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 2020年度総会 

 新型コロナウイルス禍により、ＳＤＣ始まって以

来初の郵便での評決となりましたが、会員皆様の御

協力により、無事に終了することが出来ました事を

報告させていただきます。 

１）2019年度活動報告の件（会報 7-4月号に報告さ

れたもの） 

 活動数は新型コロナウィルス禍にも係わらず前年

と同様でしたが、今後は影響を受ける事となるでし

ょう。 

① ダイビング活動：公認ツアー11、賛助会員企

画ツアー3、個人グループツアー21が報告され

ました。 

② 地区懇親会：関西地区懇親会、呑和会、関東

の 3ご近所の会が開催されました。 

③ 同好会：9回のアウトドアを楽しむ会、5回の

ミュージックサロン、5回の水中映像を楽しむ

会、この他に海釣り同好会が報告されました。 

④ 広報活動：マリンダイビング誌連載、マリン

ダイビング・フェア 2019 にてセミナー開催、

まちカフェ（グループサンゴの森）、東京ベイ

クリーンアップ大作戦 2019（有志ボランティ

ア）でＳＤＣの活動が紹介された。 

  上記以外に、定時役員会 4回、広報委員会、役

員パソコン教室などが開催されました。 

 役員会は上記定時役員会とは別に、総会の延期を

決めるための緊急役員会をサイボウズにて、紙上総  

会の開催可否についての臨時役員会をテレビ会議シ

ステム（ZOOM）にて、開催されました。 

 サイボウズ及び ZOOM は新型コロナウイルス禍で

重要な新コミュニケーションツールとなっています。 

２）2019年度会計報告の件（送付済資料参照） 

３）2019年度会計監査結果承認の件（同） 

４）2020年度役員推薦承認の件 

     今期は 2名の方を推薦致します。 

     847 橋本淳子さん  広報担当 

     893 山本 徹さん  総務担当 

５）2020年度活動方針の件 

 年明け早々から新型コロナウイルスが騒がれ出 

し、まさかの世界的パンデミックになり、これまで

とは全く違う世相になりました。これからの旅行・

ダイビングは、我々年寄りダイバーには厳しいもの

がありますが、今まで以上に安全に配慮して、無理 

 

 

 

 

をせず、出来る範囲で楽しみたいと思います。 

そんな中で以下の活動方針を立てましたが、安全を

考慮し臨機応変にて活動されるようにお願いします。 

① 国内・海外ツアーの公認・推薦及び情報発信 

② 新たなる HP構築についての調査 

③ 会員連絡ツールとしてサイボウズなど新コミ

ュニケーションツールの利用促進 

④ 安全ダイビング 

⑤ 対外活動とボランティア活動 

⑥ ＳＤＣロゴマークとウィンドブレーカーの利

用促進 

⑦ その他、新型コロナウイルス禍でのＳＤＣに

ついて 

６）2020年度予算案承認の件（送付済資料参照） 

以上について締めを 7月末として全会員にハガキに

て御審議頂きましたところ、265 名中 210 名の方か

ら返信を頂き、全項目にて賛成票 210、反対・棄権 0

で可決されました。この結果は 8月 29日の役員会に

ても承認され、締め日の 7月 31日に遡って成立した

ものと致しました。 

  

 2020年度役員 

2020年度役員が次のように決まりました。 

会 長 838 市川 雅紀  

副会長 306 宮本 節子  

 668 川瀬 和恵  

 817 船山 浩志  

事務局 830 高田 和男  

総 務 865 篠田 和枝  

 893 山本  徹 (新任) 

広 報 646 鈴木 麗子  

 754 小笠原 末子  

 812 松尾 幸代  

 847 橋本 淳子 (新任) 

 881 井原 義温  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 380 舩坂  健  

 668 川瀬 和恵 (兼任) 

会 計 741 小幡 美枝  

ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ 

計画 

785 

845 

島村 正代 

矢部 善信 

 

関西地区担当 306 宮本 節子 (兼任) 

会計監査 562 加藤 隆司  

2020年 SDC総会報告 

838 会長 市川雅紀 

 1 



 

[名誉職等] 

名誉会長 

 

005 

 

大隅 楠夫 

 

技術顧問  030 杉本 信也  

顧 問 648 江藤 征雄  

関西地区 

幹事 

470 

735 

832 

842 

池田 孝雄 

道上  勲 

藤井 則芳 

神崎 美治 

 

今回退任されました 総務 770 小山千香子さん 

広報 572 阿部千衣子さん ありがとうございまし

た。新任の総務 山本さん、広報 橋本さんよろしく

おねがいします。 

 

会員のご意見・ご質問にお答えします 

１，2019年活動報告に報告されたものだけが示され

ているが経年変化が分かるとうれしい。 

役員会→今までの情報を集め次回の会報に掲載する

ことにしました。 

２，会員数の減少が気になるところです。会員数 

300名を目標に新会員の勧誘活動を自然体で進めた

いですね。 

役員会→コロナ禍の中での活動は大変難しいところ

ですが、Webを利用した活動を検討する必要がある。 

例えばオンライン・ダイビング・エクスポに参加す

るとか ZOOMで一般向けにＳＤＣを紹介する事を考

えたい。同時にＳＤＣに興味のある人向けに国内公

認ツアーに誘いたいと考えています。 

３，研究会の開催を！（ダイコンに続いてコンパス

の使い方を）集まらないで伝える方法はないでしょ

うか？ 

役員会→例年安全ダイビングで年 2回講習会を開催

しています。今年は ZOOMでの開催を検討したいと考

えています。 

４，規約に記載がない中で書面決議を行っても明ら

かに違法ということにはなりませんし、また念のた

め次の総会で規約に追記し、遡及して追認してもら

うことも可能であると考えます。なお、標記結果は

広報誌に記載して会員に報告して下さい。 

役員会→確かに書面総会は規約にはありませんので、 

次回の総会で追記なり規約の改正を提案させていた

だきます。 

５，地方で生活しているので、仕事で日帰りで東京

がだんだんつらくなる年令になり、地元にあったダ

イビングショップも沖縄に移転してしまい困ってい

ます。地方在住の会員向けにツアーを組んで頂けな

いでしょうか。楽しみにしております。 

役員会→本来ＳＤＣでは新年会・総会・同好会に参

加して友達作りを薦めていますが、今はそれも難し

いのでサイボウズに入ることをお薦めしています。 

サイボウズでは今後公認ツアーをはじめ国内ツアー

をアップいたします。また ZOOMの懇親会にも参加で

きますので、情報を得ることができます。 

役員もサイボウズを充実させるよう努力しますので、

是非サイボウズをご活用下さい。 

 

 

ＳＤＣ男女別・年齢別比較グラフ 

306 宮本節子 調べ 

 

男女別 個数 / 男女別 

男 136 

女 129 

合計 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別 人数 % 

30代 1 0.4 

40代 1 0.4 

50代 14 5.3 

60代 88 33.2 

70代 118 44.5 

80代 43 16.2 

計 265 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.4.1現在の年齢で計算 

SDC平均年齢 71.2才 
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総務 893 山本 徹 

  

入会して１年ちょっ

と、まだまだ新参者の

若造です。このたび、

総務の大役を仰せつ

かりました。右も左も

分かりませんがよ         

ろしくお願いいたし

ます。コロナの時代、新しい生活様式を考えていか

なければいけません。飲み会やツアーなども行きづ

らくなっています。 

ＳＤＣにはパソコンやスマホが苦手という方も多

いかもしれませんが zoom飲み会や zoomセミナーな

どでみなさんと楽しめるような仕組みを作れればと

思います。 

今年 62歳になります。50歳の時に IT系の会社を

早期定年退職しダイビングを中心とした生活を送っ

ています。夏は伊豆大島でガイドの手伝いをやった

り、日本水中科学協会(JAUS)の活動でお台場や人工

魚礁の調査潜水、ワークショップの開催などもやっ

てます。よろしくお願いいたします。 

 

広報 847  橋本淳子 

 

単刀直入に申し上

げると、好んで役員

の職に就きたがる方

は多くありません。 

私も引き受ける際は

躊躇しました。この

年齢になり、新しい

事を覚えていくには脳の容量が足りないようです。

それをわかっていながら、出しゃばったまねをして

しまったと不安はあります。しかし仕事をやりとげ

る事で自己の成長とともに、これから先の役員職に

就こうとする方への精神的負担が少しでも減るので

はないかと期待してます。不出来な点が多いとは思

いますが、御力添えをよろしくお願いします。 

 

 

 

広報 572 阿部千衣子 

 

4 年間役員広報担当に

関わらせて頂きありがと

うございました。 

広報に入った時は、パソ

コンアレルギーになるほ

どに馴染めず、無理無理

といいながら先輩達に教

えて頂きました。 

振り返って見ると、ワイワイやりながら作業進め、

楽しかった場面より思い出せない事に不思議さを感

じます。役員任期期間中の事は私の大きな財産にな

りました。これも一重にＳＤＣ会員の皆様の強いパ

ワーのおかげと感じております。 

本当にありがとうございました。 

 

 

総務 770 小山千香子 

 

新体制となり、１年

間だけならとの約束で

２回目の総務を務めさ

せて頂きました。 

スタート間もない頃

の役員会では、役員の

半分が入れ替わったこ

とも有り、一つ一つ確認をしながらの進行でした。

新年会が無事終わりホッとしたのも束の間、２月に

入ると連日のコロナ報道、役員会も集まることは出

来ずサイボウズや ZOOMを使ってとなりました。 

 外出制限が続く中で会報 7月号を受取り、ＳＤＣ

の力強さを感じました。ＳＤＣは、諸先輩方が大切

に築き上げてきた歴史有るクラブです。この先いろ

いろな課題が出てくるかと思いますが、新たな役員

に期待しております。皆様、ご協力をいただきあり

がとうございました。 

新任役員挨拶 
       よろしくお願いします 

退任役員挨拶 
          お疲れでした 
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毎年恒例で 6 月に開催しているツアー定例会議、

今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、７

月に開催しましたが、開催日に近づくにつれ、感染

者数が増加するという不安な中でいつもの大阪市立

総合生涯学習センターで（この会場もソーシャルデ

ィスタンスのため定員の半数での人数制限のルール

となっていました）開催。こんな中でしたので集ま

ってくれた人数も昨年より少な目でしたが、開催で

きたことはよかったと思います。 

今年後半のツアーも中止となっている現状で、ま

ず、今年後半のツアーをどうするかということ、ひ

とまず国内で一つでも二つでも企画できないか検討

しました。初心者の方やまだまだ本数の少ない方は

やはり潜って身体を慣らしたいだろうと思い、また、

ツアーがない状況で潜りに行けていない皆さんにも

参加して頂きたく、9月、10月に屋久島と西表島を

企画しようということになりました。 

また、来年のツアーですが、来年も新型コロナウ

イルス感染症の収束には程遠いような感じがします。

また、現状をみるといまだに観光で渡航できる国は

ありません。海外には出かけられないのではないか

ということで、国内でのツアー企画を考えようと、

色々提案していただきました。が、何と言ってもリ

ゾートダイバー化して暖かい海に慣れ親しんでいる

者には、寒い時期・水温の低い時期をどうするかが

問題です。そういったことに関係なく潜れる方はい

いですね！ 

取り敢えずは、沖縄及び沖縄の離島で検討すること

になりました。 

久米島、多良間島、徳之島、沖縄本島等、宮崎とい

う意見も出ました。 

ツアー幹事は宮本・藤井・神崎が中心となり、 

このあたりで、出来るだけ早めに検討を重ね、公認

ツアーにしていきたいと考えております。 

 

出席者（7名） 

070 河合貞夫  306 宮本節子 

470 池田孝雄  774 斉藤満弘 

832 藤井則芳  842 神崎美治 

851 紀 貞子   

 

 

ツアーを企画してくれる方がだんだん決まった方

ばかりになり、大変心苦しい！ 

一人で行きたい方、一人では不安な方、初心者で身

体を慣らしたい方、みんなと楽しく行きたい方、便

乗できればそれは良しという方、まあ、色々な方が

おられますが、こういう時期少しでもご協力を!!   

提案もなかなか出てこず、こちらから投げかけて、

やっとです、一方的に話すことが多くて・・・・ 

これから先が心配です。このコロナ禍で先が見通せ

ないこともありますが、 

この先、ＳＤＣのツアーはどうなるのでしょう

か！？ どのような対策を取るべきなのでしょう

か!? 

 

いつもなら、会議の後は呑和会を開催するのです

が・・・・一応開催予定で進めていたのですが、コ

ロナウイルス感染者数が増加傾向になり、心配の声

が多く上がり、皆様からのキャンセルが続出し、ぎ

りぎりになって諦めた次第です。 

せっかく出てきたのだからと5名が食事に出かけ

ました。 

新型コロナウイルス感染症拡大以降、メンバーと

久々に交わすお喋りと食事・乾杯、やはり楽しいも

のでした。 

自粛期間中の出来事やギリギリセーフで旅行に行け

たということ、この先のツアーのこと等、そして今

後どうなるのか気になるところでもあります。 

10月には中止ばかりが続いていた呑和会、ぜひ開催

したいと思います。 

ご参加いただきました皆様に感謝をするとととも

に皆様のために微力ながら、取り組んでいきたいと

思います。 

関西地区 定例会議 ＆ 有志夕食会 
2020.7.21 

世話役：306 宮本節子  
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 はじめに 

皆さん、「zoom」を御存知でしょうか。 

コロナ感染拡大予防で「三密」を回避するた

めに「リモート会議」「リモートワーク」が進

んでいます。 

「zoom」はテレビ会議システムの一つです。

インターネットを通して、離れた場所にいる

人が同時に話し合うことができます。 

コロナ自粛が長引く中で注目され急速に普及

しています。「zoom飲み会」という言葉もテ

レビのワイドショーなどで耳にしていること

と思います。 

① 出かけていく為の時間や交通費が不要。 

② 飲食しながら普段着で気楽に参加できる 

③ 地球上どこからでも参加できる 

など利便性が高く有効なシステムです。 

  

SDC ZOOM会議の経緯 

  新型コロナウィルスで自粛要請が出て役員

会も開催できずにいる中、893山本徹さんから

サイボウズ掲示板で「zoom飲み会」が提案さ

れました。それを受けて 5月 26日（火）に第

1回を開催しました。 

 第 3回には関西から 306宮本副会長が、また

イギリスから 804遠藤卓さんが参加されまし

た。シニアダイバーズクラブジャパンは、世

界規模だと再確認するとともに、世界中の人

といつでも繋がれることを実感しました。 

 ４回目以降は参加者が作成した動画上映も行

っています。 

900沖津さんの素敵な海の動画 

804遠藤さんの珍しいオーロラの動画 

687林保男さんの珍しい海の動画 

005大隅名誉会長の「夜中にカラスウリが開花

する」貴重なタイムラスプ映像 

 （感動的でした） 

 などとても楽しいです。 

 毎週火曜日の夜 7時から 2時間程行っていて

開催回数は 11回になります。 

 参加は自由で途中参加・途中退室も自由で

す。 

 

ZOOMに参加する方法 

まず、安定したインターネット環境が必要

です。そしてスマートホン又はノートパソコ

ンが有ればOKです。デスクトップパソコン

でも出来ますが、別途マイクとカメラが必要

です。 

 最初は多少戸惑うこともありますので、ＳＤ

Ｃ会員用に「最初の参加方法」を詳しく書い

たマニュアルを用意しました。 

遠慮無く問い合わせてください。 

問い合わせ 市川雅紀mark_@hi-ho.ne.jp 

  

実際に「ZOOMミーティング」に参加する

にはインターネットの zoomアドレスから参加

します。このアドレスはセキュリティの為に

サイボウズ掲示板のみでお知らせしていす。 

＊サイボウズは会員同士の情報交換にとても

有効な手段です。まだ参加していない方はこ

の機会に是非参加してください＊ 

 ≪サイボウズ参加方法≫  

 管理者からの招待が必要です 

 担当者にメールで連絡してください。 

 折り返し招待のメールを送ります。 

 担当者；舩坂 健；mcken@bird.ocn.ne.jp 

          川瀬和恵 : kkawase@ageons.jp 

  

SDC ZOOM会議の今後 

① コロナ自粛を契機に ZOOMを活用して今

まで以上に全国の会員の交流を進められ

たらと思います。 

② 毎週火曜日 19:00～雑談会を継続します 

③ テーマを決めて勉強会や研修会が行えな

いか検討していきます 

Zoom 
～全国の SDC会員と交流しよう～ 

  幹事・レポート 838 市川雅紀 
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令和 2年 1月 13日に 6月 4日から 7泊 8日で

石垣島、1 月 22 日に 7 月 5 日から 6 泊 7 日で沖

縄慶良間のダイビングを予約し、予定通りに行っ

てきました。予約した時期は、中国武漢で新型コ

ロナウイルスによる肺炎が蔓延しはじめたと報

道機関が報じ始めていましたが、他国のことであ

り、まさか今日のように我が国を含め世界に蔓延

(7月 13日現在 1,225万人超)し、死者(同 56万人

余り)がこれほど出るとは全く想像していません

でした。 

  

沖縄県は、4 月 7 日に緊急事態宣言が発表され

た後、27日には玉城知事が県外在住者の来県自粛

を強く呼びかけるなどして、出発日が近づくにつ

れて予定通り石垣島に行けるのかどうか、行けた

としても歓迎されないのではという不安が次第

に高まってきました。 

 

5 月 20 日には JAL から羽田⇄石垣の直行便は

運休しているので、那覇経由で石垣に飛んで下さ

いと連絡がありました。益々、不安が募るばかり

です。JTA直行便が運休しているということから、

もう一つ不安要素があることに気がつきました。

石垣空港から市内へのバス便です。ダイビングバ

ックは約 20 ㎏ですので、リムジン型のバス又は

空港とホテル間を巡回しているバスでないと運

べません。案の定、巡回バスは運休中でした。そ

して、リムジン型バスも運休していることが分か

りました。そうするとタクシーしかありません。

幸い沖縄県のタクシーは初乗りが470円と安いの

で、ホテルに問い合わせてタクシー会社を紹介し

て貰い、石垣空港到着時刻に合わせて迎えに来て

貰うことにしました。これで漸く川崎からホテル

へのルートが繋がりました。 

 

次はダイビングです。政府は 5 月 25 日に残っ

ていた東京など5都道県の緊急事態宣言を解除し

ましたが、ショップの受け入れ体制がどうなって

いるのか、現状を問い合わせしてみました。とい

うのも、最後まで宣言対象に残った 5都道県への

移動は 6 月 19 日まで慎重な対応が求められてい

たからです。その結果、沖縄県では 6月 1日から

県外の観光客を受け入れることとしているので、

来県されることについては全く問題なく、お待ち

していますとの快諾を頂きました。これで、川崎

からホテルまでのルート確保とダイビングがで

きることの確認が取れました。 

  

6 月 5 日、ダイビング初日。ガイドさんがホテ

ルに迎えに来ましたが、「水を持っているか。」と

聞かれました。どうしてかと問うと、コップの使

い回しを禁止するため水タンクの設置を止めた

とのことでした(沖縄慶良間のダイビングは使い

捨て紙コップを使用。) ホテルの前のコンビ二で

水を買い求めて、漸く乗船。勿論、全員がマスク

着用です。ダイビングというと海の上で、コロナ

とは無縁のように思われがちですが、船上はまさ

に「密」そのものです。6 月 6 日は土曜というこ

とで過密状態となり、マスクだけでなくフェイス

シールドを着装することも求められました。 

 

飛沫感染を防止するため、マスクの曇り止めは

直接海水で行うこと、セカンドとパワーインフレ

ーターは BC の懐に入れて寝かせること(むき出

しにしないこと。) 、船に上がってくるときには

パージボタンを押してセカンドを海水でよく洗

浄することなど注意すべき事項の説明がありま

した。これらのルールは、石垣でも沖縄慶良間で

も同じで、今後も続くと思われます。沖縄慶良間

では、ガイドさんがホテルに迎えに来たとき、乗

車前に必ず体温計測を行いました。自分の平熱を

知っておくことは必要と思います。 

 

次にホテルでの生活です。マスク着用は当たり

前ですが、到る所に消毒用のアルコールが置かれ

ています。その意味では、清潔性を保つには便利

でした。石垣も那覇も朝食付にしましたが、バイ

キング形式なので、自分の席に着くまでマスク着

用、手のアルコール消毒、その上で手袋をはめ、

食材をとるという形でした。手袋をはめることが

 

コロナ禍でのダイビング 
 2020 年 6 月 4 日〜11 日   7 月 5 日～11 日 

レポート 903  加藤 謙 

999 ＸＸＸ ＸＸＸ 
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少し面倒でした。那覇のホテルでは、宿泊した部

屋の両隣の部屋のドアが一昼夜に亘って開放さ

れたままで、除湿機だけが廊下に向かって動いて

いました。何かいやな感じがしたのでフロントに

尋ねると、お客様が少なく部屋が湿っぽくなるの

を防ぐためにしているとのことでしたが、廊下は

外気との換気が行われておらず、意味のないこと

をしているなと思いました。 

 

石垣、沖縄共に観光客が戻らず、休業を続けて

いるホテルがいまだにあり、商店街もシャッター

を閉めているところが多いそうです。沖縄本島で

は、米軍基地内でコロナのクラスターが発生し、

米軍は 7月 9日に北谷町のリゾートホテル一棟を

借り上げ対応に追われていると報道がなされて

います。いずれにしても治療薬とワクチンの早期

開発と実施が望まれるところです。沖縄慶良間の

ダイビングは毎日の 3本目がHard Workでした。

体を鍛え、コロナに負けずにダイビングに行きま

しょう。 

 

 最後に、今回のダイビングで気に入っている写

真を幾つか紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石垣島 浜島東 2020年 6月 6日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石垣島 西表エンジェルケーブ  

2020年 6月 6日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石垣島 天竺 2020年 6月 9日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡嘉敷島 神城(カミグスク) 2020年 7月 7日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座間味島 6番岬 2020年 7月 10日 

 

 

 

 

 

 

ソーシャル ディスタンス 
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ＳＤＣに入会し、一番行ってみたいダイビングス

ポットは？の質問に、私は迷わず自分の名前と同じ

地名の小笠原と記入しました。そして今年の新年会

でぷちアイランドの金子さんとお話をして、希望が

叶う事になり心はずませていたところ、新型コロナ

ウイルス感染の影響で夢が消えかかりそうになって

いました。が、5月下旬

に緊急事態宣言の解除。 

6月には自粛も解かれ、

7 月 1 日から小笠原父

島の観光客受け入れが

OKになりました。 

コロナ感染の心配はあ

りましたが、しっかりと自己管理し、感染を持ち込

まない！持ち出さない！を徹底して行動することを

決めました。ボート上は完全マスク着用で念願のケ

ータまで遠征し金子さんのガイドで嫁島マグロ穴も

潜ることが出来ました。その海には驚き！！チカラ

強く泳ぐ魚群に圧倒されながらも自分自身の体を潮

流に押されないように必死で岩にしがみつきながら

ダイコンが気になっていました。 

また弟島でのダイビングでは大きなシロワニが五匹

目の前で回遊し目と目が合う程の距離感！口の中の

鋭い歯が幾重にも重なり恐怖までも覚える程でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日、時間を見つけては車で島内めぐりへ！トレッ

キングで中央山頂上へ。その見晴らしは世界遺産と

して登録された事がうなずける絶景でした。毎日夕

食後に見に行った三日月山から見る海に沈む夕日！

本当に濃密なツアーで濃厚なダイビングができたこ

とに感激の気持ちでいっぱいになりました。次回は

是非母島へも行ってみたいという思いが強くなった

最高のツアーでした。     754 小笠原末子 

 

ＳＤＣに入会

しての初めての

ツアーでしたが

私の担当アドバ

イザー小笠原さ

んと観光したり

潜りドルフィン

スイムをしたり

悩みを聞いてもらったりとズーッとマスクは着けて

いましたが充実した楽しい旅でした。金子さんには

水中も陸でもフォローして頂いたので安心でした。 

また小笠原へ行きたいなー！  910 平賀初子 

             

 

 

 

 

 

      梅雨明け小笠原 父島ツアー 

7月 2日～7日  

幹事 ぷちアイランド 金子弘之 レポート 754 小笠原末子 910 平賀初子 

 

ＳＤＣに入会し、一番行ってみたいダイビングポイントは？の質問に、 

私は迷わず自分の名前と同じ地名の小笠原と記入しました。 

そして今年の新年会でぷちアイランドの金子さんとお話しして、希望が叶うことになり 

心はずませていたところ、新型コロナ感染がひろまり 

夢が消えかかりそうになっていました。が、5 月下旬に緊急事態宣言の解除、 

6 月には自粛も解かれ、7 月 1 日から 

小笠原父島は観光客の受け入れが OK になりました。 

 

コロナの心配はありましたが、しっかりと自己管理し、感染を持ち込まない！ 

持ち出さない！を徹底して行動することでツアー参加を決めました。 

 

 

母島のダイバーの受け入れは今年一年しないということで父島のみの参加でしたが 

初日から最終日まで、天候に恵まれ、べた凪、快晴の穏やかな海で 

７５４ 小笠原末子 

ＳＤＣに入会し、一番行ってみたいダイビングポイントは？の質問に、 

私は迷わず自分の名前と同じ地名の小笠原と記入しました。 

そして今年の新年会でぷちアイランドの金子さんとお話しして、希望が叶うことになり 

心はずませていたところ、新型コロナ感染がひろまり 

夢が消えかかりそうになっていました。が、5 月下旬に緊急事態宣言の解除、 

6 月には自粛も解かれ、7 月 1 日から 

小笠原父島は観光客の受け入れが OK になりました。 
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新型コロナによる他県への移動自粛が解除さ

れた 7月、第 1便で小笠原へ行ってきました。 

おがさわら丸では 2等寝室が 5割減に、和室で

は 7割減に乗船が調整され、食堂やラウンジも

定員の半数以下しか利用できず、密集にならな

いよう配慮されています。 

ショップは PAPA,Sを利用しましたが、彼ら

も 3ヶ月ぶりのダイビングに大変な張り切りよ

う。現地滞在 10日の内 9日もダイビングしまし

たが殆どが 1日 2本のゆったりダイブ。

 

（500本記念が 3名） 

 

気温は毎日 30℃を超す暑さですが、水温が

24℃台とかなり冷たく感じました。しかし滞在

後半は 26℃台と水温が上がり 3ｍｍスーツの私

もやっと落ち着きました。透明度はおおむね 20

～30ｍくらいあり、離れて泳ぐまぐろや大型の

あじなどが良く見え、また水中で近くを通り過

ぎる数頭のイルカの群れに何度か遭遇し、これ

は感動ものでした。

 

小笠原のダイビングは父島エリア、母島エリ

ア、そして嫁島・媒島を中心としたケータエリ

アがあるようですが、私たちは今回父島エリア 5

日間、ケータエリア 4日間楽しみました。ケー

タにはマグロ穴という有名なポイントがあっ    

て、大型のイソマグロがその中を回遊し、その 

様はまさに圧巻です。 

 

 

（マグロ）     （珍しいシロワニ） 

父島はアオウミガメが産卵のため夜間やって

きますが、上陸したカメは見ましたが、残念な

がら産卵の現場は見ることはできませんでし

た。でも孵化した赤ちゃんカメを放流するイベ

ントには参加しました。 

私が期待し、楽しみにしていたのは水中ばか

りでなく、島々と青い海と空の美しい景色で、

ケータまで 1時間 30分余りのボートから見る景

観の素晴らしさ、南島の海岸の目を見張るほど

の美しさ、成長中の西之島の力強い噴煙はとて

も見応えがありました。 

 

（西之島の噴煙）      

毎朝散歩で出かけた高台や展望台から見た海

に浮かぶ島々や海岸線など見る景観に感動し癒

やされました。今回は天候に恵まれ、海も穏や

かでしたが、まだまだ探検していない所も多く

また訪れたい小笠原です。 

 

（南島） 

参加者 ： 767 椛島三枝子 816 高師美惠子 

          817 船山浩志  865 篠田和枝 

     868  市川 之（ご夫妻） 

小笠原ロングステェイ 
2020年 7月 2日～13日 

レポート 817 船山浩志 
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2月末から新型コロナウィルス感染症の影響のた

め出かけられなくなって約 4か月、海外にはまだま

だ出かけられないので、何年かぶりの日本・沖縄へ

ＧＯ！ 

思いついて連絡を入れた時には民宿は満室、なんと

か一部屋だけ確保してもらえた。が、期間を通して

2か所でということで移動が生じました。 

しばらくは海外には行けないと思うので、公認ツア

ーを企画するにしても日本の海になるかなぁ～と思

い、その下見も兼ねて行ってきました。 

 

★アクセス 

大阪から沖縄までエアー、那覇からは高速船で約

50分で阿嘉島へ到着。 

宿まではショップさんが送迎。 

★ダイビングショップ 

賛助会員でもある「ブループラネット」 

★宿泊 

民宿「春海」、民宿「トゥーラトウ」 

1泊 2食付き どちらも食事は美味しくボリューム

も結構ありました。 

どちらも 1階に洗い場やシャワー、脱水機があり、

使い勝手が良かったです。 

★昼食 

阿嘉島は小さい島なので昼食を食べるところが少な

い。 

１日目 港にある漁協の漬け丼、２日目「はぁなＣ

ａｆｅ」でスパゲッティ、３日目はキーマカレー、

１日目と３日目はテイクアウトして涼しい宿のダイ

ニングで食しました。最後の日は宿のおにぎりセッ

トを依頼。 

 

 

 

★ダイビング   

出かけるとき、体温チェック・手指消毒・マスクを

実施。 

水温 28～29度台 

ダイビングスタイル： 朝から２本、午後１本のと

きもあれば、朝１本、午後２本のときもあり、ゲス

トが阿嘉島に到着する船の時間でピックアップに行

ってダイビングとなるのでそういうことになる。基

本的に近くても遠くても１本ずつ港に戻るスタイ

ル。 

潜水時間：１ダイブ 60数分 

 

潜ったポイント 

① 久場東№3～№2 

アカヒゲカクレエビ、ガラスハゼ、ムチカラマ

ツエビ 

② ウチャカシ 

ムラサキウミコチョウ、ピグミーシーホース、 

砕ける波と霧の渓谷地形、マスクが飛んだゲス

トさんがいた。 

 沖縄・阿嘉島 
       ケラマブルーを求め 

 2020 年 7 月 9 日〜7 月 14 日 

              レポート 306 宮本節子 
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③ 安室東 益田岩コース 

④ 北浜オアシス 

アオサハギ ygが可愛かった 

⑤ ニタ№1 

洞窟 2つを潜る 

⑥ 久場北ドロツプオフ 

エキジット時流れ強し、ロープにつかまりアン

カーを外し、我が同行者がロープの上をラダー

にかけてやっと皆エキジット 

⑦ 男岩 

⑧ イジャカジャＡ 

⑨ ウフタマ東 

ヤシャハゼ 

⑩ マッシュルームガーデン 

 

 

★一人で何もかもやっておられるので大変、船の操

船からアンカーの上げ下ろし、準備、ブリーフィン

グ、海中ガイド、ゲストが８人にもなると目が行き

届かない！ 

昼から２本のときは、宿に帰るのが午後５時半頃と

なり、シャワーを浴びてゆっくりするまなく夕飯と

なる。 

エントリー・エキジット時、また移動中も激流のア

ゲンストが多く、最後にはギブアップ、海底を岩を

つかんで匍匐前進、根から根へ移動も必死にフィン

をけり、（飛び込んですぐに強流のため、ＢＣに装

着してあったクエストが飛んだ、しばらくして岩を

つかんで這っていたら指示棒が岩に刺さり抜けなく

なった）ロープで鯉のぼり状態でのエキジット、私

の力量のなさか、過酷な思いばかりが残り、あまり

楽しめなかった！ 激流アゲンストのため、ＢＣの

エアーを抜ききれず、船の方に流されたゲストさん

もいた。 

 

その上、今回、カメラが何度も海水に浸るという

プロテクターの不調により、写真もあまり楽しめ

ず、ケラマブルーを楽しむことなく堪能すること

なく終わってしまった。 

とても残念！！ 

また、ツアーで大勢には来てもらいたくないよう

な感じを受けた。どちらかというと 2～3人ぐら

いがぼつぼつ来てもらう方が良いという印象であ

った。 

 

 

同行者 1名 

842 神崎美治 
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いつも皆さんの南の島からのきれいな海のレ

ポートを楽しませていただいております。今回

のレポートはちょっと違います。都会のど真ん

中、フジテレビの前にあるお台場での調査潜水

についてご報告させていただきます。 

 

 水中の様子を説明する前にここに潜るきっか

けとなった、須賀次郎さんと JAUSについて説明

させていただきます。 

 須賀さんはダイビングの黎明期、67年前頃か

ら潜っている、85歳の現役ダイバーです。昔久

米宏さんのニュースステーションと言う TV番組

で水中レポートを撮影されていました。ちなみ

に、レポーターは娘さんでした。 

 須賀さんは 20年以上前からこのお台場に潜り

続けています。 

 JAUSと言うのは日本水中科学協会の略称で須

賀次郎が 10年前に作った特定非営利活動法人で

す。JAUSについて説明すると長くなるので HP

（http://jaus.jp）をご覧ください。 

 須賀さんについてもブログ(スガジロウのダイ

ビング 「どこまでも潜る 」)をご覧くださ

い。 

 お台場の調査潜水ですが、この JAUSの分科会

である東京湾水中生物研究会のメンバーで行っ

ています。メンバーは十数名います。 

 とは言っても勝手に潜っても良いというわけ

ではなく、いろんなところの許可を取ったり、

海上保安庁に報告したり、ちゃんとした手続き

を取って潜っています。 

 私は 5年ほど前から参加させてもらっていま

す。 

 水中の様子ですが、透視度は大体 30cmから 1m

くらい。時には 5cmも見えないことや 2mくらい

抜けていることもあります。水深は深いところ

で 4m。生物はハゼ、イシガニ、ホンビノス貝、

アメフラシ、時にはイシダイやエイの仲間とも

出会うことができます。 

 

 

 たまに赤潮が入って真っ赤になったり、臭か

ったりすることもありますが、毎月潜っている

と季節での変化などがあり面白いです。 

 みなさんをお誘いできる海ではありません

が、お台場の潜水調査を通じて将来は誰でも潜

れるようなゲレンデにしたいと思っています。 

お台場の調査潜水 
 JAUSと須賀次郎さんについて     

毎月最終日曜日 

レポート 893 山本 徹 
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まず初めに、7月 28日ケラマ諸島でダイビン

グ中に亡くなった、SDCの友人のご冥福をお祈

りします。私も今まで以上に安全なダイビング

に心掛けるようにしたいものです。 

今回はコロナ禍の中、沖縄の離島にコロナを

持って行ってはダメ！途中自分に感染してはダ

メ！なんとも複雑な思いで予約を入れました。

幸いダイビングサービスより快く受け入れて頂

き非常に感謝です。 

5日間ダイビング中、気温 29～31℃水温 29～

30℃と水上も水中も快適そのもの、プラス流れ

無し、おかげでエアーの消費も少なく安心でし

た。 

私はマクロオンリー、ハゼ命ダイバーなの

で、ワイドなポイントでマクロレンズの楽しみ

方が勉強になりました。ここからは写真中心に

なります（文才が無い）ゴメンナサイ。  

マルスズメダイの幼魚、小さいけど尾ビレの先

端が糸状に２つに分かれているのが可愛い。 

ホバーリ

ング中の

ギンガハ

ゼ、この

ポイント

はギンガ

ハゼだら

け。最初

は黒系がギンガハゼで黄色はコガネハゼだった

とか、英名は Yellow Prawn-goby 前から英名は

統一されていたのですか？お教え下さい陛下。  

イシガキカエ

ルウオ 八重

山諸島に来た

ら外せない、

愛らしい写真

が撮れたので

２カット、イ

シガキカエル

ウオの英名は

YAEYAMA 

CORALBLNNY  

何故か地名

が？ 

 

よく見ないと分からない 2cm位のヒゲモジャハ

ゼ、私のハゼガイドブックに載っていない。 

ヒメダテハゼ、のんびり遊んでいたところに私

が近づき自分の穴に帰れなくなり他の穴に入り

たいけど入れない、前の住人(ハゼ)に威嚇をして

いるけれどシャッターチャンスをありがとう。 

コロナ禍の西表島 
DISCOVER JAPAN 

 2020年 7月 12日〜7月 18日 

           レポート 866 川地 勝幸 
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6月 7日 福浦ダイビング 
（神奈川県湯河原町） 

       ガイド ムーングロー 

 外出自粛要請から県内移動が出来るようにな

り、湯河原の福浦でダイビングをしてきまし

た。当初は江の浦を予定していましたが、海況

が悪く閉鎖されたために変更になりました。 

その為か、いつも空いている福浦が超混雑で、

50 人以上のダイバーで賑わっていました。 

１本目 潜水時間 56 分 Max10.9m 

2 本目 潜水時間 53 分 Max10.8m 

透視度は 3～5m で余り良くなく、水温は 21℃で

寒いが、アオリイカの産卵をメインで観察しま

した。 

昼食はダイビング後に早川まで戻り、小田原漁

港の食堂へ。 

3 時の閉店に何とか間に合い海鮮丼定食を食べま

したが、とても美味しかったのでした。御飯が

多めなので、次回は減らして貰います。 

 

   

参加者 870 板倉節男 838 市川雅紀 

  

 

8月 10日 伊豆海洋公園ダイビング 
           ガイド ナッソー 

 

 神奈川県は県外移動も出来るようになり、川

奈に前泊まりして IOP でダイビングをしてきま 

昼は熱海の「カフェベルーガ」さん。 

ここのオーナーは水中写真の世界大会にも日本

から参加されている、女流水中カメラマンの水

之京子さんで、彼女の作るロシア料理が美味し

いのです。 

 

ボルシチと 

手羽煮込みスープ 

 

 

 

 

 宿は OYO といい聞き慣れないのでオーナーさ

んに伺うと、世界第 2 位のホテルグループで日

本ではソフトバンクの孫さんが民宿規模の宿を

まとめたそうで、現在既に国内に 200 軒ほども

有るそうでした。友人と 2 人で 1 人 1 室の和室

（定員 3 人）を贅沢に？使用して 1 人 6 千円ほ

どで、この時期としては格安でした。 

 因みに他のホテルは 15,000 円位でした。 

 １本目 潜水時間 44 分 Max24.1m 

  1 の根上 水温 25～19℃   

 2 本目 潜水時間 50 分 Max26.1m 

  1 の根 駆け下り 水温 25～18℃  

透視度は 3～5m で良くなく、水温は上（水蔭

2m）で 25℃ですが、その下は急に 20℃で寒

く、更に 19℃では氷水のようでした。 

 出会えたのは、大物ではマグロ。でもメイン

はとても小さいカエルアンコウの幼魚と白いタ

ツノオトシゴ。タカサゴの群れ。何種類ものハ

ナダイが混じり合って群れていて、そのそばに

若いトラウツボ。相変わらずクマノミ（産卵）と

ミツボシクロスズメ子供も沢山居ました。 

          参加者 838 市川雅紀  

福浦と海洋公園と OYOグループ 
2020 年 6 月 7 日、8 月 10 日 

          レポート 838 市川雅紀 
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2月にシミランクルーズから帰国後、新型コロ

ナの影響で、4月からのダイビングはすべて取り

やめ巣ごもり生活に入り、買い物に行っても品

薄と値上げで近所の人とも短い挨拶だけで憂鬱

な毎日でしたが、他県への移動解禁と発表！ 

長年通っているショップに電話し、7月 23日

から予約が多数入っているので、23日帰宅で

JAL の空席検索し 13日出発で連絡。予約時 JAL 

で空席があったのですが、搭乗してみるとファ

ーストから後ろ迄満席です。ダイバーというよ

り社内旅行のおじさん達の団体と学生のグルー

プが主な客でした。 

 機内はコロナ対策で紙パックのお茶は出ます

が後は持参となります。那覇到着後いつもは 

「とまりん」で買い物するのですが、今回はモ

ノレールで 2 駅先の小禄のイオンショッピング

センターに寄り、ダイビング後のフルーツ・デ

ザート等購入し、ここよりタクシーに乗り「と

まりん」へ移動。高速船は定員半分なので 

WEB にて予約。 

 

   【ダイビング】 

14日よりダイバー3～4名

に体験ダイバーと那覇からの

日帰りシュノーケラーが 4 名

ぐらい乗船ですが、コロナ対策で毎朝体温チェ

ックと健康チェックの記入です。飲み物もマイ

ボトル持参。ガイドも 3日以上続かないよう交

代し休みを取るシフト。23日からは 3艘での予

定になってましたがブログを見ると 25 日以降 

2 艘のようでキャンセルがあったのかも。 

 今年は台風発生が少なく水温は 29℃あるので

すが、3ミリが少し寒く感じられ運動不足が影響

し代謝率が落ちています。 

南西の風で水面の流れ、波高もあり、ポイント

も限られて、できる限り穏やかなポイントで潜

りました。那覇からのショップの船が来てまし

たが来る時は波が荒く大変だったかも。 

  

 

生物は今回初日から毎日ウミガメに会ってま

すので新しいゲストのウミガメリクエストには 

「い る よ」  

海人でのトウアカの卵の植え付け石、16日は

サンゴより外れ丸見えでしたが 19日には石がサ

ンゴの下に移動してました。 

21日は船長もガイドも若手コンビで、1本目

は奥武島。道中はなかなかの景色で２本目は男

岩。こちらは明日帰るバディのリクエストだっ

た。エントリー前、座間味からのボートの船長 

「40分前にエントリーしたのだが、まだ上がっ

てこないし泡が見えない」ダイバーとガイド、

マンツーマンとの事。 

我々は女性３名にガイドで、岩と岩の間の流れ

の少ない所に潜ったのだが

目指す生物はいなく、棚

の上の向こうではすごい

群れで、少しずつつかま

りながら前へ進み撮影、も

ちろん外側はかなりの流れ。私は３人の真ん中

にいたのだが、離れないように後ろの人が来る

まで岩陰に避難すると、前の人がウェイトを落

とし、戻り、ガイドの浮上の合図とシグナルフ

ロートの紐につかまり安全停止。しかし流れが

強くフロートは吹き流し状態。EX 後船長に聞く

と座間味のダイバーは野崎迄流されて無事見つ

かったとの事。 

最後の 22日は昨年シミランに一緒に行った若

手のお嬢さん達と合流。3本潜り夜会食しながら

シミランの思い出話。13日に 9月の予約をして

るのでダイビング器材は預け帰宅。 

帰りの便は気の毒な程ガラガラでした。 

 

帰宅後コロナ感染者拡大のニュ―スを見る

と、予想以上の再来に不安を感じつつ、cancel

せず昨年 7月 9月に訪れたスーパーサンゴエリ

アと台風後のアカメハゼのグループに会えるの

を、楽しみにトレーニングしている現在です。 

今年は自己責任のもと個人行動で『忍』 

渡嘉敷のんびりダイビング 
 自粛明け気分転換してきました 

2020年 7月 13日〜7月 23日 

レポート  741小幡美枝 
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「ブルネイダムサラーム国」はボルネオ島北部に位

置する敬虔なイスラム教国です。日本からの直行便

が就航し 6時間で行けます。石油資源が豊富なため

教育・医療は無料

で税金もゼロ。生

活が安定している

ので治安も良く犯

罪もゼロだそうで

す。 

太平洋戦争中は日

本の統治下にあり

戦場になったため沈船が多くレックダイブで有名で

す。 

コロナウイルスの感染が広がりつつある頃で、行

くかどうか悩みました。在日ブルネイ大使館にメー

ルで問い合わせたところ『観光は普通にできるが滞

在中に体調不良になったら即受診すること。日本と

は違った時間の流れを愉しんでください』との返事

を戴き、安心して出かけました。 

 ところがところが･･･空港で出迎えてくれた「ボ

ニダイブ」スタッフが開

口一番「本日ブルネイで

初の感染者が出ました」。

その後、日を追うごとに

感染者が増え、愉しみに

していた「テンプロン国

立公園」や「モスク入場」観光はできなくなりまし

た。 

空港到着後に市場を見学し

たあとブルネイ川を遡上

し、水上集落や王宮を観光

しつつテングザルを探しに

行きます。森に入っていく

と「テングザル」が陽を浴

びながら木の実を食べてい

ます。トレードマークの大

きな鼻がはっきり見えま

す。ふと見ると 1ｍ以上ある オオトカゲが幹をよ

じ登ってきてビックリしました。 

途中でワニが泳いでいるのを見つけたりしてジャン 

 

 

 

 

 

グルの秘境感に大興奮。 

日が暮れてからは市内観光です。街も道路もきれ

いで人々はのんびりしています。 

昼間に見た王宮もライティンがされています。市

民がお祈りをするモスクはとにかく立派。ここもラ

イティングされていて、川面に映る夜景は見事で

す。王族のみが通る通路は総大理石作りで階段もエ

スカレーターで何も

かもゴージャス。 

宿は「ボニダイブ

ホームステイ」。 

ペンション風で、キ

ッチンには電子レン

ジ、ポット、食器など全て揃っていて自由に使えま

す。近くにスーパーもあり食料も調達できます。

朝、昼食はツアー料金に含んでいるので今回両替 

して使ったお金は一人 3,000円でした。 

 さて問題は海です。ウミウシの種類が多くカサゴ

クマノミなども沢山居ます。ヨスジやツバメウオ・

カマスの群れも結構居ます。 

しかし･･･とにかく透明度が悪い!! 10～12ｍの所

もあるけど平均 5ｍ。ガイド曰く「満月と新月の時

に来て下さい。」 

海はそこそこで、コロナ

のおかげで観光も十分できませんでしたが、日本人

スタッフは優しく配慮が行き届いていて滞在中不安

は感じませんでした。治安が良く街も整理されてい

て気持ちの良いお国柄で猥雑さやゴミゴミ感がなく

今までにダイビングで行った国とは違った雰囲気で

楽しいツアーでした。 

行ってきました ブルネイ 
2020 年３月 10 日〜3 月 16 日 

    幹事 847 橋本淳子  レポート 812 松尾幸代 

 

この原稿は 2020 年 4 月に投稿されたものです。 
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お 星 さ ま 

735 道上 勲 

 

フィリピンはモアルボアルにダイビングに行った

時の事でした。 

ＳＤＣ会員である立木さんは、毎年１ヶ月ほど当地

に滞在してるのを御聞きして、そんなに楽しい所な

らと云う事で私も同行させて貰い 3年前から山の神

に留守番を頼み男二人だけで訪れていました。かく

いう私はと云うと、数年前からは潜っていても何を

見ても感動を覚えなくなり、其の事を立木さんに相

談すると一度モアルボアルに行きませんかと誘われ

て行く事になったのでした。 

現地に行くとホテルの周りには各国のレストランが

乱立し然も、どの店も美味しくてバーもイッパイ在

って正に今の私にぴったりの場所でした。実は最近

はダイビングよりもアフターダイビングを楽しみ潜

ってる自分でした。 

と、ここまでは良かったのですが、１本目を潜っ

ていて暫くした時、水深は 15m位だったと思います。

突然首に激痛が走り目の前に星が煌めいたのでした。

勿論、ダイビングを始めて 11年になりますが、他の

人にフィンで蹴られる事はあっても星が目の前でキ

ラキラと輝いたのは初めての経験でした。 

理由はＣカード取得中か中性浮力が取れないのか分

かりませんが、ダイビング中に突然 70 歳過ぎの男

性が頭上から凄い勢いで降ってきたのでした。立木

さんは、気が付いたらしいのですが如何せん場所が

海中なので声も出すことも出来ず只々成り行きを見

守ることしか出来なかったのでした。 

そして EXIT して船上で休憩してる時にガイドに 2

本目は急に腹が痛くなったと嘘を言いキャンセルし

ました。私は、降ってきた彼を責めるわけではなく、

誰だって最初は、中性浮力は取れないのは当たり前

だし、11年前なら自分だって、もしかしたら同じ事

をしてたかもしれないからでした。只、その日は、

そんな事が起こってしまい 2本目は私の心が折れて

しまったのでした。それからはダイビング中は 

周囲もですが頭上にも気を付ける事にしました。 

               

 

 

 

カ―ド支払いの力は絶大 

245 今村 孝 

 

昨年の 10 月、今年の 4／16 から 8 日間ベトナム

への家族旅行を計画、旅行会社「エアトリ」にベト

ナム航空の正規割引航空券を手配、ｅチケット入手、

3人分で 16万円弱。VISAカード支払いで 

11／10に引き落とされた。コロナ騒ぎが起き 2月上

旬にキャンセル交渉、調べたら何と正規割引航空券

は始めからキャンセル不可の航空券であった。 

安い航空券は要注意。しかし、3／20 にベトナム航

空が全便をコロナ運休との事でキャンセルが成立、

手配料金を除いて 95％の返金が成立した。早とちり

でもしも 3／20以前にキャンセル申告した場合は返

金無しで総て終わっていたのだ。危ない危ない。 

但し、7／15現在返金はされて来ないので VISAに交

渉して手続き中、「エアトリ」が倒産しなければ最悪

9月頃までかかるらしい。2017年倒産した 

「てるみ・くらぶ」に 24 万円引っかかったが VISA

で支払っていたので保険が効いて 1年程して全額返

金された。尚、同じツアーで現金支払いした友人に

は 1％しか返金が無かったとの事。今回の「エアト

リ」の場合も倒産しても保険が効いて返金が成立と

思う。現金よりカード支払いの力は絶大なのだ。 

 

 

 

コ ロ ナ の 苛 立 ち 

30 杉本 信也 

 

 スポーツジムでのこと、以下のことがあった。 

①ロッカーで上履きなのに「靴を履くな！」 

②急用で電話「ここで電話するな！」 

③プールで相棒が来たので挨拶していると、一人マ

スクをかけたご婦人から「話をするな！」 

④プールから上がり浴室では「ここで水着を脱ぐ

な！」⑤ジムでは若いコーチャー？から「コロナ談

義」をくどくどと子供に諭すような長話などなど、

ジム復活１か月目で人間社会のピリピリ感。老人は

すべてに言い分けなしで黙示。友人は「悪いわけで

はないので言い返せば！」という。 

 NHK 朝の番組で精神・哲学専門の教授がコロナ

  ステイホーム中におきた 
 あんな事 こんな事 

 

 幹事 999 XXXXXXX レポート 999 XXXXXXX 
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問題で２点コメントしていた。聞かれた人も多いと

思う。（１）コロナ対策は成功しているのに時間がた

つと成功体験がないような風潮になっている。前後

の遠近感がなくなり現状で前に成功した事案があっ

たことを悪いように論じる。現法で旧法の事件を罰

する「訴求」の話に類している。（２）人と人との接

触がなくなると「暴力性」が出てくる。の２点を指

摘している。話は飛ぶがコンプライ

アンスの概念について、郷原弁護

士の「厳密にルールを守るだけで

はなく柔軟性が必要」という主旨

の記事があった。ＳＤＣＪの会則

には会員の多様性を前提に会則に

「寛容」という言葉を入れた。会の中でもないわけ

ではない。コロナの苛立ちで思い出すことが多い。 

 

猿 の 惑 星 

380 舩坂 健 

 

緊急事態発令中はツアーも飲み会もなくスポーツ

クラブも閉まっていて運動不足になってしまいます。 

散歩も出来るだけ人と合わない道を選び、私は山中

のバイパス道を歩きました。 

車の交通量はそこそこあるのですが、人は殆ど歩い

ていないからです。 

ある日そのバイパスを歩いていたら、中型の猿が

突然飛び出してきて威嚇してきました。 

私も足で蹴る真似などをして追い払いました。 

すると、大きな猿が牙をむき出して、私の 1.5m く

らい前に来て威嚇をしてきました。 

牙は7cm程の長さがあります。 

逃げると、弱いと見て襲ってくると聞いているので、

こちらも相手を威嚇し、暫く互いに威嚇をし合いま

した。「猿もさる者？」一歩も引かないです。 

ニュースで人を襲う凶暴な猿集団がいて、それは

H グループで怪我人が多発しているそうです。 

小田原市で追い払うと箱根町に逃げ込み、その間を

行ったり来たりしているそうです。 

野生動物保護法で捕獲は禁止なのですが、Hグルー

プを捕獲し動物園に移すと決めましたが、2 頭だけ

は学習能力が高く、どうしても捕獲できないとのニ

ュースです。この2頭はニュースの猿がここまで来

たのだと思いました。ポケットから財布を取り出し、

投げる素振りを見せたら、ようやく引き上げていま

した。それも、ゆっくりと去っていき、決して怖く

て逃げたのではないという意志表示です。 

 

まさか‼ 我が家で 野鳥観測？ 

646 鈴木 麗子 

 

ドタン・バタン・どたん・ばたん 

キッチンの天井から異様な音がする。何かいる？ 

数日この音は続く。その後 2週間ぐらいは静かだっ

た。そして、5月の連休も過ぎた 14日(木)、変化

があった。一定の間隔をあけて騒がしくなる。間違

いない、雛鳥の声だ。家の周りを大捜索するが巣の

場所は解らず。しかし 17日(日)庭で草取り中、家

の壁の中から鳥が飛び去るのが見えた。なんと窓格

子の上にぽっかり穴が…。エアコンを取り外した穴

が補修されていなかった。気づかなかった。急いで

業者に連絡するが撤去はならず。以後 6月 7日(日) 

に巣立ちを確認するまでたっぷり 3週間ほどの野鳥

観察が始まる。 

 思えば 4月初め、庭の海棠（カイドウ）につがい 

で鳥(ムクドリ)がやってきた。「可愛いね」と餌ま 

であげていたのだ。実は巣作りの場所を偵察に来 

ていたなんて知らずに！ 途中 1羽しか来なくな 

り心配してたけどその時は交代で卵を抱いていた。 

そして最後は大忙しの餌やりタイムの大合唱。親鳥

以外にも餌を運んでいるのでは？と思うほどすごく 

うるさかった。なんてお人好しでまぬけな私。 

でも時折穴から顔を出す雛鳥は可愛かったけど。 

リフオーム業者の点検ミスなので、消毒及び壁の

補修は無料。実費なら 3～4万以上かかるとか。 

各地で被害を出しているムクドリ。戸袋なども狙わ

れやすいそうですよ。巣営されないよう気を付けて 

ください。ステイホーム中にステイされた話でした。 

 

「止まらない海への想いと揺れる心境（7 月）」 

172 島尾 愛子 

 

 毎月のように世界のどこかで潜っていたのが不思

議に思えてしまう日々がもう半年も続いています。 

国内ツアーならと、去年の屋久島ツアーの時に決め

ていたダイビング計画を実行。久しぶりに南の海に

入り生き返りま

した。やっぱり海

はいい！屋久島

の潜り屋の清水

大地さんの読み

通り、ハナガタサ

ンゴの大産卵が

バッチリ。2 日間のナイトダイビングで堪能しまし

た。今はあの頃よりコロナ騒ぎはさらに悪化してい
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ます。Go to キャンペーンがこれ以上コロナウイル

スを広げない事を祈るばかりです。 

屋久島でも島外の客を断っている店がちらほらと 

ありました。行く方も迎える方も思案投げ首ですね。 

私も息子にすごく怒られました。やっぱり軽率だっ

たかもしれません。   

 

コロナのおかげで始めたこと 

5 大隅 楠夫 

 

 新型コロナは、現在生きている人が経験したこと

のないパンデミックを引き起こしました。今後の生

活様式は大きく変わらざるを得ません。あと何年潜

れるかと思う身にとって、いつになったら安心して

潜れるようになるのか、気がかりです。そのような

状況の中で何かできることはないか考えて次のこと

を行っています。 

  その 1．地元の自然や歴史に気づく 

今年のカレンダーの予定表を振り返ってみると、

3､4､5月は通院を除く予定が全て中止となりまし

た。体力維持の目的で 1万歩前後のウォーキングが

日課となりました。道ばたに咲く草花は春の早い季

節の移り変わりを気づかせてくれました。また今ま

で注意しなかった道ばたの石碑・石像が気になり民

間信仰の歴史を知ることが出来ました。近くに縄文

時代の遺跡発掘現場があることも分かりました。 

その２．Zoomミーティング 

6月に入りテニスなどアウトドアの予定が入り、

インドアでは Zoom Mtg.の予定が増えてきました。

ＳＤＣは、お互いに元気をもらえる懇親会が色々あ

るのが強みですが、今はその強みを生かす機会があ

りません。そこで 5月 26日から始められたのは、

市川さんがホストを務める Zoomを使ったオンライ

ン飲み会です。私は 6月から参加しました。オンラ

イン上とはいえ顔を見ながら会話ができるのは楽し

いものです。何気ない発言がとてもためになる情報

だったり、リアルな集まりと同じです。すごいと思

ったのは、普段はなかなか会う機会の少ない遠隔地

在住の会員とも、毎週のように顔を合わせることが

可能なことです。もっと Zoom Mtg.を使った集まり

が増えてもよいと思っています。 

その３．懐かしい映像整理 

家にいる時間が長くなって、古いビデオ映像の整

理が進みました。整理するうちに撮りっぱなしでま

とめていない陸上の映像がかなり見つかりました。

水中映像を優先的に編集していた結果です。陸上の

映像には当時の現場音も録音されており、懐かしい

映像とともに声が聞こえます。現場音が入っている

と写真とはまた異なる記録として貴重だと思いまし

た。そうやって拾い出した映像を集めて行くと、 

ＳＤＣの会員は踊るのが好きなんだと思えてきまし

た。私が参加したツアー、同好会、新年会・総会な

ど色々な場面で踊っている仲間の映像があります。

これを「踊るＳＤＣ」としてまとめたら面白いなと

考えています。まだ整理を始めたばかりですが、さ

てまとめても、公開することは差しさわりがあるか

もしれません。でもどこかで見てもらいたいと今か

ら楽しい想像をしています。 

     “2005年 160歳ペア” 

現在 8月 2日、早くもコロナの第 2波が来たよう

な様子でいやな感じです。早く収まって、潜りに行

きたいものです。 

 

 

２月の北イタリアスキー旅行 

844 今里 壮治 

          

毎年 1,2月はダイビングには行かず、もう一つの

好きな海外スキーに興じている。 

今年も１月北米・コロラドに2週間、2月1日～ 

16日まで北イタリアに滑りに行った。最初の１週間

はオーストリア国境近くのオルトレス、以前5千年

前のミイラ・アイスマンの発見された地域だ。 

この頃、武漢ウィルスで日本は騒然としていたが、
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ここでは患者も殆ど出ず、関心は無かった。ＴＶも

全部イタリア語だがウィルス関連の報道は見なかっ

た。 

4 月からフィリッピン・セブ島行きのＳＤＣツアー

に参加を予定しており、リーダーの石岡さんから案

内メールをいただいたので、マニラにいる友人に依

頼して、現地のウィルス関連の情報を集めてみるこ

とをお伝えした。 

 ２月８日（土）オルトレスを去り、ミュンヘン経

由飛行機でミラノ・マルペンサ空港へ行き、もう一

つのスキー場マドンナ・ディカンプリオへ。 

空港検疫官が宇宙服のような衛生服で出迎え、入国

者に検温器を一斉に向けてきて一瞬ギョッとする。 

ここも全く感染には関心が無く、人々は友人同士抱

擁し、ワインを飲み、ピザを食べ、大袈裟なジェス

チャーで喋りまくっていた。これならウィルス蔓延

はあたりまえだ。 

約2週間、天候に恵まれ、ウィルスの恐ろしさも感

じず、楽しい北イタリアでスキーを満喫。2月 15日

ミラノに戻ったが、既にこの頃 町では感染が広が

っているにもかかわらず誰一人としてマスクをして

いる姿を見ず、いまだ平和な街の風景であった。 

この地、北イタリア・ロンバルディア地方一帯がウ

ィルスに汚染され、激変したのはこれから１週間後

の事である。 

 

モヒカン出目ちゃん 出現！！ 

881 井原 義温 

          

7 月中 横浜にいる娘が次女を出産しましたので、

コロナ騒動の中ではありましたが、恐々久し振りに 

訪問しました。 

孫娘と初対面した後 驚いたのは、水槽にはなんと 

モヒカン姿をした出目金がいたのです。さては珍種

の出目金かと思いきや、昨年夏休み町内のお祭りで

孫がすくった5匹のうちの1匹で、横浜に持ち帰っ

たキンギョでした。 その1匹の出目金が2月頃か

ら徐々に赤色に変っていき、昨今ではモヒカン刈り

をしたように頭部から尾までに黒色が残っており、

それも見事に左右対称で ヒレはまだすべて黒色で

した。 

何とも可愛い出目金の容姿になっていました。 

少しずつ黒色が後

退したようですが 

このままで止まっ

てほしいものです。 

調べますと 偶に

変色することはあ

るようですが初め

て見ました。 

我が家では赤色、青

色、白色、黒色のメ

ダカの稚魚を飼育して楽しんでいます。 

サカナの世界は性転換あり、可愛い稚魚が想像でき

ない親になったりで環境の変化に見事に対応してい

ます。人間の世界はコロナウイルスでオタオタ、さ

かな君だったらどう対応するでしょうか？ 

 

コロナの君 

812 松尾幸代 

 

いつも一緒に街歩きを楽しんでいる50年来の友

人とは月に1度以上会っていたが、コロナ騒ぎで4

月から会えていない。 

そんな中、こんなメールが届

いた。なんだか妙にうれしく

ウルウルとしてしまった。 

まだ『君』とは会えていな

い･･･ 
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県内移動が出来るようになった過日､地元横

浜のバンクシー展に行って来ました。 

  

 

   2020年 夏 

141 太田允康

 

 

     

バンクシー展 

 －天才か反逆者か－ 

（2020 年 06 月 19 日）                     

レポート 838 市川雅紀 

 残念ながら横浜は 9 月 27 日までですが、そ

の後 10 月 9 日～1 月 17 日は大阪で開催される

そうです。 

 

写真撮影が可能なので、空いてるときを狙っ

て、平日の朝イチを予約。当日は朝から雨で、

この日まで自粛要請でろくに外出していなかっ

たものですから、かなり躊躇しました。 

 

 作品数が

多く 2 時間

を楽しみま

した。 

 

新型コロナウイルス、PCR検査、パンデミッ

ク、クラスター、ロックダウン、アラート、 

3つの密、アビガン、エクモ、テレワーク、ソ

ーシャルデスタンス、ホストクラブ、キャバク

ラ・・・ 

ふだん耳にしないフレーズがマスコミを席巻し

ています。客船ダイヤモンドプリンセスが持ち

込んだウイルスの蔓延により国内外の移動自粛

要請が発出され電車を利用することすらはばか

る世の中になりました。われわれ中高年ダイバ

ーも規制をうけ自宅待機することを余儀なくさ

れ不便な生活を送る毎日です。 

東京オリンピックで盛り上がるはずが延期、威

勢のいい夏祭りもすべて中止・・・なんともメ

リハリのない情けない 2020の夏でした。 

 

 

 生命誕生 

812 松尾幸代 

 

コロナ騒ぎの 5月はじめ、長女が第 2子を出

産し母子 3人が我が家で暮らすことになった。 

家の中で金魚を 3匹飼っていたのだが、2才の

孫が手を突っ込んだりおもちゃを投げ入れたり

するので金魚鉢を庭に避難させたところ、翌朝 

金魚は姿を消していた。水草やポンプが散乱し

ている。どうやらノラ猫に襲われたらしい。可

哀想なことをしたと悔やんだ。 

3日ほどして水槽を見ると、何やら黒いものが

動いている。よく見ると金魚の赤ちゃん！ 

今までも金魚が後追いをすることがあったが、

産卵しても自ら食べてしまったのだろう。この

度、親金魚が居なくなり無事孵化したらしい。 

孫の誕生と金魚の誕生･･･コロナ騒ぎの中での

二つの生命誕生であった。孫の誕生は予定通り

の喜ばしいことだが、金魚は思いもよらない事

だったので驚くとともに感動ものであった。   
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 同好会・地区交流会情報 
ダイビング以外の楽しい企画満載。 「全てに参加」もありですよ！ 

 たくさんの仲間と楽しい時を～ 

アウトドアーを楽しむ会 
 アウトドアー全般を楽しむ会です。最近は SDC 会

員の高齢化に伴い、山は里山や低山がメインですが

リクエストも受け高山等も催行します。冬・春は雪

山でのスノーシュー・景信山での餅つき・お花見・山

菜採り等。夏はラフティング。秋には紅葉狩りなど

が恒例になっています。コンパスの使い方や地図の

読み方などもその都度講習します。トレッキング等

は各人のレベルを事前に把握しておく必要がある為

クラブインクラブの会員方式をとっています。入会

希望の方は希望のアウトドアーを明記し申し込みく

ださい。       世話人 197宇留賀達雄 

        共同世話人 766鈴木 一雄 

SDCミュージックサロン 
ミュージックサロンは、ポップスからラテン、ジャ

ズ、クラッシックなど全ての音楽を愉しみ、愛する人

たちの同好会です。現在 35 名の会員がおりますが、

ライブ音楽、ミュージカル、コンサート、その他の鑑

賞会は会員相互の提案によって実行されています。入

会されますと、PC ミュージックサロンのグループメ

ールを通して、音楽会の情報を得ることができます。 

是非、仲間を募って一緒に楽しみましょう‼ 

興味のある方は、世話人までご連絡ください。 

       世話人 761田中恵美子 

 

フリッパーの会 
「透明度 50 ﾒｰﾀｰのプールでフィンスイミングの練習

をしませんか」4 月より 11 月迄東京辰巳水泳場で月1

回開催しています。開催日はコースの予約が取れ次第

メールでご連絡します。参加希望の方はメール登録を

お願いします。sdc205eda@aqua.ocn.ne.jp 

                世話人 205江田隆 

グループ「SDC サンゴの森」     

沖縄の石垣島やチービシ、恩納村でサンゴ礁の

保全活動（サンゴ植付け等を行っています。毎

年４月に石垣島３９３５（サンキューサンゴ）

プロジェクトに参加、6 月にはチービシの SDC

の根にサンゴ植付けと、恩納村で開催される、

ANA 等主催の「チーム美らサンゴ」のイベン

トに参加し、全国のダイバーと一緒になって恩

納村のサンゴ礁の回復を図る取り組みを行って

います。目標は SDC のサンゴの森を作り、自

分たちが植付けたサンゴの産卵や、棲みついた

魚たちを観察し楽しむことです。 
また、サンゴやサンゴ礁に生息する生き物の生
態、海の環境について現地で勉強会を開いた
り、東京で開催されるサンゴ礁に関するシンポ
ジューム等にも参加し、知見を深めています。 
それから、新年会や懇親会を開催し会話を楽し
んで親睦を図っています。グループへの参加は
いつでもウエルカムです。ご遠慮なくお問い合
わせ下さい。    世話人 600名倉三也子 

              618河原智怡 

                648 江藤征雄  
              
              

 

年に１度、１月中旬に湯沢みつまた神楽スキー

場でＳＤＣスキー愛好会として開催しようと集ま

りました。今年は 12 名位集まり 、北海道から有

澤さん（スキーイントラ）も参加で講習会も開催で

きました。有志のスキーも時々開催したいですね。 

世話人 427木村満男 
 

 
 
 

海釣りの会
 同好会を立ち上げて丸 4年。ホームグラウンドは房総

半島金谷沖です。 年 3 回（5 月 7 月 10 月）の予定で

活動しています。釣り竿やリールのレンタルありますの

でお気軽にご参加下さい。案内をメールしますので世話

人まで連絡ください。 

世話人 725堺 孝興 

                591和田美代子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴィンテージな会 
会員同士が楽しく飲み語らいコミュニケーション

を図る集いです。入会してもなかなか溶け込めなかっ

たり、入会間もない人達にとってはお互いに親睦を図

るには良い機会だと思います。毎年忘年会を兼ね12月

に開催されます。開催の案内は会報＆ホームページで

お知らせします。  

共同世話人 845矢部善信 668川瀬和枝 
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SDC水中映像を楽しむ会 
2006年に活動を始めた同好会です。 ダイビングの時にカメラを持って入りますか。水中で感動する場面に出会

え、記録に残せたときは本当に嬉しいですよね。その時撮った写真やビデオはどうしていますか。そのままにして

おくといつしか振り返ってみることもなくごみになってしまいます。パソコンでスライドショーやビデオショーに

編集すると、いつでも TV で観られるようになり、後々も想い出を楽しむことが出来ます。この同好会では、年に

4 回集まってスライドショー・ビデオショーの編集のやり方などの勉強会を行っています。時には合宿することも

あります。2008年から勉強会の成果を発表する公開上映会を10 年間続け、多くの会員の皆さんに観ていただきま

した。2018 年に新会員が加わり、初心に戻って勉強会・合宿などを楽しんでいます（会員数 18 名）。興味のある

方、是非一緒に水中映像を楽しみましょう。先ず初めに勉強会を見学に来てください。昨年11月に会員内輪の作品

発表会を行いました。5名の会員が初めて発表会に参加し、その時の感想が86号に載っていますので参考にしてく

ださい。                          世話人  005 大隅楠夫  687 林 保男 

 

 

多摩・武蔵野ご近所の会 
 

「ご近所ということは」それだけで親しみを感

じさせる力を持っています。SDC の会員が普

段着で気軽に集まりダイビング情報の交流や

バディ探し、新入会員のお仲間捜しに役立つよ

うな交流の場です。自由参加の気楽な集いを年

2回程開催します。多摩・武蔵野エリアにはチ

ョットした散歩コースが沢山有ります。少し汗

をかいた後に喉を潤し自然体で会話を楽しみ

ませんか。もちろん多摩・武蔵野エリア以外の

方の参加も大歓迎です。参加ご希望の方はご案

内を差し上げる関係で世話人まで連絡くださ

い。        世話人 427木村満男 

             648江藤征雄 

 ご近所会 
ご近所会では発足当時から楽しく遊べる集ま

りはどうあるべきか考えて、会長を始めとする

役員は置かず参加者で協力して運営してきまし

たので、何の制約もありません。会員でなくて

もお友達の参加も OKなんですよ。皆で楽しく遊

べるイベントが有りましたら連絡ください。        

440番石川勝までお願いします。 

中部交流会（中部地区） 
中部は会員数も少なく交流もあまりできないと

思われるので他の地域の会員さんとの交流の意味

でも国内に数泊の短いツアーを組んで楽しい時間

を過ごしてきました。昨年は知床オルカウオッチ

ングの船をチャーターし網走、野付半島、摩周湖

などを周り、地元の料理と観光を楽しみました。

秋には豊田市の足助から知多半島巡りの遠足をし

ました。今年は能登のイルカと泳ぐ予定ですがコ

ロナの影響で計画は止まったままです。早く落ち

着いてツアーができるといいです。 

          世話人 240山本伸子 

 

海を愛でる会（横浜） 
東京での集まりは帰宅が遅くなり出席を躊

躇している方は、横浜近辺での集まりに参加

してみませんか。楽しく飲んで、おしゃべりし

て海の情報交換や日常の話、親しくなること

間違いなし！春は桜散策、大道芸等 秋は横

浜ナイトクルージングで生バンド演奏を楽し

みながらの集まりに興味のある方はご連絡お

待ちしています。 

世話人 713福間百合子 

呑和会（関西地区） 
呑和会はメンバーの交流と 

情報交換がメインで、ツアーの 

企画もその中で成立します。 

食べて飲んで語り合い、和気藹々のうちにみんな

が溶け合う雰囲気です。スイッチが入ると止めら

れません。だいたい 2～3 ヶ月ごとの開催です。

気楽に参加していただける会です。 

色々なご意見も伺っております。 

     世話人 306宮本節子 
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 例年3月、6月、9月に勉強会、11月に発表会と

会員が集まる活動を続けてきましたが、今年は新型

コロナ問題の発生で、3 月に予定した勉強会を中止

した後、集まる機会を持てません。 

5月頃から私の周りの映像仲間やＳＤＣでもオンラ

インMtg.が始まり刺激を受けました。楽しむ会の

会員は勉強会の時に各自ノートPCを持参するの

で、オンライン会議に必要な道具がそろっていま

す。楽しむ会の会員に呼び掛けて、6月9日（火）

に第1回のオンラインMtg.を行いました。初めて

のことで操作に不慣れなこともあり、7名の参加予

定が4名の参加でした。 

オンライン上ではありますが、顔を見ながら情報交

換したり、作品上映を楽しめそうなので、毎月1

回開催することを決めました。 

第2回からはZoom Proを契約している山本徹さん

にホストをお願いすることにしました。 

第2回：7/10（金）19～21時  8名参加 

第3回：8/6 （木）19～21時 10名参加 

 8/13現在、コロナはまだ収まる様子がありませ

ん。ダイビングにはコロナ禍におけるマナーを求め

られ、我々高齢者にとってのんびりと潜れる状況に

はありません。また、仲間と集まることも当分でき

ないでしょう。この状況の中でＳＤＣの映像の仲間

と交流できるZoom例会は重要な場です。 

作品上映を楽しみ、カメラ機材や編集技術に関する

情報交換などを続けたいと考えてい

ます。アフターコロナの時代になっ

ても、便利なツールとなりそうで

す。                 

 

 

 

 

 

 

 

海釣り同好会は毎年5月､7月､10月に船を仕立て

て沖釣りを楽しんできました。しかし毎年お世話に

なっている房総半島、金谷での釣りは

去年 9 月の台風 15 号と 19 号により

膨大な被害を受け、数少ない宿泊施設

が使えず10月はやむなく中止。  

2020 年１月のＳＤＣ新年会の時に

はまさかこんなに大変な１年がはじ

まるとは予想もしなかったが、5 月は緊急事態宣言

で中止。７月は 金沢八景でタコ釣りの計画だった

が宿泊場所が3密を避けるには無理があり、場所を

変更して船橋港から出てタコ釣りができる船宿を探

して乗り合いで申し込むことに。 

当初 12 名だった参加者がこの時点で 8 名。その後

コロナ感染者が増えると共にキャンセルが相次ぎ最

終的に当日朝集合が可能な 3 名での参加になった。 

乗り合いでの参加(他のお客さんと一緒)だったの

で、相次ぐキャンセルに申し訳ない思いでいたが当

日は満席でホッとした。 

他のお客さんが多数参加の中、楽しいタコ釣り開

始！昨年はボウズ（釣果なし）で寂しい思いだった

が今年は２杯ゲット！   

逃した魚は大きいというけれど、非力な私は海面か

ら持ち上げきれず、タコは船べりにぶつかってあえ

なくボチャンと落ちた・・ 

その大きかったこと！！ 

ともあれ、自分で釣ったタコの味は格別でこの猛暑

が収まったらもう一度チャレンジするつもりでいる。 

この先コロナ騒動がいつになったら収まるのか、

予測がつかず海釣り同好会としての活動はまだ先に

なりそうだが、又皆さんと共に楽しく遊びたいと思

っている。      

参加者 堺 孝興と 匿名1 

      

 

 

 

 

 

水中映像を楽しむ会 
Zoom例会 

レポート 005大隅楠夫 

 
 

レポート  

 

 

コロナ禍でのタコ釣り 

   2020 07.20 

        レポート 591 和田美代子 
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【国内ツアー】 

区

分 

番 

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

賛

助 

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

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 

推       
 
 
薦         
 
 
企       
 
 
画 

N
20

58
 

2021 

1 月～ 

小笠原諸島 

6 日間 

おがさわら丸利用/竹芝桟橋発着 

パパスダイビングスタジオ 6DV+朝食付 

小笠原が誇るボニンブルーの青さを存分に堪能！！ 

父島や母島でのアレンジも可能です！！ 

11.5

万〜 

クラブ・アズール 

S75  杉田 優 

N
20

59
 

2021 

1 月～ 

奄美大島 

4 日間 

JAL or ANA利用/羽田発着 

4 日間 6DV+朝＆昼食付 

鹿児島県の南西に点在する奄美群島最大の島！ 

冬にはザトウクジラが狙える素晴らしい自然エリア！！ 

9.4

万～ 

クラブ・アズール 

S75  杉田 優 

N
20

60
 

2021 

1 月～ 

屋久島 

4 日間 

JAL or ANA利用/羽田発着 6ＤＶ付 

神秘のエリアで海も陸も堪能する！！ 

透き通った海と色鮮やかな水中を楽しむ✛α 

縄文杉や白谷雲水峡などのトレッキングもアレンジ可能

お客様一人ひとりに合ったプランをご案内いたします！ 

11.2

万～ 

クラブ・アズール 

S75  杉田 優 

 

 

あなたの行きたいツアーを探そう！ 

公認 

推薦 

公認費用基本 

会員企画 

賛助会員企画 賛助会員が企画募集しツアーに同行、会員のみ参加 

会員が幹事となり、会員のみ参加 

幹事は旅行社の SDC担当者 賛助会員＋現地ショップ 
タイアップ企画 

飛行機代、燃油込、宿泊（2名 1 室）、現地送迎込、その他は別途記載 

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

この色のセルは
新規掲載です 
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【海外ツアー】 

区

分 

番 

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

会

員

公

認 

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

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 

N
20

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

55
 日本発着 

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 
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前号（86 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    sdc.divingkeikaku@sdcj.fun 

88 号ツアー計画書の締め切りは 11月 15 日です。      ダイビング計画担当  785 島村正代 845 矢部善信 

 

 

 

 

今年はコロナ感染の影響で開催日が         

５月から７月にそして更に８月に延期にな

りました。また、会場も１フロアーと規模も

小さかったです。しかし入場を待つ通路

には「キープ ディスタンス」の為１ｍ毎に

テープが貼ってあり、受付では検温と手

指のアルコール消毒をします。各ブース

にはビニールカーテンが設置され、スタッ

フも皆フェイスシールドを付けています。 

 

ここまで準備されたスタッフの皆様のご苦労は大変 

だったと思います。パラオ・パプアニューギニア・ 

タイ・フィリピン・セイシェル・インドネシア等の観光 

局のブースもあり、皆さん熱心に説明していました。 

事前予約制だったこともあり、混雑するほどの参加 

者ではなかったので、かえってゆっくり見られたよう 

に思います。（写真の展示数はとても

少なかったです。） 

 「宣伝のために『SDC紹介コーナー』       

 が有ったら良かったかな？」などと思  

 いました。       812 松尾幸代 

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

61
 

12.29～1.3 

1.6～11 

1.12～17 

1.19～24 

1.26～31 

フィリピン 

マラパスクア 
（パラオスポート 

クルーズ） 

6 日間 

シルバーメタリックのボディに長い尾をなびかせた世界一

美しいニタリザメとマクロ生物を楽しむクルーズ！ 

＊成田、中部、関西、福岡発着 ＊12～13ダイブ 

＊全食事付 ＊SDC 早割予約：10.31 迄 \15.000 

24 万 

～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

N
20

62
 

2021 

1 月～ 

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号でラグジュアリーなクルーズライフ

をご提供！！   

様々な環礁を持て余すことなくご堪能いただけます！ 

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

63
 

2021 

1 月〜 

メキシコ 

ソコロ 

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 ＊18∼20DV+全食事付

アズールとＦＵＮＢＡＪＡ所有の＜バレンティーナ＞号で

快適な海の生活をご案内！！ 

メキシコのガラパゴスと言われる『ソコロ諸島』で大物三昧 

約 24時間かけて外洋を移動した先に待っているのは、

秘境の名に恥じない海が広がります!! 

47.8

万～ 

クラブ・アズール 

S75  杉田 優 

N
20

64
 

2.1～4.19 

毎週月曜発 

フィリピン 

マラパスクア 

8 日間 

高確率ニタリザメ鑑賞ツアー  ＊成田・中部・関空発着  

ＡＯＷ以上＊最少催行 2 名 ＊16本（内 5本は早朝ニタ

リダイブ） ＊朝食付 ＊他日程アレンジも可（要問合せ） 

18 万 

 ～ 

トラベルネット 

サービス 

S58 森下亮一 

N
20

65
 2.2～7 

2.9～14 

2.16～21 

2.23～28 

フィリピン 

マラパスクア 
（パラオスポート 

クルーズ） 

6 日間 

マラパスクア島、ガト島、チョコレート島を周遊しながら、 

ニタリザメ、マクロ生物の撮影と島内観光を楽しクルーズ 

＊成田、中部、関西、福岡発着 ＊12～13ダイブ 

＊全食事付 ＊SDC 早割予約：10.31 迄 \15.000 

24 万 

～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

N
20

66
 6.5～11 

6.12～18 

6.19～25 

フィリピン 

トゥバタハリーフ 
（パラオスポート 

        クルーズ） 

7 日間 

世界最大級のサンゴ礁でジンベエザメ、マンタ、カメ、 

サメと過ごす 3か月間だけの地球最後の秘境の旅！ 

＊成田、中部、関西、福岡発着 ＊16～18ダイブ 

＊全食事付 ＊SDC 早割予約：1.31 迄 \15.000 

36 万

～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

第 28 回マリンダイビングフェアにいってきました 
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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 
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 
 

海外でのダイビングはしばらくお預けになりそうで
す。行けるようになった時の皆様のダイビング欲求
の爆発を想像するだけでワクワクします。それまで
体力温存していつでも出動できるように待機してい
ます。 
コロナが終息した時には楽しい企画をご提案しま
す！ 
 
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 
https://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:03-3222-0343 

e-mail：md@marinediving.co.jp 

旅行部：tour@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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掲 示 板 

 

編 集 雑 感 

★ コロナ終息の兆しも目途もつかない状況下 

で掲載記事の収集に苦労しました。そんな中、

現地のレポート、広報企画第2弾「コロナ禍特

集 あんな事・こんな事」に多数投稿いただ

き、今号も無事発行できました。ありがとうご

ざいました。会員の皆様のご協力に、コロナに

負けないSDCのより強い絆と力強さを感じて

います。この時間を共有していただけたら幸い

です。早く平常に戻ることを願うばかりです。  

広報担当になり1年を過ぎやっと編集に慣れて

きましたが、頼りになる先輩、阿部さんが退任

されます。とても寂しいです。4年間お疲れさ

までした。そして、ありがとうございました。      

６             646 鈴木麗子                                    

 

★ コロナ禍に加え日々熱中症にも脅かされて

いる毎日で健康を守る生活に心身共に疲れ気味で

す。そんな中、会員の皆様の“あんな事、こんな

事”に励まされたり小さな命の誕生に幸せを感じ

暑い怖いと言ってられません。！頑張ろう！ 

今号も無事発刊でき嬉しいです。阿部さんお疲れ

様でした。ありがとう！！  754 小笠原末子  

 

★ コロナの影響で「書面での総会」という今

までに無い事態に遭遇し『世の無常』を改めて

感じました。後悔の無いよう広報の仕事に励み

たいと思います。総会の返信に寄せられた会員

の皆様の励ましに力を戴きました。新しい広報

担当者も加わり４人で力を合わせて頑張りま

す。            812 松尾幸代 

 

★ まだ編集に関わっていませんが、少しずつ

リモート会議に参加しています。 次々変わる

議論の情報処理に精一杯で、圧倒されていま

す。不安と苦手意識をエンジンにして進んでい

けるように努めます。    847 橋本淳子 

 

★ 前号の「事故から学ぶ」の記事は大変驚き

ました。粗放の私は、特に戒め、今後のダイビ

ングに生かし備えたいと思っています。海のな

い奈良県にいる私は、やはり海や川を見たく

て、大阪港や琵琶湖に車を走らせています。 

一刻も早いコロナの終息を願っています。 

881 井原義温 

                             

 

 

 

広報からのお願い 

① 次号 88号写真館のテーマは、「カラフル」で

す。コロナ禍を吹き飛ばすような色とりどり

の魚たちや旅先の風景など募集します。          

タイトル・撮影日・撮影場所・カメラ・      

コメント（30字以内）・画素数１番大きなサ

イズのまま投稿ください。まだ一度も投稿し

てない方も是非、会報に自分の写真を         

掲載してみませんか？ 

② コロナ禍で公認ツアー・同好会の活動が限ら

れています。個人ツアーでダイビングに行かれ

た方のレポートをお待ちしております。会報用

のテンプレートがありますので、お問い合わせ

ください。 

よろしくお願いいたします。 

〆切11月20日   

sdckoho2012@hotmail.co.jp 広報まで 

                

 

 

ヴィンテージな会からのお知らせ 
 

毎年恒例 12 月開催のヴィンテージな会は 

今年は中止することに決定いたしました。 

コロナ禍での開催は予防薬もなく治療薬もない 

現在、シニアである我々には危険度が高いと判 

断いたしました。 

残念なことではありますがご了承ください。 

 

ヴィンテージな会  

会長 矢部善信 

 役員一同 
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            テーマ    「定位置」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472 高木忠雄 

撮影日 2020年 6月 18日 21時 15分  カメラ Lumix DNC-TZ85 

毎年、夏の夜に咲いてくれる「月下美人」です。同時に三輪咲いたのは我が家で 

始めて見ました。その後 7月 30日にまた花芽ができていて、一日か、二日後に 

開花の様子でしたが、転居した後なので開花を見ることは有りませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 島尾愛子  

撮影日 2009年 9月   撮影地 メキシコ・カボサンルーカス 

     通称ペリカンロックと呼ばれている岩はペリカンとアシカの憩いの場です。 

     この日はアシカが本当に気持ちよさそうに寝ていました。 
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172 島尾愛子  

撮影日 2009 年 1 月   撮影地 メキシコ・ソコロ諸島 

     カボサンルーカスからクルーズ船で２５時間かかる絶海の孤島に 

     巨大なマンタがいる。そしてその背中や、お腹には大きなスギが 

     くっついているのが定番。 

 

302 福田孝子   「花は蕾」 

撮影地：リロアン  カメラ：sony α6500 

満開のポリプに囲まれたピグミーの写真を、と願っているのですが、 

なかなか叶いません。蕾もまた良し？ 

蕾もまた良し？ 

 



 

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 

《コロナ禍のため 開催未定です》 

 

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 

会費：1万円  

新交通「ゆりかもめ」国際展示場正門駅または 

有明駅下車徒歩 3分 

「りんかい線」国際展示場駅下車徒歩 3分  

埼京線乗り入れりんかい線直通 

 

SDC 全国の集い 
全国から参加する会員との交流を深め、また新しい仲間を見つける絶好の機会です。 

多くの会員の参加を期待しています。 

 会場案内図 


