怖く

後者をチョイスした。傷口が完治してダイビングが

できるようになるには半年近くはかかると思われ

る。あとは充電期間だと思ってじっくり静養した

い。 

今になって思うと、帰国してからの発症が不幸中

の幸いであった。しっかりした医療設備のないリゾ

ート地で発症した場合、手当てが遅れ組織の壊死が

進み患部から先の切断ということになっていたかも

知れない。 

 

本題 

今回診断された感染症は蜂窩織炎※と言う病名

で、原因となる菌としては、溶連菌と黄色ブドウ球

安全潜水「事故から学ぶ」 

≪自分の身は自分で守る≫ 
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菌の２種類が一般的だそうです。これらはどちらも

私たちの生活環境に生息する菌で、いたるところに

存在しているそうです。しかし、人間の皮膚は細菌

に対して非常に強いバリアを持っていて、通常、細

菌が皮膚に付着したからといって、簡単には感染し

ないそうです。ただ、この強力な皮膚バリアが傷つ

けて破られてしまうと、そこから細菌が侵入して感

染してしまうそうです。しかし大抵の場合は免疫力

によって細菌の増殖は抑えられて発症することはな

いそうです。けれども、何らかの病気を抱えていた

り、加齢に伴って免疫力が低下すると感染症にかか

り易くなるそうです。この感染症は、条件によって

はどこでも起こりうる病気だそうです。今回は小さ

な傷を甘く見ていて何の処置もしなかったことと、

加齢により免疫力が低下していて感染症を発症して

しまったようです。 

 

結論 

予防方法 

蜂窩織炎は皮膚の眼に見えないような小さな傷か

ら細菌が侵入して、その増殖を免疫の力で押さえつ

けることができなかった時に発症します。したがっ

て、皮膚に傷がつかないようにケアしておくこと

と、免疫力の低下を防ぐことが予防となります。 

今回は軽い傷だったので甘く見て何の手当もせずダ

イビングを続け発症してしまいましたが、傷口を綺

麗な水で洗い絆創膏でも貼っておけば防げたように

思われます。 

最後に、海や川などで受けた傷は感染症のリスク

が他での傷に比べて高いようですので、海での傷は

侮らず、また、加齢による免疫力の低下を極力押せ

るよう常日頃の生活で心掛けてください。 

それにしても、今回は保険に加入していたので金

の持ち出しはなかったが、残り少ない貴重な時間を

持ち出してしまったことと、1年間楽しみにしてい

たスキーシーズンを棒に振ってしまったことだ。 

トホホ 

以上 

 

※蜂窩織炎：人の皮膚の下には皮下脂肪があり、皮

下脂肪の下には筋肉が存在します。この皮膚の層構

造の深いところから皮下脂肪にかけて細菌が感染し

た状態を蜂窩織炎と呼びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供の時は親に従い、学校に入ったら先生に従

い、会社に入ったら上司に従い、結婚したら妻に従

い、老いたら子に従い‥‥ 

せめてシニア―ダイバーは自立したダイバーにな

ろう。 

ということで、常日頃考えていたことが纏まって

いた記事が載っていたので、これを抜粋し皆さんに

お知らせし、安全の足しにしていただければと思い

ます。 

 

安全潜水をするための 3つの提言 

提言① 「普段からどう考えるべきか」 

 ◇「自分の身は自分で守る」という意識を持つ。 

 ◇機材トラブルの際の対応を知る。 

 ◇体調管理 

提言② 「潜る前に何を準備すべきか」 

 ◇事前の情報収集と打合せが重要。 

  ・ブリーフィング、潮・海況など。 

  安全で楽しい潜水実施の 9割は段取りで決まる 

提言③ 「冷静さを保つ」 

   パニックを抑え、冷静さを保ち、事故を未然

に防ぐには以下の 3つが必要 

  ・トラブル発生時の対処法を知っていること。 

  ・トラブル時の挙動を体験していること。 

  ・トラブル発生時の対処方法が身についている

こと。 

 

      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

パニックって炎上しないように 

自立したダイバーを目指して 
安全潜水をするための 3つの提言 
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約 40年振に民法（相続関係）が大改正され、2019

年 7月 1日より施行されております（一部除く）。 

 

当ｺﾗﾑでは、2回に渡り、筆者（税理士と 1級ﾌｧｲﾅﾝ

ｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士）に寄せられた、SDC ﾒﾝﾊﾞｰの

皆様からの“相続と終活”についての相談・よくあ

る誤解についてわかり易く解説致します。 

 

 

◇遺産分割と新しい遺留分制度 

●相談者 

父が老衰で亡くなりました（母は既に他界）。 

代々、不動産業を営んでおり、10年前より、私が

会社を継いでおります。父は予め、会社の株式は私

に相続させるとの遺言を残しておいてくれました。 

他の財産について、弟と妹と遺産分割協議を行った

ところ、弟と妹が納得できないと言って、中々、前

に進みません。どうすれば良いでしょうか? 

 

〇筆者 

遺言に記載されている内容は、お父様がお亡くなり

になったと同時に実現し、あなたが引き継いでお

り、遺産分割の対象とはなりません。 

 

●相談者 

そうなんですね。 

 

〇筆者 

但し、遺言に記載されているの会社の株式について

だけということであれば、それ以外の財産について

は、相続人の、あなた、弟様、妹様の 3名で遺産分

割協議を行うこととなります。 

この場合、相続割合は各々1/3ずつになります。 

 

●相談者 

 財産の 8割は株式なので難しいですね。 

 しかし、遺言で株式を私が取得しているとのこと

なので、要求に応じる必要はないのでしょうか? 

  

 

〇筆者 

遺産分割協議は、残りの 2割の財産を弟様、妹様

が 1割ずつ取得して終了となります。弟様、妹様

がこれで納得すれば、問題ないですが、相続人に

は遺留分という最低限の取り分があります。 

 

●相談者 

どういうことですか? 

 

〇筆者 

この場合、弟様と妹様は法定相続人割合である

1/3の半分、１/6について最低限の取り分として 

遺留分侵害額請求をすることができます。 

 

●相談者 

するとどうなるのでしょうか? 

 

〇筆者 

相当額の金銭を支払わなくてはなりません。 

詳しい説明を省略すると 2019年 7月より 

金銭での支払いが原則となりました。 

 

●相談者 

株式はお金に替えられないし、相続税の支払いも

あります、困りましたね。 

父の生命保険金が結構な金額があります。 

生命保険金は受取人である私の固有の財産であ

り、遺産分割協議の対象外と言われました。 

この保険金で上手く調整できないのでしょうか? 

 

〇筆者 

生命保険金が残されていたのですか、それは良か

ったですので。 

 あなたはその生命保険金を原資に弟様、妹様に 

代償交付金を手交したり、万が一、遺留分侵害 

額請求をされた時の弁済をすることもできます。 

 

●相談者 

そうなんですね、少し安心しました。 

とにかく父には感謝 

大切なご家族の為に 

 “相続と終活”について考えてみませんか？② 
  2020 年 2 月 
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SDC の会員になって 12年、ダイビングを一緒に

楽しむ仲間に恵まれ感謝の気持ちで一杯です。ほか

の団体と違ってユニークな SDC の素晴らしい点を

挙げてみました。 

 

1． ダイビングツアーや趣味の同好会など会員同士

の深い交流が非常に活発である。  

2． 会報を年に 4回発行し会員からの最新情報や充

実した活動を生き生きと伝える。 

3． 遊びの会らしく、堅苦しい体制でなく気楽で楽

しい会に徹している。 

4．  会員の自主的なボランティアで運営され,家庭

の主婦や勤め人、退職者など普通の一般人が役

員として活躍している。   

5.  会員の中に上下関係が無い。縦社会でなく対等

な横のつながりを大切にする。 

6． 多くの会員の意思や希望が自発的に反映され、

外部から制約、干渉されない。 

7. 会計は素人の担当でもできる簡明な手法で 

会員の会費だけで問題無く運営されている。  

8． 会員同士で自己責任と助け合いの行動原則が守

られ、過去に潜水事故などを起こしてこなかっ

た。 

9． 長いお付き合いの顔なじみの賛助会員が多く友

好関係で成り立っている。 

 

「SDC は同年代のダイバー仲間と一緒に潜りたい、

潜った後人生を語り合いたいとの思いから創立され

ました。」と前会長が嘗ておっしゃられていました。 

「先ずは会員の皆様がいつまでも SDC の会員とし

て楽しく過ごしていただける事が役員一同の願いで

あります。」と新会長が今年の年頭の挨拶に言われて

いるように、SDCの任意団体としての理念がそのま

ま伝統として受け継がれていると思います。 

シニア世代のダイビング愛好者の社交クラブ的なあ

つまりとしてこれほど活発で、充実した会報を発行

し、総会や新年会に全国から会員が集まる団体をボ

ランティアで運営できている団体は貴重な存在です。 

今後もこの素晴らしい体制と運営、良き伝統が続き

ますように！ 

 

 

 

 

SDC の素晴らしい伝統 

   680 玉村 馨 

編 集 雑 感 

★ 広報担当になり、初めて編集長をやらせて頂

きました。何も分からず右往左往しながら取り組

んでいる中コロナウイルス感染問題が大変な事

に！この状況の中で会報誌発刊という事で編集

会議をラインビデオ会議にして発刊に向け取り

組んできました。会員の皆様より多くのご寄稿を

頂き、無事 86 号を皆様のお手元にお届けする事

ができました。これもひとえに、会員の皆様並び

に広報、役員のメンバーのコミュニケーションの

賜物と感謝いたしております。754 小笠原末子 

 

★ コロナ騒動で暗い気分になりがちな中、 

SDC 会員同士を繋ぐ唯一の手段である会報編集

に当たり「会報を読んで明るい気持ちになってい

ただきたい」と『にっこりほっこり写真館』を企

画しました。思った以上に沢山のご寄稿を戴き、

写真選びに苦労するほどでした。会員の皆様のご

協力に感謝いたします。    812 松尾幸代                           

                           

★ 約3 ヶ月間、今迄普通に日常生活で出来てい

たことが、突然出来なくなるということを味わっ

た日々でした。お陰でライン会議、ZOOM 会議

に挑戦するという冒険の成果？もありました。 

今迄にないスピードでの投稿が集まり、SDC の

強い絆を感じています。   572 阿部千衣子 

 

★「ステイ・ホーム」すっかり体に馴染んでしま

いましたが、86 号発行準備で広報メンバーとは

連絡を取り合い、ZOOM 会議などの体験をし、

思わぬ密な時間を過ごしました。会員の皆様から

は多数の投稿もいただき、「危機を乗り切ろう」

という熱い思いの詰まった今号です。SDC にか

かわるすべての皆様が少しでも元気に日常を取

り戻せていますように。    646 鈴木麗子                       

                                    

★ ステイホームが少し緩和されましたが、まだ

油断できませんね。器材の手入れやツアー検索、

写真の整理などして少しでもダイビングを身近

に感じていたいです。 

また、ダイビングショップや旅行社も大変だと思

いますが是非この厳しい環境を乗り越えて頂き

たいと思っています。     881 井原義温   
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小さな 

 

 

 

 

１．はじめに 

私はトゲウオ目ウミテング科のウミテングと申し

ます。知る人ぞ知るへんてこな形をした珍魚です。 

ウミテング（海天狗）と言う大変立派な名前を付

けて貰っていますが、名前に似合わずとても地味な

生活をしています。 

 

        （写真：沖縄・ナカユクイにて） 

２．名前の由来 

都心から1時間で行けるミシュラン三ッ星に認定

された高尾山の天狗様は、飯縄大権現様の眷属（け

んぞく）として、除災開運、災厄消除、招福万来な

ど、衆生救済の利益を施す力を持ち、古来より神通

力をもつとされ神格化されています。また、高尾山

は天狗信仰の霊山としても知られています。 

 一方私は、鼻が高いので

はなく、額部が長く伸びて

あたかも天狗様の高い鼻の

ように見えるため、恐れ多

くも海天狗「ウミテング」

と名付けられていますが、

決して天狗様のようなご利

益をもたらすものではあり

ませんのでお断りしておきます。 

 

３．特徴 

体は上下に扁平で、ごつごつした硬い骨板で覆わ

れていて、お世辞にも美しい姿とは言えません。そ

の為、いつも流線型のスマートな回遊魚を見ると  

羨ましく思っています。でも、私も縁に模様の入っ 

た胸鰭を扇のように広げた時の姿は、自分でもまず 

 

 

 

 

 

 

まずかなと思っています。体長は 10cmぐらい（最

大でも 15cmぐらい）と小柄です。 

恐竜のミニチュアのような体形をしている為、捕

まえて乾燥して飾り物にされてしまうケースもあり

ます。ＳＤＣの皆さんはそのような残酷なことはし

ないと思っていますので、皆さんが近くに来ても逃

げたりはしません。食事はいつも柔らかいものを食

べているので歯はありません。「歯っ欠け XXX」と言

われるのが嫌なので小さな口は吻の先端ではなく、

見えないように下面にあります。その方が海底の餌

を漁るのに都合が良いです。 

 

４．生態 

形から見ても分かるように、泳ぐのは苦手ですが、

腹ビレを足のように使って、スーツと音もなく海底

を這うように移動します。方向転換もとてもスムー

ズにリズミカルに行うことができ、右回転、左回転

とも上手です。但し、スピードはローギヤで走る車

のように極低速走行です。体色は地味な褐色系が多

く、カレイやヒラメのように海底でじっとしている

ので、地形に溶け込み注意深く見ないと見逃してし

まいますが、見つけると動きが遅いので、ゆっくり

観察できます。 

 

食事は海底を這いながら小さな甲殻類やプランク

トン、ゴカイ類等を見つけて捕食します。１人メシ

は嫌なので、いつもペアで散歩しながら餌探しをし

て食事をとります。体はメスの方が大きいのですが、

夫唱婦随で夫婦仲はとても良いです。コミカルで可

愛い動きをするので動画の被写体としては面白いと

思います。ぜひ動画を撮りに来て下さい。 

  ウミテング（海天狗） 
          

レポート 648 江藤征雄   
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『マリンダイビング』 でダイビングライフ充実！ 

マリンダイビングクラブに入会すると… 

◇月刊『マリンダイビング』が毎月お手元に届きます！ 

◇お買い忘れがありません！ 

◇送料は無料で自宅までお届け！ 

◇通信販売がお得！ など特典いろいろ♪ 

水中造形センター TEL:03-3222-0316  

営業時間：平日9:30～18:00（土日祝休） 

 

 

「MD トラベル」ではカメラマン同行フォトツアーほか皆さまの海の旅をご案内中！ 

TEL:03-3222-0315 E-mail: tour@marinediving.co.jp  

マリンダイビングフェア 2020 

8月21日（金）～23日（日）開催 

 
 

 

 

4 月に予定されていた

世界最大級のダイビン

グイベント。最新情報は

マリンダイビング Web

をご覧ください 

。  

 
携帯からもOK！ 

この数か月の間、新型コロナウイルスの影響により、自粛生活が続い

ておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

クラブアズールでは、この状況が早期に終息し、またダイビングがで

きる日が戻ってくる日まで、スタッフ一丸となって今出来る事を考

え、日々取り組んでおります。 

海外エリアだけでなく、日本国内のダイビングツアーもご案内させて

いただいておりますので、今後のご計画やご相談がございましたら、

いつでもご連絡をお待ちしております。 

再び皆様が笑顔、そして元気な姿でご旅行に行けることを心から願っ

ております。       S75 クラブアズール 杉田 

 

 

ファイルはワード形式で保管してお送り下さ 

広告 

 

25 

tel:03-3222-0316
tel:03-3222-0315
mailto:tour@marinediving.co.jp


  

 

 

●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 
パラオスポートはＭＤ誌クルーズ部門 20 年連続受賞!
パラオ、トゥバタハリーフ、マラパスクアの３ヶ所を
期間限定で周遊!運航継続ができるよう皆様のパラオ
スポートの救済上船をお願いします 
 
ＳＤＣ担当：西元 
〒162-0053 東京都新宿区神楽坂 2-12-1-805  
℡：03-6276-0550 
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：info@sandwave.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 

℡ 042-319-1133  

e-mail：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 

 

ﾃﾞｲドリーム                         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､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 

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 

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 

月刊マリンダイビング／マリンダイビング Web       

/MD トラベル                      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のできるマリンダイ
ビングクラブ会員募集中！ 
旅行部門も充実。旅のことはぜひお問い合わせを。 
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 
℡:03-3222-0311 Fax:03-3222-0313 

e-mail ：md@marinediving.co.jp 

旅行部：tout@marinediving.co.jp（担当：岡部） 

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 

 

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 
℡：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：info@blueplanet-aka.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 

℡：03-5960-3806 FAX:03-5960-3806 

e-mail info@scuba-repair.com 

●営業時間 10：00～18：30 ●日・祝定休日 
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 ぱ 

パラオスポートはパラオ、トゥバタハリーフ、マラパスクアの 3箇所を期間限定で就航する 

画期的なクルーズ船！ 

フィリピンのマラパスクア島では世界で一ヶ所 1年中「ニタリザメ」がみられ、 

トゥバタハリーフでは「広大なサンゴ礁とサンゴの産卵、ジンベエザメ」がみられ、 

パラオでは「種類別の神秘の産卵が 6ヶ月間」見られるという夢のような水中ワールド！ 

 

■2020年 7月～8月のマラパスクアクルーズ５泊 6日プラン・13～14ダイブ 

1日目：日本発→セブ着→乗船→出港 

2日目：マラパスクア島：マクロダイブ&サンセットダイブ：ニシキテグリの放精放卵 

3日目～4日目：モナドショール：ニタリザメ&ガト、チョコレート島周遊：マクロダイブ 

5日目：モナドショール；ニタリザメ+1ダイブ or 島内観光→セブへ出港→セブ到着 

6日目：下船→帰国の途へ 

 

■2020年 11月～3月のパラオクルーズ：2泊 3日7ダイブ～毎日乗下船できるクルーズプラン 

魚達の産卵時期にあわせて神秘の瞬間を見よう。 

11月～：グレーリーフシャーク・1月～2月：ミヤコテングハギとツノダシ、マンタ 

3月～4月：イレズミフエダイ・、新月：カンムリブダイ・満月：バラフエダイ 

 

■2021年 4月～6月のトゥバタハリーフクルーズ 6泊7日プラン・17～18ダイブ 

■6/5-6/11/2021   日本発⇔マニラ⇔PPS着・New Moon / サンゴの産卵シーズン 

■6/12-6/18/2021  日本発⇔マニラ⇔PPS着  

お問い合わせ：スポートツアーズ瀬戸口、川畑  ℡:03-6276-0550 Email: divecruise@sporttours.co.jp 

カンムリブダイが 200mから上がってきて、メス達が水深 2ｍエリアで 

真っ白な球状をつくり放卵を行う、人間がみてはいけない神秘のドラマに 

遭遇することができます。 

 

貴方はフィリピン派、パラオ派？ 

パラオスポートが運航するエリアは世界のトップクラズのダイブサイト！ 

是非、パラオスポートと一緒に 3箇所を周遊するダイビングを楽しんでください。 

ラ オ は ワ ー 広 告 ド

形式で保管してお送り下さい。 

66号から全編カラー化されます。 

 
 

広告 
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ＢＬＵＥ☆ＰＬＡＮＥＴ 

 

ワイドからマクロまで 

ケラマ諸島の魅力をお見せします！！ 

美しいサンゴ礁、砂地の小魚群、ドロップオフ

に魚群大物、洞窟地形に神々しい光線、渓谷地

形にイソバナ群生と小魚群、・・・など多彩な環

境をバランス良くガイドいたします。 

 

ファイルはワード形式で保管してお送り下さ

い。 

66号から全編カラー化されます。 

 
 

広告 

29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

賛 

 

助 

 

会 

 

員 

 

公 

 

認 

 

企 

  

画 

 

S2
00

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 

S2
00

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 

S2
01

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 

S2
01

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 

S2
01

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 

S2
01

5 9.29-10.2 

10.14-20 

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 5 泊付き 8ダイブ付き  

1 名から開催します。 石垣島ホテル集合 

飛行機代金は自費！ 

22 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
01

6 2021 

1.18-23 

沖縄 

与那国島 

体長 3ｍ越えのハンマーヘッドシャーク 100 匹以上の 

群れと泳ぐ！ 与那国島集合  宿 5泊   8ダイブ                          

全食事付き  １名から開催！ 飛行機代は自費 

24 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 

30 



【海外ツアー】 

区

分 

番 

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

会

員

公

認

企

画 

20
72

 

8.20-26 

フィリピン 

パングラオ島 

7 日間 

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 

20
73

  

10.28-11.4 
インドネシア 
ラジャアンパット 

8 日間 

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 

20
74

 

2021 

5.12-17 

フイリッピン 

パングラオ島 

 5泊 6 日 

＊フイリッピン・ボホール・パングラオ島・アロナビーチ 

＊バリカサグでのバラクーダ、ギンガメ、その他群れ群れ 

 夜はサンミゲル片手にジャズ鑑賞を予定。 

＊詳細は未定、後日幹事より連絡。 

15 万

～ 
544 海老原新 

推 

 

 

薦 

 

 

企 

 

 

画  

N
20

02
 

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
20

25
 

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
20

26
 

毎日出発 

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    

N
20

32
  

7.1-10.20 

毎週月曜発 
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 

N
20

33
 

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
20

34
 

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
20

36
 

7.4-11.21 

毎週土曜発 

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 

31 



区

分 

番 

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

推        
 
 
 
 
 
薦        
 
 
 
 
 
企          
 
 
 
 
 
画 

N
20

46
 

7.4- 
毎週土曜発 

モルディブ 

FUN AZUL 号 

（クルーズ） 

8 日間 

スリランカ航空利用/成田発着  ＊15DV+全食事付 

新艇 FUN AZULⅡ号が就航いたします！！ 

様々な環礁を豪華なダイブクルーズで廻ります！！ 

関西や九州、北海道からの国内線もお得なパッケージプ

ランでご案内させていただきます。 

25.8 

万～ 

クラブ・アズール 

S75  杉田 優 

N
20

47
 

7.23-7.28 

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￥15,000 ※EAN/講習受付中 

22 万 

～ 

スポート 

ツアーズ 

S14 西元君子 

N
20

48
 8.1-6 

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￥8,000 ※EAN/講習受付中 

23.2 

万～ 

スポート 

ツアーズ 

S14 西元君子 

N
20

38
 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
20

39
 

8.2-10.4 

毎週日曜発 

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
20

43
 9.1-13 

9.23-10.3 の 
毎日出発 

インドネシア    

アンボン 

8 日 

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
20

49
 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￥8,000 ※EAN/講習受付中 

23.2 

万～ 

スポート 

ツアーズ 

S14 西元君子 

N
20

50
 

10.1- 

毎日出発 

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！！  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！！ 

16 万 

～ 

クラブ・アズール  

S75 杉田 優 

N
20

51
 

10.1- 

毎日出発 

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 

＊12～13ＤＶ+全食付 

まだ未開拓のセレベス海の秘境で潜る！ 

マンタやバラクーダをはじめ、マクロや固有種もバラエテ
ィ豊富。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
20

52
 10.1-1.31   

毎週水曜発 

(12.30 除く) 

フィリピン 

マラパスクア 

8 日間 

高確率ニタリザメ鑑賞ツアー＊成田・中部・関空発着  
ＡＯＷ以上＊最少催行 2 名＊16本（内 5本は早朝ニタ
リダイブ）＊朝食付＊他日程アレンジも可（要問合せ） 

19 万 

～ 

トラベルネット 

 サービス 

S58 森下亮一 

32 



（写真提供 2020 年 3 月まで SDC に在籍していた OB の大石和明さん） 

 

前号（85 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 

87 号ツアー計画書の締め切りは 8月 15 日です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

区

分 

番 

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

推 
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53
 10.4-3.28 

毎週日曜発 
※他応相談 

カミギン島 

7 日/8ダイブ 

+パワースポット 

フィリピン、ビサヤエリアの知られざる島、カミギン。 

パワースポット＆8ダイブ/全食付。3 名催行/弊社日本
人スタッフ現地同行。成田発（他地域発可・要相談） 

26 万 

～ 

エムズマリン 

アドベンチャー 

S41 永吉拓也 

N
20

44
 

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
20

45
 

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 

N
20

54
 

10.31-11.8 

メキシコ 

バレンティーナ号

（クルーズ） 

9 日間 

アエロメヒコ航空利用/成田発着  ＊17DV+全食事付 

ラパス＆カボプルモを廻るディスカバーバハ・スペシャル

クルーズです！ 

滞在中のビールやソフトドリンクも無料でご提供させてい

ただきますので、アフターダイブも充実のクルーズライフ

をお約束いたします。 

38.8 

万～ 

クラブ・アズール  

S75 杉田 優 

N
20

55
 日本発着 

10.31-11.8 
11.14-22 
12.5-13 

ラジャアンパット 

王道クルーズ 

９日間 

初めての方も、そうでない方も、 SDC会員の皆様に潜っ
て頂きたい当社セレクトのポイント選びです！もちろん歩
くサメ、ムレムレの魚群、美しい珊瑚も！＊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です 

45 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 唐澤・河合 

N
20

56
 11.4-14 

2.15-25 

※他応相談 

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
20

57
 

日本発着 

11.21-12.3 

ラジャアンパット 

ロングクルーズ 

13 日間 

南のミソール島から、北は赤道超えのロングクルーズ！4
つの島を巡るスペシャルルートです。ドロップオフ、ラグー
ン、マンタポイント、もちろん歩くサメも！有名ポイントをめ
ぐります。 
＊航空運賃込み（入境料別）＊全 26 本 

＊同性相部屋 ＊代理店からもご予約可能です 

65 万

～ 

ダイブドリーム 

インドネシア 

S66 唐澤・河合 

広報よりお願い  次号 87 号 写真館の写真を募集します。  

テーマは「定位置」（いつもの場所でいつも通り見える風景) クマノミとイソギンチャク等 （陸・海可） 

〆切 8 月 20 日 sdckoho2012@hotmail.co.jp  
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写真館         
 

 

 

にっこり 

30 杉本信也 

撮影日  2011 年.4月.29日 

撮影地  秋ヶ瀬公園の『アオサギとカモ』 

コメント 海外のＤＶをやめてからバードウッチン

グに切り替えたころの写真です。 

737 井上 宏 

撮影日 2018年４月５日 

撮影地 高尾森林総合研究所 多摩森林科学園 

コメント「ムササビの巣箱」です。ムササビは、

めったに昼間顔を出さない。ただ、子育て中だ

け周りに危険がないか確認するため、顔を出す

ことがあるのだそうです。 

 

684 小林孝子 

撮影日  2005 年4 月 

撮影地  自宅 

コメント 我が家に来たばかりの頃、庭のつく

ばいに落ちる水がとても気になっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440 石川 勝  

撮影日  4月 5日(日) 

撮影地  幸手権現堂桜堤 

コメント コロナの影響で私の今年は桜も

観られないと落ち込んでいましたが権現坂

の桜を観に行きましょうと誘われオッカナ

ビックリ行ってきました。 

 

869  渡邊善江 

コロナ太りと耳にします。確かに料理に走っています。 

庭の柿の葉の天ぷらは、初めて作りましたがほんのり甘く   
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☆応募者全員の作品を掲載しています 

 

 

  

 

 

 

172 島尾愛子 「ムーミンとスナフキン」 

撮影日  2020年 4月  撮影地 西伊豆・松崎町 

コメント 松崎町が毎年休耕田に 7 種類の花で作る

花畑。そしてその中に手作りのいろいろな人形が配

置されていてとてもほっこりと楽しい光景でした。 

 

匿名希望 「桜花」 

撮影日 2020年 4月4日（土） 

撮影地 千鳥ヶ淵近辺 

 

903 加藤 謙 「輝かしい日」 

撮影日 2017年 10月  

撮影地 石垣島 

コメント 妻の誕生日を祝うために石垣島

にダイビングに行ったときのものです。 

 

 

225 芳賀幸子 

撮影日 2020年 2月10日  撮影地 自宅近く 

コメント 人目を忍んでジョギングをしていると

き見つけた、ご近所の二階に咲いていた藤の花。 

 

 

 

804 遠藤 卓 

撮影日  2019 年 10月17日  

撮影地  うちの塀の上です 

コメント 姓名、遠藤梨須、性別不明のため 

男女どちらでも使えそうな命名をしました。 

 

680 玉村 薫  「浴衣でお出かけ」 

撮影日 2019年 4月 20日  

撮影地 セブマクタン 

コメント ディナーには浴衣姿で揃って粋にきめま

す。さすがおしゃれな SDCメンバー 
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390 金井達夫 

撮影日 

2007年 

7 月26日 

撮影地  ロタ 

コメント 

限りなく紺碧の 

海を求めてロタ

に行った。 

真昼の陽光が 

真上から差し込

むロタ・ホール

の光景は神々し

かった！ 

 

 

 

868 市川 之 

撮影日  2020 年３月某日  撮影地  パラオ  

コメント バラクーダやギンガメといった回遊魚

に巻かれるのが大好きです。パラオの透明感ある豊

かな海が大好きです。  

172 島尾愛子 

撮影日 2014年 3月 撮影地 カリブ海・バハマ 

コメント 凶暴なサメの一つとして知られるタイ

ガーシャーク、野生ですが餌をもらいにやってきて

スタッフに顎を撫でられて逆さになっています。サ

メがクリーニングを受けて気持ちがいい時逆さに

立つと聞いたことがあります。このサメも陶然とし

ているのでしょうか。 

 

906 大澤あづさ 

撮影日  2020年3月23日  撮影地 パラオ 

コメント コロナで入国禁止になる前のＪＡＬ直

行便で、パラオに行ってきました。ショップで一

緒になった方のフィンに張り付いて取った写真で

す。 （左・今夜どう？うふつ）(右・見つめないで)  

 

881 井原義温  「ロンド（輪舞曲）」 

撮影日  2006年 9月 18日 

撮影地  高知県柏島 勤埼  

コメント 2006年のオリンパスフォトコンテス

トに入賞した私の思い出の水中写真です。 

680 玉村 薫  「マンボ－がボーっと」 

撮影日  2012年 9月 21日 

撮影地  バリ・ヌサぺニダ 

コメント  寝ているように全く動かないマン

ボ－にびっくりしてマスクを外したガイド 
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306 宮本節子 「ゼブラバットフィッシュ」 

撮影日 2018年5 月7日  撮影地 レンベ 

コメント 黒と白の細かなシマシマが何本も

入った模様・黒長いフィンがとても優雅な風

貌、オーラが出ていた感じ。 

コメント 黒と白の細かなシマシマが何本も

入った模様・黒長いフィンがとても優雅な風貌、オ

ーラが出ていた感じ。 

 

コメント 黒と白の細かなシマシマが何本も入っ

た模様・黒長いフィンがとても優雅な風貌、オーラ

が出ていた感じ。 

 

 

468 通山多恵子「頬寄せて♡♡」 

撮影日  2015 年2月 18日 

撮影地  タイ・シミランクルーズ 

コメント 求愛中のヒメゴンベのカップル♡ 

頬を寄せていい感じ♡♡♡サンセットダイブの 1

コマです 

 

 

826 野島節子   

撮影日 2019年 10月 21日 

撮影地 パプアニューギニア・ミルンベイ 

コメント 変な魚？とシャッターを押して、よ

く見たら…目が悪いのか、自然の悪戯か、魚に見

えませんか？ 

 

302 福田孝子 「イッツアスモールワールド」 

撮影日  2006 年頃 

撮影地  慶良間 オリンパスC‐4100ZOOM 

コメント ずっと前の写真ですが、ヨスジの baby

が印象的なホッコリ写真です。 

812 松尾幸代 

撮影日 2018年 9月 

撮影地 バリ ヌサぺニダ 

コメント バリの冷たい海で待つことしばし

…やっと現れたマンボウはハタタテと仲良し

でとても可愛かった。 

306 宮本節子 「ミナミハコフグ」 

撮影日 2018年10月25日  撮影地 コモド 

コメント 箱形の角張ったサイコロのような体、

この黒い水玉模様がキュート、 

おちょぼ口をツンとすまして愛くるしい。 

 

 



 

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：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 
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会場案内図 

SDC の紹介と入会のご案内  
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2021 年 新年会・懇親会 

「2019 年度 総会は未定です。」 

 

日時：2021年１月 31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 

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 

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 


