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  表紙に寄せて 

95 加藤初広 

 

「蒼い海」 

バンドウイルカの群れ

に遭遇、イルカは気持ち

よさそうに泳いでいまし

た。 
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下記の議案について、書面にて総会議決が行わ

れました。 
 

議題：１、2020年度活動報告の件（添付資料参照） 

   ２、2020年度会計報告の件（添付資料参照） 

   ３､2020 年度会計監査結果の件（会計報告に

付記） 

   ４、2021年度役員推薦の件 

     ★ 新任役員推薦 

     898 佐野裕之   事務局担当 

     823 高橋佐知子  総務担当 

     869 渡辺泰介   広報担当 

     840 瀧澤 操   広報担当 

306 宮本節子   広報担当 (兼務)  

893 山本 徹   ＨＰ担当(兼務) 

847 橋本淳子   ダイビング計画 

★ 退任役員 

   830  高田和男   事務局担当 

865 篠田和枝   総務担当 

754 小笠原末子  広報担当 

847 橋本淳子   広報担当 

881 井原義温   広報担当(関西) 

668 川瀬和恵   ＨＰ担当 

785 島村正代 ダイビング計画担当 

５、2021 年度活動方針の件（添付資料参照） 

  ６、2021年度予算案の件（添付資料参照） 

 

議案書を郵送し、はがきで議決いただきました。 

会員数 249  

返信数 157  

以上の結果 

2020年度活動報告・2021年度活動方針は承認 

されました。 

 

  今年も新型コロナウイルス感染が収まらずに、

郵便での評決となりましたが、会員皆様の御協

力により、原案通り無事に承認された事を報告

いたします。 
  
 誌面をお借りして、少々会の近況を報告させて

いただきます。 
  今回も紙面総会となってしまいましたが、コ

ロナの第4波と第5波の狭間に、久し振りに対

面での役員会を開催できました。2020年 2月以

降はzoomでの役員会でしたが、やはり対面は違

いますね。 

お互いの気持ちが見えるのです。 

もちろん部屋の規定定員の 50%以下の人数で、

窓は開けエアコンも使っての開催でした。 

 第 5波の前にはワクチン接種が進めばツアーに

も行けるかとの期待で、夏から秋のツアーも沢

山見かける様になってきていました。実際に私

もツアーに行きました。レポートも投稿致しま

したので目を通していただけると嬉しいです。 

 コロナ禍では、各ダイビングサービスも四苦八

苦しています。ＳＤＣもその存在の意義に不安

を覚えます。 

今、会員皆さまとの結び付きは会報誌のみに

なっています。 

 皆さまからのレポートを読まれて、こんな時に

と思われる方もいらっしゃるかとも存じますが、

それぞれが対策を講じた上で楽しんでいらっし

ゃいますので、暖かく見ていただけますように

お願いします。 

また、お出掛けの皆さまは PCR検査や抗原検

査をするなど、充分な対策をお願いします。 

 早く皆さまと一緒に普通にツアーに行けるよう

になることを願っています。 

                

 
 
 
 

2021 年度総会報告 
       SDC 役員会 

202１年度総会を終えて 
会長 838 市川雅紀 
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●894 久保義勝 

徳之島、最高！  

5泊 6日の徳之島ツアーに初参加。 

全日程 海の様子もたいへん良く、水温30℃、透

明度30m 最高のダイブでした。 

 地形も変化に富み、ヨスジフエダイの大群・ロ

ウニンアジの迫力・大きな青ウミガメの昼寝な

ど、南国らしく目にも鮮やかでした。 

 私は、九州 福岡市に在住、3年前、鹿児島 桜

島ファンダイビングで、今回 幹事をされた神崎

さんとご一緒し、SDCを紹介されました。 

 長期の休みが取れ参加、同行された宮本幹事 

様をはじめ、皆さんにご親切にされ、楽しいツ

アーでした。また、機会があれば参加します、

宜しくお願いします。 

追伸ですが、日頃の運動不足がたたり、タン

クを背負った瞬間、腰がビリッと！ 

腰痛には、ご用心・ご用心。 

 
●880 加藤アヤ子 

去年の１０月以来の久しぶりのダイビング、他の

方に迷惑をかけないようにと思いながら、参加さ

せて戴きました。 

マリンサービス海居夢の方が、「皆様コロナ禍で

久しぶりのダイビングの方が多いので、初めの

１本目は身体慣らしで行きましょうと」、言うこ

とで安心しました。 

気候に恵まれ、透明度も高く、大小のウミガメ、 

 
食後のお腹が膨らんだ大きなウミヘビ、キンギョ

ハナダイやヨスジフエダイの大群、磯マグロやロ

ウニンアジ等、地形も変化に富んでいて安心して

楽しむことが出来ました。 
もう一つ、２０年以上のペーパーダイバーだった

私には、ありがたい師匠のご指導もあり安心して

ダイビングを楽しみ、続けることが出来ています。 
東京からの参加者の私にも何時も親切に接して

くださる関西の方々にも感謝です。 

 
●879 高山ゆう子 

7月 11日からの徳之島ツアーに行ってきまし

た。私にとってはSDC入会してから2回目のツ

アーでした。去年2月のボホール参加以来でし

た。コロナのせいでSDCのツアーもキャンセル

になることが多く、今回のツアーも直前まで、

もしかしたらって不安の日々でしたが、無事に

出発することが出来ました。 

1日目はダイビング久しぶりの方も多いので、

ならし程度のダイビングでした。透明度は10日

以前の雨のせいであまり良くないとショップの

方が言われましたが、普段串本で潜っている私

には十分な透明度でした。それでも2日目から

は今日、明日、そのまた明日と透明度が増して

いき、最終日の4日目はボートの上から見た水

面はプールのようでした。4日間とも波がなかっ

たのでボートの上は快適で、気持ちの良い風、

静かな波の音、やっぱり夏は海が最高と改めて

実感した次第です。天気もとてもよくて皆さ

ん、みんなの日々の行いがいいからですねぇと

徳之島 観光化されていない南の島 
 世界自然遺産登録 

2021 年 7 月 11 日〜7 月 16 日 
ツアー№2132 幹事 306 宮本節子・842 神﨑美治 レポート 参加者 
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(笑)自画自賛する毎日でした。 

 
魚達も期待通りの南の海らしく、カクレクマノ

ミ、ハナゴイの群れ、スジアラは大きくて迫力

がありました。遠くにヤッコエイ、ロウ

ニンアジ2匹はあちらの方からダイバー

近くまで来てくれました。大小のアオウ

ミガメ、何度見てもウミガメは優雅な感

じで心が癒されます。大好きです。海ヘ

ビが数回ダイバーのそばを泳ぐのにはち

ょっと閉口。こちらからイタズラしなけ

れば大丈夫と言われましたが、やっぱり

そばに来られると怖かったです。徳之島は魚影

も濃く、地形も変化があり(トンネル通りまし

た)、魚派ダイバー、地形派ダイバーとも満足で

きるのではないでしょうか。又、機会があれば

行きたいと思う魅力のある島でした。 

アフターダイブは美味しい料理、美味しいお

酒、皆さんとの楽しい会話、本当によく笑って

楽しい時間を過ごせました。 

左:刺身  右:海鮮丼 
 
私事ですが、今回のツアー中に本数が150本

になりました。皆さんに比べたらたいした本数

ではないので、自主申告しなかったのですが、

幹事さんから指摘していただいて思わぬ記念ダ

イブになりました。皆さんと一緒に海中で記念

撮影が出来て感謝、感謝です。ちなみにご一緒

していた神﨑さんは今回で850本、2人合わせて

1,000 本に。何気に切りの良い目出度い感じがし

て、私の心の中ではより記憶に残る150本にな

りました。年齢を重ねるにつけ、良い思い出を

たくさん作っていきたいと心がけていますの

で、今回のツアーも良い思い出の１ページにな

りました。皆さん有難うございました。 

 

●851 紀 貞子 

本当に久しぶりのSDCの関西公認ツアー 徳

之島は最高にきれいな海でした。梅雨も明け丁

度海が安定して透明度も最高！全てがクリアに

見えて何のストレスもなく、すこぶる癒されて

きました。こん

なきれい海でま

た潜りたいで

す。 

ロウニンアジ 
                   

      
スジアラ 
 

●805 吉田延子 

私にとって2度目の徳之島でしたが、一年半

のブランクがありとても心配でした。 

ツアー中毎日お天気に恵まれて、水温２７～２

８度と温かく、透明度も良く、何とか無事に潜

る事が出来て良かったです。やはり青い海は最

高です！ 

ドラゴンフルーツ 
 
●508 安積 信 

７月中旬のツアーとの事で台風による荒れ模

様の海も覚悟していましたが、幸いに今回は絶好

の天候でダイビング中はべた凪と言って良く、海

に面した宿から見える沖で白波の立つ日は１日

もありませんでした。 

次週は台風来襲の予報、どなたかが晴れ女と言っ

ておられましたが正に正解でラッキーでした。 
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巨大なローニンアジ、コロ鯛、更にヨスジフエ 

ダイの大きなうねりはワイド派の当方を充分満

足させてくれました。 

ガイドも素晴らしく雲の動き、潮流を的確に読み

ながら我々に楽しく安全なダイビングを説明、指

示してくれました。 

 

今回、記念ダイブとして７５０本達成の祝福を

受けることが出来ました。思えば退職と同時に

SDC の門を叩いて２０年、ログを繰ってみると楽

しい思い出ばかりです。SDC への貢献としては不

安を持ちながら公認ツアーとしてモルディブ、ラ

ジャアンパットでのチャータークル－ズを企画

し実施出来たことが特に印象に残っています。 

今後も体力の続く限り皆様と楽しんでゆきたい

と思っております。 

 

 

何時もの事ながらディナーも楽しみの一つで

す。夜光貝の刺身は絶品で更に味噌味で調理され

た豚の郷土料理も美味しく、凍りついたジョッキ

で出されるよく冷えた生ビールを２杯、更に黒糖

焼酎のグラスロックをこれも２杯が毎夜の定番

となり、一日を終えました。 

企画、実施頂いた幹事に感謝です。 

 

●70 河合貞夫  徳之島紀行 

20数年前に初めてこの島に来た時と変わらず

海は美しく、食事も美味しかった。 

(夢創滝) 
ダイビングに関しては皆様がそれぞれにたく 

さん書かれていると思いますので、今回は全く

違う島の一部について記述します。 

今回泊まった所は「遊学リゾート きむきゅ

ら」で、この近くに島には珍しい滝が二つもあ

るので紹介しておきます。島のパンフレットに

も出ていないのでご存知ない人も多いと思いま

すので、次回訪問時に機会があれば行ってみて

ください。 

一つは「夢創滝」という至福のパワースポット

と書かれているものです(徳之島町下久志田行

川)。丁度橋の上から見られますので誰でも簡単

に行けます。 

もう一つは「幸福の

滝」という「きむきゅ

ら」から5分程度南へ

歩いたところにある、

少し規模は小さいもの

ですが、人知れずひっ

そりと流れ落ちていま

す。道(80号線)より少

し海寄りへ下ったとこ

ろにあります。表示板

がありますのですぐわ

かると思います。徳之島にはたくさんの見どこ

ろがありますので、ダイビングがダメな時には

島巡りもありですよ!! 

 

●306 宮本節子 

前回の徳之島公認ツアーの時は自宅介護の関

係で徳之島行きを逃し、十数年ぶりの徳之島。 

今年初の公認ツアー、コロナ禍で公認ツアーや

個人ツアーが中止になる中でやっと催行出来ま

した。私にとっても今年初潜りでした。 

皆様には早くからお申込みを頂き、「コロナ禍で

の公認ツアーのルール」を作成する以前で、 

 ４ 



大人数での催行となりました。 

台風を心配しましたが、お天気にも恵まれ良か

ったです。 

利用したのは 

DS: マリンサービス海夢居 

宿: 遊学リゾート きむきゅら 

 

コロナ禍ということもあり、皆さんお部屋は

シングルで、少し狭かったようですが、我慢し

て頂きました。向かい側には大きなお風呂を備

えた場所もありました。 

お料理が美味しかった、量も多くて、私には食

べきれませんでした。 

ショップはガイドが一人、スタッフが2人でし

たが、11名となると、やはりガイド2名で 2グ

ループに分けてもらえると有難かったなと思い

ます。 

海は青く、毎日べた凪、気持ちが良かった! 

また、メンバーと行くツアーはいつもお喋り

と笑いが絶えません!!楽しいひと時でした。 

 

ご参加いただきました皆様有難うございまし

た。 

 

参加者(11名) 

070 河合貞夫 306 宮本節子 508 安積 信 

678 足立公平 805 吉田延子 842 神﨑美治 

851 紀 貞子 879 高山ゆう子 883 田中久昭

880加藤アヤ子 894 久保義勝 

 昨年の夏、ダイバー仲間の訃報を聞きました。 

バルブを開け忘れて潜ったからとの事。 

ショックでした。私だってやりかねない。ついこ

の間もウエイトを忘れて潜った・・・ 

こういう事を防ぐ何とかいい方法はないだろ

うか？と、考えてチェック項目をメモしてパウチ

し、BCに取り付ける事にしました。 

 
以上を書いたリストを作り、厚めのラミネート

でパウチして穴を開け蛇腹紐を通し BC のポケッ

トに忍ばせて、潜る前にチェックしています。 

前回はドリフトだったのでマジックで（ゴム）外

す、とか（エア抜）とか、写真のように書き加え

ておきました。かっこ悪いなぁ。と、思いながら

ここ1年続けています。 

 
ダイビングは命に係わることですし、他の方々

に迷惑もかけたくありません。今後もできるだけ

気を付けて皆様と楽しく潜っていけたらと思っ

ています。 
 

〇ダイコン 

〇ウエイト  腰 ベスト 

〇バルブ   エア量 BC レギュ 

〇マスク   曇り止め 

〇フィン 

 

ダイバーの初心について   
 

823 高橋佐知子 

 ５ 



 
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 南さつま 産卵大爆発 
      2021 年 7月 28日〜7月 30日 

レポート  687 林 保男 

荒い呼吸をしながらその時を待つ左側のカエル

アンコウのメス。お腹はパンパン。右側の黒い

のがオス。産卵は既に秒読み段階。しかしサン

ゴの産卵を優先して泣く泣くこの場を離れる。

生態の神秘の撮影は次回に持ち越し。 
 

シコロサンゴ産卵の動画撮影をしたいとショップのホームページを見て問い合わせたのが7月初め。

シコロサンゴ産卵の本命は8月末。しかし既に満員御礼。そこで今まで観察されてなかった7月に 

「産卵が観察できなくても文句を言わないこと」を条件に決行となりました。       

鹿児島市内のホテルからピックアップしてもらい、1時間ほどの東シナ海に面した南さつま市大当が

ポイント。ダメ元のダイビングでしたがシコロサンゴの産卵、ミドリイシサンゴの産卵、ラッパウニの

産卵、キンチャクフグの産卵、サンカクビナの産卵、ミズガメカイメンの産卵等々、万馬券が当たった

帰り道、ついでに買った宝くじが1億円の大当たり！位の思いをした 3日間でした。 

ミドリイシサンゴの群生  想定外の産卵開始 

産卵を開始して10分位でピークに達した。 
昨年の柏島に続き今年は鹿児島でミドリイシサンゴ

の産卵を観察する事ができたが、生命の継承の場面

は何度見ても感動する。チョウチョウウオの仲間が

必死に卵を食べ命をつないでいた。 
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シコロサンゴの群生 

キンチャクフグの産卵 

産卵がスタートして数十秒後はこんな感

じ。数分後には透明度ゼロになった。  

 シコロサンゴ産卵のスタート 

カモハラギンポの卵守り。サンゴ撮影 
を優先の為ハッチアウトは次回に。 

ミズガメカイメンの産卵 

キンチャクフグ産卵直後の卵 

  ラッパウニの産卵 

 ７ 



 
柏島へは、2016年に初めて訪れて以降 毎年同じ

時期に出かけて今年で６回目となります。このダイ

ビング地を気に入ったのは、リゾートホテルやビー

チも無くオシャレなカフェも無く漁港、民宿、狭い

路地、野良猫ウロウロと「昭和」の時代を思い出さ

れる場所で、夏休みに帰省する田舎感があった事と

思います。私以外にこの場所を気に入ったのが、  

親子２頭のイルカです。もう居ついて２年になるそ

うです。 

 
それでも、柏島は全国のダイビングファンのマク

ロモードの聖地であります。数多くのレアな生物に

出会える海に宝物探し感もある場所です。 
今回も同じボートでダイビングした人は、群馬、

愛知、大阪、広島の各地から来られた方々でした。 
コロナ感染終息が見られない中、ウエブサイトの

集団接種に申込して6月20日と7月11日と早めに

ワクチン接種を済す事が出来ました。２回目接種か

ら２週間の間隔を経ての体調も安定した後のダイビ

ングでしたので不安も無く良かったです。 
長かった梅雨も明けて全日快晴の３日間でした。

波も穏やかで海水温も 27 度を超えてフードベスト

無しの５ｍｍウェットスーツで快適でした。但し、

残念なのは黒潮の流れ込みが弱くて透明度が低かっ

た事です。それでも、ガイドの方がライトを照らし

て頑張ってレアな生物を探してくれました。 
今回、一番深く潜水して出会えたのが水深３８ｍの

黄色いオオミウマでした。体長 25cm と大きくて立

ち姿は観音様のように魅力的でした。ホタテツノハ

ゼは昨年、背びれ７割開きの写真しか撮れなかった

ので、今年は背びれ全開の撮影に再チャレンジ 
しました。 

 
待っても背びれを開かない時には、ライトで刺激し

たりして全開ポーズも

見せてくれたのですが、

シャッターのタイミン

グが合わずに納得いく

写真は撮れませんでし

た。 
年々、視力が衰えて小

さい生物が見づらくな

りましたので、モニター

拡大鏡（ハウジング取付

型）を新規に調達して初

めて使ってみました。 
マンジュウヒトデに

就いているヒトデヤド

リエビなどは、動きも少

なくハッキリ見えて役に立ちました。     
しかし、ハゼ類を撮影する際、大きく撮ろうとマス

クからカメラを離して腕を伸ばすとモニターに何が

写っているのか分からない。マスクからカメラを離

さずに上体ごと生物に近づくと穴に隠れてしまう。

まだ、練習や工夫が必要と感じました。 
それでも、柏島は今回も多くの生物 アケボノハゼ、

アオサハギ、フリソデエビ、カエルアンコウほかと

出会える事が出来て楽しませてくれました。 
関東のＳＤＣ会員の方も出かけるのに遠く不便で

すが、是非一度訪れて頂きたい場所です。 
 

高知柏島 
2021年7月26日～7月30日 

幹事 ・レポート  832 藤井則芳 
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●886 有井保彦 
４人の少人数ツアー。 
コロナ禍第５波の最中ということで、念のため、

初めてPCR検査、陰性証明を取得して参加。 
渡嘉敷ダインビングは初めてで、ケラマブルーを期

待して関空から一人別便で那覇へ移動し、メンバー

と合流。 
ダイビングショップ・宿泊は、SeaFriend、時節柄 

お客様も少な目ながら、家族連れも目立つ。 
部屋もツインルームをシングルユースで、快適。 
熱低が先島近辺で、発生し南風・波もやや高く島の

北側のポイントへ移動。 

昨年２月のボーホール以来のブランクで、やや緊

張の１本目、耳抜きも無事クリヤし、その後、渡嘉

敷２日間のまったりダイビングを楽しんだ。 
吉田さん350本、宮本さん1000本の記念ダイビン

グも重なり、ガイドの内田さんのどっきりサービス

付きディナーを楽しんだ。 
３日目 波が高くなり帰りのフェリーの欠航情

報が入り、元々３日間ダイビングの予定が急遽２日

となるハプニング付。 
帰りはバタバタしたが、又 来たくなる 楽しい

ダイビングツアー

でした。 
 
ホシテンス幼魚 

 
 
 
     

 
●306 宮本節子 
沖縄の緊急事態宣言が延長となる中、迷いながらも

受け入れ先がOKだったので、渡嘉敷島へ行ってき

ました。十数年ぶりに訪れた渡嘉敷、やはりケラマ

ブルー素敵な海だった!風が強く、ポイントが限られ、

また、短い期間でしたが、私の好きな癒しのまった

りダイビングを堪能できました。帰りが急遽の変更

でバタバタでしたが、

もう一度ゆっくり訪れ

たいと思いました。ご

同行いただいた皆様有

難うございました! 
 
 
    

沖縄・渡嘉敷島  ケラマブルー 
2021年8月1日～8月4日 

幹事 306 宮本節子  レポート 886 有井保彦 

トウカムリガイ 
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コロナ禍の2020年、計画していたダイビングが

全て中止になりました。２年近くのブランクで何処

かに行きたいと思っていた時に奄美大島ダイビング

の紹介番組を見ました。アマミホシゾラフグが作る

ミステリーサークル見てみたい、見られるかも？ 

『そうだ。奄美に行こう！』そんな私の想いに三人

が乗ってくれました。女子４人旅は盛り沢山で色々

な事が起きますが、何でも面白がり笑いの絶えない

仲間との楽しいツアーでした。さて肝心なダイビン

グです、初日１本目久しぶりで緊張のためかエント

リーした途端ガイドから「落ち着け」のサイン、か

なりバタバタしていたようです。そして海の中へ

「やっぱ海はいいわ～」と感じ嬉しい瞬間でした。 

二日目にはミステリーサークルを見ることができ感

動し、ダイビングを続けていて良かったと心の底か

ら思いました。偶然にもボートでご一緒した紀さん

がSDC会員と知り驚き、後日ミステリーサークルの

写真をいただきました。ありがとうございました。

大切にします。今回の奄美の旅で出会った皆さんに

とても感謝しています。     

785 島村正代 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

コロナ禍での女性4人の奄美ダイビングツアー。 

今回は、宿について書いてみたいと思います。 

今までのダイビング宿といえばホテルがほとんどで

した。今回は奄美空港からほど近いさとうきび畑の

丘の上に立つ小さなペンション型のゲストハウス 

〔あーりーばーど〕です。空港に降り立つとオーナ

ーが出迎えてくれました。十数分でペンションに到

着です。もともと食堂だった建物を共用スペースに 

して提供しており、毎日オーナー手作りの朝食を  

こちらでいただきました。一番印象に残っているの

は、オーナーの朴訥としたお人柄でしょうか。 

 
 
 
 
 
 
誕生日を迎えたHさんのために夕食は、スペアリブ

やトウモロコシ、パプリカ、ピザを焼いてお祝いし

てくれました。また、最終日の午前中は、各名勝を

ドライブ。ドライブ後のランチは、オーナーの故郷

北海道のイクラ丼です。とても美味しかった。４泊

５日でしたが、親戚の家に泊めていただいたような、

ゆったりとした雰囲気で楽しい女子ツアーになりま

した。             740 庄司米子 

 

奄美大島は屋久島同様年間の降雨量が多く、晴れ

る日が少ないと現地の人が言っていたのですが、 

なんと！心がけの善いメンバーが揃い初日を除いて

ピカピカのお天気に一同大喜び。そして今回の目的

は繁殖期のフグがつくる卵床のミステリーサーク

ル！あいにく田口は初日小雨の中でのカヤック遊び

で熱中症状態となり体調激崩れとなったためサーク

ルを見ること叶いませんでしたが、他のメンバーは

見られたとのことでラッキーでした。ただ親のフグ

が留守だったようでリベンジツアーに行きたいっと

次への希望を繋ぎました。 

レンタカーを借りての地元巡りも楽しくユニークで

とても親切なお宿のご主人にも良くしてもらい最高

のツアーでした。お世話になった皆さまありがとう

ございました。         796 田口清美 

 

ダイビングを始めた時から、見たかったミステリー

サークルを見られ、誕生日ダイビングで写真を撮っ

て貰ったり、海中を楽しむ事が出来ました。仲間に

はサプライズ誕生日パーティー企画。宿の方と一緒

に楽しみました。宿、ダイビングショップ、SDC の

仲間、皆様に感謝です。次回はフグちゃん付きの  

ミステリーサークル見に行くぞ～    

910 平賀初子 

 
 

奄美大島ダイビング 
2021年6月21日～6月25日 

 幹事 785島村正代   レポート 740 庄司米子 796田口清美  910平賀初子 
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去年、初めて海底30mのミステリーサークル&アマ

ミホシゾラフグを見に行きました。 

八部目完成 中央に真っ白細かい砂を集め、そこに素

晴らしい幾何学模様をつくっていき、そこが産卵床で

す。去年は産卵に成功して、産卵後も雄は新しい命を

繋ぐ為にせっせと世話をしている姿にとても感動しま

した。 

今年もあの感動を！と思いましたが、今回は雌に振ら

れた様で産卵に失敗。雌は何が気にいらなかったので

しょう…？雄が一週間かけて創り上げたミステリーサ

ークル。自然界は厳しいですね。 

 

久しぶりの奄美大島。 

過去は大島海峡はマクロ系が多く宿・ショップが使い

勝手がよく毎年のように通いました。 

ただその間にホテルの経営が変わったりダイビングプ

ールに蓋をしてバーベキュー会場になったりで、ある

日ガイドの伊藤君が川崎のジムにやってきてホテルの

経営者が又変わりダイビングをしなくなるとの事。 

その年の秋に行く予定にしてたのですが、2014年の

10月を最後に奄美は遠ざかっていました。 

 この頃からだんだん沖縄本島のショップも送迎が無

くなり運転免許の返上時期と重なり行くポイントが限

られてきました。 

 そんな時Zoom飲み会で市川会長から奄美のダイビ

ングの話があり早速申込み、SDCの新会員で入会後コ

ロナ流行になり、ツアーに誘えなかった大澤さん・中

島さんと女性3名お世話になりました。 

ただ出発当日奄美大島空港は雷雨の為降りる事ができ

なければUターンとの事でしたが、着陸すればこっち

のものと晴れ女を自負してた御気楽な私でした。無事

到着し移動開始したのですが、雨は南に行くほど強く

なりました。我々は途中買い物して、静かにおしゃべ

りしながら道中を楽しみました。 

 ホテルはバスタブもありシングルにしてはゆったり

して古仁屋の街中で便利なところでした。 

 翌朝も雨でしたが、安脚場で2本潜り3本目はやめ

て昼食と町の散策を楽しみました。 

 2日目は雷もあり中止になり市川さんの運転で滝を

みたり買い物をしたり久しぶりに鶏飯を食べたり空港

近く迄遠出しました。 

 3日目も雨で港までは行ったのですが、海洋状況を

みて『やめます。又来ます。』 

今回2本でしたが以前よりサンゴが元気で去年今年と

ケラマに行くたびにやはりサンゴが元気になったのは

ダイバー・シュノーケラーが少なくなった影響なのか

‥‥。               741 小幡美枝 

  

 初めての奄美ダイビング，梅雨明け少し前ダイビン

グは雨と強風でしたので２本潜り透明度はちょっと悪

かったけど可愛いクマノミに会えとても嬉しかったで

ーす。 

 残りの2日間は市川さんがレンタカーにて奄美観光

をして頂き又美味しい食事に連れて行って下さりとて

も楽しかったです。 

 小幡さんから誘って頂き，大澤さんともご一緒出来

て沢山奄美の楽しい思い出が出来ました。 

 市川さん。本当にお疲れ様でした｡ 

皆さまお世話になりありがとうございました。 

又ご一緒出来たらと思っております。宜しくお願いし

ますねー。             876中島洋子 

  

「天気が荒れてダイビングが１日しかできなくて 

残念でした。」    写真と文906 大澤あづさ 

 

 我々は嵐で1日しか潜れませんでしたが、Facebook

を見ると紀さんが奄美大島に居て、ミステリーサーク

ルをアップして居るじゃないですか。メッセージする

と、なんと同じ船に島村さん達もお

られたそうな！SDCって凄い！！。             

838 市川雅紀 

（右の QR コードはツアーの動画で

す。どうぞご覧下さい） 

私たちも奄美大島 
2021年6月28日～7月2日   幹事 838市川 

レポート 741小幡  876 中島  906大澤 

 奄美大島ダイビング 
   あの感動をもう一度 

  2021年6月   レポート 851 紀貞子 
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 よほど奄美大島にやってくる台風一家に好かれて

しまったのか、今回も予定日程にばっちり台風がパ

レードで押し寄せた。 
まず台風 6 号がず～と沖縄に居座っていたので、

宅急便の受付がストップしてしまった。機内預け荷

物として持っていくより方法がなくなった。ダイビ

ング関係の荷物は重量があり、超過料金が必要にな

りそれがまた高額。個数制限はないが 20 ㎏をこえ

ると、1 ㎏あたり 300～400 円の過料がある。しか

も静岡空港～鹿児島空港～奄美大島のフライトでは

乗り換えがあり飛行機会社がちがうのでそのたびに

超過料金を支払わなければならない。宅急便の倍の

運賃になってしまった。 
 幸いなことに奄美の空は晴れ渡り海も静かで翌日

から早速 1 日 3 本のダイビングライフが始まった。

今の日本でダイビングできる南の海が少ないせいか

ダイバーで賑わっていた。 
 今年の2月にNHK のBS プレミアムで「奄美 
奇跡のサンゴ礁」という大方洋二さん編集の番組を

見ていたのでひそかにあのサンゴ礁を見たいと期待

していた。でもあれは南部の映像だったらしく、北

部では小振りのハマサンゴやハナヤサイサンゴが育

ち始めているがサンゴ礁の復活は遠い先のように見

えた。 
 それでも「大仏サンゴ」には私の大好きなサンゴ

の一つである大きなコモンシコロサンゴの山があり、

ハナゴイが群れていた。 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 水温は27度前後で、5㎜のウエットスーツで充分

だった。台風や熱帯性低気圧の接近情報の割に海は

静かで、今回は外洋でも何本か潜ることができた。 
「ブンブンロック」では深場で大物待ちをしたが 

残念ながら空振りだった。外洋ポイントは大きな岩

がそそり立つ地形ポイントが多いが観察する生物は

ここでもマクロが主だった。 
 
 
 
 
 
 
  ユリタツノコ       ムラサキウミコチョウ二匹 
小笠原諸島ではよくみかけるが、久しぶりにヘラジ

カヤサイサンゴの中にベニゴンベを見つけた時はち

ょっと嬉しかった。モンガラカワハギ幼魚もいつも 
 
 
 
 
 
 
見かけるよりもっと赤ちゃんの個体でカメラを向け

ると岩の小さな隙間にピタッと体をくっつけてじっ

と耐えている様子が健気で可愛かった。 
 台風9号の影響が出てきて北部のダイビングが難

しくなり 5 日はお休み。6 日は南部の大島海峡は影

響を受けにくいということで遠征することになった。 
車で約1時間。「赤崎」は鳥取砂丘のような砂地が広

がりベラギンポが一杯いた。 
 
 
 
 
 
 
             

 
このツアーは本当に悩ましいものだった。ワクチ

ン接種が終わって友人からお誘いの電話をもらい、

静岡空港から出かけることができ感染状況も比較的

軽いようなので決めたが、帰宅した翌日から静岡県

は「まん防」「緊急事態」に突入し、もうおとなしく

するより仕方がない状況になってしまった。 

      奄美大島 北部 (また台風に好かれて) 
2021年７月31日～8月7日 

レポート 172 島尾愛子 
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駐車場には県外ナンバーの海水浴客も増え少しずつビーチも賑わい始めてきましたが、密を   

避け平日のゆっくりじっくりマイペースダイビングで水温 25 度のマクロを楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 7 月の大瀬崎 
 

2021 年 7月 14 日〜7月 16 日 
                           レポート 687  林 保男 

深場から上がってくるオーストンフク      

ロウウニにカゴウニカクレエビが付いて  

いました。ペアの期待が今回は 1匹。  

アカシマシラヒゲエビのクリーニングを

受けるコスジイシモチ。後方にはクリー

ニング待ちの長蛇の列が。 

出現してもうすぐ1年になるボロカサゴは

大瀬崎の立派な看板娘? 脱皮を繰り返し 

今ではこんな綺麗な色に大変身 

写真のムチカラマツエビ (メス)の   

すぐ下にはメスの体長の半分程の    

オスがじっと待機。オスはつらい

よ。 

トラフカラッパより一回り小さく砂

の中に隠れ石に擬態する姿が可愛い

コブカラッパ。 

スジオテンジクダイの産卵をヤキ   

モキしながら待つ事 30分。その瞬間は      

予兆なく現れ一瞬で終わりました。   
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 年初めに、年内はコロナ禍で海外の予定は立たな

いが国内なら夏にもなれば一段落つくだろうと、go 

to トラベルの再開を期待し、6月の伊江島、7月

の西表島と沖縄ダイビングを計画した。が、あには

からんや、オリンピックの開催を意識してか政府の

対策は後手後手に回りコロナ禍は収束を見せるどこ

ろか緊急事態宣言の延長である。どうしたものか現

地に確認すると、対策は十分にとってあるので不便

なこともあるがダイビングは十分に楽しめるんでぜ

ひ来てほしいとの話。後期高齢者、幸いワクチンも

２回接種しているし、地域経済に寄与するため、ま

た、先の限られた我々にとっては、健康を維持する

ダイビングは不要不急なことではないと自分に言い

聞かせ、計画を実行することにした。 

● 伊江島ダイビング  

 初の伊江島である。梅雨が明け切らず天候不順で

あったが、ダイビング時には収まり予定通りのダイ

ビングをすることができたのは幸いであった。 

今回お世話になったガイドは30年前から伊江島

に移住してダイビングポイントを開拓した伊江島ダ

イビングのパイオニアである湯野川さん。期待通り

色々な魚を見せてくれた。  

   

 
  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

  

 

  
 

 

● 西表島ダイビング  

梅雨も明け毎日ピーカンの真夏の沖縄を堪能

した。 

 

 

  

 

 

 沖縄・伊江島と西表島 
 ～コロナ禍 緊急事態宣言の中～ 

2021年6月23日～29日 伊江島  7月12日～17日 西表島 
       レポート 624 阿久津 省一 

ヒレナガヤッコのペア 右が（♂） 

伊江島ダイビングサービス ボート 

ハナゴンベ ツバメタナバタウオ カシワハナダイ 

ヤイトヤッコ（♀） スミレヤッコ 

ハコベラ婚姻色（♂） クレナイニセスズメ 

チームウナリザキ ボート 

テングカワハギ 
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西表島を含む八重山諸島は400種以上のサンゴが

生息する世界屈指のサンゴ礁地帯であると言われて

いる。今回は自然世界遺産の登録もあってサンゴの

景観を見るのを楽しみにしていた。 

特に誰が名付けたか

スペイン出身のガウ

ディが建築したサグ

ラダ・ファミリアと

よばれているパラオ

ハマサンゴは見ごた

えがあった。 

テーブルサンゴの森

は白化現象で大分ダ

メージを受けていた

が最近は元気を取り

戻して来たそうで、

あたり一面がテーブ

ルサンゴの森になっ  

    ていた。 

 

 

サンゴと共生する褐虫藻の色によって青くなる青色

エダサンゴもこれまた見ごたえがあった。 

 

 
 

 

  

他にも、スリバチサンゴやノウサンゴ、リュウキュ

ウキッカサンゴなどサンゴの織り成す造形美のすば

らしさを堪能した。 

 

最後に 

 ダイビングツアー中での大きな楽しみの一つが、

美味しい地酒を飲みながら郷土料理を食べることで

あるが、今回は緊急事態宣言中のため、どこでも酒

の提供は禁止されていた。幸いなことに宿の計らい

で、談話室での飲食は大目に見てくれたので、レス

トランから料理を運んでいただき、スーパーで仕入

れた地元の酒で食事を楽しむことができた。個性の

ある居酒屋での料理を楽しむことはできなかったが

お酒が原価だったのでシニアには懐の優しいツアー

となった。 

 

※ 今回お世話になったダイビングショップと宿 

伊江島 ：伊江島ダイビングサービス 

    ：コテージ こころハウス 

西表島 ：ダイビング チーム ウナリザキ 

    ：イルマーレ うなりざき 

コモンシコロサンゴ 

パラオハマサンゴ 

テーブルサンゴ 

青色エダサンゴ 

ユビエダハマサンゴ 

1５ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 ワレカラに恋してる 
  

       レポート 806 菊地三男 
 

少し黄色 

バージョン 
 

ワレカラ大好きで、アニラオではワレカラの歌をガイドと一緒に歌ったりしていました。 

ガイドがどれだけ喜んでいるかわかりませんがスタッフは喜んでいるようでした。 

撮影地は千葉勝山・アニラオなど。ワレカラは、甲殻類でエビやカニの仲間です。 

「ワレカラの歌」は森進一のおふくろさんのこぶしで 
  

♭ワレカラさんよ ワレカラさん 
海で見ていたワレカラが 陸（おか）で見たなら 
カマキリーだー そんなワレカラ大好きーで 
今日も明日も会いたーーいいーー♭ 

 
暫くアニラオに行って歌っていないので前と少し違うか

も知れません。 

赤バージョン初

めて見た。 
しかも孕んでい

る 

赤バージョン 
がうじゃうじ

ゃ。次週行っ

たらハッチア

ウトして、数

匹しかいなか

った 

黄色 
バージョン 

透明でバックが淡

いピンクで 悩ま

しい 
 

カマキリです。 
バックがピンクで悩

ましい 

ちびちゃんで

5ミリ位です 

メタリックでかっこいい 

カマキリのファイテングポ

ーズとそっくり。 
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 当初は関西地区の会員さんと伊豆海洋公園で潜る

計画でしたが、台風接近などの理由で関西地区の会

員不参加となり、関東地区会員３人だけになりまし

た。２台の車で行ったのですが、先般の土砂崩れで

熱海通過は海沿いの熱海ビーチラインしか通れず、

普段は有料なのですが、特例として無料で通ること

が出来ました。ただし制限速度は30Kmです。 

 

初日は２人だけの宿泊で宴会だけ、後１人は明日

だけの日帰りです。宿は「みかみ」と言って、料理

から何までおばあさん１人でやっている宿です。 

 翌日ダイビングで伊豆海洋公園に行ったのですが、

台風は宮城県に上陸ですが、余波で波が高くエント

リーとエグジットが大変そうです。軟弱ダイバーの

我々は、早速もっと楽な富戸に移動です。 

 

 当日の富戸は透明度もよく、フレンドリー？なア

オリイカの繁殖行動もゆっくり見ることが出来まし

た。ガイド曰く、ここ１０年で伊豆海の魚の半数は

南の魚になってしまい、死滅回遊魚が死滅せず繁殖

しているそうです。そう言われれば、見る魚は沖縄

の海と変わらないです。温暖化は海の中にも着実に

やって来ています。海面近くの水温は24度ですが、

深い所は22度位で寒いです。 

 

今回のメンバーは誰もカメラを持ってなく、のん

びりダイビングでした。熱海の土石流は富戸に迄来

てしまい、その時にはあんなに沢山居たイソギンチ

ャクが、一斉に逃げ出して居なくなったそうです。 

                 380 舩坂健 

 

 日帰りでも行く海洋公園ですが、今回は前泊。 

同行の舩坂さんは良く寝ます。気づくと昼も夜も寝

ていて、流石に朝は早起きで散歩に行かれていまし

た。 

私も普段の疲れ？か良く寝ましたが、起きている時

は酒を片手にコロナの愚痴を2人で語りました。 

  

28日は日帰りの板倉さんも集合して3人で富戸ヨ

コバマにて 2 本潜りました。ガイドは NASO の柳田

さんです。この日は台風後なのに透視度が良く伊豆

としては驚きの20m越えで、アオリイカの産卵・ア

オリイカのハッチアウト・アオリイカの幼稚園の群

れと、一度のダイビングでアオリイカ三昧！ 

他にはヒレナガネジリンボウと、伊豆では超レアな

ハタタテハゼに出会いました。そうそう、アカウミ

ガメにも出会ったのでした。漁港の水槽でしたが…。 

 29 日は柳田さんとマンツーマンで海洋公園です。

ウネリも減り透視度も良く、近年希な良い海でした。 

  

１本目はエントリーしてから左へ水面移動＋中層

移動して、ブリマチという名物ポイントへ。ここは

見事でした。光の波が向こうからやって来て、それ

が小魚の群れで、その中に取り囲まれたり、そこに

アタックするイサキ達から逃げ回り、その度に光り

が姿を変える。自分が伊豆に居ることを忘れます。 

  

柳田さんが「2 本目は二の根へ行こう」との事で

行ってきましたが、途中で方針変更して近場の一の

根を楽しみました。小さなヒフキヨウジも可愛かっ

たのですが、近年はクマノミが居着いていて、それ

が少しずつ違いも有って、沖縄型や小笠原型も居て

教えていただきました。      838 市川雅紀 

 

参加者：380 舩坂 健 

838市川雅紀 

870板倉節夫 

 

伊豆ダイビング 
富戸・海洋公園 

             2021 年 7 月 28 日（富戸）〜29 日（海洋公園） 
           幹事 838 市川雅紀 レポート 380 舩坂 健 
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既に皆様もご存じかと思いますが、2021年7月12

日、弊社㈱水中造形センターが破産予告を行ない、そ

れとともに事業停止となりました。 

新型コロナウイルス感染症の影響もありますが、定

期購読をしてくださっていたマリンダイビングクラブ

会員の皆様に向け整理的倒産すらできなかったことが

悔やまれてなりません。SDC会員の皆様にもたくさん

定期購読していただいていたのに、このような形にし

かならなかったことは、最後に『マリンダイビング』

編集長を担っていた者としては忸怩たるものがござい

ます。本当にご迷惑をおかけして申し訳ございません

でした。心よりお詫び申し上げます。 

 

日本シニアダイバーズクラブ（SDC）の皆様には

1994年の発足に弊誌創立者の舘石昭が声がけをさせ

ていただいたこともあって、『マリンダイビング』に

もたびたびご登場いただき、これまで27年にもわた

り本当にお世話になりました。そんな皆様にご迷惑を

おかけしたことがしのびなく申し訳なさでいっぱいで

す。でも、様々な楽しい思い出も共有させていただ

き、本当にありがとうございました。取材させていた

だいたの方々のダイビングを楽しんでいる様子が、私

にとっても宝物のようにキラキラと輝いておりまし

た。 
また、ダイビングツアー部門の「MDトラベル」も

ご利用いただいた方が少なくありません。感染症蔓延

でスケジュール変更などもありまして、皆様にも大変

ご迷惑をおかけしました。そしてご利用いただいた皆

様、本当にありがとうございました。 
 
残念ながら世の中の雑誌離れはまだ進行するものと

思われ、月刊誌として復活させることは難しいと思わ

れますが、なんらかの形で「ダイバーを増やしたい」

「安全に潜ってダイビングを楽しんでほしい」「水中

写真派を増やしたい」といった『マリンダイビング』

の創刊以来53年にわたり貫いてきた精神を継承して

いければと私自身、考えているところです。また皆様

にもご協力をいただくこともあるかもしれません。そ

の際は是非よろしくお願い申し上げます。 
 
このたびは会員誌のスペースを使わせていただくこ

とを許可いただいたことに心より感謝いたします。 
新型コロナウイルスの感染拡大が猛威を振るってお

ります、皆様ご自愛ください。皆様のご健勝とご多幸

を心より祈念申し上げます。一日も早く感染症が収束

して楽しいダイビングライフが戻ってきますように！ 

この投稿は５月に戴きましたが、誌面の都合で91号に掲載しました。 

 昨年の4月、山本徹さんがサイボウズで「Zoom

飲み会」を立ち上げました。その後市川雅紀さんが

引継ぎ、現在は「Zoom雑談会」として毎月第1、第

3火曜日に開催されています。雑談会に入るための

URL等のお知らせは前日のサイボウズの掲示板に書

き込まれます。 

私は昨年の7月から参加して、その後はほとんど

毎回参加しています。各々の近況報告やコロナ禍に

おけるダイビングの注意事項など色々な情報交流が

あります。リアルには一度も会ったことのない会員

と顔なじみになったり、関西や青森、更に海外在住

の会員と気軽に話し合えるのはオンラインならでは

メリットです。 

Zoomでは画面の共有によって、写真や動画映像

を一緒に楽しむことができます。沖津正行さん、 

林保男さん、市川さんから最近の海の映像を見せて

もらっていました。今年になって、昔の映像も見ま

しょうという話になって、私がSDCの仲間と行った

ツアーの映像を見てもらうようになりました。 

昔はまめにツアーに行った時のビデオ映像を7～

8分にまとめて参加者に観てもらいました。公開す

るのは初めてです。古い順に整理してみると懐かし

い想い出がよみがえります。私が初めてSDCツアー

に参加したラヤンラヤンが一番古く、1999年でし

た。その時一緒だった島尾愛子さん、西谷サヨさ

ん、坂東正郎さん、今村孝さんとは今も親交が続い

ています。2001年のサイパン、2003年の伊豆テニ

ス＆ダイブ、2004年阿嘉島、最近では2005年の

PNGロロアタを見てもらいました。ナイトダイブで

歩くサメ（写真）に会いましたが、ラジャアンパッ

トで有名になる前の話です。 

 

SDC Zoom雑談室 

レポート 005 大隅楠夫 

お詫び 
そして心より感謝申し上げます 

2021年8月 

元マリンダイビング編集長 後藤ゆかり 
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SDC 海釣り同好会では昨年 11 月の太刀魚釣り

に続き、例年 5 月恒例のクロダイ（黒鯛）釣りに

本年も挑戦いた

しました。場所 
は千葉県浜金

谷で釣船は太海

丸。 5月14日、

コロナ何するも

のぞと勇敢な 3
人が朝 5 時集合で挑戦いたしました。 
 
結果、大いなる釣果？東京湾はクロダイの宝庫？ 
参加者は 591 和田さん、668 川瀬さん、862

香椎の 3 名で顧問の堺さんは都合により急遽、

不参加となり都合 3 名でした。 
天気は前日までの雨模様から一転良い天気と

なり朝 5 時集合、6 時いざ出航、期待と裏腹に最

初の 2 時間以上は釣果がありませんでした。 
この同じ場所では今日は無理かなと思い始めた 3
時間くらい経った頃から少しずつ釣れ始めまし

た。 
我々の釣果は和田さんは黒鯛他計 6 匹、川瀬

さん計５匹、香椎は残念ながら計 3 匹でした。 
一方、上手な方はひっきり無しに釣果を得て

おり、そこそこ大きな黒鯛を 20 匹以上の釣果を

得る方も 2 人ほど居ました。これほど多くの黒

鯛が東京湾に生息している事実は大変な驚き

で、東京湾が豊かな黒鯛漁

場である事と、将来経験を

積めば自分にも釣ることが

可能である事に希望をもち

感動も致しました。 
クロダイ（黒鯛）とは別名チ

ヌ、鋭い歯を持ち雑食性、大

変美味の魚と言われています。 

 
下記写真は、最も釣果のあった方のものです。    
黒鯛だけで16匹、その他を入れたら２０匹以上。

そのまま市場行とのこと。セミプロかも。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
591 和田さんから一言； 釣果は大きなクロダ

イ 5 匹とサバ一匹。下記写真は定番の漬け丼で大

変美味でしたとのことでした。 
 
 

 
                

 
 
 

  

東京湾のクロダイを追って 
2021 年 5 月 14 日 

レポート  862 香椎 裕希彦  
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5月20日(木)19:30～21:30 

参加者：大隅楠夫（ホスト・進行）、高木忠雄、 

    平野昌子、林保男、福田孝子、 

加藤英夫（見学参加） 

 

1)近況報告など：ワクチン接種予約、情報交換 

2)上映作品 

① 大瀬崎カエル祭り      林 保男 

② CRYSTAL (2001年作品)    大隅楠夫     

         ソウシシカエルアンコウ(大瀬崎) 

 

６月17日（木）19:30～21:30 

参加者：大隅楠夫（ホスト・進行）、高木忠雄、 

玉村 馨、平野昌子、林保男、福田孝子 

 

1)近況報告など：ワクチン接種情報 

2)上映作品 

① 6月の大瀬崎           林 保男 

② つるなしいんげんの発芽観察  大隅楠夫   

③ 私の散歩道 Spring編     大隅楠夫  

     イッサイフシエラガイ（大瀬崎） 

 

 

 

 

 

 

          ツルナシインゲンの発芽 

 

7月15日（木）19:30～21:30 

参加者：大隅楠夫（ホスト・進行）、小幡美枝、 

高木忠雄、平野昌子、林保男 

 

1)近況報告など： 

2)上映作品 

① 納涼祭          高木忠雄 

② 7月の大瀬崎        林 保男 

           あじさい苑納涼祭 

      ミジンベニハゼ（大瀬崎） 

   

 

水中映像を楽しむ会 Zoom例会 
     

2021年5月20日 、6月17日 、7月15日 
      レポート 005 大隅楠夫 
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SDC 同好会・地区交流会紹介コーナー 
SDC には親睦を深める会がいくつもあります。 

ダイビング以外の趣味などを通した楽しい集まりです。 

コロナ禍で休止している会もありますが興味のある方は直接ご連絡ください。 

うみつり 

 

 

 

 

  
 

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。 
      世話人 197 宇留賀達雄 

共同世話人 766 鈴木 一雄 

 

スキー愛好会 
年に一度みつまた神楽でスキーを 

楽しみます 

世話人 427 木村満男 

 

フリッパーの会 
東京辰巳水泳場で月 1 回、フィンスイムの練習をし

ます。参加希望者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・石垣島などで珊瑚礁の保全活動や親睦

をおこなっています。 
世話人 600名倉三也子 618河原智怡 

      648江藤征雄 

 

SDCミュージックサロン 
「ライブ」「ミュージカル」「コンサート」など

いろいろなジャンルの音楽を楽しむ会です 
        

世話人 761 田中恵美子 

ヴィンテージな会 
楽しく、飲み語らいコミュニケーションを 

図る集いです。毎年12月に開催します 
共同世話人 668川瀬和恵 

                    845矢部善信 

 

水中映像を楽しむ会 
水中で撮った映像の編集の勉強や、上映会を 

行います。 
世話人 005 大隅楠夫  

687 林 保男 

海を愛でる会 
横浜近辺で飲んでおしゃべりして情報交換もし

ます。「桜散策」「横浜ナイトクルージング」等

の企画があります。 
          世話人713福間百合子 

 

多摩・武蔵野ご近所の会 
気軽に集まりダイビング情報の交流や親睦

をします。多摩武蔵野地区以外の方の参加も

大歓迎です。     
世話人427 木村満男 

              648 江藤征雄 
 

中部交流会（中部地区） 
中部地区の会員は少ないので、他地域の会員

との交流を兼ねて国内宿泊ツアーを行ってい

ます。   
世話人240 山本伸子 

海釣りの会 
房総半島金谷沖がホームグラ

ウンドです。 
 

世話人 725堺 孝興 
       591和田美代子 

ご近所会 
皆で楽しく遊ぶ会です。 
会員でないお友達の参加も

OKです。 
 

連絡は440 石川 勝まで 

呑和会（関西地区） 
交流・情報交換・ツアー企画

などを和気藹々と食べて飲

んで語り合います。 
 

世話人 306宮本節子 
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★コロナで、どこにも行けませんので退屈な毎

日を、送っております。    74 藤井泰代 
 

 
★ワクチン 2 回目副作用あり。38.2℃の発熱 

と口内炎 7 箇所 若いから？(笑) 3 回目はど

うなっちゃうの～被験者中  896 渡邊善江 

 
「コロナ禍での悲しい出来事」 
今年 93 歳の母親が 5 月に他界しました。死因

は大腸に穴が開いてたのですが、医者の話では

手術に耐える体力もなく点滴で生きながらえ

ている状態。最後はモルヒネを使用しますとの

こと。が、それ以上にビックリしたのは何と院

内感染でコロナになってしまったのでした。 

妻ともこれで死に目にもあえず最後になって

しまったなと話していましたが、何と無症状で

コロナを克服したのには驚き、お陰で死に目に

も会うことが出来ました。そんな事があってＤ

ＮＡを受け継いでいる自分は、もしかしたらコ

ロナに感染しても無症状ではないかと云う 

慢心が心の奥底にある自分にも驚きです。 
              735 道上 勲 

 

★「ワクチン予約が大変だ！」と報道されて

いる頃、接種クーポン券が届きました。その

日の夕方に、年に一度健康診断を受診してい

る個人病院から「ワクチン接種の予約受付中

です」との電話があり、１回目と２回目の予

約がとても簡単にできてしまいました。 
 先日、特に副反応もなく２回目の接種も終

わり、少し安心しています。 海外でのダイ

ビング旅行の準備として、海外渡航のための

ワクン接種証明書発行の手続きをしようと 
思い、手続きに必要なパスポートを見たら、

有効期限が 2021年 7月で切れていました。                 
 
900 沖津 正行 
 
 
 
 
 

 
 
★近くの病院で接種の予約を取りました。  

1 回目は接種部位の痛みは少しで、夜に熱が

37 度 2 分くらいになり、少し熱っぽい程度

で、翌日からは倦怠感はあるものの回復しま

した。2 回目の接種後は、夜になると 37 度近

くに熱が上がり、接種した肩から肩甲骨まで

か凄い痛み、倦怠感、頭痛あり、翌日は 38 度   

5 分の熱が出て倦怠感もすごく、頭痛も肩の

痛みもひどかった。結局 2 日間寝込み、熱が

治まらず、解熱剤でやっと 37 度 5 分台まで

落ち着き、倦怠感と痛みは 3、4 日続きまし

た。頭痛はひどく、治まるまで 1 週間近くか

かりました。病気でもないのに大変な思いを

しましたが、これもコロナのためと思い、耐

えました!         306  宮本節子 
 
「海外渡航者用のワクチン接種証明書」 

海外５か国で優遇措置を受けられる『海外

渡航者用のワクチン接種証明書』が、7月２

６日から交付申請受け付けが始まると報じら

れ、全国の市区町村で交付申請の受け付けを

始められるそうだ。接種会場で貰った接種証

明書を提示すれば、イタリア、オーストリ

ア、トルコ、ブルガリア、ポーランドなど５

か国で入国時の待機やウイルス検査などの免

除・緩和といった優遇措置を受けることが出

来るそうだが、私がすぐにでも旅立ちたいパ

ラオ、メキシコ、スリランカ、モルデイブ、

オーストラリア、トンガ、等へはまだまだ優

遇措置を受けることは難しいようだ。 

政府はその他の国とも調整を進めており、対

象国をさらに拡大させる方針だそうで期待し

たい。一方、『日本への入国時には接種証明書

があっても待機などの防疫措置は緩和されな

い』のでは、鉄砲玉でもあるまいに～～。 

             641 今枝 淳平  

 

★４月から保健所で陽性者の聞き取り調査を

しています。4,5 月は陽性発生数 1日 20 件、

自宅療養者 30 件ほどでした。９月には発生数

毎日 100 件超、自宅療養者 300 件越、と悲惨

な状況です。保健所職員は夜中まで働いて居

ます。 ワクチン接種後に感染する人も少な

からず居ます。ワクチン接種が済んでも感染

し、人に感染させます。油断大敵!!!  

一層の感染予防対策が必要です。 

812 松尾 幸代        

コロナよもやま話 
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オリンピックばかり見ています。 
74 藤井 泰代      

 

コロナ感染が拡大中なので、オリンピック

開催には反対でしたが、開催されました。 

テレビ番組も、どのチャネルに切り替えても連

日オリンピック関連ばかりです。開催反対だっ

た思いから、オリンピック観戦にあまり興味も

なく、暑い日を過ごしています。 

900 沖津 正行 
  

柔道が大好き。残らず見る。 

そこで一句 

「汗つかみ  

そこで一本  

よっしゃ～」 

896 渡邊 善江 

 
 
「東京オリンピックで変わったこと・ 
           議論されたこと」 
コロナ下でのオリンピックということで簡素

化が叫ばれていましたが、IOC との一方的な契

約内容などの問題が露呈し、また IOC の実態

なども判り、今後への大きな変換点となった東

京オリンピックです。 
今後開催地は応募ではなく、IOC が非公開の

場で決定することになり、まず 2032 年はブリ

スベン開催が（密室で）決まりました。（コー

ツ IOC 副会長はオーストラリア人で、これは

関係があるのか？） 
今後自ら応募する都市が無くなったからでしょ

う。 
IOC は金まみれだと言われていますが、収入

の 9 割は各国のスポーツ振興に使われていま

す。 
ただ残り 10％の約 600 億円の使徒は公表され

ておらず不明です。 
IOC 会長が、各国首脳や天皇と同格の扱いなの

も疑問視されています。 
ところで 3 年前、屋外競技の暑さ対策で 2 時

間早めるサマータイムが議論されたことを覚え

ていますか？ 
日本の標準時間は、周辺国と 2 時間ほどズレテ

いることから、この際修正しょうとしたもので

す。緯度は赤道上の一周を 360 に分割したもの

で、地球は 24 時間で一回転するので、物理的

時差（日の出や日没時間の差）は、緯度 1 度当

たり 15 分になります。 
例えば、根室市は東経 145.2 度で、韓国ソウル

は 126.5 度なので、物理的時差は 4 時間 20 分

あるのに、国が定めた時差はゼロなので、日の

出や日没時間は 4 時間以上違います。 
クアラルンプールにいた時、朝 8 時に外がやっ

と明るくなり、夕方は午後 9 時ころまで明るか

ったです。 
その理由は、物理的時差は東京と約 3 時間ある

のに、国が決めた時差は 1 時間だからです。 
日本の標準時を 2 時間早めたら、夜は 9 時まで

明るく、その分照明が不要となり省エネ社会に

なります。 
仕事が終わった後まだ明るいので、趣味や勉強

などの活動が活発になります。 
また東京証券取引所は、毎日世界最初に開かれ

ることになるので、大きな注目を集めることに

なり、その経済効果は大きいでしょう。 
しかし、早起きは嫌だとか、勤務時間が長くな

る、という的外れの意見で、サマータイム導入

は却下されてしまいました。 
残念な結果になってしま

いましたが、いつかは修

正すべき事柄だと思いま

す。 
380 舩坂 健 

 
 
「オリンピック開催の反対意見」 

政府分科会の意見や警告ともとれる意見にも

耳を傾けず、尾身会長が暗に中止勧告をしてい

るにも関わらず、無視し続け然も水際対策は万

全ですと言っていた。しかし、いざ蓋を開けれ

ばダダ漏れ状態で、外国から来た人は 2週間の

隔離のはずが守っている人は僅かで、開催中は

外部との接触は一切しない筈なのに 15 分間だ

けは外出が許されているし、宿泊先も外出する

外国人に対し止める事も出来ず、只 尋ねられ

たら「禁止と言うだけで拘束力は有りません」

と言っていました。首相は「人流は減ってい

る」と意味不明な言葉の一点張りで記者会見も

早々に終えて逃げるように会場から姿を消して

しまう有様。 

以前記者の質問に「私は一生懸命やっていま

す」と言うのを聞いて余りにも幼稚な発言に笑

ってしまいました。一国の長で有る人間が自分

を評価するなんて。評価は第三者がするものな

のにと呆れ果てました。こうしてオリンピック

を中止する勇気も無く、大し

たコロナ対策も講じず、只々

緊急事態宣言を繰り返してい

る政府に辟易している次第で

す。      735 道上 勲 

TOKYO 2020に寄せて 
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「アリの話」  
（２：８、２：６：２の法則）            

 アリを研究している人の話である。アリは、

８０％はよく働くが残りは働こうとしない。そ

の比率は２０％であるという。またミツバチも

同様に８０％はよく働くが２０％は働きバチが

集めた蜜で生きているゴクツブシと同じ。 

このような研究報告があった。しかし、彼らが

住んでいる巣が攻撃されると遊んでいたアリた

ちはがぜん敵に立ち向かい巣を守ろうとする。 

ハチも女王バチを守るために蜂の一刺しで命を

かけて戦う。 

 友人にこの話を紹介すると彼は、「人間でい

えば「傭兵」に相当しますネ」という。常日頃

は普通人のように働かないでいる。しかし戦争

になれば武器を持って戦う。 

 ２０２０のＯＰ／ＰＰはコロナ禍の最中、日

本の少数の政治家たちは「止めるべきだ」と騒

ぎたてた。IOC、JOC、政府側は方針を変えず、

この７月から開催した。ところが反対派の人た

ちはアスリートの劇的な勝利で金メダルをはじ

めメダルの獲得が増えてくると声を大にして応

援し、祝福のコメントが聞かれるようになっ

た。ネットでは彼らの態度はダブルスタンダー

ドだと批判されている。開催に当たっては建前

で反対し、本音では日本国民として心から応援

する？結果からすれば単なる政治目的で政局に

持っていきたい意図が見え見えだが日本人の国

民性からは逃れられない側面をあらわにした。

コロナ禍で暴露されたこの姿はアリの生態に限

らず人間も同類ではないかと思った。 

30 杉本 信也 

 
 
兄妹同日優勝果たした『いい話』 

東京五輪の柔道男子 66 キ

ロ級の阿部一二三選手

（23）と妹で女子 52 キロ級

の詩選手が 7 月 25 日念願の

兄妹同日優勝を果たした。

二人が歩んできた「柔の

道」が報じられ大いに感動した。兄の一二三

は、幼稚園の時テレビで見て「格好いい」と柔

道を始めた。最初は体の大きな小学生が怖くて

泣いてばかり。小柄で、小３の時には女子にも

負けた。「一番になりたい」と自宅から道場ま

での３キロを走り父と始めたトレーニング。

「どんな練習も手を抜かず、誰よりもコツコツ

と努力していた」と評価されたが、試合になる

と緊張し、極端に口数が少なくなる息子を見か

ね、母が「闘志をかき立てる色だから気持ちを

高めてほしい」との思いで用意したのが赤のパ

ンツだったそうだ。（笑い） 
妹の詩選手が兄を追って道場に通い始めたのは

5 歳の時。当時は「友達とのおしゃべりが楽し

く、柔道の練習はサボっていました」。然し技

の覚えは早く、教えられなくても見よう見まね

でできるようになった。本気で取り組むように

なったのは、兄が中学 2 年から全国大会を連覇

し「お兄ちゃんばかりチヤホヤされるのが悔し

い。私にもできるぞと思った」そうだ。 
中 2 の全国大は決勝で敗れ「誰にも負けたくな

い」と、兄の動きをまね、指導内容や気持ちを

ノートに綴るようになり、その一年後全国制覇

した。競い合って成長した二人は、2018 年の

世界選手権で日本選手として史上初の兄妹優勝

を達成し東京五輪での再現を意識していた。

が、兄はライバルの台頭で一時五輪が遠ざかっ

た。詩選手が「自分たちにしか分からないつら

さがあった」と漏らした。兄妹だけが知る苦境

を乗り越えて得た今回の二つの

金メダル。表彰式を待つ間、抱

き合い互いに「おめでとう」と

喜んだ。一二三選手は言った。

「人生で最高の一日になった」      

641 今枝 淳平 
 
 
 

会員の皆様はコロナ禍如何お過ごしでしょ

うか。 
以前のように海へ山へと飛び回れる状況ではと

てもなくテレビの前でオリンピックとコロナに 

一喜一憂の毎日、メダルの数が増えるとコロナ

の数も増える、まさに嬉しくて悲しい状況、笑

っちゃうというか苦笑でしょうか。そんな毎日

ですが、ダイビングを再開できる体力は残して

おきたいと思っています。目指すはスロ－ライ

フ、スロ－ダイビングの世界です。 
さてコロナとオリンピック、後世の人はこの 

状況、たぶん笑っちゃうでしょうね。 
863 奥村 信一 

                 
 
 
 
 
 
 
 

お断り 長文のご投稿を戴いたため、誌面の都合上若干

の修正をさせていただきました。 
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びっくりしました。月刊誌マリンダイビングを発

行している水中造形センターが破産手続き開始、負

債総額は約2.4 億円。1997 年の売上高は約13億円

だったが、2020 年には売上高が約 4 億円まで減少、

支えきれず事業継続を断念したとの事。 

水中造形センターは月刊誌やガイドブック等を出版、

マリンダイビングフェアのイベントに、毎年国内外

から多数のダイビングサービスやリゾート、ダイビ

ング器材や水中カメラなどのメーカー、航空会社、

政府観光局などを集めてダイビング業界とダイバー

たちの交流の場所だったし、「地球の海フォトコンテ

スト」は我々の楽しみだった。 

その前途は当事者が決めることだが、我々ダイバー

としては誰かが事業を継続してくれないか、大資本

の企業、例えば航空会社、TV・ネット関連会社など

が名乗りを上げないか祈るような気持ちだ。 

 

コロナ禍が影響し始めた昨年3月以降、ほとんど

の海外ツアーは中止となり海外のダイビングショッ

プはお客が全くない状態が続いている。 

心配なのがダイビング関連の旅行社、器材販売等の

事業者のみならず、現地のダイビングサービスが廃

業や息切れ倒産になるのではないかと言うこと。 

また事業者だけでなく、多くのガイドたちが失職・

転職しているとも聞いている。 

我々がお世話になった国内・海外のダイビングショ

ップやガイドさんたちの近況は如何でしょうか? 

 

ダイビングは多くのガイドや器材メンテなど、豊富

な経験を持つベテランたちのお陰で支えられている

ので、彼ら・彼女らがいったん離れてしまうとなか

なか今までのレベルを維持するのは難しいし、受け 

 

 

 

 

 

 

入れ体制が崩れてしまうことも考えられる。 

それでなくてもここ 10 年くらい前からダイバーの

数が減ってきていると感じている方は多いと思う。 

ファンダイビングを楽しむ日本のダイバー人口はど

れくらいか？オーシャナ編集部の記事の推計では

60万人くらいらしい。最近は若年層が減って平均年

齢が上がってきている。 

 

かといって我々シニアダイバーが集まっても世の中

の流れを変える事は誰もできない。 
コロナ禍でもそれなりに国内の海に潜リに行って、

ショップやガイドの方とつながっている会員も多い

が、逆にコロナ禍で孤立を感じている会員も多いか

も。 緊急事態宣言などで会員同士の集まりや飲み

会すら難しい中、せめてサイボウズや zoom 雑談室、

電話・ライン、会報、HP などで交流を続けて仲間

とつながって行くのが我々のできることと思う。 

 

このパンデミックの中、多くのシニアダイバーた

ちは皆同じ悩みを抱えているのでは？ 

1）健康年齢的にまた体力的に引退までの余命が少な

くなってきた。 

2）一緒に行っていた仲間が引退し始めている。 

3）いつになれば感染症の心配なくダイビングに出か

けられるか？ 

4）もう一度行きたい海外のショップは無事に残って

いるかしら? 

引退などまだ先のダイバーたちはこう言われるでし

ょう： 

「あと少し我慢すればこのパンデミックも終息して

以前と同様にダイビングを楽しめる」 

「海は永遠、ビーチは逃げない、ショップやガイド

は必ず待っている」  その通りと思います。 

でもシニアダイバーのなかにはパンデミックの影響

で2年もブランクができてダイビングをやめようか

なと考えてる方もおられるのでは? 

 
素晴らしい思い出のあの海へ仲間たちと一緒にも

う一度いきたい！ 

今まで一緒に楽しく過ごした先輩方や友達たちに感

謝の気持ちを込めて、まだやめないで！ 

   パンデミックとシニアダイバー 
     680 玉村 馨 
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コロナ禍での開催でしたが、オリンピック開催に

よる国内感染者の増大を招くことなく、また、海外

に撒き散らすこともなく無事に終了したことは大変

喜ばしいことと思います。海外からの観客受け入れ

をせず、無観客で開催したことが功を奏したと思い

ます。現在の第5波はワクチン接種が進んでいない

40～50 歳代の置き去り世代と呼ばれる人達が主で

あり、未だ 64 歳以下の未接種率は 80%に及んでい

ます。もし、国産のワクチンが開発されており、国

内はもとより海外の人々にワクチンを供給すること

ができれば、「復興五輪」から「コロナに打ち勝った

証」としてのオリンピックになったことでしょう。

残念なことですが我が国はこの 40 年間、政官の不

作為によりワクチン開発を怠ってきました。「安全・

安心」のオリンピックが精一杯のところでした。国

産ワクチンは来年まで待つことになりそうです。 
 1 年間延期となり、選手並びに選手を支える方々

は、競技の場に最良の状態で出られるように意欲を

保つことに大変なご苦労をされたと思います。しか

し、自国開催ということもあり、我が国のメダル総

数は 58 個と、夏冬のこれまでのオリンピックを通

じて最多記録となりました。選手自身本当によく頑

張り抜いたと思います。そして、選手を支えてくれ

た関係者全員に賛辞を送りたいと思います。 
競技に臨む選手の姿は、全世界の人達に、コロナ

禍により、ともすると内向きになりがちな気持ちに

「夢」と「勇気」を与えてくれたと思います。無観

客でしたが、オリンピックを開催したことは本当に

良かったと思います。競技を通じて人間が持ってい

る肉体と精神の底力を存分に見せて頂き、本当に有

り難うという感謝の気持ちで一杯です。 
今回は、205 か国・地域と難民選手団から約1 万

1000 人の選手が参加しました。難民選手団は 2016
年リオデジャネイロオリンピックからの参加で、今

回が2回目となります。今回参加した難民選手団の

出身国は、2011年以降紛争が続いているシリアが最

も多く7人、次にイラン5人、南スーダン4人、ア

フガニスタン3人と続き、エリトニア、イラク、コ

ンゴ共和国、コンゴ民主共和国、カメルーン、スー

ダン、ベネゼエラ出身の29人でした。 
水泳選手として参加し、残念ながら 7 月 24 日の

100m バタフライ予選で敗退してしまいましたが、

国連難民高等弁務官事務所親善大使でもあるダマス

カス(シリアの首都)出身のユスラ・マルディニさん

(Yusra Mardini 1998年3月5日 現在はドイツの

ベルリンに在住)は、「私のストーリーを通じて、ス

ポーツは人生を救うきっかけになるものだと多くの

人に知って貰えたら」と語り、難民は自分の意志で

はどうすることもできず、故郷を離れることを余儀

なくされた普通の人々なのだと訴えています。パリ

オリンピックにも是非とも参加して欲しいと願って

止みません。オリンピックは平和の祭典と呼ばれて

います。平和の火を灯し続けるために我が国の一層

の努力を期待します。 

 東京2020オリンピックは、「全員が自己ベスト」、

「多様性と調和」、「未来への継承」の3つを基本コ

ンセプトとして開催されました。しかし、「多様性と

調和」に関しては、開催前に組織委員会による人選

の不手際があり、開会式が無事に執り行われるのか

どうか大変心配したところです。評価は様々ですが、

選手宣誓の後、1824台のドローンが国立競技場の夜

空に東京 2020 オリンピックのエンブレムを描き、

それが立体的に展開し、徐々に地球の形へと変化し

ていく様子は素晴しかったと思います。キラキラと

輝き、生で観ることができればもっと素晴しかった

と思います。 
 最後にコロナ禍でなくてもあっただろうことは、

我が国のジェンター(Gender)に対する甚だしい後

進性です。我が国は男女格差を測るジェンダーギャ

ップ指数が156か国中120位で、先進国中で最低レ

ベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN 諸国

より低い結果となっています。日本オリンピック・

パラリンピック組織委員会の前会長の女性蔑視発言、

また、つい最近ではスポーツ解説者の女子ボクシン

グ金メダリストに対する揶揄発言、シニア男性諸氏

大いに自戒すると共に気を付けましょう。 

 余談ですが、私の今年のダイビング情報をお伝え

とます。今年は沖縄本島は避け、本当に久しぶりに

6 月の梅雨のさなかに久米島と宮古島に行ってきま

した。8 月末にも久米島に行く予定にしていました

が緊急事態宣言で中止に、9 月末の宮古島を楽しみ

にしています。 

 コロナ禍におけるオリンピック開催に思う 
 

903  加藤 謙 
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 2021年も7月に入り、３回目の緊急事態宣が

明け、蔓延防止期間へ移行しつつ首都圏では再び新

規感染者数が連日前週を上回り、東京都は最四の緊

急事態宣言発令を控えております。 そんな中で 

23日には東京オリンピック開催“との事、楽しみ

四割、心配六割と言う所と思いますが如何でしょう

か？（もっと心配されている方、逆に楽しみにされ

ている方等、両方いらっしゃると思います） 今

後、同じような世界状況時のモデルケースにもなり

得る今開催”・・・なにはともあれ何事も無く？ 
無事に終了する事を願うばかりです。 また、これ

を目標に頑張ってきた各国の選手達の活躍と健康を

祈っております。 

 

さて、こちら道東は7月に入り、美しくも多くの

花が開花し色々な場所で咲き誇っております。  
僕らがよく訪れる、霧多布や野付半島エリアでは現

在エゾカンゾウ他エゾスカシユリ、ハマナス、ブル

ーフラッグ他、多くの花々が咲いております。  

道東は原生植物園も多く、春から秋へ色々な花が移

り変わり彩って参ります。 お花をはじめ植物好き

な方にはたまらない時ですね！ 道東は動物だけで

なく、植物も目が離せない場所でございます。  

動物好きは勿論、植物好きな方も是非今からでもい

らしてください！ 

知床半島と国後

島間の根室海峡は

独特のエリアに

て、ご存知の通り

5月より7月にか

けシャチが数多く

現れ、親子は勿

論、群れや雄の繁殖行動も今年は見られました。

（毎年の事かもしれませんが・・・） 
 7月より段々とシャチの出現回数は少なくな

り、マッコウや他

鯨がよく観察され

るシーズンとなっ

て参ります。 この

時期の見ものとも

言えます。 

今年のシャチは当

たり年とも言え、

現在も多くの フ

ァミリーや、お子

様シャチが元気に

飛び回っておりま

す（今年はいつまで姿を見せてくれるか？） そし

てマッコウクジラですが、既にちょこちょこ出だし

ておりこれからが楽しみです。 とても生物層が濃

い根室海峡クルーズ、とても素晴らしい体験ができ

ると思います！ 
さてさて本格的

なヒグマのシーズ

ンとなってまいり

ました！ 既に知床

横断道路にはほぼ

毎日のようにヒグマ親子が現れております。 一部

の川では桜鱒の遡上が始まっており、これから秋に

かけてサケの遡上が本格的に始まり、それを狙うヒ

グマが河口で見られるようになります。 これらヒ

グマを間近に観察出来るのは知床半島羅臼側の橋渡

し船のみで、是非この機会に半島のダイナミックな

地形や名所とヒグマを観察できるクルーズを体験し

てください。 
今回、7月から10月のツアーは女満別空港集合＆

解散とした事で、時間的余裕とルート選択範囲が広

がりました。 それによってウトロエリア＋αを加

え、また桜鱒が遡上する滝へもご案内！ 天候と時

間によって次々と目まぐるしく数多くの桜鱒がジャ

ンプします！ そんなタイミングを狙って皆様をご

案内致します。 

知床半島も

本格的な山シ

ーズンに入り

つつあります。 

ツアー中にも

皆様の目の前

に見事な斜里

岳や羅臼岳を含む知床連山が姿を見せる事と思い

ます。 今回のツアーは先ずは羅臼湖トレッキン

道東よりこんにちは 
2021 年７月 20 日 

   Dive Dream Indonesia 唐沢 百年実 
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グをチョイス。羅臼岳を望む起伏も少ない歩きや

すい道、それでいて美しい湖との景観、また多くの

植物や生き物等が見られます。 
  

 

折角のツアー中の特別ランチ。新鮮な魚介類から

蟹、昆布迄採れる所だから新鮮な食材を美味しく 

料理してくれるお店で戴きましょう！ 知らないと

損をするお店やメニ

ューがございます。 

あのお店なら蟹ラー

メン、あのお店では

島ホッケ定食、あっ

ちならクロハモ丼と

地元の人達にも愛されるお店とお勧めメニューをご

紹介致します。 
宿泊ホテルも皆様の希望に合わせてチョイスさせて

頂きます。 勿論夕食も、宿で食べるもよし外で食

べるもよし。“皆様のご希望に合わせてご案内” 
2泊3日のツアーでも「折角ここまで来たのだか

ら」と1日は宿、1日は外でという方もいらっしゃ

います。  旅の楽しみの中でも大切なファクター

でもある食事、昼も夜も手抜かりはございません！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［参考］ 
●基本的に月～木曜３泊 4 日、金～日２泊 3 日ツアーと  

して対応させて頂きます 
 「クルーズ満喫コース」「自然満喫コース」 
「海＆山満喫コース」等 

(例外：9月18日~20日の2泊3日、9月23~26日の 3泊4日）    

●１名～５名迄、上記日程以外でも開催可能です 
●密を避けたプライベートチャーター、また２、３名のグ

ループチャーターも可能です 
●ご希望内容（撮影、観察他）に合わせた２泊３日、３泊

４日等他アレンジも可能です 
●月やシーズンによって景観は勿論、見られる生物層も

変わってまいります 
●問い合わせ＆お申し込みはこちらまで： 

info@dive-dream-indonesia.com 
 
皆様のご参加を道東にてお待ちしております。 

ツアーにご興味のある方はお問い合わせください  

      クラブアズール
 
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。 
 

 
 ＜メルカード・アズール＞ 

 https://www.club-azul.com/news/48830 
専門知識を学べる SSI 公式プログラムを

受講いただけます。 

＜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。 

広告 
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こんにちは、パラオスポートのNISHIです。 

パラオスポートを30年間支えていただいたダイバ

ーの皆様に心より感謝申し上げます。 

 

パラオスポートは2020年3月16日にパラオクルー

ズを終え、トゥバタハリーフクルーズ運航の為、 

セブ島へ向かいました。 

 

2020年3月15日にスタートしたLOCKDOWNでセブ

への入港が認められず、台風シーズンでもある事か

ら、安全を確保できるレイテ島のタクロバンに移動

し、現在も停泊を続けております。 

 

パラオスポートの管理については、船を無人にする

と不法侵入や泥棒などの被害をうける事から、5名

のCREWを乗船させ管理しており、その為、CREWの

家族、パラオスポートの維持費として、毎月多額な

送金を続けています。 

乗船しているCREW達は、パラオスポートをピカピ

カに磨き上げ、エンジンの点検、船体塗装、台風等

の天候異変時の船舶移動などを主な仕事とし過ごし

ています。 

 

フィリピンの状況については、国内のダイブショッ

プ営業は開始していますが、世界遺産トゥバタハリ

ーフや環境保護区マラパスクア地域では、入島及び

運航許可が出ておらず、運航再開のめどは立ってお

りません。 

セブ島内はレベル1の一般的なコミュニティ隔離措

置で、集会など一部制限はあるものの、公共交通は

通常運航・コンビニ・ファーストフード店等は  

24時間営業が再開され、ウィズコロナの動きが進

んでいます。 

 

パラオの状況については、COVID-19の陽性者は発

生しておらず安全な状態です。 

島民はマスク無しで生活ができ、スポーツや家族、

友人達とのコミュニケーションを楽しんでいます。 

パラオの助成金はアメリカ政府とパラオ政府がおこ

なっており、パラオ人と外国人に2021年9月迄の

予定で給付されています。 

しかしながら、LOCKDOWNで休業及び閉鎖した会社

ではワーキングビザの更新ができず、2021年1月

～3月にかけて、多数の外国人労働者が帰国致しま

した。 

大手ホテル等は再オープンし、米軍、島民等が利用

しているとの情報です。 

 

船舶事情については外国籍の入港規定は厳しく、 

まだ受け入れられておりません。その為、パラオス

ポートもパラオへの移動ができない状況です。 

 

パラオの海洋情報は観光客が来島していないことか

ら生物は増え、透明度が増し、最高のダイビング環

境が保たれています。又、ダイビング協議会では毎

月ロックアイランド及び水中ゴミ拾いの清掃プラン

を実行し、パラオの自然を守る活動を続けていま

す。 

 

日本人ダイバーがパラオ旅行を楽しめるのは、2022

年予想ですが、『皆様が愛したパラオの海』に 

『皆様が友達になった魚達との再会』にと旅行計画

を立てて頂きたいと思います。 

その間、スポートツアーズとしてできる事として、

国内ダイビング（奄美、沖縄、小笠原等）、国内ツ

アー（南九州パワースポットツアー、九州巡りレン

タカー乗捨てプラン）を販売しております。 

 

旅の楽しさを思い出して頂ける様、『満喫感100％

のツアー』を目指し、ご提供いたします。 

そして、日本帰国後の

14日間隔離がなくな

り、自由に旅行を楽し

める『アクティブライ

フ』が戻ってくる事を

願います。 

皆様との再会を楽しみ

にしております。 

 

株式会社スポートツアーズ 

  パラオスポートの COVID-19 との戦い！ 
  

2020 年 3 月 15 日〜2021 年 8 月 15 日 
   レポート  S14 パラオスポート  西元 君子 
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 コロナ感染拡大と、度重なる緊急事態宣言発出に

伴い、役員会は2020年2月に集まって以降は、

ZOOMでの開催が続いていましたが、7月19日に本

当に久しぶりに「リアル会議」を行いました。 
ワクチンを二回打った方も多く、密にならないよ

う気を付けながら第1回目の役員会を江東区文化セ

ンターで開きました。 

参加者は11名、ZOOM参加１名、欠席５名 

凄いですね。シニアがITに弱いなんてとんでもな

い。「ZOOMで会議！」と、感心してしまいました。 

しかも役員会を録音までしておくなんて、なんて進

んでいるんでしょう。 

さて当日、皆さん暑い中三々五々集まり、13:30

から川瀬さん司会で始まりました。ZOOM参加の方

も。しかし、ZOOMの方には声が聞こえない。どう

も声を拾う範囲が狭いようです。市川さんがスマホ

を持って室内をウロウロ。でもやはり聞こえたり聞

こえなかったり、録音も聞こえない所があったよう

です。なんせ初めての事なので儘ならないこともあ

りますね。 

役員会の様子はというと、皆さんリラックスし

て、でも発言すべき時はしっかりと発言していらっ

しゃいました。その間、総務の私は役員会初参加で

右も左もわからないまま必死!?で皆さんの発言を筆

記していました。 

 

「役員会って何をするんだろう？」って思っていま

したが話し合うことが沢山あるのですね。 

〇2022年度の新年会 

〇新しいHP 

〇安全潜水講習会 

〇SDCの旗を新たに作る 

等々SDCをより魅力的な物にすべく皆さん努力して

いるんだなぁ。と、実感した2時間でした。 

役員会が開かれました 

2021年7月19日 
総務 高橋佐知子 

 

 
安全潜水勉強会の 

 
お知らせ 

11 月にはコロナの状況も安定し、会員皆様も 

ダイビング活動を再開されることでしょう。 
この予想が当たることを願いつつ、下記の通り勉

強会を企画いたしましたので、お知らせ致します。 
 
開催日 ；11 月１日（月） 
開催時間；13:30（開場 13:15） 
開催場所；江東区文化センター３Ｆ 

第１，2 研修室 
東西線「東陽町」１番出口より 

徒歩５分 
13:30 開会挨拶 
13:40-14:30 
「基本的なダイコンの使い方」 
講師；野澤 徹 先生 

14:40-15:30 
 講師；須賀 次郎 先生 

15:40-16-30 
「賛助会員さんの近況と今後」 

16:30 閉会挨拶 
16:40 閉会 

 
担当：ダイビング計画 矢部・橋本 

総務      山本・高橋 
申込先：sdc.divingkeikaku@sdcj.fun 

 

会場に来られない方は 
下記URLにアクセスしてください 

https://bit.ly/3jrynzH 
 ミーティング ID : 843 7471 8347 
パスコード   ：593413 

 

  事務局よりのお知らせ 
★住所・連絡先などの変更・登録追加が

ある場合はお知らせ下さい 

★過去の会報の残部数が少しあります。 

 ご希望の方には、さしあげます。 

 

連絡先 SDC事務局  

E-mail  info@sdcj.fun 
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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

会

員

公

認

企

画 

S
2
1
0
1
 

0
1
 

毎日出発 

沖縄本島 

恩納・水納島 

ケラマ周辺エリア 

沖縄本島は近くて海も意外とキレイなのですよ。 

2 泊 3 日（4 ボート）～、お一人様から気楽にボートダイビ

ング！好みのカメラ、地形ダイブ、お魚ウオッチングスタイ

ルのポイントへ出かけます。提携旅行社にてすべて手配

可能です。 

7 万 

～ 

オーシャン 

    ビーチ 

S68 藤田勝弘 

S
2
1
0
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 

S
2
1
2
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 

S
2
1
2
4
 2022 

1.4〜8 

1.7～21 

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
2
1
4
4
 11.1～ 

2022 .2 .28 

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。 

＊日本国内発着 ＊6 ダイブ 

＊全食事付 ※ＳＤＣ割￥2,000 ※EAN/講習受付中 

9 万

～ 

ｽﾎﾟｰﾄﾂｱｰｽﾞ 

S14 西元君子 

N
2
1
4
5
 

 

11.1～ 

2022 .2 .28 

毎日出発 

 

西表島ツアー 

3 泊 4 日 

世界遺産西表島は山、滝、海の大自然と遊べる島。 

ダイビングと世界遺産を楽しむアクティブトリップ！ 

＊日本国内発着 ＊6 ダイブ＋島内観光 

＊ホテル泊 朝食付※ＳＤＣ割￥2,000  

9.5

万～ 

ｽﾎﾟｰﾄﾂｱｰｽﾞ 

S14 西元君子 

 
 

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 

推

薦

企

画 

N
2
1
4
6
 11.1～ 

2022 .2 .28 

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！ 

＊日本国内発着 ＊6 ダイブ 

＊ホテル泊 朝食付※ＳＤＣ割￥2,000 ※EAN/講習有 

9 万

～ 

ｽﾎﾟｰﾄﾂｱｰｽﾞ 

S14 西元君子 

N
2
1
4
7
 11.1～ 

2022 .2 .28 

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。 

＊日本国内発着 ＊6 ダイブ 

＊ホテル泊 朝食付※ＳＤＣ割￥2,000 ※EAN/講習有 

9 万

～ 

ｽﾎﾟｰﾄﾂｱｰｽﾞ 

S14 西元君子 

 
N

2
1
4
8
 

2022 

1 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～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
2
1
4
9
 

2022 

1 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～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

 
N

2
1

推
5
0
 

2022 

1 月～ 

西表島 

4 日間   

現地発着プラン 宿泊+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！！ 

＊往復航空券も別途、ご手配可能です！ 

4.9

万～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
2
1
5
1
 

2022 

1 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～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
2
1
5
2
 

2022 

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〜 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
2
1
5
3
 

2022 

1 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〜 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
2
1
5
4
 

2022 

1 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～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 
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【海外ツアー】 

【陸上ツアー】 

 

前号（90 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 

92 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   847 橋本淳子  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
2
1
5
5
 

2022 

1 月～ 

 

  モルディブ 

BLUE(クルーズ) 

   8 日間 

 

スリランカ航空利用/成田発着 

滞在中 15DV+全食事付 

新艇 BLUE でラグジュアリーなクルーズライフをご提供い

たします！！ 

日本各地発着プランもご案内させていただきます。 

27.8

万～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
2
1
5
6
 

2022 

1 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 

滞在中 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～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
2
1
5
7
 

2022 

1 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） 

18 万

～ 

トラベルネット

サービス    

S58 森下亮一 

推

薦

企

画 

N
2
1
5
8
 11.1～ 

2022 .2 .28 

毎日出発 

エコカーで行こ

う！南九州パワ

ースポットツアー 

1 泊 2 日～ 

神社仏閣、名所名跡、滝等のパワースポットを巡り古代

パワーと出会う旅。 ＊日本国内発着＊1 泊 2 日 2 名様

利用料金、ホテル(朝、夕食付)、レンタカー2 日間、SDC

割：1,000 円 

3.45

万～ 

ｽﾎﾟｰﾄﾂｱｰｽﾞ 

S14 西元君子 

N
2
1
5
9
 

 

11.1～ 

2022 .2 .28 

毎日出発 

 

エコカーで行こ

う！自由自在に

九州巡り、レンタ

カー乗捨てプラン 

1 泊 2 日～ 

「スタート」は鹿児島、「ゴール」は宮崎、熊本、長崎、大

分、佐賀、福岡のとこでも OK！＊日本国内発着 
＊1 泊 2 日 2 名様利用料金、ホテル(朝、夕食付)、レン

タカー2 日間、SDC 割：1,000 円 

 

3.45

万～ 

ｽﾎﾟｰﾄﾂｱｰｽﾞ 

S14 西元君子 

広報からのお願い 

① 92 号原稿募集（2022 年 1 月発行） 
ツアーレポートの外、ダイビング
や海に関する事・環境問題など、
テーマは 自由です。 
 

② 「写真館」掲載写真 

92 号のテーマは 
『エビ・カニ』です。 

 
皆様からの投稿をお待ちします。 
原稿締め切り；11 月 20 日 
原稿送付先 
sdckoho2012@hotmail.co.jp 

（広報担当者への郵送も可です） 

編  集  雑  感      
 
★思いの外、沢山のツアーレポートやご意見を戴き、誌面調整に苦

労するほどでした。有り難うございます。今後も会報が会員同士の

情報交換・交流の場になればうれしいです。新年会で皆様にお

目にかかれるのを愉しみにしています。      812 松尾幸代  

 

★新メンバーが加わり、また新たな気持ちで頑張ります。 

 コロナ感染者拡大中、各々やれることをしっかり対策する以外あり

ませんね。家族以外と思いっきり会話を楽しみたい！  

646 鈴木麗子 

 

★初めての広報の仕事でしたが、諸先輩方の行動力と、想像力に

驚きながら、一足お先に読ませていただき感動です…。 

プールで南の島を夢見て泳いでいます！。    840 瀧澤 操 

 

★今まで SDC マガジンを何気なく読んでいましたが、広報になって

これほど大変な作業をしていたのかと頭が下がります。皆さんの

投稿によってよりよいものになるよう頑張ります。 869 渡辺泰介                  
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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)ピーアイティー／パラダイスアイランズツアー   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 FAX：03-3466-3870 

e-mail：travel@pit-diving.com 

(株)エムズマリンアドベンチャー／横浜カンパニー 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)ユー・ツアーサービス/UTS 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 

（株）スポートツアーズ                 S14 

http://www.sporttours.co.jp 
☆HELLO EVERYONE!日本の感染対策は『成功せず』
の状況の中、スポーツ好きな SDC メンバーの皆様は
海や旅行に行きたくてムズムズ状態。パラオスポー
トは日本、パラオ、フィリピンの隔離規制が続く
中、年内は運休との推測。今できる事として皆様が
笑顔になる国内観光と国内ダイブツアーを作成。
『思いっきり開放感！を感じる旅』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 
 

さうすぽいんと石垣島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 

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  
℡ & FAX：03-3495-7015 
携帯 090-3409-8954 

e-mail：hw729461@yk2.so-net.ne.jp 

 

(株)ﾃﾞｲドリーム/DayDream Palau        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 3-3-9 
                        坂詰ビル 4 階 
℡ & Fax：03-6661-7285 

e-mail：koror@daydreampalau.com 
アドミナル（株） /サンドウエーブ           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 FAX:03-3345-8799 

e-mail：info@sandwave.jp 

 

 

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 FAX:052-202-3930 
e-mail：info@tns-travel.co.jp 
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Dive Dream Indonesia                     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)724-597 FAX:+62(361)720-103  

e-mail：info@dive-dream-indonesia.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 
℡ & FAX :098-987-3965 
e-mail：info@blueplanet-aka.com 

（株）オーシャンエクイップメント 

／スクーバリペアーセンター   S78  

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 2-78-7 河内ビル 2F 
℡：03-5960-3805  FAX:03-5960-3806 
e-mail info@scuba-repair.com  
●営業時間 10:00～18:30 ●日・祝定休日 
 

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 メンバーの方に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 名様でも
安心して楽しめるお店』です。沖縄本島の小さなお
店ですが、自慢のポイントに案内してたくさんの生
き物を紹介しています。いつでもご連絡をお待ちし
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  
℡：080-5526-1795 
e-mail：ob-info@oceanbeach-net.com 

 アクアテイーク                       S79  
ttps://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 
〒410-3611  静岡県賀茂郡松崎町松崎 22-1 

℡：0558-43-0690 Fax:0558-42-3650 

e-mail: itoi@kumomi.jp 
 

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 
℡: 045-228-3066  FAX: 045-228-3063 
e-mail: hirakawa@danjapan.gr.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    
 

(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/  0120-37-5234 
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 

⋆Internet Explorer 11 で開けない Web サイトは他のブラウザをお試し下さい。 
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「舞」 

撮影日  2021 年 6 月 

撮影地  宮古 伊良部島 

サンゴ根の周りに根付くキンギョハナ

ダイの群れ、花火のようです。 
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テーマ 

95 加藤初広  

写真館 
『奄美・沖縄の海』 

「モズク畑」 
撮影日  2019 年 4 月 21 日 
撮影地  沖縄・うるま市・東海岸 
ロープを張り巡らした所に種付けをしてモズク

が生育する。水深４～5 メートル位。 
タンク残量 100 位を残して潜る。 
ウエイト 1 キロ増。 
洗濯袋を持ってモズクを摘むが、中々袋には入

らずに逃げていく。 
 

128 平野昌子 

「アザハタ」  

撮影日 2007年 5月 撮影地 奄美大島 

アザハタがとってもきれいだった 

「花と蝶」 
撮影日 2009年 5月  

撮影地 奄美大島 

イシガケチョウです花に止まる

のは珍しかった。 

 

806 菊地三男  
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「奄美の秘境、加計呂麻島（カケロマジマ）」 
撮影日  2021 年 7月 
撮影地  奄美大島  カメラ TG-6 

加計呂麻島の北、元気で綺麗な珊瑚と   

魚達・・・癒しのポイントです。・・・・・・ 
 

私の名前は「イレズミミジンベニハゼ」・・・・・ 
撮影日 2021 年 7 月  
撮影地 奄美大島  カメラ TG-6 
目 の 周 り の 白 い 稲 妻 模 様 が 自 慢 ！ ・ ・ ・ ・ 
現住所は、奄美南部・大島海峡の「清水」（セイスイ）

－25M の白い砂地です。 

624 阿久津省一 

「ミステリーサークル 
(アマミホシゾラフグ)」 

撮影日 2019 年 6 月 13日 
撮影地 奄美大島 笠利湾内 

 バベル 水深 31ｍ 
カメラ TG-4  
奄美の海といえば、何と言っても

（以前 NHK のダーウインが来たで

放映された）ミステリーサークルで

しょ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「いい気持ちでお昼寝」 
撮影日  2021 年 7 月 16 日  撮影地  西表 
カメラ  TG-4 

まだ子供みたいなコブシメ、 
お昼寝から目が覚めたみたい 

680 玉 村  馨

653 吉川富美子 

172 島尾愛子 「ハナミノカサゴの捕食」 
撮影日 2021 年 8 月   
撮影地 奄美大島南部 赤崎   カメラ TG-4  
何かが口元にあると思ったらカガミチョウチョウウ

オをくわえていました。ボーっとしているようで素

早い動きをするのですね。 
 



 
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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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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C 

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・懇親会 

 

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。 
今回こそは開催できるよう準備を進めていますが、 

コロナ感染の状況により変更がある場合は改めてご報告いたします。 

会場案内図 

 


