
 

ファンダイビングマガジン 
 C

S 

S D

S 

2021 ７ №90 

日本シニアダイバーズクラブ 

ＳＤＣ Japan 

http://sdcj.cside5.com/ 



2021 7 July №90 
 

 

 

 

 1 2020年度の報告、2021年度の方針・役員 市川雅紀 

 2 新旧役員挨拶 役員 

 4 総会出欠はがきより近況報告 会員 

 6 コロナ禍における公認ツアーのマニュアル 役員会 

国内ツアーレポート  

 7 伊豆海洋公園 市川雅紀 

 8 4月の柏島 林 保男  

 9 マクロで楽しむ千葉勝山 菊地三男 

 10 三陸の海から 若佐 勢 

 12 4月の西表島 林 保男  

 14 春の大瀬崎 林 保男 

個人レポート  

 15 海釣り一人参加しました 和田美代子 

 15 続・デジタルシニア考 大隅楠夫 

 16 コロナ禍の１年と変なポリシー 道上 勲 

 17 海洋プラスチック問題を考えましょう 山本 徹 

 20 マリンダイビングフェア 2021 市川雅紀／小笠原末子 

 26 レギュレーターのマウスピース 和田美代子 

セーフティーダイビング  

 6 ワクチン接種後のダイビングについて 市川雅紀 

 22 プチ漂流の体験から考えたこと 市川雅紀 

 23 海の中で「呼吸困難」になった話 松尾幸代 

同好会だより  

 19 恒例 屋形船で桜を愛でる 加藤隆司 

 21 水中映像を楽しむ会 Zoom例会 大隅楠夫 

インフォメーション  

 24 あなたの行きたいツアーを探そう ダイビング計画 

賛助会員コーナー  

 13 伊豆半島・雲見への誘い 糸井泰久 

 18 アズール TV配信中 杉田 優 

 27 賛助会通信 賛助会員 

掲示板 その他  

 29 広報からのお願い 広報 

 29 編集雑感 広報 

写真館  

 30 写真館「ウミウシ」祭り 高田和男/平野昌子他    

表紙  

 1 コンシボリガイ 通山多恵子 

 2 コンテンツ 広報 

 3 写真館 「ウミウシ」祭り 島尾愛子他 

 4 主要行事のご案内  

 

表紙に寄せて 

468 通山多恵子 

 

「 レアもの 」 

レアな・・・         

「コンシボリガイ」が、 

ペアで居たなんて！！  

奇跡の出会いでした ！ 

いつものリロアンの、      

いつものポイントで、        

わくわく、パチリ！     
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 今年度こそはと予定されていました総会ですが、

緊急事態宣言延期の為に中止になり、今年もやむな

く書面決議となりました。この号が出る頃には結果

が出ていますが、これを書いている時点（5月末）

ではまだ開催されていませんので、予定として掲載

させていただきます。 

 

総会挨拶 

 いつ収まるか知れない新型コロナウィルスの為

に、昨年度予定されていました事業につきまして

は、やむなく多くの活動が中止され、大変申し訳な

く思っております。そのような中では有りました

が、多くの個人ツアーが実施されました。 

また、会報も予定通りの4回が発行されました。 

更に、コロナ禍での安全潜水として、「コロナ禍で

の公認ツアーの新基準」を設定いたしました。 

 会員数についてですが、退会者に比べ、新規入会

者が殆どいらっしゃらない状況の為、大幅な会員数

減となってしまいましたが、今後は回復に努める所

存でおります。 

活動報告 

1．2020年度 

1)活動報告(会報に報告されたもの) 

①ダイビング活動：個人グループツアー32が会報 

で報告された。例年より個人ツアーが多かったの 

はGotoトラベルのおかげと思われる。 

②地区懇親会、関西懇親会は中止された。 

③同好会：アウトドアを楽しむ会、ミュージック 

サロン、水中映像を楽しむ会（主に zoom）、海釣 

り同好会、あるこう会の活動が報告されている。 

④広報活動：マリンダイビング誌への連載、ダイ 

ビングサイト・オーシャナにて紹介された。 

⑤zoom雑談室：昨年5月26日より43回開催 

された。 

2)会計報告（詳細別紙参照） 

 

２．2021年度 

１)活動方針および予算 

 会長より活動方針が提案され、その実行の為の予 

 算案が会計より提案された。 

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の構築（外部委託） 

③ 会員相互の連絡としてサイボウズの利用 

④ 安全ダイビング 

⑤ 対外活動とボランティア活動 

⑥ ＳＤＣウインドブレーカーの利用促進 

2) 新役員の推薦 

 

 以上「2020年度活動報告」「2021年度活動方針」

が承認された。 

会員及び役員皆様の並々ならぬお力により、書面決

議ではありますが無事に開催できました事を感謝い

たします。 

 

 2021年度予定役員 

2021年度役員として推薦いたします。 

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  898 佐野 裕之（新任） 

総 務  893 山本  徹 

      823 高橋 佐知子（新任） 

広 報  646  鈴木 麗子 

       812  松尾 幸代 

  840 瀧澤  操 （新任） 

  869 渡辺 泰介（新任） 

      306 宮本 節子（関西・兼任） 

H P     380 舩坂  健  

      893 山本  徹 （兼任） 

会 計   741 小幡 美枝 

ダイビング計画 845  矢部 善信 

    847 橋本 淳子（移動） 

関西地区担当 306 宮本 節子（兼任） 

会計監査  562 加藤 隆司 

 

[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 池田 孝雄 

  832 藤井 則芳 

  842  神﨑 美治 

  886 有井 保彦（新任） 

2021年 SDC総会報告 

838 会長 市川雅紀 
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総務 823 高橋佐知子 

SDCでお世話になりはや6

年。なのに、昨年4月に仕事を

辞めるまでは年に2回ダイビン

グツアーに行けるのがやっと

で、役員に・・・と、お誘いい

ただいても「申し訳ございませ

ん」でした。SDCの中でも海

にご一緒していただいた方はほ

んの少しです。懇親会等には楽しく参加させて頂い

ているし、なんせ172ｃｍの背の高さ、目立っては

いるのでしょうか。そんな私が、今回、総務の役員

を承る事になりました。 

PCのスキル不足をはじめ、解らない、出来な

い、事だらけ、おまけに頭、体の老化を日々感じて

いる今日この頃ですが、頼りになる！総務の先輩の

山本さんはじめ、優しい！！先輩役員の方々に教え

ていただきながら少しずつ覚えて、お役に立てる事

があればと思っています。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局 898 佐野裕之 

この度、事務局の職に任命さ

れました。30代の頃にダイビン

グを始め、細く長く続けて来ら

れましたが、SDCには入会して

まだ2年足らずの若輩者です。

慣れるまでには皆様にご迷惑を

おかけすることもあるかと思い

ますが、一日も早く戦力となれるように、精一杯努

めさせていただきます。 

新型ウィルスの影響で、人々の生活、とりわけダ

イビング事情は様々な制約を受けて、大きく変わっ

てしまいました。 

元のように戻るにはまだしばらく時間を要するで

しょうが、必ず新たなスタイルを確立できるはずで

す。現会員の方、並びにこれから入会する方々が、

ダイビングや同好会活動を楽しく共有できるよう、

非力ながらお手伝いをさせて頂きます。よろしくお

願いいたします。 

 

 

 

広報 869 渡辺泰介 

この度広報役員になりまし

た渡辺です。いつも楽しく読

ませて頂いておりますが、ま

さかその会報作りに携わるこ

とになろうとは思ってもいま

せんでした。各地で緊急事態

宣言が出されているこの状況下での会報作りは大変

なことと想像しますが、そのお手伝いも自分にとっ

ては楽しいこととなるよう活動したいと思います。

皆さま宜しくお願いします。 

 

広報 840 瀧澤 操 

海なし県で生まれ、海に憧

れ、海を恐れていた人間が、

ひょんなことからダイビング

を始めて 32年！ 

SDCに入って 5年…。釣り

とサンゴの植え付けくらいし

か活動していませんが、少し

でも広報活動のお役に立つことができたらと、思っ

ています。よろしくお願いします。   

 

 

 

広報 754 小笠原末子 

広報役員を担当させて頂き 2

年がたちました。 

役員をお引き受けしたからには

微力でも頑張ろうという気持ち

で取り組みましたが、途中から

新型コロナウイルス感染が流行

し緊急事態宣言により不要不急の外出自粛。すべて

に不安が募るばかりでした。この様な状況下でもリ

モート役員会、ラインビデオ編集会議等を通じて、

PC画面での作業を教えてもらったり普段では経験

出来ないやり方で編集作業に携わってきた 2年間で

した。嬉しかった事は広報担当者をはじめ、役員の

方々よりアドバイスを頂ける恵まれた環境の元で皆

さんに助けられて編集長をやり切る事が出来、会報

誌を会員の皆様にお届け出来た時です。 

年 4回の会報誌を発刊出来るのも会員の皆様に貴

重な投稿を頂き、ご理解があってこその会報誌であ

る事を広報担当になって、つくづく実感しました。

同時に自分自身の成長もさせて頂きました。 

今後とも沢山のご投稿宜しくお願いします。 

新任役員挨拶 

 

退任役員挨拶 
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今はまだコロナ禍以前のSDC活動には戻ってい

ませんが一日も早くコロナ禍が終息し、安心してい

つもの様に仲間と共にダイビングや同好会、地区懇

親会が楽しめる日が来ることを願っております。 

 

 

ダイビング計画 785 島村正代 

SDCに入会して多くの方

のお世話になり恩返しのつも

りでお引き受けした役員でし

たが、当初はとまどい、ご迷

惑をおかけしたと思います。 

任期中にコロナ禍となり、担

当するツアー企画をお願いし

ても催行は難しい状況が続きました。それでも一日

も早くダイビングを楽しめる日がくることを願い、

希望を持ってツアー企画を作成していただいた会員

の方々、賛助会員の皆様のご協力で掲載を続けるこ

とができたことを改めて感謝申し上げます。 

役員となり大変貴重な経験をさせていただき、無

事に任期終了できましたのは役員はじめ、会員、賛

助会員の皆様のお力添えのお陰だと思っています。 

本当にありがとうございました。 

 

 

事務局 830 高田和男 

海外のダイビングへ頻繁に

行くきっかけは、SDC への入

会でした。ダイビングを通じて

自身の新しい可能性に気づい

たことは、誠に愉快で痛快な出

来事でした。 

 事務局を引き受けた理由は、単純に SDC に何か

役に立ちたいと考えたからです。業務を遂行する時

に、「正しい事務局」にこだわると、些細な誤解から

深刻な軋轢が生じてしまうのを何度も経験しました。

役員は無償の奉仕ですから、役員の言動に対して一

定の敬意を払い、寛容の精神で受け止めることも必

要ではないでしょうか。これは、役員同士でも当て

はまると思います。 

 任期を終えた今は、所期の目的の SDC への貢献

が本当にできたのか心許ないですが、4 年間の重荷

を下ろすことができて開放感を感じています。今後

は海外でのダイビングを夢見ながら、日々体力維持

に努めます。 SDCの益々の発展を祈って、退任の

挨拶とします。 

総務 865 篠田和枝 

私はパソコンが出来ません！ 

SDCに入ってダイビング仲間

がたくさんでき、その他にも楽

しいイベントがたくさんあって 

浮かれに浮かれていた私が間違

って総務という役員になってし

まいました。なってしまってからが大変。サイボウ

ズの見方も分からない私、どうにもならなくてベソ

をかいている時に市川会長はパソコン教室を開き 

サイボウズを一から教えてくださいました。事務局

高田さんは印刷もスムーズにできない私の代わりに

印刷してくださいました。そして船山副会長は、私

のパソコンのできなさに驚愕しながらも 新年会総

務のほとんどの「仕事を手伝って～」というよりや

って下さいました。総務という仕事をこなしてこら

れたのは 役員の仕事の枠を超えて手助けをして下

さったこの方々のお陰です。 

SDCに入って素晴らしい友とも出会い、優しい

仲間とも会えて、私は本当に幸せで感謝の気持ちで

いっぱいです。そしてとても良い経験でした。 

会員の皆様、役員の皆様、本当にありがとうござい

ました。 

 

 

広報 881 井原義温 

駆け出しのSDC新入会員

でしたが、関西地区会長の方

から、広報の関西担当を言わ

れ新人の務めと思い気軽に引

き受けました。 

ツアーレポートの決まり事な

ど手ほどきを受けながら、まとめるのに悪戦苦闘を

し、毎回写真の掲載位置など指導を受けたのを懐か

しく思い出されます。 

任期の後半はコロナの影響でツアーも激減して、私

の仕事も減りましたが、本部の広報の方々は原稿集

めや特集記事など編集にご苦心されておられまし

た。しかし届けられたマガジンは本当に見事でし

た。携わった広報女性の皆さんの連携や熱意にあら

ためて感心した次第です。 

もともとSDCに加入したキッカケは、セブ島の

ダイブショップでこのマガジンを拝読したことでし

た。丁度その時に居合わせた会員の方の勧めもあっ

て入会させていただきました。 

今後もダイビング大好きの皆さんのレポートは読

者をイキイキワクワクさせ、多くの新会員を集める

ものと思います。有難うございました。 ☆広報の橋本淳子はダイビング計画に移動します 
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皆さんの近況報告 

返信ハガキの一言 

コロナのため、なかなか海外へは行けませんが、

昨年は数十年ぶりに伊豆七島へ行って、その良さ

を再発見！しました。      久保ゴーマンめぐみ 

昨年迄は細々と年に 1回程度のダイビングを続け

ておりましたが、コロナの拡大、変異株の拡大等を

考えて、今年はダイビングを断念。ワクチン接種され

たら再開を考えたいと思っています。 狩野幸繁 

                        

 

ご挨拶もまだしておりません。コロナ禍で用心

して全くダイビングはしておらず、２年前のスミ

ランが最後です。大阪の大学生の息子は年２

回ほど今も沖縄で潜っているようですので早く

私も行きたいと思っています。伊豆、小笠原、

神子元など興味あります。     谷口 正幸 

 

戸外でのウォーキング、山登りを楽しんでいます。

一人登りからスタートして最近は SDCの方とも山

登りを楽しんでいます。        栗本 はるみ 

 

 

週に３～４日プールで 30分歩いています。    

西谷 サヨ 

 

丘に上がったカッパ同然、なすすべもなく休眠中。

早くコロナがおさまるのを祈るばかり！！全くイヤ

ニナッチャウナー。             河合 貞夫 

 

 

まさか今年までコロナ禍が続くとは！いつにな

ったら収束するのでしょうか？２０１９年 １２月

潜り納めをしてから まだ「潜り初め」が出来ま

せん。今年は？来年は？      高木 元子 

 

 ひたすらジッとしています。  太田 允康 

 

 コロナの為に行動が制限されますが、友達は畑の

物を、私はジャム＆佃煮を作り、物々交換をした

り、楽しく過して居ります。一日でも早くコロナが終

わり、海に戻れます様に！！      平野 昌子 

 

 体調良好ですが静かにすごしています。早くコロナ

が終わらないと寿命がつきるよーん。今村 孝 

 

 

春スキーを楽しんでいます。   小元 佳代子 

 

 

体調よく元気にすごしています。運動不足になら

ないように毎日散歩にはげみビールをおいしくい

ただいています。            三輪 勝廣 

 

 

新型コロナの収束待ち、ダイビングは全面休止

で巣ごもり中です。早く海外ツアー実施したいで

す。                    石岡 弘至 

 

 

誌面の都合で若干の手直しをさせて頂きました 

コロナ渦でも普段通りランチ外食、週１回の太極

拳、日々の散歩を過している盛岡です。過密の

東京周辺の方々を案じております。 白松 礼子 

             

 

コロナ禍でどこにも行けずダイビングの禁断症状

がでています。早く SDCの仲間達とダイビングに

行ける事を祈ってます。         阿久津省一                  

 

フルタイムで働いております。総会、楽しみに

していましたが、欠席です。みなさんとお会い

したいです。ダイビングにも行けず残念なこと

ばかりです。こんなことになるとは、想定外で

す。                 武田 美砂子 

           

 

 

毎日新型コロナの感染状況の報道で自粛・自粛

のお陰で我慢の連続です。一日でも早く落着い

て海へ大手を振って行ける日を楽しみにして、体

力の増強に心がけています。     森川正明 

 

お知らせ 

ブリジストンのチタン・スウィングヘッド

のレギュ・BC付きを使っていただける

方ご連絡下さい。     斉藤 靖子 
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ダイビングは 70才までと決めておりましたのに、いま

だにしぶとく潜っております。体調、海況と相談しなが

ら楽しく遊んでおりますが先行き長くないので（笑）コ

ロナ休暇は時間がもったいない。海の向こうまで出

かけたいですね。                豊田映子 

ソーシャルディスタンスを取れるテニスと散歩以外は

引きこもり。お陰でビデオ映像の整理が進みます。                

大隅楠夫        

コロナ感染でもう一年以上も潜ってない。早くダイ 

ビィングに海へ行きたい。   川上秋子 

                  

 

一昨年の 10月にマクタンで潜ってから 1年半程潜っ

ていません。コロナ騒ぎと高齢の為もうだめーかと思

いながらも毎日 1500m（40分程）泳いでいます。コロ

ナが終わったら考えます。           大類弘子 

私の最近の行動範囲は、近くの公園までです。そ

こで梅や桜を鑑賞して、心をなぐさめています。ワ

クチン接種が待ち遠しいのですが静岡市ではほと

んど進んでいません。医療従事者でも数％です。                         

島尾愛子 

 

毎日ジム通い。時々近くのせせらぎ公園（川崎市）に

散歩、季節折々の景色が楽しめます、小川にはカモ

が、もうすぐ子ガモ連れてヨチヨチかしら。ここにはコ

ロナを忘れさせてくれる花達がいっぱいです。  

                 佐竹綾子 

ダイビングはごぶさたですが、気をつけながらスキ

ー、トレッキングは続けています。    清原れい子 

孫の就職祝いと齢（よわい）八十の祝を兼ねて、どこ

か南方へと計画していたが、この状況で約束が反故と

なりしょんぼりしています。           上田満彦 

区民農園と屋上プランター畑で毎日植物の生育を

楽しみにしています。ダイビングは勿論、旅行にも

行けません。                 海老原新 

２０２０年１月以来潜れてません。ブランクダイバー

になってしまいました。夏ころには、ダイビングに行

きたいと思っているのですが、増々状況↓、ワクチ

ンに期待しています。           阿部千衣子 

 

当地名古屋も満防が出され、先の見えない日々で

す。ダイビングも昨年３月を最後に行けておらず、

せめて体力維持にとジム通いです。今年も沖縄ど

まりですかね。フィリピンがなつかしく感じます。                                    

平山哲明 

ドローンをはじめ、水中での４K撮影機材など何で

も新しいものに取り組む「新し物好き」ですが、時

代の先端を行く「ZOOM」に参加する意欲だけは、

パソコン画面に己の年老いた姿を眺めるのがつら

く、勘弁願いたく、度々お誘い頂きながら参加出来

ず恐縮する昨今です。           今枝淳平 

 

介護４年目となった猫は２２回も手術をしながら、

その度に復活し元気です！遠出はできませんが、

せめて皆様とお会いして楽しい時間が過ごせる日

が早く来るように願っています。    清水啓子 

                 

感染に気をつけてマスクを手放せない生活をして

います。そんな中ですが 4月 9日から 3日間奄美

にダイビングに行ってきました。まだ水温は 21,2°

位でドライスーツに慣れていないので潜行、浮上

に苦労しました。             高山ゆう子 

昨年はコロナのすき間をつき？行きたかった柏島と

奄美大島に行ってきました。SDCの人とはまだ一緒

に潜ったことがなく・・・・。今年はそういう機会がない

場合、一匹狼に戻ろうかと考えています。誰か誘って

ください。場所問わず考えます。      渡邊 善江 

80才までダイビングが出来たらと思っていましたが、それ

はクリアしたのですが、こんな状態の中でもうすこし、ダイ

ビング出来たらという気持ちがあります。 小澤 ユリ子 
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皆様、大切な次の事を御存知でしょうか？ 

7月にもなると皆様のワクチン接種も進んでいるこ

とと存じますが、ワクチン接種後のダイビング活動

には制限が有ります。 

ワクチン接種後のダイビングは 1週間控えるよう

に、もしも副反応が有った場合（過重体重・慢性代

謝性疾患等の有る場合も）には 2週間控えるように

と、DAN JAPANより勧告されています。 

 

 これを受けて会員諸氏におかれましては、 

1回目の接種後は 1週間、2回目の接種後は 2週間

この間のツアーの予定は控えていただきたくお願い

致します。 

 

詳しくはDAN JAPANホームページをご覧くだ

さい。 

https://www.danjapan.gr.jp/ 

「新型コロナウィルス関連記事」 

https://www.danjapan.gr.jp/blog/covid-19

「COVID-19ワクチン接種後のダイビング：ガイ

ドライン」 

https://www.danjapan.gr.jp/blog/diving-after-your-

covid-19-vaccination_guidelines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で自由に海外に行けなくなって 1 年以上

が経過します。また、国内も緊急事態宣言で移動を制

限されるという事態が続き、なかなかツアーも難しい

状態が続いていますが、今後、公認ツアーを企画・実

施するにあたり、下記のようにコロナ禍における公認

ツアーのマニュアルを作成致しました。 

 

 

＜コロナ禍における公認ツアーのマニュアル＞ 

 

⚫ 手洗い・マスク着用・換気&三密回避・検温の  

実施 

⚫ 密を避けるため少人数の参加とする  あああ

あああ(原則として 6～8名程度) 

⚫ 宿泊の部屋は基本シングルとする 

⚫ 休憩時間等はソーシャルディスタンスを保つ 

⚫ ダイビングサービスの感染対策の対応をチェッ

ク、その対応に従う 

⚫ 参加者が集まっての夜の会食時は大声を慎む 

⚫ ツアー幹事の提示したルールに従う 

 

公認ツアーを企画していただける幹事様が少ない

昨今ですが、上記7点を、ツアー幹事様は遵守してい

ただき、皆様によりよきダイビング計画を立てて実施

して下さることをお願い致します。 

また、公認ツアーご参加の皆様も上記を遵守し、ご協

力いただき感染防止に努め、安全で楽しいダイビング

を心がけて下さい。 

              会長 市川雅紀 

              ＳＤＣ役員会 

 

コロナ禍における 

公認ツアーのマニュアル 

マスク 手洗

い 

検温 

ソーシャルディスタンス 
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重要：ワクチン接種後の 

  ダイビングについて 

 
 838市川雅紀 

 

＊クラブ運営に関して問合せ、相談等ありまし

たら担当役員までご連絡下さい。  

   

事務局   会員の入退会手続き、名簿管理 

 総 務   新年会・総会・懇親会 

 広 報   会報   

 H P       HP 

会 計   会費 

 ダイビング計画 ダイビングツアー・安全潜水 

関西地区担当  関西地区に関すること  

        会長 市川雅紀  ＳＤＣ役員会 

 

              ＳＤＣ役員会 

https://www.danjapan.gr.jp/
https://www.danjapan.gr.jp/blog/diving-after-your-covid-19-vaccination_guidelines
https://www.danjapan.gr.jp/blog/diving-after-your-covid-19-vaccination_guidelines


 

 

 

 

 

 

 コロナによる移動制限で 4か月ぶりのダイビング

となりましたが、2月 10日伊豆海洋公園(IOP)で潜

ってきました。冬の伊豆は透明度が高いので様々な

生物を見ることができました。 

地球温暖化により冬でも黒潮が伊豆半島沿岸を流れ

るようになったため南洋の魚が伊豆に居着くように

なったそうで、ガイドさんが従来は IOPで見ること

のできなかった魚を次々と見つけて楽しませてくれ

ました。 

 久々の運動でふくらはぎがピクピク、心地よい疲

労感を味わいながら休憩所の隣にある温浴槽につか

って見上げれば、晴れ渡った青空と早咲きの桜が満

開、そして青い海・海・海・・・、あああ幸せっ。 

 昨年は参加を予定していた海外・沖縄ツアーは全

部中止となり残念でしたが近場のポイントもいいで

すね。 

 水温 16.4度、ドライスーツにサーマルのインナ

ーでホッカイロなしでも寒さは感じません。さらに

フードなしで潜れば普段ぼんやりしている頭が冴え

て性能アップ。 

 1本目はカケアガリ、2本目は一の根。IOPの良

さを再認識した 1日でした。 

            870 板倉 節男 

 

 朝 8:30にダイビン

グショップ「NASO」

さんに集合。 

今回は家が近い板倉

さんとの二人。 

朝早いのが苦手な私

は OYOホテル川奈ア

イランドに前泊、広

めの和室（トイレ付

き・お風呂は大浴

場？貸し切り制）で

3900円。 

川奈駅から徒歩 10分程で利用価値有りですが、急

な坂と階段が有るのでのこの価格ですね。 

 かなり久々の冬の伊豆ですが、私は 3ミリのウェ

ットスーツです。しか持ってないのです。 

でも、防寒対策として、＋3ミリインナー＋ダイビ

ング用バブ＋ヒートベスト。寒さには強い方です

が。 

 1本目 43分 水温 15-16度  

暖かいとは言いませんが、なんとか楽しみました。 

上がってから直ぐにお湯を被って温水に入り、ウェ

ットを脱いで乾いた水着に着替えます。 

太陽が気持ち良いです。 

昼食に熱々麺を食べて 1時間ほどで 2本目へ。 

 2本目 44分 水温 15-16（ダイコンには 14も記

録） 

私は魚に詳しくないのですが、ガイドの柳田さんが

我々にも見えるローガンズ向けの美しくてレアな魚

を見せてくれました。 

セナキルリスズメがここにいるなんて！温暖化の為

でしょうか。それでも今回は有り難く見させていた

だきました。 

ヨスジフエダイも沖縄では普通にいて注目されませ

んが、ここでは超レア種です。 

アカハチハゼは頭が黄色くて頬に横一文字。 

送り出しの浅場なので光に美しく輝きます。 

何故アカと言うのか調べてみたら、死後頭が赤くな

るらしいです。 

 ダイビングの大先輩である須賀次郎先生（86）

は、「我々にとってダイビングは生き方で有り不要

不急ではないのだ」との力強いお言葉も有り、緊急

事態宣言下でしたが、今年初のダイビングをしてき

ました。           838 市川 雅紀 

            （写真提供 ＮＡＳＯ） 

 伊豆海洋公園 
  久しぶりのダイビング 

2021 年 02 月 10 日 

   幹事 838 市川雅紀 レポート 870 板倉節男 838 市川雅紀 

 

この原稿は 2 月(89 号)に投稿されたものです 

 ７ 



 

 

 

 

 

 

ここから書き始め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月の柏島  
  

2021 年 4 月 11 日～13 日 

        レポート 687 林保男 

 

全く現れず3日目、ガイド2人がかりで探しま 

くりやっと現れたゴールデンイールモレイ。 

 

動画の撮影後、画像から鮮やかな色に気が付いた

体長10mm程のホヤカクレエビ。 

普段から器材を車に積みっぱなしの為、近場のダイビングではカメラを積んだら即出動。柏島まで 

820km。ナビの予想だと 10時間 30分。しかし休憩しつつ安全運転で行ったので 12時間ほど掛かって

しまったけれど、事前にゲストの予約 0を確認。狙い通り桃源郷を満喫できました。 

ハナオトメウミウシの名前通り岩の上をヒラリ 

ヒラリと優雅に移動していました。  

 

 

サガミツノメエビは大瀬崎でも撮影はしまし

たが柏島の方が綺麗で可愛い。画像は最初食事

中だったところを撮影していたら取られると

思ったのかエサを持って移動していくところ。

食事中失礼しました。 

 

めっちゃ可愛い、めっちゃ綺麗、めっちゃ小 

さいシラタマウミコチョウ。老眼泣かせ。 
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ボートで 5 分から 10 分ぐらいの小さな島がポ

イント。 この島周りが生き物の宝庫。  

風によってポイントが変わるが生き物がそれぞ

れのポイントで違うのでとっても楽しい。 

撮影地は、 千葉勝山  

かっちゃまダイビングサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

マクロで楽しむ千葉勝山  
  

2021 年 3 月 3 日 

            レポート 806 菊地三男 

999   

ここの海は何でこんなところにこの生き物と

驚く事多い。 ウミウシの種類が多いのでウ

ミウシ好きには最高だ。 

 

名前は図鑑から調べましたが間違ってい

るかもしれません 

 

チビの  

ピカチュウ 1.5㎝位 

 

イロカエルアンコウ幼魚 イロカエルアンコウ黄色 

幼魚 1 センチぐらいで 

めちゃ可愛い、 

オオモンカエルアンコウ

幼魚、 

ツリフネキヌヅツミ（ウミウサギ科） 

ハナミドリガイ コモンウミウシ 

ハナタツ 

2.5㎝位 

ベニカエルアンコウ幼魚、 
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ダンゴウオ 

 

 

 

 

2017 年秋から三陸の海に毎月の様に通うように

なった。家から車で1時間半弱。こんなに近くで潜

れるところがあると知り、しかも子供の頃毎年泳ぎ

に行っていた海でもあったと思い出し、嬉しくなっ

たのを覚えている。その頃は海外の南の海に行くこ

とがほとんどだったが、いずれ岩手から海外へ出か

けるのは気力・体力的に難しくなるのでは、と思っ

ていたからだ。ここにきて図らずもコロナ禍のため

海外はおろか県外との往来もままならなくなるご時

勢になるとは・・・。 

そして今、相変わらずのペースで三陸の海を楽し

んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ショップは大船渡越喜来甫嶺にある 

<みちのくダイビング Rias>。主に浪板ビーチや

近辺の海で潜っている。一泊二日か冬場は二泊三日

の日程で。水温は７〜9月で20℃くらい。冬は水温

５℃前後(今年は７℃。下がらず心配)で時に気温は

氷点下ということもある。基本ドライスーツ着用。

ウェイト１０㎏つけてのビーチダイビングは正直と

てもきつい。最初は歩けなかった。どこの海より過

酷だとぼやいてしまった。それなのに、そんなにし

てまで潜るのは海の季節を感じられることを知った

からだ。色々な海での一期一会の醍醐味もあるが、

時間軸が加わると海はまた面白さが別物になってく

る。 

 

。 

 

 

 

（出産後） 

抱卵:グジメ。アイナメ   。

クジメの目が出た卵 

 

三陸といえば「３・１１」を避けて通れない。今年は

震災から１０年目ということでショップオーナーの

クマさん（佐藤寛志さん）にも色々取材が入った。

その中の一つについて行き、私は今回水底に残され

ている乗用車を初めて見た。震災直後に釜石の陸の

瓦礫撤去のボランティアに参加した時のすさまじい

様子を思い出した。私がダイビングを始めたのは

2011年の秋だから震災の後。当時は海の中のことな

ど考え及ばなかった。     

水底に残されていた乗用車 

しかし海中も陸と同じだったのだ。クマさんと

漁師さんで始めた我を忘れての瓦礫撤去作業。海

の回復を目指す中で築かれていった信頼関係。こ

のお蔭で時に漁師さんの船に乗せてもらい作業の

様子を見たり、養殖しているホヤ・ホタテ・カキ

などの姿を間近に見たりできる。 海藻を食べる

ウニを駆除してウニご飯を炊いて食べたり、

異常繁殖した貝を採りみそ汁のみにしたり

と、環境保全をしながら海の恵みに出会う

 三陸の海から 
 循環の中で 

2020年６月〜2021年 5月 

       レポート 758 若佐 勢 
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缶の上で 

フサギンポと一緒に 

生まれたばかり。コンブの上にいる。  

ゴマ粒くらい。  



アマモ畑（クダヤガラの群れ) 

クダヤガラの群れ) 

ことも。生産現場の活気と大変さを知る機会が得ら

れるのも魅力の一つだ。 

 

船の写真、 

 

 

 

 

 

 

漁師さんの船で 30分外洋 

ここには秋になると鮭が遡上する川があり山里海

をつないでいる景色を一望できる環境がある。 

近年、私は里山ならぬ「里海」という言葉を知った。

時に、礒焼けした海でウニの駆除や他への移植、 

コンブやワカメの種の入ったスポアバックの設置な

ど、藻場再生の作業を手

伝う。 

新たに芽生えてきた海藻

を見ると愛しく思える。

雪が融け小さな緑を見つ

けたときの喜びに似てい

る。 

 

 

またアマモ畑もますます広がってきて、稚魚など

そこで泳ぎ回る様子を見るのも楽しい。 

写真で、と思ってもなかなかこれが難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手では畑仕事をする日々が多いが、陸ばかりで

はなく、自分の出すＣＯ2 ぐらいはブルーカーボン

として固定できるくらいの‘海の畑’を耕したい。

そして健康な里海があちこちに広がっていけばいい

な、と新たな望みを持つようになってきている。 

ダンゴウオの赤ちゃんが生まれるころだ。会いに

行かなくちゃ！ 

アワビの稚貝 

 

アマモの上のダンゴウオ（お腹が大きい） 

ほやに抱かれてダンゴウオ 

スポアバックを守る

ギスカジカ 
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里海の景色 
海藻とクマさん        春の海の景色(キヌバリ) 

 



 

 

 

 

 

 

コロナ禍の中で選択したのは、沖縄を経由しない石垣空港への直行便、マンツーマンが可能な小

さなショップの平日の３日間 DIV,宿泊者が少なそうな民宿でしたが結果は全部当たり。大きなショ

ップもゲストがほとんどいない状態で西表を満喫することができました。 

 懸命に卵の世話をするヤマブキスズメダイ。 

 現在確認されているのは１ペアのみ。 

他のポイントでは撮影不可能だったオイラン    想像だにしなかったヘラルドコガネヤッコ 

ハゼをバッテリーが切れる迄撮り放題。      がガレ場で普通にウロチョロしいてた。 

 

                  

 

                                                    

 

 

 

さんが提唱し      

4月の西表島 
2021年 4月 19日〜21日 

レポート 687 林保男 

ギンガハゼがいつ穴に引っ込むかと思っ

ていたらこちらを無視してこの通り出て

きた。 

ミスターサカナさんのボートと偶然出会った。 

右側がサカナさん。下は遠浅でマクロの海。 

「そういえばマクロにのめり込んだのもサカナ 

さんが提唱していたタタミ一畳ダイビングがき 

っかけだったなあ」なんて思っていると水中で 

レジェンドとバッタリ。ガイドが橋渡しをして 

くれて気さくにカメラに収まって頂いた。  
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 雲見のダイビングボートは専用に設計されていて

パワーリフトがついていてエキジットがとっても楽

なんです。はしごを登ることはありません。 

 
 また、ダイビン

グ施設にはスーツ

のまま入れるお風

呂があって体を温

めることが出来ま

す。 

 

 雲見と言えば地形が有名です。 

 

 光と影がつくるコントラスト。 

 

 

洞窟の内外に大きな群れ

を作る魚達。 

 

 

 

 

 

 

 

 雲見には年間１８０種類ほど観察されているウミ

ウシや様々な甲殻類、可愛らしい魚類などダイバー

を飽きさせないくらいのマクロ生物がいます。 

 

 たくさんに被写体がいるからフォト派ダイバーに

もオススメです。 

 伊豆半島・雲見への誘い 
 

      レポート S79 アクアティーク 糸井泰久 

 

 アクアティークではお客様のニーズに応えられる

ようなガイドを心がけています。「地形が好き」「ウミ

ウシを見たい」等ご希望がございましたら遠慮なく

お申し出ください。 

 

・コンデジで写真がうまく撮れるようになりたい。 

・中性浮力やフリー潜降がうまくなりたい。 

といったスキルアップのお手伝いもしています。 

 

 電車でお越しの場合は最寄り駅(伊豆急行線 蓮

台寺駅）まで無料で送迎しています。 

 

詳しくは https://kumomi.jp を、 

お問い合わせは itoi@kumomi.jp まで。 

 SDC会員の多くはリゾート派で伊豆半島のダイビングには興味がないよという方も多いのではないでし

ょうか。しかし、コロナ禍の今こそ近場の伊豆半島に注目してみませんか？ 

 ダイビングに行けずブランクダイバーになりダイビング勘を無くしてしまうことはシニアダイバーにとって

好ましいことではありませんよね。 

 『雲見』はリゾートにも負けないポテンシャルを持ったポイントと自負しています。 

 

今年度より賛助会員に加入されました

ｓ 
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自宅から車で１時間 15分。ゲストのいない日を狙っての海は春濁りの中に太陽光が差し

込んで魚たちが輝いていました。 

又、海藻は一段と大きく成長しカエルアンコウやカサゴ・オコゼの稚魚があちらにもこち

らにも。いつまでも潜っていたい季節がやってきました。 
 

 

 春の大瀬崎 
   

2021年５月 

        レポート  687    林 保男 

春はアオリイカの産卵の季節。目の前で砂煙を 

あげてのメスをめぐるオス同士のバトル。 

メスが産卵床で次世代へ命を繋ごうとしている 

のをそっと見守るオスの温かい眼差し。 

時には腹をすかしたウツボがやってくることも。

春の海はドラマがてんこ盛りです。 

 

 

数多くのストロボ光にも負けず厳しいこの冬

を乗り越えたヤシャハゼさんに敢闘賞。 
「キアンコウ今年は出てこないねー」

なんて話をしていたらー８mに出たー! 

スズキさんカメラの前に急に現れたら血圧上

がりますよ。5000円ぐらいかなあ。 

ソウシカエルアンコウは赤いトサカの横に

24時間この体勢で頑張っています。 
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 誰しもが昨年の新年会の時はまさか地球規模で 

あるいは個々の人生においてこんな事態になるな 

んて考えてもみなかったと思います。それに加え 

て今年の２月、我が家では父の在宅酸素導入によ 

り施設を追われ、（24H看護師在ではないため）両

親共に自宅に戻ってくることになった。 コロナ太

りでいくらダイエットしても成果が出ないでいた

が、再度の介護生活に入り１カ月半で２キロ減。 

寝不足とこまめな動きのおかげだと思う。 

ショートステイ（両親のお泊り）を希望するも、 

コロナのクラスター発生を恐れてどこも受け入れ中

止状態。そんな日々が 3カ月近く続き、やっと 2泊

3日のショートステイが実現し（と言っても実質中

日１日）。急だったので、仲間とはスケジュールが

合わず迷った末、昨年からお世話になっている船

橋・内木丸に初めて 1人で乗ることに。 

当日は夕まずめ、カサゴ狙いのスケジュールで、お

まけに波高だったが酔い止めの効果は万全で久しぶ

りの釣りで充分ストレス解消。ちびっこカサゴを

10匹近くリリースして持ち帰りは 13匹。刺身、か

ら揚げ、漬丼、煮魚。今回気付いたのは魚が新鮮な

のでどんな料理法でも美味しいが「漬け」にするの

が自分の好み。これからも釣れた魚はまず、漬け汁

に浸すことを目標にしようと思う。  

やっぱり、釣りは楽しい！！ 

若い時に「釣りの楽しさ」を教えてくれた友人達に

感謝したいと思う今日この頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海釣り一人参加しました 
591 和田美代子 

 

「内木丸船長と」 

続・デジタルシニア考 
レポート 005 大隅楠夫 

  

 会報 No.89号で、「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」と書きましたが、進展がありました。 

メールで近況報告をやりとりしていた 2つのグルー

プで、Zoomをやってみようかという話が出てきまし

た。私が蒔いた“種“に芽が出たのです。 

1 つは現役時代の研究所関係で、関東地区 7 名、中

部地区 4名、計 11名の仲間です。 

もう一つは、大学時代のテニス仲間 5名（私以外は

80歳を超えるメンバー）です。いずれも年に 2，3回

集まって旅行をしたりテニス合宿を楽しんでいる仲

間です。  

いつもの世話人がメールで近況報告を切り出して

やり取りするうちに、オンライン会議に参加した経

験のある人が出てきて、Zoomをやってみようかとい

う話になりました。早速 Zoomのアカウントの作り方

のマニュアルと Zoom 解説の YouTube の URL を全員

に送り、先ずは 3人位で始められれば良いかと日程

を決め、Zoom Mtg.の案内を出しました。結果は、会

社関係では 11名中 8名が参加、テニス関係では 5名

全員参加となり、予想を超えた参加率でした。皆顔

を合わせての話し合いに飢えていたものと思われま

す。早速次回の予定も決まり、これから楽しみが増

えそうです。 

 

道路を歩く牛たち 

インドの街中で普通に見られる光景イン

ドでは都会、田舎を問わず、牛たちが風景

に溶け込んでいるのにびっくりです。お互

いに上手に避けて動いています。         

172 島尾愛子     （投稿写真より） 
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コロナ禍の終息の目途もたたないどころか益々猛

威をふるってる中、この記事が掲載される頃には解

除されてるかもしれないですが、毎年、会員の方々

と新年会で御会い出来るのが楽しみでしたが、コロ

ナ禍の影響で中止になり悶々とした日々を過ごして

ました。 

そこで、毎月第１週と第３週の火曜日19時から

21時に開かれてるｚｏｏｍでのリモート呑み会で

一部の方々とですが近況報告等で連絡を取り合って

る昨今です。中にはｚｏｏｍでの呑み会の方で知床

の流氷の極寒の海に潜って愛くるしいゴマアザラ

シ、クリオネを撮ってきてる方もいらして、私みた

いに水温２７度以下は凍死するって公言（関西ＳＤ

Ｃの重鎮であるＴ氏も同じ考えですが）してる始末

ですから、冬場の海って私にとってもっての外であ

りダイビングを始めた時に自分のポリシーとしてウ

エットスーツを着た侭で尿意をもようしても絶対に

しない、絶対ドライスーツまで着て潜らないぞと云

う下らないエゴに未だに拘ってる人間です。 

 

ここまで色々書きましたが、緊急事態宣言が解除

となっても時短営業で呑みにも行けず、ならばと

日々大好きな釣りに興じてる次第です。ダイビング

中ＳＤＣの皆さんは美しい，可愛い魚を見ると感動

してますが、私はと云うと魚を見付けると先ず食べ

て美味しいか、又食べられそうなら刺身が美味しい

か、塩焼き、煮つけが美味しいかとか考えたりし、

最近では、２本目をエントリーすると同時に私の中

では勝手にダイビング時間を40分と設定し、ダイ

コンを見ながらカウントダウンが始まるのでした。 

理由は2本潜り終えて宿に帰って早く一杯呑みた

いとの思いとかで、誠に以って下衆な考えで潜って

て、この記事を読んだ方々からバッシングがくるの

ではないかと内心ひやひやものです。 

話は変わりますが、数年前から関東では密かに釣

りクラブの様な会が有るようで私にも誘いのメール

が来てるのですが、機会が有れば参加しようと思っ

てますが、関西から参加となると中々厳しいものが

あり、もし釣りに興味がある方は堺さん、和田さん

に問い合わせれば良いと思います。 

 

後、エピソードですが、去年の３月上旬に妻と一

番行きたかったアイスランドでギャオ（地球上でプ

レートが裂ける場所を唯一地上で見ることができる

場所）、ラグーン（世界一広い露天風呂）に行って

きたのですが現地では既にショップ、レストラン、

タクシーまでアルコール消毒が徹底されてました。

そして帰国して１週間

後に日本は緊急事態宣

言が発令されて、一つ

間違えればアイスラン

ドで生活する羽目にな

ってたかもしれません

でした。成田空港内は

というと、人影もまば

らで関西行きの広い搭

乗ゲート前の待合室も

妻と二人きりという状

態でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイスランド ラグーン 

 
コロナ禍の１年と変なポリシー  

           

レポート 735 道上 勲  

 

アイスランド ギャオ 

16 



 

 

 

 

 

 我々ダイバーはみんなきれいな海を求めていま

す。しかし、ここ数年、海洋プラスチックの問題は

深刻になっています。今のペースで増えていくと、

2050年には地球上の魚の重さを海洋プラスチック

の重さが超えてしまうと言われています。 

 そこで、海洋プラスチック問題を知り、解決策を

考えている映画を２つ紹介します。 

まず、1つ目

は「プラスチ

ックの海」 

この映画は

2016年にイギ

リスと香港の

合作で制作さ

れた映画で

す。とてもき

れいな海の映

像とゴミの対

比が印象的で

した。日本で

は昨年末に公

開されていま

したが、ネットフリックスで見ることもできます。

余談ですがネットフリックスではサンゴ礁の問題を

題材にした「チェインジング・コーラル」を見るこ

ともできます。この映画もダイバー必見です。 

 

もう一つの映

画が「マイク

ロプラスチッ

ク・ストーリ

ー～ぼくらが

作る 2050年

～」 

この映画は

2019年にアメ

リカで作られ

ています。 

ニューヨーク

の小学校 5年

生の児童たちを通じてプラスチック問題を考えさせ

てくれます。日本では映画館などでは公開はされて

いませんが、鑑賞会が行われているようです。 

僕が参加した zoomでの鑑賞会では映画監督の佐

竹敦子さんも参加されていました。彼女は環境活動

家を名乗ることもあり、かなり熱く環境について語

っておられました。リサイクルの問題点などいろい

ろ教えていただきました。 

プラスティック問題の解決策はプラスチックを作

らないこと。そのために、我々はプラスチックが無

くても生活できるような環境を作り上げていかなけ

ればならないのだと思います。 

とても真似はできませんが、「プラなし生活」を実

践されている方もいらっしゃいます。

https://lessplasticlife.com/ 

実践できないまでも参考にできるアイディアがいっ

ぱい詰まっているサイトですのでぜひ御覧くださ

い。 

このサイトを作っている JAMSTECの中島亮太博士

のお話を聞いたことがあります。 

研究者らし

く、怖いお

話を淡々と

語られてい

ました。こ

のような啓

蒙活動も海

洋プラスチ

ック問題解

決のためには必要だと思います。 

我々も微力ながら協力していきたいと思っていま

す。子どもたちのためにきれいな海を残しましょ

う。 

海洋プラスチック問題を考えましょう      
映画で学ぶ海洋プラスチック 

レポート 893 山本徹 
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アズール TV配信中!! 

 

S75 クラブアズール 杉田 優 

 
 

 幹事 999 XXXXXXX レポート 999 XXXXXXX 

 

皆様、ご無沙汰しております。 

スクーバダイビング専門旅行会社クラブアズールの杉田と申します。 

昨年から続いておりますコロナウイルスの影響により、現在も以前のようなご旅行が難しい状況では

ございますが、弊社では感染症対策を徹底の上、うまく感染症と付き合っていく方法を考えながら、

日々取り組んでおります。 

海外渡航が再開するまでは、国内のダイブスポットをメインにツアーをご紹介しておりますので、

一人ひとりに合ったアレンジプランでご案内させていただきます！！ 

また、この状況を前向きに捉え、オンライン配信や今出来る事を発信し続けて参ります。素朴な疑問

やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお問合せいただければありがたく思います。 

 

＜アズール TV＞ https://www.club-azul.com/news/43597 

Zoomというアプリを使用し、無料にてオンラインセミナーを開催しております。 

 

 

＜メルカード・アズール＞ https://clubazul.thebase.in/ 

おすすめのマリングッズをオンラインショッピングでご利用いただけます。 
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毎年石川さんの屋形船ツアーが春を愛でる一番の楽

しみとされてる方も多いのでは‥‥実は僕がそうでし

て。 

去年はコロナで SDCのイベントやツアーも軒並み中

止、今回は自粛と巣ごもり生活の中催行となり小躍り

と相成りました。しかしこれまた当日に限って生憎の

雨‥‥でもまあウイルスも何もかも水に流れて慈雨と

なりましたら幸いですね。取り敢えず船が動き出すや

いなや飲み放題の缶ビールをプシーッ！更にもんじゃ

の釣瓶焼き！で、桜はといえば飲み始めたら桜もお天

気も二の次ですかね～ひたすら飲み食いに専念！（屋

形船の窓は換気のためほぼ全開の上、扇風機も回って

いて、結構寒かったです。）それでも川面からのスカ

イツリーも良し、雨にけぶる桜も又良しとしましょう。 

 今回新会員 3 名様も参加していただきましたが、雨

に規制に二次会のお楽しみなしでガッカリではと申し

訳なく思っています。初めての参加は恐る恐るの気持

ちもありますし思う様に楽しんでいただけなかったん

ではと。でもこれからも積極的に参加されて下さいね。

そしてドンドンお仲間を増やされて下さい。 

雨の中をどうもご苦労様でした。 

 余談ですが以前ある方が歳を取ってきてみて、今年

も桜が観られたなあ～と感じる様になったと。僕もそ

の気持ちが少しは判る様になったのは歳を取るとはそ

ういうものですかねえ。ひとつ言わせてもらうのなら

桜の潔さは正に日本人チックで好きですが、人生も有

終の美を飾るが如く最後を満開に生きたいですね。 

そうありたいなあと元気や希望を貰った今年の桜に感

謝です。規制の中少人数ですが催行して頂いた石川さ

んにも感謝、ありがとう御座いました。これからも宜

しくお願い致します。 

参加者 18名 

恒例 屋形船で桜を愛でる      
2021年 3月 28日 

幹事 440石川勝   レポート 562加藤隆司   写真 869渡辺泰介  
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主催者  

マリンダイ 

ビングさん 

 

MICの 

モデルさん 

マリンダイビングフェア2021、今年は例年通り

4月に池袋のサンシャインシティコンベンションセ

ンターにて、開催されました。 

入場に際しては時間を決めた事前登録制となって

いて、入り口で登録画面を示しての入場でした。 

規模を縮小しての開催となり、SDCとしての出

番は有りませんが、顔なじみのSDC賛助会員さん

が多く出展されていて、御挨拶＆情報収集に励み、

ついでにくじ引きをして、リュックはカタログと景

品でずっしり重くなりました。 

混雑具合ですが、土曜は多少混んでいたのです

が、日曜は思ったよりも空いていました。 

昨年の秋もそうでしたが、皆さんマスク顔なの

で、知り合いか分からず、後のブログで気づく次

第。それでも多くの方々と出会えて嬉しかったで

す。 

 お馴染みの写真コーナー「地球の海フォトコンテ

スト」も規模縮小されて居るのですが、その為か素

晴らしいプロ顔負けの作品が多く、来場者の注目を

浴びていました。グランプリの「青に溶ける」はど

う見ても一流プロの作品です。入選作品でも注目し

た作品が多く、特に私が気に入ったのは、水面を鏡

のように見立てて、白いドレスの女性がその鏡の前

で舞っている用に撮られた物で、驚きました。 

838 市川雅紀 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   

 

 

 

 

 
のんびり「マリンダイビングフェア」 

を楽しんできました。 
 

ふっと海の写真が見たいなー！と思い、 

電車に乗る事も不安ではありましたが、マリンダイ

ビングフェア2021に参加。 

今年は入場時に登録が必要でQRコードの操

作？をしてドキドキしながら関門通過！土曜日でし

たが写真展のコーナーは観ている人もまばらで、ゆ

っくり立ち止まって見る事が出来る位、のんびり楽

しむことが出来ました。素晴らしい写真に感激して

観ていると、会報4月号に掲載させて頂いた菊地

さんの作品が入賞作品として展示されているのを観

て自分の事の様に嬉しくなりました。 

その後ダイビングショップコーナーではお世話にな

った賛助会員さんとお喋りをしたり、買い物を楽し

んだり短時間でしたが嬉しかったです。 

 せっかくサンシャインシティーに来たので水族館

を楽しむ事にしました。入場制限の為待ち時間はあ

りましたが大水槽の前に座りイワシの群れや色とり

どりの魚をボーと見ながら、早くコロナ禍が終息し

南国の海を楽しみたいな～との思いを強くしまし

た。のんびりした自分時間‼良いですね。                 

               754 小笠原末子 

             

 

 

 

ユーツアー 

さん 

 

マリンダイビングフェア 2021 
2021年4月3-4日 

レポート 838 市川雅紀  754 小笠原末子 
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2月 18日(木)19:30～21:30 

参加者：山本徹（ホスト）、大隅楠夫（進行）、 

鈴木麗子、高木忠雄、高田和男、    

玉村馨、林保男、福田孝子、村山 寛 

上映作品 

① RedSeaWonders            高田和男 

② つながり・親子（屋久島）   林保男 

③ コモドダイブクルーズ 2019   大方洋二 

2年前に写真から動画に転向したプロの写真家 

大方洋二さんから提供された映像。 

    つながり・親子 林保男 

 

3月 18日（木）19:30～21:00 

参加者：大隅楠夫（ホスト・進行）、鈴木麗子、 

    高田和男、平野昌子、林保男、福田孝子、

加藤英夫（見学参加） 

上映作品 

① RajaAmpat07         高田和男 

② 大瀬崎カサゴ祭り    林保男 

    ＲajaＡmpat07 高田和男 

 

 

 

 

 

 

 

4月 15日（木）19:30～21:00 

参加者：大隅楠夫（ホスト・進行）、鈴木麗子、 

    高木忠雄、平野昌子、林保男、山本徹、 

村上あい子、加藤英夫（見学参加） 

上映作品 

① バリの思い出         鈴木麗子 

② 大瀬崎カサゴ祭り・改訂版   林保男 

③ 海の宝石箱          大隅楠夫 

    バリの思い出 鈴木麗子 

    大瀬崎カサゴ祭り 林保男 

海の宝石箱 大隅楠夫 

 

 

水中映像を楽しむ会 Zoom例会 
2021年2月18日 、3月18日、4月15日 

   レポート 005 大隅楠夫 
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          プチ漂流の体験から考えたこと 
             838 市川 雅紀 

 

我々ダイバーにとって漂流事故は怖いですね。 

私は何度かのプチ漂流体験があり、その後の事故

防止への興味に繋がりました。 

 

 第 1回目のプチ漂流 

もう 20年以上前になりますが、フィリピン・エ

ルニドでのことでした。 

 地元のサブのガイドさんがナビゲーションに

失敗（？）し、船から逆に 20～30ｍ位の所に浮上

しました。 

ガイド 1名＋ダイバー5名。 

船上には船長さんとエア切れで先に上がった女

の子と、一緒に上がったチーフのガイドさんが見

えますが、向こうからはこちらが分からない。 

必死に手を振ったり、フィンを持って振るが、流

れに乗ってしまった我々は、徐々に船から遠ざか

ります。 

既に浮上してから 30分は経過。 

このまま進んでしまうと、この先は島影に入って

しまい、船から見えなくなります。 

200ｍ届くという、ガイドのエアホイッスルも、エ

ンジンをかけてしまった船には聞こえません。 

そこで当時としてはまだ珍しかった、ガスボンベ

式の自分のシグナルブイを膨らましたのです。 

船と当方の双方が波上になったときに、目一杯振

り続けること 10分ほど。 

そして発見されたのでした。 

 結論 シグナルフロートの 

大切さを知りました。 

    

 

 第 2回目のプチ漂流 

それは、一回目から 5年目ほど経った八丈島で

した。 

私がリーダーとしてダイバー8 名とガイドさん

で潜ったボートダイブ時。 

いつもと逆の流れに乗ってしまった為に、早めに

切り上げて浮上。 

すると船長さんは船上でなにやら片付けなどし

ていて、我々の浮上には気付いてくれていません。 

40 分を過ぎた頃から反対側を必死に探す船長さ

んがこちらからは良く見えるのですが。 

もちろんシグナルフロートも上げているのです

が、反対側を捜索する船からは見てもらえません。 

終いには船はエンジンを掛けて逆に遠ざかって

いきます。 

流される我々でしたが、50m 程先の岸壁に釣り人

が数人見えました。 

その当時の私は泳力に自信がありましたので、必

死に泳いで船へ電話を掛けて貰い、助かったので

した。 

 結論 シグナルフロートは 1本よりも全員が持 

って挙げると良い。 

又、携帯電話を持ってダイ 

ビング出来れば良いので

すが。 

 

  

第 3回目のプチ漂流 

数年前のハワイ・ハワイカイです。 

5名+ガイド 2名で潜り浮上すると、ボートからか

なり（50m?）離れていて見付けてくれません。 

シグナルフロートは 3本も上げています。 

ハワイの強い太陽で、フラッシュも役に立ちませ

ん。 

そんな時、今回役に立って

くれたのはホイッスルでし

た。 

サッカーの審判用の強く高

い音が出るホイッスルを吹くと、どこからかスピ

ードボートがやってきて、我々のボートに知らせ

に行ってくれました。 

 結論 このスピードボートは観光客にパラセ 

    イルをしていた所だったそうです。賑や 

    かなハワイだから助かりましたが、そう 

    でなかったら．．．この失敗からサブガイ 

    ドがシグナルフロートを上げたまま随 

    行するようになりました。  

 

 この後私は携帯電話の海中持ち込み実験（5 回

目に水没）を経て、レーダーシグナルフロートの

開発の実験ダイバー等を体験しました。 
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ぷちアイランドのツアーで与那国島に行きまし

た。２日目までは何事も無く過ぎ、ハンマーもたっ

ぷり見て満足でした。 

 事故は 3日目の 2ダイブ目で起きました。 

ダッシュでハンマーの群れを追いかけた後、ガイド

(ぷちアイランド金子さん)の指示で安全停止に入り

ました。 

浮上中、息苦しさを感じ深呼吸をするけど一向に息

苦しさが改善しません。（アレｯ なんか変だな、い

つもと違う．．．という感じ） 

吸っても吸っても苦しさが収まらない!!  

あまりの苦しさにレギュレーターをはずしたいと思

う程です。 

そこで自分に言い聞かせます。「落ち着いて、落ち

着いて。ゆ～くり呼吸しよう」そしてガイドに近づ

き、しがみつきました。 

安全停止の 3分間のカウントダウンをする余裕など

全くなく、親指を立てて「上がりたい」意思表示を

すると、ガイドは即座に浮上してくれました。 

水面に上がっても息苦しさは全く改善せず、呼吸の

たびに「ゼーゼー ヒューヒュー」しています。 

船に上るとしきりに咳が出ます。同時にサラサラし

たオレンジ色の痰が。 

ベンチに座り頭を下げていると更に咳と痰が出続け

ます。船が港に着く頃には息苦しさはだいぶ減って

きていました。（後で「船上で酸素吸入をしたら良

かったのか」思いましたが、当

時は思いつきませんでした。） 

 歩いて宿に戻り、布団を丸め

た上にうつぶせになり腰を高

く、頭を低くして痰を出す体勢

を取りました。痰の量は徐々に

減ってきました。 

部屋に戻った時には脈拍は 1分間に 100以上でした

が 2時間後には 80位に減り、落ち着きました。（普

段の脈拍は 60位） 

夕飯時には殆ど通常の状態に戻りましたが、安全を

考え、翌日以降はダイビングを控え休養しました。 

 

帰宅後病院で精密検査を受けましたが「異常なし」

でした。 

私の経験上「サラサラで水の様な、オレンジ色の

痰」は『肺水腫』を思わせます。 

ネットで調べると『浸漬性肺水腫』がヒット。 

低体温状態になると手足の組織が収縮し、体液が行

き場を失って肺に貯まる現象。雪山や水泳中におき

ることが多いそうです。 

この時の水温は24℃で、

寒さは全く感じていませ

んでした。      

ただ、logを見ると 最

大深度 38ｍ。水深計を見

ないでダッシュして、気

づかずに深く行き過ぎていました。 

今回の現象は【低体温と深い潜水】の結果生じたと

思われます。 

  

この経験から教訓を纏めてみます 

① 潜水深度を常に意識する。 

ダッシュするときはダイコンを見ながら。  

私はこれができず 38mまで落ちてしまいました 

② 適正ウエイトを知る 

安全停止を安定させるため、2kgのウエイトを

付けていました。深くなるほど落ちる速度は増

します。少ないウエイトで潜れるとより良いと

思います。 

③ 潜水中の保温に注意する。 

25℃以下の水に 30分浸かっているのは、自分

で感じる以上に体を冷やしていると思います。 

④ バディダイビングの徹底 

仲間同士が近くにいて、水中で異変が生じた場

合に、即座に対応できるよう意識しあうことが

大切だと思います。今回もガイドの速やかな対

応が大事に至らなかった

大きな要因だと思いま

す。 

 

この現象が私だけに起きたとは思えません。もし

かしたら「溺水で死亡」した事例の中には、この

「低体温による肺水腫」が引き金になっている事も

あったのではないかなどと考えています。ダイビン

グは危険を伴う楽しみであると実感しました。 

海の中で「呼吸困難」になった話 
～ヒヤリハットではなく、インシデントの報告～ 

2021 年 1 月 18 日〜1 月 23 日   レポート 812 松尾幸代 

 

23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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
34

 

10.3～8 
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 

＊関空・羽田発着 ＊8ボートダイブ ＊朝夕食付  

15 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
12

2 

毎日開催 
西伊豆 

雲見 

ダイナミックな地形から多種多様なマクロまで楽しめます 

リフト付きのダイビングボートで楽々エキジット 

＊初心者・お一人様可  ＊提携の宿を手配可能 

＊お店(松崎町)集合  ＊最寄り駅まで無料送迎あり 

＊田子・黄金崎ビーチ等ポイント変更は要相談 

1.6

万～ 

アクアティーク 

S79 糸井泰久 

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
12

3 10.3〜7 

10.15〜19 

小浜島 

ヨナラ水道決戦 

西表島と小浜島の間にあるヨナラ水道をドリフトダイブで

見るマンタの編隊は白砂とのコントラストが圧巻で一度見

ると病み付き  ＊ホテル 4 泊 ＊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 

 

 

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 

 

S2
12

4 2022 

1.4〜8 

1.17〜21 

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 

群れと並走して泳ぐことができます！ 

＊与那国島港集合 ＊宿 4泊、 ＊8ダイブ 

＊全食事付き ＊1 名から開催！ ＊飛行機代金は自費 

23 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

推 
 
 
 
薦 
 
 
 
企 
 
 
 
画 

N
21

28
 

9.1～30 

毎日出発 

屋久島ツアー 

3泊 4 日 

世界遺産屋久島は山、滝、海の大自然と遊べる島。 

ダイビングと山歩きを楽しむアクティブトリップ！ 

＊成田、中部、関西発着 ＊5ダイブ＋島内観光 

＊ホテル泊 朝食付※ＳＤＣ割￥2,000 ※EAN/講習有 

17.5

万～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

N
21

29
 

9.1～30 

毎日出発 

奄美ツアー 

3泊 4 日 

鹿児島県で一番サンゴが美しい島。ウミウシ、ハゼ類の

宝石達がひしめく一押しダイブサイト。 

＊成田、中部、関西発着 ＊6ダイブ＋島内観光 

＊全食事付 ※ＳＤＣ割￥2,000 ※EAN/講習受付中 

17 万

～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

N
21

30
 

10.1～31 

毎日出発 

慶良間ツアー 

3泊 4 日 

那覇から 1 時間の秘境！慶良間は歴史ある海洋王国。

群れ、大物、マクロ生物が生息するウミンチュトリップを 

楽しもう。 

＊成田、中部、関西発着 ＊6ダイブ＋島内観光 

＊ホテル泊 朝食付※ＳＤＣ割￥2,000 ※EAN/講習有 

18.5

万～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

N
21

31
 

10.1～31 

毎日出発 

宮古島ツアー 

3泊 4 日 

大人気の宮古島地形派ダイブ！ホールの中でみる光の

シャワーは絶品！自然に包まれる旅に出よう！ 

＊成田、中部、関西発着 ＊6ダイブ＋島内観光 

＊ホテル泊 朝食付※ＳＤＣ割￥2,000 ※EAN/講習有 

18.5

万～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

N
21

32
 

10 月〜 
札幌・積丹半島  

 4日間 

JAL 利用  ＊3泊 4 日プラン ＊羽田発着 ＊4DV 付 

冬シーズン限定！3m を超えるジャイアントオクトパスや 

海獣トドを狙える日本屈指のダイブスポット！！ 

11.9

万〜 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

N
21

33
 

10 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

34
 

10 月〜 
屋久島 

4 日間   

現地発着プラン ＊宿泊＋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

＊往復航空券も別途、ご手配可能です！ 

4.8

万～ 

クラブ・アズ-ル

S75 杉田 優 

N
21

35
 

10 月〜 
奄美大島 

4 日間 

現地発着プラン ＊宿泊＋6ＤＶ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！！ 

＊往復航空券も別途、ご手配可能です！ 

5.8

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

N
21

36
 

10 月～ 
久米島 

4 日間 

現地発着プラン ＊宿泊＋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。 

＊往復航空券も別途、ご手配可能です！ 

6.8

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

N
21

37
 

10 月～ 
西表島 

4 日間 

現地発着プラン ＊宿泊+＋ＤＶ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！！ 

＊往復航空券も別途、ご手配可能です！ 

4.9

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 
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【海外ツアー】 

【陸上ツアー】 

前号（89 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 

9１号ツアー計画書の締め切りは 8 月 15 日です。        ダイビング計画担当    845矢部善信   847橋本淳子 

 

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 

 

N
21

38
 

12 月～ 
与那国島 

4 日間 

JTA利用/羽田発着 ＊6DV付 

冬シーズン限定！ハンマーヘッドシャークの群れや海底

遺跡など想像を絶する海を体験できる海！ 

11.2

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

推 
 
 
薦 

 

企 

 

画 

N
21

39
 

10 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

40
 

11 月～ 

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 ＊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！！ 

39.9

万～ 

クラブ・アズール

S75 杉田 優 

N
21

41
 

11 月～ 

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） 

19 万

～ 

トラベルネット

サービス    

S58 森下亮一 

N
21

42
 

11月～12月 

マラパスクア 

クルーズ  

6 日間 

「まだまだ続くニタリシーズン」ダイバーが夢見る「美しす

ぎるニタリの全貌」を見よう！ 

*日程：；11.2-7  11.9-14  11.16-21  11.23-28  

11.30-12.5  12.7-12  12.14-19  

＊成田、大阪、中部発着 ＊11ダイブ ＊全食付  

＊SDC 割￥5，000 

25 万

～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

推
薦
企
画 

N
21

43
 7 月～12 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 

レンタカーで巡る古代の歴史を持つ神社、仏閣、名所 

名跡、滝探訪の旅！ 貴方もラッキーをゲット！ 

＊日本全国発着 OK  ＊レンタカー（保険加入済） 

＊ホテル泊（朝・夕）  ＊推奨日数：1～3泊 

3.65

万～ 

スポートツアーズ 

S14 西元君子 

     

 昨年近所の歯科医の紹介で、東京歯科大（水道橋）スポーツ

歯科の中島准教授を紹介され、歯形を取りマウスピースを作っ

て頂いた。若い時からの顎関節炎でここ数年は１ダイブ中 20分

もすると、アゴが疲れてしまい、片手でマウスを押さえて潜っ

ていたので、出来上がったマウスピースは使い心地満点以上！

疲れることもなく、マウスピースをくわえている不自由な感覚

は全くない。おかげさまであと何年かのダイビング人生を快適

に過ごせる見通しが立った。あとは早く海外で試してみたい。

ワクチン接種が遅れている日本も来年には落ち着き、Cebuで懇 

意にしている現地スタッフと再会できることを祈っている。 

マウスピースにお悩みの方はご一考をお勧めします。 

(色は沢山あります。)  

 

レギュレーターのマウスピース   591 和田美代子 
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●色会員さんは内容が更新されています。                     （加入順） 

(株)Ｐ．Ｉ．Ｔ．ダイビングショップ＆ツアーディスク   S03 

http://www.pit-diving.com 
沖縄を中心とした国内ダイビングツアー全般を 
ご案内可能です。飛行機を利用したプランだけ 
ではなく、小笠原や伊豆七島もお手配いたしま
す。 
国内の移動の際にはお声がけください。 
ＳＤＣ担当 ： 松山 
〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-32-17 3Ｆ 
℡ ： 03-3466-6489 

e-mail：travel@pit-diving.com 

(株)エムズマリンアドベンチャー            S41 

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

℡ 042-319-1133  
e-mail：info@tripplan.jp 
 
 

（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。 
 

 

(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 

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 

 

 

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 

 

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 

 

 

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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トラベルネットサービ(有)                S58 

http://www.tns-travel.co.jp/ 
名古屋にある旅行会社です。ミクロネシア・フイ
リッピンを中心に名古屋に限らず成田・関空など
出発地問わず手配可能です。 
ＳＤＣ担当：森下 亮一 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-12-12 

アーク栄白川パークビル１Ｆ  
℡：052-202-3939  

e-mail：info@tns-travel.co.jp 

月刊マリンダイビング／マリンダイビング Web       

/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！ こんな時代だからこそ感染症対策をして出か
けたい海情報も満載、旅行部門もありますので、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） 

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 

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 

オーシャンビーチちゃたん（沖縄本島）        S68 

http://www.oceanbeach-net.com 
毎年 SDC メンバーの方が訪れて頂けてうれしく思い
ます。沖縄本島の小さなお店ですが、 
『1 名からでも遊びに来れる安心なお店』なので気
軽にご連絡頂き、いつでもお待ちしています。 
ＳＤＣ担当：藤田 勝弘（ふじた まさひろ） 
〒904-0114 沖縄県中頭郡北谷町港 10-20 １Ｆ  
℡：098-936-7666  
e-mail：ob-info@oceanbeach-net.com 
 
 

ブループラネット                     S76 

https://blueplanet-aka.com 
ワイド派には美しいサンゴ礁、癒しの砂地に小魚群、
ドロップオフに魚群大物狙い、洞窟地形に光線風景な
ど美しい多彩な風景をお見せします。マクロ派にはじ
っくりたっぷり観察、撮影していただきます。 
ＳＤＣ担当：吉村 剛 
〒901-3311 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉 137 
℡:098-987-3965  Fax:098-987-3965 
e-mail：info@blueplanet-aka.com 

 

ＤＡＮ ＪＡＰＡＮ  

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

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

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

ＳＤＣ担当者：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 

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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 アクアテイーク                      S79  
https://kumomi.jp/ 
伊豆半島の雲見のダイビングショップです。 
雲見はダイナミックで複雑な地形ポイントして有名で
すが、ウミウシや甲殻類、カエルアンコウ、ハゼ等多
種多様なマクロ生物を見ることが出来る国内屈指のエ
リアとなっています。 
ダイビング専用に作られたダイビングボートには油圧
で昇降するリフトが付いており、エキジットもはしご
を登ることなく楽ちんです。 
お一人様よりガイドしていますのでお気軽にお越しく
ださい。 
担当 糸井泰久 
〒  静岡県賀茂郡松崎町松崎 22-1 
℡：0558-43-0690 Fax:03-5960-3806 
e-mail: itoi@kumomi.jp 

 

ミスターサカナダイビングサービス          S80 

 https://www.mr-sakana.com 
雨にも濡れない日焼けもしないトイレもきれいで、温
水シャワーもある広々としたダイビング専用ボートと
36%エンリッチドナイトロックスで快適性と安全性を
追求確保しています。 
エントリーエキジットも大きく使いやすいラダーで超
楽ちんです。 
ダイビングスタイルもあまり泳ぎ回らず、じっくり写
真撮影や観察に重点を置くのでストレスはありませ
ん。 明るい笑顔のスタッフが皆様のお越しを心より
お待ちしております。 
 
担当 笠井雅夫 
〒907-1541 沖縄県八重山郡竹富町字上原 657 
TEL&FAX:0980-85-6472 
携帯：090-5028-0333 
e-mail  mrsakanainfo@gmail.com 

 

 

編  集  雑  感 

★予定が未定になるのは辛いです。コロナワク

チンが救世主になってくれるのでしょうか。今

号は写真館でウミウシ祭り、返信ハガキによる

会員様の近況報告が掲載され賑やかになりまし

た。海はまだ少し遠くに感じますが、会報でつな

がりを深めていけたらいいなと思います。投稿

でご協力いただきました皆様ありがとうござい

ました。小笠原さん役員お疲れさま、そして新メ

ンバーを迎えスタートできます事に感謝です。    

んんんんんんんんんんんんんｎ646 鈴木麗子 

 

★海外 diveが出来なくなった事で会員の皆様の

投稿記事や写真から改めて日本の海の素晴らし

さに気づかされ、そして楽しませて頂きました。 

有難うございました。海外の暖かい海も楽しみ

たいですね。ワクチン接種により、コロナ禍の終

息もあと一息。頑張りましょう！いつもの SDC

活動が楽しめますように!!  754 小笠原末子 

 

★今回は「海での事故」や「海洋プラスティック」

の記事を掲載しました。ツアーの楽しい記事の

他に、皆さんのいろいろな経験や意見、情報を盛

り込んでいけると良いと思います。会員同士の

繋がりを深めるために、会報が役立つことを願

っています。        812 松尾幸代 

 

★アベノマスクで大笑い(？)してからもう１年

です。先進国の中では、コロナから解放されるの

は最後になってしまいそうです。847 橋本淳子 

 

★気軽に引き受けた関西地区広報の担当も終わ

りました。何もお役に立てなかったことが今更

ながら悔やまれます。これからは海でお会いで

きることを楽しみにしています。881 井原義温 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021 年 10 月発行 91 号の原稿を募集しています 

① 写真館のテーマは「奄美・沖縄の海 」です。 

   タイトル・撮影日・撮影場所・カメラ・コメント(30 字以内)・ 

画素数一番大きなサイズのまま投稿お願いします。 

皆様の素敵な 1 枚をお待ちしています。（海・陸どちらも可） 

表紙写真（縦長）も募集中です。 

② ダイビングツアー・街歩き・趣味・健康など自由な投稿を 

お待ちしています。 

   会報用のテンプレートがありますので、広報にお問合せ下さい。 

               締切り 8 月 20 日 

     送付先広報アドレス  sdckoho2012@hotmail.co.jp  

祝世界遺産

登録決定 

新

新 

新

新 
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   2016,3,13   バリ・トランバン 

 レンゲウミウシ  

     2016,3,13   バリ・トランバン 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 『ウミウシ』 

830 高田和男 

 

タイトル ツノトゲホリミノウミウシ 

撮影日 2019 年 7 月 13 日 

撮影場所 トランバン インドネシア 

コメント 半透明の褐色、体長１０㎜、

複数の突起が特徴的。 

② 撮影日・撮影場所 

コメント 

 

 

タイトル ホホベニモウミウシ 

撮影日 2019 年 7 月 15 日 

撮影場所 トランバン インドネシア 

コメント コテングノハウチワをホストとする。

頬がピンク色で愛らしい。  

 

③撮影日・撮影場所 

コメント 

 

 

産卵中 レンゲウミウシ 

撮影日 2016年 3月 13日 

撮影場所 バリ トランバン 

コメント フォトジェニック☆☆☆ 

これだけの卵を産むのに・・・どれほどの

エネルギーがいるのか？考えたこともなか

った・・・ 
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468 通山恵子 

肉食系 キイボキヌハダウミウシ 

撮影日 2002 年 5 月 17 日 

撮影場所 インドネシア レンべ 

コメント 水玉のこの姿からは信じられない！ 

ウミウシがウミウシを食べる！ 

今、アンジンサイウミウシを呑み込もうとしてい

る！ 
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ニシキウミウシ 

撮影日  2019年 11月 14日 

撮影場所 フィリピン アニラオ   

カメラ  TG-4 

コメント いつも見るウミウシですが、

エラより寄生虫が出ていて珍しいオレ

ンジ又は赤。ウミウシにより寄生虫の色

が違うみたいですよ？ 

128 平野昌子 

タイガーバタフライ 

（和名 クロスジウロコウミウシ） 

撮影日 2019年 10月 7日 

撮影地 フィリピン セブ島 

カメラ TG-4 

コメント フィリピンの、乗り合いボート

上で見せられた写真、これ撮りたいと思い

続けて 1 年半、やっと撮れた～らすぐにい

なくなった。 

 今度はコロナの為に行けない～ 

302 福田孝子 

 

シンデレラウミウシ 

撮影日  2018 年 9 月 

撮影地  マラパスクア 

コメント 頭を持ち上げるのを

待って撮ったら、下に口のような

ものが写っていました。 

ここで食するのでしょうか？ 

 

アカテンイロウミウシ 

撮影日  2012年 7月 

撮影地  慶良間 

コメント 初めて会ったアカテンはとても可愛くてキ

ュート、後から見返しても心に残る一枚でした。 
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キャラメルウミウシ 

撮影日  2017 年 8 月 

撮影地  八丈島 

カメラ  TG-4  

コメント 誰かを追いかけているウサ

ギさん、何処までかけていくの。 

572 阿部千衣子 

アオモウミウシ属の一種 

撮影日  2016 年 9 月 

撮影地  トランバン 

カメラ  TG-4 

コメント 天空のペガサスというよりは、 

可愛いワンちゃんかな。 

812 松尾幸代 

646 鈴木麗子 

ブツブツウミウシ  

撮影地  奄美大島 

カメラ  TG-3  

コメント 左に映っているのはガイドの

人差し指。顕微鏡モードでやっと判別でき

る大きさ。（3 ㎜位？） 

 

マダライロウミウシとウミウシカクレエビ  

撮影日  2018 年 12 月 13 日 

撮影地  パプアニューギニア 

コメント 随分くつろいでいるみたいだけ

ど、気持ちのいいベッドだと思ってません

か？ 

（共生） 

 

撮影地 

カメラ 

コメント 
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食欲旺盛なアカフチリュウグウウミウシ 

撮影日 2011 年 5 月 

撮影地 コモド諸島・カニバルロック 

コメント ウミウシはとても貪欲な生物

と聞いてますが、本当にすごい勢いでホ

ヤを食べてました。 

 

172 島尾愛子 

687 林保男 

トンプソンアワツブガイ      

撮影日 2017 年 6 月  

撮影場所 沖縄 

コメント 少しだけ盛り上がった黄色い 

突起は黄身のように見えました。 

 

ヒョウタンミノウミウシ          

撮影日 2017 年 6 月  

撮影場所 沖縄 

コメント 動きは早くてピントを合わせ

るのに苦労しました。 

ハクテンウミウシ  

撮影日 2016 年 10 月 23 日 

撮影地 千葉勝山  

コメント 小さなウミウシに魅せられ

て撮影しました。 

 

アカエラミノウミウシ  

撮影地 2016 年 6 月 4 日 

撮影地 千葉勝山  

コメント これも小さなウミウシに魅

せられて撮影致しました。 

 

 

806 菊地三男 

SDC のマクロ派の皆様 貴重な生態系、フォトジェニックなウミウシの写真ありがとうございました。 

 

今後もいろいろなテーマで募集いたしますの、是非皆様のベストショットを 



 

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  info@sdcj.fun 
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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 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。 

＊詳細は 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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2022 年新年会 

 

日時：2022年 1月 30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。 
2022 年新年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判断を致します。 

 
会場案内図 

 

 


