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    687 林 保男 

        
「エンタクミドリイシ 

サンゴの産卵」 
 

予想通り新月 22 時に一斉

産卵が始まりました。 

前方から、下方から湧き上

がるように卵がカメラに向

かってきす。今の環境のま

までいくと 20 年後には地

球上の珊瑚の約 80％が死

滅するとも言われている

中、古代から続く命の継承

を目の当たりにして体の震

えが止まりませんでした。 

 

撮影日 2020 年 9 月 

撮影地 柏島         

カメラ TG-6  

表紙に寄せて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDC役員は 100％ボランティア活動です。 

役員の任期は 2 年。 

役員会出席、その他役員の仕事として移動する場合は交通費(実費)が出ます。 

 

SDC役員になるとパソコンが必要です。 

インターネットに繋がっている必要があります。 

Word を頻繁に使用します。 

 

SDC役員になるとツアーに行けない？！ 

属する部署の忙しい時期を把握していれば、その時期を避けてダイビングツアーを楽しむことが

できます。 

 

SDC役員を引受けると！ 

任期満了まで自覚と責任が必要になります。 

 

SDC役員になると！ 

充実感と仲間とのやり取りでちょっと違った SDC を楽しむことが出来ます。 

 

SDC役員の引き受け手がいないと！ 

会の運営が出来なくなります。 

SDC 消滅の危機！ そうならないように役員一同一丸となって努力いたしますのでご協力よろし

くお願いしまーす。 

 

人生 100年時代・・・ 

SDC平均年齢 71歳時代・・・ 

そんな大切な時期を SDC役員としてお力添えください。 

 

★ 現在役員のなり手がとても少なく困っています。 

時間に余裕のある方、パソコンをお持ちの方、引き受けていただける方、ぜひ下記アドレス

までご一報ください。 

 

                                  担当役員 川瀬和恵 kkawase@ageons.jp 

協調性もね！ 
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会 長 ・SDC 全体のまとめ  副会長 ・会長の補佐 

 

事務局 ・新会員(賛助会員)入会の問い合わせ、住所変更等の連絡及び反映 

・会員名簿の管理(Excel)、総会、新年会、会報送付用宛名ラベル作成、印刷 

・会員名簿の発行、退会処理の手続き、賛助会員継続の案内 

・SDC 規約類及び各書類の管理  ・クラブ印の管理 

 

総 務 ・役員会での司会進行 

役員会の場所予約、当日の司会及び議事録作成 

・総会、新年会の準備、開催  

全会員分往復はがきの印刷、住所シールを貼付け投函。 

返信ハガキのまとめ。出欠の有無・皆様からの一言を PC に打ち込み広報へ。 

・SDC・ロゴマーク入り T シャツ＆ウインドブレーカーの手配 

 

会 計 『会の入出金の管理』 

・4 月から翌年 3 月末迄を年度とし翌年の総会に決算報告書を会員に提出するのでそれまで会

計監査への提出承認を受け役員会に提出 

・各資金口座（郵貯・みずほ銀行・現金）の出納については簡単なエクセルを使用してます。 

バランスシートの理解ができればわかりやすいですが初心者には引継ぎは丁寧に行います。 

① 会費の入金 

次年度分を 3 月末迄に入金とし間に合うよう会員に郵貯払込票及びお願い文書を送付

する。賛助会員へは事務局が行うので、入金チェックの報告 

② 支払業務 

通常のものは領収書確認し支払手続きをするが特殊なものは役員会場合によって 

は、その後総会に提案し承認を受ける場合もある。 

 

広 報 ・年 4 回の広報誌発刊 

SDC 会員、賛助会員様、各同好会への原稿依頼→受領→お礼 

25 日締切 翌 10 日までに印刷所へ送付（原稿の校正・ページ割り、PDF 化等） 

上記作業を年 4 回繰り返す。時には特集記事などを企画 

＊掲載原稿が常に不足しています。皆様の投稿をお待ちしています。 

会報発行にご協力をお願いします。 

 

ダイビング計画 

・会報掲載『あなたの行きたいツアーを探そう！』作成 年 4 回 

会員公認ツアー幹事及び賛助会員との連絡等（依頼→受領・確認→お礼） 

・会員公認ツアー管理 

ツアー終了(中止)後の報告書提出、会計処理、会報用レポート提出の確認 

・安全潜水講習会準備、開催。 

講師探し及び連絡等 

・新会員さんを囲んでの会、準備及び開催。 

会場探し、予約、当日の運営責任者 

・マリンダイビング出展の準備中心役員 

どの部署も PC が苦手だと苦労します！ 
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HP 係り ・HP を充実させる。 Wordpress で HP 作成の現在進行形です。 

Wordpress を理解している方。HP を作ったことのある経験者大募集！ 

・自分たちで管理運営できる HP を目指しています。 

 

関西地区担当(副会長兼任) 関西活動の中心・責任者 

・年 1 回一大イベント「関西地区懇親会」の準備と実施 

日時会場予約・設定・内容確認、会報への掲載依頼→広報へ 

関西地区会員には文書にて案内を発送 

出席者名簿作成・プログラム作成・今年の公認ﾂｱｰ実施と翌年の公認ﾂｱｰの紹介作成 

・関西地区活動全般の統括、本部活動への提言 

・幹事の選任(現在 4 名) 役員と同じく任期 2 年(留任有) 

・関西地区会員の交流と会員相互の情報交換を図る 

・公認ツアー・個人ツアー・初心者向けツアーの計画と実施、旅行社との交渉・見積依頼、 

広報へ会報掲載依頼、会員への案内 

ツアー参加確認書の確認、問い合わせに対応、 現地の情報収集 

・スキルアップのための計画等 

・ツアーレポートの依頼ととりまとめ→広報へ 

・地区連絡会議の計画・開催実施、会員へ文書で案内 

・翌一年間の公認ツアーの時期、実施要項を年 1 回(6 月頃)会議する、企画概要策定 

・会員の勧誘、賛助会員の勧誘、広報活動 

・新入会員の受付 (申込書の送付等) →事務局へ 

・新会員のアドバイザー担当(幹事も担当)、ｱﾝｹｰﾄ用紙による情報収集、仲間づくりのｻﾎﾟｰﾄ 

・安全第一、個人責任の徹底 

・呑和会の開催(2～3 ヶ月に一度) (関西地区の交流の場・情報交換の場として最も重要) 

日時会場設定・実施、地区会員には文書で案内発送 

・会員の SDC に関するわからないことや困りごと相談、わかる範囲・出来る範囲のことを引

き受けお伝えします 

・関西地区の会計、本部への活動費の請求等 

 
会費納入 忘れていませんか？ 

     会計 742 小幡美枝 
  

2021年度の活動が始まります。      

皆様、会費を納めていただいたことと思います

が、うっかり忘れてしまっている方は早急にお

払込みをお願い致します。 

会計からお送りした『払込取扱票』を利用する

と窓口・ATM手数料は SDCが負担します。   

他銀行から振込をする場合の 

口座番号は ゆうちょ銀行 ０２９店 

当座預金   ００１１０２７ 

日本シニアダイバーズクラブ     

 

昨年は新型コロナウィルスの世界的な流行で行動

の制限が有り、その中で広報役員の努力と皆様の協

力で会報も年 4回発行する事が出来ました。 

又役員会はサイボウズを利用して連絡を取り合い、 

 

サイボウズは、ホームページと違って SDC会員内

での連絡手段で、個人ツァーのお誘いをしたり相談

コーナーも有ります。 

第 1・第 3火曜日（今までは毎週）19時 00分から 

オンライン飲み会で参加者の近況報告や情報交換、

ビデオ上映を行っています。 

又「水中映像を楽しむ会」も月１回、上映会・情報

交換を行っています。 

見るだけでも良いです。パソコンでなくスマホでも

参加できます。 

 

登録の仕方は HP担当者 380舩坂 会長 838市川 

総務 893山本 に連絡いただければお教えします。 

水中映像を楽しむ会の参加・見学は  世話人 

005大隅 687林 893山本（zoomオーナー）に 

連絡お願いします。 

コロナワクチン接種の進展・緊急事態宣言の解除

までまだまだ厳しい毎日ですがサイボウズを利用し

連絡を取り合いましょう。

WEBで会議を行いました。 

お仕事いっぱい！ 
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     このレポートは 2020 年 11月に寄稿されましたが、誌面の都合で今号に掲載いたしました。 

 

 

 

 

 初めての与論島ダイビング 

１日目 

 天気：雲⇔晴れ⇔雨 

 海況：風波＆うねり 

 水温：27℃ 

 気温：25℃ 

  本日は朝から風がビュービューと吹いて肌

寒く、海は荒れ模様。こんな日は無理して遠

出はせず、安全第一、穏やかな近場でダイビ

ングです。 

 与論の南側でよく見られるダイナミックポイ

ントには及びませんが、砂地とサンゴを眺め

ながらの

んびりダ

イビング

をするの

も、また

楽しいも

のです。 

明日は風が弱まるとの予報。今日潜った「供

利」以外のポイントへ行けます様に！お星様

にお願いして今日は眠りたいと思います。 

 

２日目 

 天気：小雨⇒晴れ 

 海況：風波少々 

 水温：27℃ 

 気温：28℃ 

 

 小雨がパラつく中の出港。風の強さは予報と

違い、昨日と変わらない。けれど南よりの風な

ので、ぬる～い。風に吹かれても全然寒くな

い。 

 さらに午後からはお天道様まで加勢してくれ

ました。水中も陸上も綺麗で夏再来といった感

じ。 明日まではこんなお天気が続きそう。

少々寒くても毎日こんなお天気、海況だと楽し

く潜れるのになあ。 

 

３日目 

 天気：晴れ   海況：ベタベタ凪 

 水温：27℃   気温：28℃ 

 最終日とい

う事で、あち

らこちらで記

念撮影。宇勝

では潜る前に

念入りにミー

ティング。手

をつなぐタイ

ミングから、

並ぶ順番まで、色々と計画を立ててエントリー

しました。その結果撮れたのが上の写真です。  

この日の浅瀬のサンゴは感動もの。透明度と

降り注ぐ陽光と相俟って、まるで楽園のようで

した。 

  

3日間お付

き合い頂い

た方々、ど

うもありが

とうござい

ました。ま

た元気で皆

と会える日を楽しみにしています。 

  

〆に暗い話題となりますが、このご時世、新

型コロナウィルスは何処でも付き物なのか。与

論島でなんと２度目のクラスター発生です。感

染の危険性があるため、我々はダイビング以外

の不要不急の外出は禁止でした。以前のような

日常に戻る日は、いったい何時になる事やら… 

与論島 blog 
2020 年 11月 4日〜11月 8日 

                          レポート  847 橋本淳子 
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 2020年秋、市川会長にダイビング時の診断書の

件で問い合わせの電話をした折、gotoトラベルを

使って伊豆雲見でのダイビングがあるとの事で急遽

参加させてもらうことになった。 

 男性 3人の中に 1人で参加でも良いかしら..とも

思われたが、皆さん快く仲間に入れてくださりあり

がたくダイビングを楽しむことができた。 

10月 19日から 21日までの 3日間、例年なら海外

で潜り終えてその後は温泉めぐりの時季だが、海外

にも行けず寒いのを覚悟でエントリーした。 

思ったより水温は低くなかったが 40分潜ると身体

は冷たくなってくる。 

1本目が終わって休憩中に市川さんがご自分のヒー

トベスト（外国製）を見せて下さり、使用説明をし

てくれた。 

ご本人が今日は使わないとの事なので貸してもらい

試用。使い心地は「満点」だった。 

使用後、ご本人に「すっごく良かったから頂戴！」

と言ったら拒否された(笑) 

10月の伊豆は夏場とは一味違い、澄んだ海と生物 

に楽しいひと時を満喫できた。 

今回はナイトロックスを使ったので、身体もラクチ

ンで快適なツアーで、皆さんに感謝したい。 

             591 和田美代子 

 

 利用させていただいたサービスは伊豆松崎町のア

クアティークさん。 

9月に引き続きの利用ですが、前回は雲見に潜れず

でしたので、待望の雲見ダイビングです。 

前日はメンバーマンションのゲストルームに泊めて

いただき、メンバーの車で松崎町へ。 

途中合流の紅一点和田さんも一緒に、天気も良く快

適なドライブでした。 

 ダイビングも天気が良くて、水温も 23から 24度

も有り、準備していたヒートベスト（ヨーロッパ

製）は使用しなくてすみました。 

 冷えた体はたっぷりのお湯の槽に入って暖まり、

すぐに着替えてしまえば寒くないです。 

最終日、前回教えていただいた松崎名物のかまぼこ

屋さんへ。 

ちょっと分かりづらく一度目は通り過ぎてしまいま

した。海辺からの方が分かりやすく運転も楽なよう

です。 

なんとか到着したのですが、もうほとんど売り切れ

状態で、本当ならば辛いのと普通のと有るのです

が、合わせても 3つしかなくて、仕方なく 3人だけ

が購入することに。 

誰が買うかを相談していたら奥の方から「もう一人

分だけなんとかなるよー」とありがたい声が掛か

り、無事に一人一つずつ購入できました。 

帰り際にはお試しにと、結構沢山のかまぼこをポン

と袋に入れてくれました。 

お昼の食堂と自宅でおいしくいただきました。  

              838市川雅紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

前泊の日に峠から見た伊豆諸島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前泊の日にランチした峠のレストラン 

 

参加者 390金井達雄  624阿久津省一  

    591和田美代子 838市川雅紀 

 雲見 
 Gotoダイビング 

2020 年 10 月 19 日〜10 月 21 日 

 幹事 838 市川雅紀 レポート 591 和田美代子 
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8 月の石垣島ツアーは往復がらがらの機内だった

のに、GoToトラベルで満席、大丈夫かしら？ 子供

たちも大人もマスクでしっかりガード・・離島に迷

惑かけないように。 

石垣空港から港へ 30分、西表島へは、フエーリで 1

時間。船内は寒い程換気が効いている。 

荒波を凄いスピードで港に「イルマーレうなりざき」

の出迎えで高台のホテルへ。 

 

 

ベランダからは海

が、南国の花々が咲

き乱れ最高 ‼ 

3 日間のダイビン

グの始まり。「ダイビ

ングチームうなりざ

き」歩いてすぐの浜

に設置してある浮き

桟橋を本船まで皆さんで引っ張って乗船、まず最初

私が確認するのがエントリーの仕方。この船は後方

に階段、手すりもあって私には優しい。セッテイン

グも出来、いよいよ綺麗な海へこんにちは！ ウミ

ガメ、ホワイトチップシャーク、クマノミ等お馴染

みさんに会え、サンゴ礁も素晴らしかった。 

 

 

 

 

 

 

 

「芸をするクマノミ」を紹介？クマノミの口にサン

ゴの小枝を差し出すとパクとくわえてポイと捨てる

可愛い、習性を利用し訓練をしたとの事でした。・・

でも他の場所のは知らんぷりでした。 

16人に 3人のガイド、サポートばっちり、レンタル

スーツ 5ミリ寒くなかったけれどウエイト 7キロは

重かった。 

3 日目ダイビング組と折角西表島に来たので観光

組にということになりショップを、急遽平賀さんが

あちこち探して 11 人を受け入れられる「ニライナ

ホリデイズ」で 12,000円、チケットでＯＫ ラッキ

ー。因みに「地域共通クーポン 21,000円」頂きまし

た。 

19日朝、2班に分かれていざ出発。現地に着き岩場

歩き用の靴に履き替え救命胴衣装着、防水バックに

携帯トイレ？「山を汚さない為」との事。スマホ等々

入れカヌーに乗り込む 

漕ぎ方の指導受け、さあ～出発、2 人呼吸を合わせ

石川国内ツアー第二弾・西表島 
幹事 440 石川 勝 レポート 146 佐竹綾子 
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て右、左、オールさばきもなかなか？ 

ワアワア、キャアキャア賑やかなこと、ようやく慣

れてきた頃滝の入り口到着。 

「ピナイサーラ」の滝を見に行くには大きな岩場を

登らなくてはならない。エ～無理！ 

イケメンのガイドさんの手に引かれ後ろから押し上

げてもらって「ハ～ハ～フ～フ～」 

狭い道で途中待っていることが出来ない。 

ようやく滝

に到着、若者

たちが滝壺

に入って楽

しそう。よう

やく息も落

着き記念写

真、でも帰り

は滑りそう

で皆さんの

サポートで

やれやれ、カ

ヌー乗り場

へ。呼吸も整ったとところで・・カヌーに乗船。 

ガイドさん曰く「箸が転がっても」と言われるくら

い賑やかで楽しい・・がその時、前を行くカヌーが

マングローブ林に突進、くるっと、あれっ、ひっく

り返ってしまいましたが 1人は直ぐ立ち上がったの

に相方の姿が見えない・・ガイドさんビックリ！ 助

けに行くガ

イドと同乗

してた私の

カヌーもド

ボン、浅く

温かい川だ

ったので良

かった。 

流石ダイバ

ー、ひっく

り返っても

「中に空気

があるから

大丈夫」と

の事でした。 

無事でよかった。こんな事なかなかないということ

です。貴重な体験でした。幸い防水バックに入れて

置いたスマホが無事でよかった。スマホデビュー半

年なので・・昼食はガイドさんが展望台で「八重山

そば」をバーナーで器用に作ってくれ・・美味しか

った。 

念願だった「由布島水牛車」に、島唄を聞きながら

上陸、島内は綺麗に整備され休憩所にはお土産が沢

山。ウエルカムパイナップルジュースはとても美味

しかった。大きな池では水牛がのんびりと・・温室

には珍しい蝶々がひらひら・・ 

念願だった由布島水牛車ともお別れ、大変だった楽

しい観光も終わりです 

 

最終日 素敵なお店で「打ち上げ」ミミガー、刺身

サラダ、ステーキ、魚唐揚げ、焼き飯、島焼酎、生

ジュース、美味しかった。星空がとてもきれいでし

た。20日楽しかった西表島から「オリンピック仕様」

の全日空機で無事帰国？ 

                              

お世話になったショップの皆さん SDCの皆さん有難

うございました。 

 

参加者 

123 河村啓子  146 佐竹綾子  231 原 勝代  

302 福田孝子  415 加藤京子   440 石川  勝   

514 安部智枝  591 和田美代子 680 玉村 馨  

721 鈴木 誠  740 庄司米子  817 船山浩志  

869 渡辺泰介  898 佐野裕之  910 平賀初子   

ほか１名 

 ７ 



 

 

 

 

 

「リュウグウノツカイ」（幼魚） 

一生に一度と言う魚に 2DIVで違う個体を観察した

時、ダイバーの運を使い果たしたと思いました。た

「テンガイハタ」（幼魚） 

リュウグウノツカイから 2週間後エントリー直後に

遭遇。一時間近く夢の時間をすごしました。 

 

 

 

 

「イッテンアカタチ」 

「イッテンアカタチ」 

台風直撃で湾内の砂地に大量の泥が流入し、その副

産物として－25mにコロニーができていました。 

「ヤシャハゼ」 

ライトにエビも魚も全く動じませんでしたが「大瀬

崎発」に私がビビッてしまいブレブレの動画になっ

てしまいました。 

 

 

 

 秋の大瀬崎 
 

 2020年９月～12月 

         レポート 687 林 保男 

 
コロナ禍で多くのダイビングスポットが規制を受けるようになった結果、自宅から 1時間余りで気

軽に行ける西伊豆の大瀬崎へ例年以上に通い詰める事となりました。 

基本、密を避けた平日 DIVでしたが、先端・外海共にエントリーの道が新しく整備されゆっくりと

エントリーし易いシニアに優しい近場のダイビングスポットを満喫する事ができ、特にダイバーの少

ない平日は納得するまで、時間を取って撮影できました。  

 

 

←「ニシキフウライウオ」：：：：：：：：            

今年はカミソリウオ、ニシキフウラ

イウオのペアがウミシダやガンガ

ゼで観察できました。 
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「トガリモエビ」               

コエダモドキやムチカラマツに付き擬態と変色の

為つい見過ごしてしまう。一直線に伸びた額角に

惹かれます。    

「ボロカサゴ」   

発見当初は撮影する人はいませんでしたが数

日後には予想通り連日長蛇の列になりました。 

 

「キンギョハナダイ」・          

360 度囲まれ一瞬竜宮城かと錯覚しかけた時、

このままずっとこの場所にいたい気持ちにな

りました。 

 

静岡県 

大瀬崎 

「ヌデｲアンテナリウス サブテレス」   

12 年前に黄金崎初観測。国内で 3 例目。一見イロ

カエルですが和名はなく識別は背ビレ下部の丸い紋

様。 

「カマスの群れ」              

大きな群れがゴロタの周りをグルグルと泳いでいま

した。時にはカンパチのアタックが見られることも。 

 
「ネンブツダイの群れ」          ・ 

撮影する人はあまりいませんが太陽光に照らされた魚

影からは命の輝きが伝わってきます。 

「ハチジョウタツ」    

岩場の海藻に擬態して

ついています。 

約 5 ㎜。米粒程の大き

さなので発見と顕微鏡

モードでの撮影が一苦

労。 

  
 9 



 

 

 

 

 

 

 例年ですとこの時期、海外でダイビングを楽しん

でいたが、今年はコロナ禍の中海外にも行けず、今

年の潜り納と目標の達成を兼ね晩秋の西伊豆雲見に

行ってきた。 

今年(2020)の年頭にダイビング本数 1,000本、数

年前から纏め始めたマイ魚図鑑の収録数 1,000種の

目標を立てた。ダイビング本数は 1月のパプアニュ

ーギニアの怪我で、半年棒に振ったことと、コロナ

禍の影響で未達に終わったが、図鑑の収録数は今回

の最終ダイビングで 1,000種の目標を達成すること

ができた。 

 
    エキジット時 牛着岩からの富士山 

1,000種収録を目標に、最近雲見で出現していてマイ

図鑑に収録されていない魚のリストをガイドに見せ案

内をお願いしておいた。  

  

 

  

 

 

 

  

 

リストに載せておいた中

のうち６種と他に産卵を

終え卵を見守っているセ

ボシウミタケハゼの合わ

せて７種の未収録写真を

撮ることができた。中で       

           もフタイロサンゴハゼとカ

スリフサカサゴは体長２，３ｃｍと小さくしかもサ

ンゴの中を動き回っているので写すのに苦労したが

何とか撮ることができてガイドに感謝である。 

その他にも伊豆では季節来遊魚到来の時期を迎

え、各種の幼魚を見ることができた。 

   

 

  

 

 晩秋の西伊豆・雲見 
 ～海の中はパラダイス～ 

2020.11.25･26 

    レポート 624 阿久津 省一  

省一 

 

カスリフサカサゴ フタイロサンゴハゼ 

ダンダラスズメダイ アカネテンジクダイ 

ヤシャハゼ ハチマキダテハゼ 

セボシウミタケハゼのペア＆卵 

ツマジロモンガラの幼魚 キツネベラの幼魚 

ニシキヤッコの幼魚 ソメワケヤッコの幼魚 

富士山の右 牛着岩 
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また、雲見はカエルアンコウやウミウシ、甲殻類の

仲間も多く、今回も珍しい種類を見せてくれた。  

● カエルアンコウの仲間 

  
 

  

   

● ウミウシの仲間 

  

 

  

 

 

● 甲殻類の仲間 

  

 

  
 

● 地形ポイントとしても有名 

    

  

  

 

最後に 

港からすぐそこに見える大きな二つの岩（牛着岩） 

の周りが主なポイントであるので船で５分程度で移

動できる。その為、平日などガイドとワンツーマン

でも船を出してもらえるのが最大の魅力である。ま

た船はダイビング専用船で､パワーリフターがつい

ているのでシニアにも優しい。 

地形ポイントとしても知られているがウミウシやカ

エルアンコウ、甲殻類などの宝庫でもある。またこ

の時期、季節来遊魚も豊富で色々な幼魚を見せてく

れた。今回お世話になったアクアテークの糸井さん

（オーナー）には色々な要望を受け入れていただき

親切なガイドありがとうございました。 

ホウライヒメジの整列見送りを受け、洞窟の主、テ

ングダイには来年の再会を約束し、今年のダイビン

グの締めを飾った。 

 

オオモンカエルアンコウ 

タテキンの幼魚 

ホシテンスの幼魚 

クマドリカエルアンコウ 

イロカエルアンコウ右は幼魚 

ヒトエガイ コシボリガイ 

ゴマビロードウミウシ ミノウミウシの一種 

 アヤトリカクレエビ＆ガラスハゼ ゾウリエビ 

カイカムリ ベニキヌヅツミガイ クロメガネスズメダイの幼魚 

サザナミヤッコの幼魚 

牛着岩のトンネル 

テングダイ ホウライヒメジ 
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 年末の開催が期待されていた関西懇親会、残念な

がら中止になりましたが、前後の観光を予定してい

た事もあり、それが神奈川発・大阪隣県泊の為、キ

ャンセルすると行くより高額（ほぼ倍）となる矛盾

を理由に、気を付けつつ楽しんできました。 

 初日の宿は京都・上梅田の素敵なホテルです。 

Gotoトラベルですので、チェックインする毎にス

マホにクーポンが送られてくるのは不思議な体験で

す。 

 毎日お小遣いをもらう気分でワクワクします。 

日が落ちかかった頃、素敵な出会いを求めて散策に

出かけました。 

でも、ここは町外れ、外れの外れでハズレました。 

お店を見つけてもコロナ禍で休業です。 

私は決して行きたいわけではないのだけれど、足と

心が勝手に危険地帯（比較的空いてました）繁華街

へ向かってしまうんです。 

 1･2時間も歩いてやっと出会いが 2つ有りまし

た。 

 1つ目はお姉さん 2人に連れられた舞妓さんで

す。 

正に映画のような舞妓さんです。 

写真をお願いしたかったのですが、その眩しさにた

じろぎ、民家の軒下で道を譲り、後ろ姿を見つめる

のみでした。 

 2つ目の出会いは写真が有ります。 

京の日本酒（玉川、招徳、しゅはり）、松茸の天ぷ

ら 

支払いは地域クーポンを利用です。 

 2日目は京都の名所で紅葉を見るという定番で

す。 

定番と言っても定番なだけ有って素晴らしいです。 

清水寺、八坂神社、銀閣寺、二条城、、、 

 

夕食はこちらです。 

京都のＳさんに予約していた

だきました。 

名前を見ても右近太郎とは凄

いじゃないですか。 

私の足はこの通路を進む度胸

を持っていたので、身体も入

っていきました。 

 3日目、気持ちはもう京都に住んでいるがごとく

で、ABCマートで靴を買ったり、駅近くで生ビール

したり、夜は京都ならではの〇〇餅店へ。 

〇〇餅店とは地元食堂の事

で、昔は餅を売っていたそう

な。実は昼間からエビ天丼に

決めていました。 

他のお店が休みだったため、

心に反して入ったお店。 

予想通りにガッカリネタを提

供してくれました。 

 4日目、一度は訪れないとＳＤＣをクビになりや

しないかと常々思っていたのですが、今回で解消で

 関西旅行 
  中止になった関西懇親会 
2020 年 12 月 9 日〜12 月 14 日 

            838 市川雅紀 
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す。海遊館！！です。 

子供達に混じって？ 

子供達になって？ 

行ったり来たりしました。 

夜は北新地へ行きましたがこ

こでは省略いたします。 

偶然に？出会いが有りました

事は確かです。 

 5日目、恐れていた事態になりました。 

オヤジが二人で「ＧＧｓ」（Sさんは若いので違う

と言われそうなのですが）。 

（余談ですが、我が家

の近くにはこんなカフ

ェが有ります。読み方

を仮名書きするのは知

性的でないので割愛し

ます） 

それでＧＧｓですが、とても楽しく神戸を散策しま

した。 

 

6日目の最終日へとＧＧｓは続くのですが、 

全ての旅の様子をまとめた物を用意してあります。 

スマホで読み取っていただくと YouTubeで見られま

す。（一般未公開） 

 

                 838市川雅紀 

 

 

 

 

過去、マラリア、ペスト、コレラ、天然痘そして

約 100年前のスペイン風邪などの感染症は、世界の

歴史を大きく変えてきました。新型コロナも歴史を

変える感染症の 1つになりつつあります。この先の

世界がどう変わって行くか、若者たちにとっては大

きな問題です。人生のカウントダウンが始まってい

る私たちも、残りの時間をより楽しく過ごすために

変化の流れを感じていた方がよさそうです。 

数年前から「デジタルシニア」という言葉をみか

けるようになりました。「デジタルシニア」とはス

マートフォンやパソコン等のツールを自由自在に操

作し、インターネットを介したコミュニケーション

能力に長けたシニアの事。デジタル機器を使いこな

している人は、消費行動が活発で流行感度が高く、

社交的で幸福感が強いという調査結果もある。デジ

タル機器を使いこなすのと、そうでない人の格差は

広がるばかり。上手に活用すれば生活をより楽しく

アクティブにすることができるデジタル機器。自分

には無理と諦めないで、挑戦してみよう（2018年 3

月 30日 “熟年ばんざい”）。 

 私はスマートフォンやパソコンを自由自在に操作

とまではいきませんが、ビデオやダイビングの仲間

とメールでやり取りしたり映像を送ったりと、比較

的デジタルシニアに適応している方だと思っていま

す。今回のコロナ禍で新しいデジタルツールの有用

性が見つかりました。Zoom等のオンライン会議で

す。ビデオやダイビングの仲間とは早速 Zoomを活

用して、コロナ自粛で開催できない例会に代わり

Zoom例会で顔を合わせています。 

 高校・大学時代の仲間、サラリーマン時代の仲間

ともメールで不自由なく連絡が取れています。その

仲間に Zoomで会わないかと持ちかけてみました

が、反応がありません。現役時代が終わってから

20年近く経ち、彼我のデジタル環境に差が出てき

たように思いました。私は、80歳を超えても新し

いデジタルツールに取り組む好奇心の強いビデオ仲

間やダイビング仲間と頻繁に交流する環境にいま

す。昔の仲間の多くは、そういった刺激ある環境に

ないのだと思います。ひょっとすると小さな格差と

なって表れてくるかも知れません。お節介かも知れ

ませんが、昔の仲間にもっと強く呼びかけて Zoom

で会う機会を作ろうかと考えているところです。 

                 

「デジタルシニア」考 
005 大隅楠夫 
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 最近の重大な交通事故のニュースでは、高齢者の

運転ミスによるものが多い。私は毎日の買い物など

に車を使うことが多いが、確かに最近は集中力に欠

ける事を感じたり、視野力が落ちていると思うこと

がある。77歳、喜寿という年齢を前にして、免許の

更新をどうするか悩んだが、西伊豆ダイビングにも

気軽に出かけたいし、まだ手放す気にならず更新の

講習を受けることにした。 

 8月に静岡県公安委員会から、後期高齢者の検査・

講習のお知らせがあり、最寄りの自動車学校に申し

込みの電話をしたら、なんと、一番早くて 11 月 27

日ということだった。予約が逼迫しているとは聞い

ていたが、ちょっとびっくりした。 

 認知機能検査の一番の関門は記憶検査の課題に出

されるイラストの記憶ということを経験者に教えて

もらった。4 個のイラストが描いてあるシートを説

明付きで 4 枚、つまり合計 16 個のイラストを見せ

られる。これを覚えていて答案用紙に書きだすとい

うテストだ。イラストを見た後にすぐそれを書き出

すことはできない。途中にフェイントがある。数字

が一杯書いてある表を見て、指示のあった数字を全

部消しなさいと言われる。それを一生懸命やってい

るうちに、イラストの記憶がどれだけ残るかという

ことを見るのが狙いらしい。でも後から知ったのだ

が、この数字問題は点数にカウントされないので、

イラストの記憶に邪魔にならない程度に取り組んで

もいいようである。 

 警察庁ホームページにあるイラストを覚えていけ

ば何とかなるというのが経験者たちのアドバイスだ

ったので、とりあえず、その映像をゲットしてやっ

てみた。警察庁ホームページには 16 個ずつのイラ

ストが４パターン載っている。どのパターンが出題

されるかわからない。つまり 64 個のイラストを覚

えなければならない。経験上、この手のものは短期

決戦、一夜漬けが一番だと思う。講習で映像を見た

時、本当にその通りのものが出たので、ニンマリし

てしまった。結果 100点だった。 

 検査・講習の日程が逼迫しているのはコロナ騒動

の真っ最中で密を避けるため一度の講習人数を半分

にしていることが関係しているようである。 

  

認知機能検査が済んで、76点以上だったので次回の

講習は2時間で済む。講習日程は 12月 11日。 

ちょっとドキリとした。実は 12 月 6～10 日に西伊

豆・雲見と安良里にダイビングを予定していた。 

 静岡市の感染者は多いが、西伊豆町、松崎町はゼ

ロをキープしている。少し安心だけど、関東方面か

らの移動が多い地区ではあり、しっかり対策、用心

をしながらのダイビングだった。 

 雲見のブルーコーナーはいつものようにソフトコ

ーラルとキンギョハナダイがカラフルな景観を作っ

ていた。子牛岩の横の砂地に嵌ってしまった。いつ

もは伊豆であまり見られないヤシャハゼ、ダンダラ

ダテハゼ、ヤノダテハゼなどがいたのに大興奮。こ

の時期としては高い 22℃位の水温のせいかもしれ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      多分、最後の運転免許証更新、あいまに西伊豆ダイビング 

              (2021年 11月、12月） 

レポート 172 島尾 愛子 

 

14 



 

雲見で遊んだ後、久しぶりに安良里に行ってみた。

タツミサービスが廃業したあとを UMIKOZOU の

森屋さんが引き継いでいた。 

元のタツミサービスの隣の家がゲストハウスになっ

ていて、2 階に客室が 3 部屋あり、1 階にはキッチ

ンとログ付けや講習ができるレクチャールームがあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懐かしい入り口だ。素泊まりなのでコンビニでお弁

当を買ってくるなどが必要。電子レンジがあるので

温めることはできる。安良里の街にはアルコールを

売っている商店はなくなり、宇久須のコンビニまで

行かなければならなくなっていた。 

2 日間、安良里ボートダイビングを 4 本潜った。そ

してうれしいことに、辰巳の親方の操船だった。 

 

御黄金は相変わらずソフトコーラルがきれいだった。 

比較的浅い水深のところにクダゴンベがいたり、巨

大なオオウミウマがいたりで楽しいダイビングだっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安良里でもクロユリハゼ幼魚数匹の群れ、ウメイロ

モドキ数匹、セナキルリスズメダイなどレアな南の

魚が見られて不思議な感じがした。やっぱり地球温

暖化の影響なのだろうか。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安良里漁港にはちょうどサンマ漁の大型船が入港し

て賑わっていた。小ぶりだが大漁だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

久しぶりのダイビングを楽しんで、翌日は運転免

許証更新の高齢者短期講習だ。 

いつも通りのビデオを見ながらの諸々の話のあと、

簡単な視野検査と実地講習。これもコロナのため大

勢の講習生をこなせない時間的制約のせいで通常よ

りはしょった内容だった。車線変更、見通しの悪い

交差点での一時停止、発進、右折、など。 

約2週間後に公安委員会から運転免許証更新手続

きの案内の葉書が届いて、最寄りの警察署で新しい

運転免許証を受け取ることができた。ゴールド免許

だったけど期間は 3 年間。次は 80 歳。もうないで

しょう。 

ちなみに静岡市では高齢者が免許証を返納した証

明書をもらい、乗車の時それを提示するとタクシー

が 10％割引になる。 

なるべく公共交通機関とタクシーを駆使して出か

けるようにいたしましょう。 

15 



 

 

 

 

 

 

合言葉は『リベンジ』。当初、9月の予定が台

風直撃であえなく中止。追い打ちをかけるよう

に 10月の八丈島も台風と前線の影響で中止。

「このままでは今年は終われない！」と幹事が

今回のツアーを急遽企画してくださいました。 

那覇・北谷にシングルユースで宿泊。 

1日目 糸満（糸満ダイビングサービス） 

2日目  水納島（オーシャンビーチちゃたん） 

3日目 万座（オーシャンビーチちゃたん） 

 水納島・万座のポイントは多くの人が入った

ことがあると思いますので、このレポートでは

糸満の海を紹介します。 

 糸満はボートダイビングで、基本的には 1本

ごとに港に帰るパターンです。船着き場のすぐ

脇に、真水を溜めた水槽があり器材を洗え、ホ

ースで水を大量に浴びることもできます。ま

た、近くにトイレ・更衣室があり、有料ですが

温水シャワーもあります。 

① スカキンの根  白砂に大きな単独の根が 

あり、種々の魚が群れている癒しポイント 

② 喜屋武岬灯台下 本島最西最南端ポイント 

今回は洞窟側をメインに。リクエストした「ヤ

ミスズキ」を探してくれましたが見つからず。

すぐに隠れてしまう魚、仕方ないか…と思いつ

つあきらめきれず自力でGET！ もう一つの

「コビトスズメダイ」はストライク。初めて見

ることができました。ミクロネシアでは見られ

ますが日本では稀な種です。ヒメスズメダイの

群れの中に生息していました。大満足！！！ 

③ とこまさり東 ドリフトダイブ 本島で 

これだけのドリフトができるとは正直思ってい

ませんでした。なかなかダイナミック。 

 ショップオーナーの土屋さん曰く、「まだまだ

未開の海ですがポテンシャルは高く、調査が進

めばいろいろなリクエストにも応じられます。

大物ドリフトポイント《ルカン礁》もお勧めで

す」 

今回は 1日だけでしたが、また訪れたい海の

ひとつにメモリー。『リベンジ』なりました！ 

             898佐野裕之 

    

 

糸満１本

目 

スズメダ

イの仲間

群れ 

 

 

 

 

糸満２本目 

ヤミスズメダ

イ 

 

 

 

 

ヒメスズメ

ダイ（上・

左下）とコ

ビトスズメ

ダイ（右

下） 

 

  

コロナ禍で暖かい外国に行く機会が無く 11月中

旬に国内で潜るのは何年振りかな⁈ 

gotoトラベルを使って沖縄に行って来ました。 

沖縄離島に行く事が多いが本島でのDVは久し

ぶり。 

那覇到着後街中に詳しい I氏がレアな場所に連れ

て行って下さり初日から盛り上がりました。 

DV一日目は糸満、翌日は水納島に移動、三日目

は恩納村でのDV。（海中のレポートは同行の S

氏が担当） 

宿泊は初めての北谷・イルミネーションがディ

ズニーランドの様でワクワク感がたまらない♪  

DV最終日はビール片手に砂浜で夕日の沈むのを

堪能。 

糸満・水納島・万座 
 Gotoダイビング 

2020 年 11 月 24 日〜11 月 28 日 

幹事 838 市川雅紀 レポート 514 安部智枝 898 佐野裕之 838 市川雅紀  
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翌日帰路便が夕刻なのでこの日も I氏の案内でレ

アな処でのランチ・普通観光客なら気が付かな

い迷路も我が道の様にスイスイ。 

羽田着後無事ツアー終了で又カ・ン・パ・イ!   

今回の沖縄は今まで私の知らない所発見でとて

も楽しめました。 

コロナが終息して安心して旅が出来る様願って

います。      514安部智枝 

 

 出発の日  

今日はダイビングが無

いので、羽田空港の

ANAラウンジで先ず

は乾杯！！ 

機内では缶酎ハイを飲

んで、寝て那覇に到

着。 

 

早めに宿にチェックイ

ンしてから、那覇を散

策して、屋台村のお気

に入りのお店を御案

内。 

早めに終えて明日に備

えます。 

2日目 糸満でダイビ

ング。 

那覇から車で 20分ほ

どと近いのに凄く良

い海が待っていま

す。 

利用したダイビング

サービスは糸満ダイ

ビングサービスで、

オーナーガイドの土

屋君は数年前に他の

ショップから独立し、糸満に特化したガイドに

徹しています。若くて一生懸命で、独立前から

応援しています。 

今回は我々3人に他のゲスト女性が 1人の 4人に

対してサポートが 1人付いてくれてとても安心

できました。 

夜はリクエストに

よりアグーしゃぶ

しゃぶのお店へ御

案内しました。 

つい高いコース

（観光客用）を頼

みがちですが、一

番安いの（地元

用）でも充分に美味しいんです。周りのカップ

ルさんは一番高いコースを召し上がられていま

した。昔は私も見栄張って頑張っていたな、、な

んて。 

3日目 水納島 

ダイビングサービスは SDC賛助会員のオーシャ

ンビーチ北谷さん。那覇のホテルへ朝の 6:30に

迎えに来てくれました。 

大きな旅行鞄は北谷のショップに置いて、瀬底

島対岸の港から出港。 

この日も我々3人に他のゲストが 1人でした。 

昨日の方と感じがとても良く似ているのです

が、おしゃべり具合が違ってました。 

夕飯はアメリ

カンビレッジ

の沖縄料理の

お店へ。本来

ならば生演奏

も有るそうな

のだけれど、

コロナ禍で中止されてました。 

4日目 万座ボート 

本当はカヌチャベイをリクエストしていたので

すが、我々の人数が揃わず万座ボートになりま

した。万座ももちろん楽しいポイントで、久し

ぶりに潜りました。 898市川雅紀 

参加者 

514安部智枝 898佐野裕之 838市川雅紀 
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812松尾幸代 

ハンマーヘッドシャークに遭いに二度目の与那国。 

さすが与那国、バリバリの「大物狙いの猛者ダイバー」

がウヨウヨ居ます。彼らにとっては、この時期の与那

国島でのダイビングは生きていく限り必要不可欠で、 

決して「不要不急」ではないとのこと！ 

ガイドのぷちアイランド金子さんも 30 年以上連続で

ツアーを開催し、毎年この時期にこの海に会いに来て

いるそうです。 

空は曇りがちなが

ら風は東からのソ

ヨ風で凪。 

与那国島西崎（い

りざき）としては

申し分ない天候と

の事 

潮回りも流れの向

きも良く問題な

く沖にぶん流せ

るので、ほぼ毎

回ハンマーに遭

えてかなりラッ

キーでした。今

回は 11ダイブ中

9ダイブでハンマーに遭遇。その内、30匹

越えの大群れは 7回、200匹越えは2回、そ

の他ツムブリ・イソマグ

ロ、ムロアジ・ハギ等もた

っぷり見られるほど透明度

も良好。 

 

 

 

 

 

安全停止中にはマンタも登場しました 

丸々としてキラキラ輝く腹に見とれながら併走し、

あの独特のハンマーのフォルムを上から眺めながら

追走したりと、ハンマーヘッドシャークの群れを堪

能しました。 

 

755碓田敬子 

2年ぶりの与那国島、ハンマー大爆発の毎日。 

よかった~最高！ 

 沖縄 与那国島ツアー 
2021年 1月 18日~23日 

幹事：ぷちアイランド 金子弘之 
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 2017年の夏からいよいよ一人でダイビング旅行

を始める決心をしました。 

理由は、潜った翌朝は疲れて起きられない、連日早

朝からのダイビングはフラフラになる、これは基礎

体力が足りないのだとつくづく悲しく思う。 

このようなわたくしをダイビングツアーに同行の仲

間は心あたたかく理解してくださいますが、自分と

しては、残念でふがいないと思います。 

年齢的にも終盤に入り、どのような計画をたてたら

快適で疲れないダイビングを継続できるだろう？ 

そのようなこと目標に、まず沖縄本島那覇市内のホ

テルでコンドミニアムを探し、ピースランド久米に

決め、ショップは一人でも可能で、ゆっくりと対応

してくださる Dive Shop 桜海さんをネットで見つ

けました。ここでエキジットは BCDの水面脱をすす

められ、とても助かりました。 

同ショップを今回で 6回ほど継続しています。 

 

さて沖縄泊 2日目 

2020年 7月 21日は海況に恵まれて念願だった糸満

のルカン礁に向かって出港。 

ダイナミックなドロップオフで水深 25ｍの巨岩の

下にホワイトチップが 5匹見られました。 

①本目 ルカン礁東ドロップ 最大水深 34.3ｍ 水

温 26.8 潜水時間 37分 

②本目 ルカン礁東ドロップ 最大水深 26.6ｍ 

水温 26.8 潜水時間 43分 

③本目 喜屋武岬灯台下 最大水深 18.8ｍ 水温

28 潜水時間 46分 

 

喜屋武岬灯台下ポイントは洞窟と竪穴の地形が面白

い。これらのポイントはショップのオーナーの岩本

さんにビデオを撮っていただいております。 

 

興味のある方は 

YouTube にアクセスし

ていただければ見れます

ので、QRコードを読み

取ってください。 

 

このように充実

したダイビング

の夜はコンビニ

で購入した泡盛

のシークワーサ

割りを美味しく

いただくのがい

つもの定番になります。 

 

3日目 

翌日は昼過ぎまで充分に体を休めます。夕食後のわ

たくしの楽しみのもう一つが、これもまたネットで

探した、PINO'PLACEという名のジャズクラブに行

きます。 

オーナーのママさんのハ

スキーなボーカル、演奏

はピアノやウッドベース

です。 

歌のリクエストもお願い

できて嬉しく、この店の

ファンになりました。 

 

4日目 

翌朝に那覇空港から帰路になります。 

 

3泊 4日の旅のルーティーン。 

このように楽をした

ら、あともう少しダ

イビングを継続でき

そうな気がして、 

そしてまた SDCのシ

ニアのみなさまのモ

チベーションも沢山

いいただいて、今年

もがんばりたいと思

います！ 

 

 

 

 沖縄本島 
 マイペースで楽々一人ダイビング旅行 

2020 年 7 月 20 日〜07 月 23 日 

         レポート 878 濱田 瑞恵 
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①  

② 

③ 

子孫を残す光景を今迄見る事無かったが 

生命の尊さを感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知床ベレケ川 カラフトマスの産卵 
2020年 10月 

レポート 806 菊地 三男 

 

知床ベレケ川に産卵の為に遡上したカラ

フトマスです。海から 200 メートル？位の

川で水深 50センチ位の場所で撮影。 

一脚の先端にアクションカメラを付けて撮影

（「潜らん君」と言います） 

産卵を終えて死んだ雌（手前） 奥は雄。

 

⑤ 

③ ④は鱗が剥がれ始めている雌。 

⑥ 

手前は雄、奥は鱗が剥がれボロボロ。 

鱗が剥がれた雄。 

 

③ 

④ 

知床五湖木道からの夕焼け 

知床五湖 
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12月 18日、渋谷オーチャードホールに於ける 

ベートーヴェン第九コンサートに参加させて頂きま

した。 

2020年 1月の新年会の場でミュージックサロン 

に参加を申し込んで、初めてのイベントでした。 

 今年は皆さん誰もが自粛、引き籠りの生活を余儀

なくされていますが、私もコロナと自分の健康問題

があって、引き籠り生活を送ってきました。 

 そうした中でいくつかの企画が提案されては中止 

になってきました。 

 今回のコンサートは、２次感染流行と３次感染の

流行の間に企画が上がり早速参加申し込みをしまし

たが、コンサート当日は 3次感染が始まっており 

不安の中渋谷まで行きました。 

事前に満席と幹事さんから聞いていましたが、開演

時の客席は 50％程度の混み具合でちょっと安心。 

着席者を見ると等間隔ではなかったので、満席には 

なったものの、やはりキャンセルが多いようでし

た。 

 SDCミュージックサロンからもやはり複数のキャ

ンセルが出ました。 

 高齢者の場合、重症化はやはり不安ですよね。 

演目は生誕 250周年のベートーヴェンの交響曲  

第一番と第九番。やはり年末は第九を聴かないと。 

 演奏終了が 9時半と遅かったので私はすぐに帰宅

しましたが、久しぶりの再会で何人かのメンバーは

何処かに立ち寄ったようでした。 

 早く演奏の感想をゆっくり語り合えるようになっ

て貰わないと、と強く感じました。 

 幹事さんのご苦労に感謝し、また機会を作って頂

ければ積極的に参加したいと強く思っています。 

  310 戸塚明夫 

 

第九と言えば多数のオケ＆100名余りの合唱。 

コロナ禍の中でどのような構成で開催するか楽しみ

に会場に向かいました。 

 合唱は通常第一楽章からステージで待機又は途中

で登場だが今回は、第 4楽章が始まってもソリスト

＆合唱団は不在。合唱の無い第九は有り？と思った

処寸前で登場。 

 合唱団と言っても各パート 4名づつ、これでは団 

といえるかな⁈この編成もコロナの影響苦肉の策で

今回限りのレアなのかも。 

 来年はまた大合唱の第九を堪能したいと心から思

いました。 

  514 安部智枝 

 

今回の第九では、チケット予約時には空席がほぼ

ない状況でとても慌てましたが、どうにか全員分を

確保することができて先ずは一安心。  

それまでは、新型コロナの影響で年末の「第九」の

コンサートは他に予定がなく、その為希望者が殺到

したのではないかと思われます。 

ところが、昨年 12月の東京では、外出自粛要請

が出された中でのコンサートでしたので、果して予

定通りに開催されるの？とこれまた不安に…。 

 待ちに待った当日は意外にも空席が目立ち、本

来、指揮者は海外からの来日予定でしたが、やはり

コロナの影響で広上淳一氏に変更になりました。 

 いよいよ演奏、交響曲第一番が始まると、暫らく

ぶりに生のオーケストラを聴けた喜びでいっぱいで

した。 

次は、休憩をはさんでの第九番、合唱付きは 75

分の演奏です。合唱は二期会男女 16名の構成で、

いつもの大合唱とは大分雰囲気が違ってこじんまり

したものでした。これもコロナ感染症対策の密接を

避ける為で仕方のないことなのでしょう。何しろ今

回は異例ずくめのコンサートでした。 

しかし、同じ空間で好きな音楽を、たくさんの人

や仲間と一緒に聴けることの幸せ感じたひと時でし

た。 

  761 田中恵美子 

ミュージックサロン 
    12月第九コンサート 

2020 年 12 月 18 日 渋谷オーチャードホール 

幹事 761 田中恵美子 レポート 310 戸塚明夫 514 安部智枝 
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12月 17日(木)19:30～21:30 

参加者：山本徹（ホスト）、大隅楠夫（進行）、 

高木忠雄、平野昌子、林保男、福田孝子 

村山 寛、鈴木麗子 

＊2021年も Zoom月例会を継続する。 

 開催日は毎月第 3木曜日、19:30-21:30 

 ホスト：山本 徹 or 大隅楠夫 

＊上映作品 

① 12月の大瀬崎   林保男 

この冬の大瀬崎の海はレアモノが一杯です。 

イッテンアカタチのコロニー、テンガイハタの 

幼魚、リュウグウノツカイの幼魚 

 

       テンガイハタ幼魚 

② 西表ツアー  福田孝子 

 SDC仲間のツアーに参加。元気なサンゴが印象

的。 

③ 柏島の 9月のサンゴの産卵  林保男 

新月のタイミングを狙って撮影。 

④ 八丈島    山本 徹 

 ナズマドのハンマーの群れ映像は珍しい。 

 

 

 

 

 

 

1月 21日（木）19:30～21:00 

参加者：山本徹（ホスト）、大隅楠夫（進行）、 

 高木忠雄、平野昌子、林保男、村山寛、 

 福田孝子、高田和男、沖津（見学参加） 

＊参加者の近況報告 

 大瀬崎のダイビングマナーの現在（林保男）。 

 見学・沖津正行さんの自己紹介。 

 平野昌子さん、生皮（豚）のブローチ紹介 

 （10月例会で林さんの紹介した斑点のある珍し 

いカエルアンコウに刺激されて制作） 

         

上映作品 

① 或る日のタイスミラン 高木忠雄 

 リチリューロックのアジの大群が見もの。 

② 1月の大瀬崎    林保男 

 カマスの群れ、フタイロハナゴイ等色々。 

中でも珍しいテンガイハタ幼魚がきれい。 

③ La Paz Experience   高田和男 

2019年の記録。おなじみのアシカにハンマーヘ

ッドも登場。色々な群、小さなギンポ等多彩な魚

達。ラストのアジの大群が圧巻の盛沢山映像。 

④ 美しい海中の世界  村山寛 

 フィリピンのバリカサグ、インドネシアのラジャ

アンパットなどの映像を BGMに乗せて短くまとめ

た作品 

➄ 1分動画       沖津正行 

 EVOKE Musicの 60秒動画コンテスト応募 4作品 

➅小笠原 2航海     沖津正行 

 陸上、ボートの上、水中とまめに撮影されたツア 

ー記録映像。 

 

水中映像を楽しむ会は、リアルな勉強会

などを行えない間、毎月第 3木曜日 19:30

～21:30にZoom例会を開催しています。 

入会あるいは見学希望の方は下記世話人

までお問合せ下さい。 

                 687 林 保男 

                 005  大隅楠夫 

水中映像を楽しむ会 Zoom例会 
     2020年 12月17日 & 2021年 1月 21 日 

   レポート 005 大隅楠夫 

 

 

 

ブローチを紹介する平野昌子さん 
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編 集 雑 感 

 

 コロナ禍緊急事態宣言の延長が再び発令され速い収

束を望んでいる会員の皆様、海・陸の活動の中止が聞

かれストレスが募る毎日だと思います。 

「明けない夜はない‼」この言葉に期待を込めて、健康

管理には十分注意し今出来る生活を楽しみましょう。 

この様な中で無事 89 号を会員の皆様のお手元にお届

けする事が出来ました。ご協力有難うございました。 

754 小笠原末子 

             

広報からのお願い 

☆次号 90号の写真館のテーマは丑年にちなんで 

『ウミウシ』祭りです。題名・撮影日・撮影場所・コ

メント記入の上、一番大きな画素数で送って下さい。

多数の応募をお待ちしています。 

☆ツアーレポート(旅行記など)も募集しています。 

ダイビング以外の旅や趣味のレポートなど、いろいろ

なテーマでの投稿をお待ちします。 

宛先 sdckoho2012@hotmail.co.jp 

 コロナ禍もワクチン接種で海が間近になりまし

た。昨年買ったレギュレーターが早く使えといって

いす。テニスを励んで膝痛になり、森山良子の歌

「Ale Ale Ale」を聞き反省の日々です。 

881 井原義温 

 

 

                      

 

 

 

昨年はコロナ禍で釣り同好会の行事としての釣り

会は出来ませんでしたが、当日現地集合のできる方

での船釣りを 11月の太刀魚釣りに続き、和田さん

のアジ釣り希望で寒さ覚悟で 12月 12日に馴染みと

なった船橋の内木丸で東京内湾（アクアライン周

辺）のアジ釣りに香椎、SDCをやめたともちゃん、

和田、堺の４名で行ってきました。 

 釣果は香椎さんの市場ではあまり見られない

42cmの大アジ、竿頭は釣り歴２回目の SDCをやめ

たともちゃんで船頭の指導通りの釣り方で 30ｃｍ

前後の中アジ 32匹の大漁でした。和田さんは船頭

の指導を受けながらでも釣果が伸びず残念でした

が、持ち帰った魚は各自の料理自慢をラインでやり

取りしてまた楽しめました。当日は 12月の前半で

もあり寒さをあまり感じることなく釣りが出来たこ

とが幸いでした。 

 後日和田さんのリール点検で水深表示に 8ｍの誤

差が判明し、再挑戦の希望があり和田さんと二人で

12月 25日寒さ覚悟で内木丸に行ってきました。今

回は大(40cm前後)中(30cm前後)小(20cm前後)含め

て各自 30匹程の釣果があり,前回の和田さんの不漁

は腕ではなく道具によることが証明されました。 

下船後に竿頭の 40ｃｍを超えた大アジを 10匹以上

ゲットを見て、暖かくなったら大アジ釣り再挑戦に

燃えているころです。 

 今年もまだコロナ禍が続き同好会としての釣り会

は開催出来ないと思われますので、船橋に当日早朝

集合できる方は和田さんまで連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 コロナで暮れ、コロナで明けた年でしたが、新し

い芽が吹き、綺麗な花が咲き始めました。この会報

が届く頃は、桜が満開でしょうか？これからも季節

の変化を楽しみたいと思います。812 松尾幸代 

コロナ禍でライブ配信を時々見ます。ポチッとす

るだけで購入でき簡単ですが、家族の理解と協力が

必要です。皆で少しずつ譲り合い、日常を豊かに過

ごしたいものです。今年こそ総会で皆様とお会いで

きますよう願っています。   646 鈴木麗子 

前号（第 88 号）加藤謙さんの「2020 年ダイビ

ングの総括」P13 左側下から 2 行目「ダイビン

グという楽しみがあればこそ長きにわたり続け

られたものと思います。」との文章を謝って挿入

してしまいました。 

お詫びして訂正いたします。 

船橋港からの出港 
2020 年 12 月 12 日と 12 月 25 日 

レポート 725 堺 孝興 

編 集 雑 感 

 ワクチンの輸入量が確保できないようです。 

噂ではお金持ちが中国から闇で仕入れてるってホン

ト？打ったら中国語が出来るようになったりして、

怖いなー           847 橋本淳子 
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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 

会

員

公

認

企

画 

21
31

 

6.6～11 
多良間島 

6日間 

多良間ブルー・多良間の不思議・回遊魚の通り道。マン

タ級の巨大エイを見上げながら緩いドリフトに身を任せる

＊宮古島集合 ＊8ボートダイブ ＊朝夕食付  

12万 
306 宮本節子 

842 神﨑美治 

21
32

 

7.11～16 
徳之島 

6日間 

四季折々の顔を見せる徳之島の海。神様サンゴ、魚影の

濃い北海岸、内湾のマクロ、豪快な地形の西海岸、ウミガ

メだらけのビーチ等、 夕食絶品  ＊鹿児島空港集合  

＊初級者可 ＊8ボートダイブ ＊朝食付 

11万 
306 宮本節子 

842 神﨑美治 

21
33

 

10.5～9 
石垣島 

５日間 

＊コロナも落着く頃かな？ 2020 年 6 月のリベンジ 

＊石垣島集合(さうすポイント)  ＊航空券は各自手配 

＊初心者大歓迎 ＊１日２ボート(希望者は３ボート OK) 

＊前泊・後泊自由 

申込された方には詳しい内容をお知らせいたします。 

6万 

程度 

役員会主催 

668 川瀬和恵 

賛

助 

会

員

公

認

企

画 

S2
10

1 

01
 

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
10

2 

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
10

7 

5.25〜28 八丈島 

初夏の八丈島の海は ユウゼン玉にハンマーヘッド、 

ニタリと見どころいっぱいで特にナズマド！ ＊3泊 

＊6ダイブ ＊島までの交通費は自費 ＊1名から開催 

12万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
11

5 

6.1〜10.30 
伊豆半島・千葉 

平日日帰りダイブ 

南房総と伊豆半島すべてのダイビングポイントにお好き

な日程で 1 名から開催します。 

➀ 2 ビーチダイブ\ 25000    ② ボートダイブ\35000   

伊豆は熱海駅！ 千葉は館山駅！ リフレッシュやスキル

アップに！ ご自宅から海まで送迎あり (片道\4000) 

① 
2.5万 

 

② 
3.5万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
11

6 

6.3〜6.6 
慶良間 

渡名喜、粟国島 

粟国島、渡名喜島へトップシーズンに１DAY トリップ 

遠征、前日は慶良間で調整ダイブ、久々の方も、ぷちア

イランド金子がバッチリブランクを整えます。 

那覇ホテル 3 泊 ＊6ボートダイブ ＊那覇ホテル集合 

14万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

 

 

あなたの行きたいツアーを探そう！ 

公認 

推薦 

公認費用基本 

会員企画 

賛助会員企画 賛助会員が企画募集しツアーに同行、会員のみ参加 

会員が幹事となり、会員のみ参加 

幹事は旅行社の SDC担当者 賛助会員＋現地ショップ 
タイアップ企画 

飛行機代、燃油込、宿泊（2名 1室）、現地送迎込、その他は別途記載 

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

この色のセルは
新規掲載です 
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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
11

7 

6.6〜6.10 粟国島 

ベストシーズンの粟国島ステイダイブ！  ギンガメトルネ

ードは勿論、マグロ艦隊に巨大ＧＴ、ハンマーとオールス

ターの登場はワクワク！ 

＊7ボートダイブ ＊ホテル 4泊付 ＊那覇ホテル集合 

22万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
11

8 

6.24〜7.7 
小笠原諸島 

父島 母島 

梅雨明け毎日べた凪、ドっピーカン聟島列島へも全ての

ダイビングポイントへ行ける海況です。 

＊東京〜父島の 2等船代金 ＊14ダイブ 

＊父島 3泊母島ペンション 8泊付 

45万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
11

9 

7.2〜7.7 
小笠原諸島 

母島 

梅雨明けの小笠原は毎日ピーカン、べた凪、すべてのポ

イントに潜れる最高の海況、母島の海は手付かず感があ

り野生の匂いがプンプン素晴らしです。 

＊東京〜父島船代 ＊ペンション 3泊 ＊6 ダイブ 

22万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
12

0 7.12〜30 

8.23〜9.3 

9.27～10.2 

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。 

①＊宿 2泊 ＊送迎 ＊4ダイブ 

②＊宿 3泊 ＊送迎 ＊6ダイブ 

＊下田駅集合  ＊1名からお好きな日に開催します 

① 

8万 

 

② 

12万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
11

2 

8月上旬 

南九州秘境ツアー 

草垣群島 

薩摩硫黄島 

5日間 

手付かずのべた凪の海をチヤーター船で潜り倒す。 

湧き上がる魚の群れ！ 魚探で魚群を定め飛び込みます 

＊8ダイブ  ＊宿代金  ＊全食事付 

＊鹿児島空港集合  ＊飛行機代金は自費 

30万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
12

1 10.3〜8 

10.18〜23 

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 ＊8ダイブ ＊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 

推 
 
 
薦 
 
 
企 
 
 
画 

N
21

14
 

5.27発 

沖縄 

渡名喜島 

5日間 

JTA利用 ＊羽田発着 ＊9DV付 ＊出発日限定！！ 

渡名喜島＆慶良間遠征ダイビングツアー！ 

ハンマーヘッドシャーク、トラフザメ、グレーリーフシャー

ク、トンガリサカタザメ、ネムリブカなどワイドの宝庫と言わ

れるシーズン限定のエリア！！ 

13.2

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

N
21

15
 

7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
21

16
 

7月～ 

伊豆 

神子元 

2日間 

現地発着 1泊 2日プラン海遊社利用＊2DV（延泊可能） 

ハンマーヘッドシャークはもちろん、カンパチなどの大型

回遊魚が現れるダイナミックな海！！ 

2.68

万〜 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

N
21

17
 

7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 

N
21

18
 

7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 

25 



【海外ツアー】 

【陸上ツアー】 

前号（88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 

90号ツアー計画書の締め切りは 5 月 15 日です。            ダイビング計画担当   785島村正代  845 矢部善信 

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
21

19
 

 7月〜 
久米島 

4日間   

JAL or ANA利用 ＊羽田発着 ＊6ＤＶ付 

全長約 7キロに及ぶ真っ白な砂浜の楽園「はての浜」や

エメラルドに輝く海が目の前に広がる「イーフビーチ」など

驚くほどの絶景ポイントがある島。 

水中には美しいサンゴに囲まれたイキイキとした魚たちが

みんなをお出迎えしてくれます！ 

9.8

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

N
21

20
 

7月〜 
西表島 

4日間   

JAL or ANA利用 ＊羽田発着 ＊4ＤＶ付 

ビギナーからベテラン、年配の方やカメラ派とすべてのダ

イバーに人気があるエリア！！ ダイナミックなポイント 

”オガン”へも追加代金なしでご案内！！ 

カスミアジの群れやイソマグロなども狙うことができる中級

以上のダイブサイト！！ 

11.4

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

推 
 
 
薦 

 

企 

 

画 

N
21

21
 

7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！！  

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。 

27.8

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

N
21

22
 

7月～ 

ラパス 

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 ＊15DV 

＊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！！ 

38.8

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

N
21

23
 

7月～9月 

パラオスポート号 

マラパスクア 

クルーズ  

6日間 

「水深 200mから上がってくる夜明けのニタリを見よう！」 

日程：７.6-11  7.14-19  7.20-25  7.27-8.1  8.3-8 

8.10-15  8.17-22  8.24-29  8.31-9.5 ＊成田、大阪、

中部発着 ＊11ダイブ  ＊全食付 ＊SDC 割￥5，000 

22.5

万～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

N
21

24
 

7月～10月 

ベトナムダイブ＆

観光ツアー 

 5日間 

フリープラン 

ニャチャンダイブとベトナムを豪快に遊ぶ、異国情緒満点

のホーチミン,ダナン,ホイアンツアー！ 

＊成田、中部、関西、福岡発着 ＊2～3 ﾀﾞｲﾌﾞ 

＊ホテル朝付 ＊観光/ガイド付 ＊保険加入必須 

22.5

万～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

N
21

25
 

8.2 ～ 10.31

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（要問合わせ） 

18万

～ 

トラベルネット

サービス    

S58 森下亮一 

N
21

26
 

9月～10月 

パラオスポート号 

マラパスクア 

クルーズ  

6日間 

「ニタリのシーズン到来！頭上を回遊する感動体験！」 

日程：9.７-12  9.15-20  9.21-26  9.28-10.3  10.6-11 

10.12-17  10.19-24  10.26-3１  ＊成田、大阪、中部 

発着 ＊11ダイブ ＊全食付 ＊SDC 割￥5，000 

22.5

万～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

推
薦
企
画 

N
21

27
 7月～10月 

1泊 2日～ 
毎日発 OK! 

南九州エリア 

願いが叶う、金運

パワースポット 

ツアー 

レンタカーで巡る 1300年以上の歴史を持つ神社、 

仏閣、名所名跡、滝探訪、パワースポットツアー！ 

＊日本全国発着 OK  ＊レンタカー（保険加入済） 
＊ホテル泊（朝・夕）  ＊（旅行日数；何日でも OK） 

3.65

万～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

26 



  

 

 

●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 
☆HAVE A NICE DIVING! 感染が落ち着き国内外のダイ
ブツアーにいける日がきたらどんなにハッピィーな事
でしょう！海外旅行販売中止期間にピッタリの国内ダ
イビングツアーをご提案！☆鹿児島★奄美大島☆屋久
島★西表島☆与那国島★小笠原へダイバー仲間を誘っ
てリフレッシュの旅に出かけましょう！ 
ＳＤＣ担当：西元 
〒162-0053 東京都新宿区神楽坂 2-12-1-805  
℡：03-6276-0550 
e-mail: divecruise@sporttours.co.jp。 
 
 ぷちアイランド                      S15 

https://petit-island.wixsite.com/petit 
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  
〒105-0012 東京都港区芝大門 2 丁目 1-19 

協栄ビル 3F 
 

℡：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 
日本唯一のスクーバ-ダイビング専門誌として水中写
真やダイビングスキル、事故を起こさないための安全
ダイビング情報を中心に紹介。SDC 連載も大好評です！ 
2021 年 4 月 2 日（金）～4 日（日）のマリンダイビン
グフェア 2021 情報は、誌面および公式サイトで！ 
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 

℡：03-6712-6957 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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806 菊地三男 「湯布院の魚」 

撮影地大分県 由布院 金鱗湖  撮影日 2018年11月 

湯布院金鱗湖の水路から大湯が流れて来る所に群れていた魚の群れ 

水深 40ｃｍ位。陸から一脚の先に4kアクションカメラで撮影。 

172 島尾愛子 

杏の木に集まって餌が撒かれるのを待ってい

ます。 

リビングルームの窓越しに小鳥たちを見るの

が最近の楽しみです 

 

468 通山多恵子 

「密接・密集」  

撮影日：2016年 6月28日  

撮影地：フィリピン・ 

アニラオ 

カメラ：SONY DSC HX9V 

キンギョハナダイのメス

の群れ。こんな「密接・密

集」は初見♪ 

ナニコレ？と言いつつ 

パチリ♪ 

 

812 松尾幸代  

2018年 6月  

撮影地 ボツワナ チョベ国立公園 

新たな草場を求めて移動する象の 

ファミリーの群れ。 

大人象の背中が隠れるほどの水深の

川を真ん中の子象を前後の象が護り

ながら渡っていく。 

象たちが無事に川を渡り終え時は、み

んなが思わず大拍手!! ”自然界の

厳しさ”を垣間見た瞬間。 

 



 

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：2021年 12月 12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 2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。 

＊詳細は 306宮本節子まで 

 

S
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イーストギャラリー会場案内図 

SDC の紹介と入会のご案内  
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2021 年総会・懇親会 

日時：2021 年 6 月 5 日（土）12:00～16:30 

   例年 6月第 1日曜日開催ですが、 

   今回は会場の都合で第 1土曜日です。 

 

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。 
2021 年度総会を下記内容で予定していますが、コロナ感染の状況を見て最終判断を致します。 

変更になる場合は、追ってお知らせいたします。 
会場案内図 

 

 


