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838 市川雅紀  306 宮本節子 

皆様、新年おめでとうございます。 

長く続いたコロナも落ち着き、通常の生活が

戻ってきたのでは無いでしょうか。今年は新年

会も開催されるようで、久し振りに皆さまと団

欒できることでしょう。コロナ禍で海外ツアー

が無く、海が好きな皆さまにあっては、如何に

お過ごしだったでしょうか。広報誌を拝見致し

ますと、負けずに元気に活動されている様子を

見て嬉しかったです。さて今年の目標ですが、

今後の状況を鑑みつつにはなりますが、以下の

目標を上げさせていただきました。 

 

1,安全潜水 

潜水事故防止の為には陸上での準備・勉強が欠

かせません。“ＳＤＣ安全潜水ガイドライン”を

基本として、安全で楽しいダイビングを行って

いただけます様にお願いします。また、安全潜

水勉強会も開催していきますので、皆さまの参

加をお願いします。 

2,広報活動 

会報の発行に加えて、サイボウズ、新ホームペ

ージ、メールで情報をお伝えしていきます。 

又、「ＳＤＣzoom雑談室」では、最新の海の映

像、逆に昔のツアー映像を見させていただいて

います。更にこれからは賛助会員さんにも少し

ずつ参加していただき、ツアー情報を知らせて

いただきます。 

このように zoomは今や会のリアルタイムな情報

伝達手段となっています。参加する簡単な方法

が有りますので、個別に連絡をお待ちします。 

3,対外活動 

ダイバーとして“海との付き合いを大切に”し

て行きたいと思います。マイクロプラスチック

によるサンゴの被害、脱プラスティック、サン

ゴに優しい日焼け止めの使用、海洋清掃ボラン

ティア等、我々シニアが出来る活動を模索し、

引き続き他団体による講演会などにも参加して

行きます。 

 最後になりましたが、会員皆様及び御家族様

の御健康を祈念致します。 

新年おめでとうございます。 

昨年もコロナ禍ということもあり、ＳＤＣと

しての活動も大きくできませんでした。皆様の

ダイビングだけでなく対外活動にも制限があり

ました。長引くコロナ時代で生活様式も変わり

ましたが、新生活様式にも慣れるとともに、新

しく不織布マスクかそれと同等レベルのマスク

の使用、PCR検査 or抗原検査の陰性証明、ワク

チン 2回接種証明と必要なものが増えました。

そして、新生活様式を維持しつつ withコロナ時

代になってまいりました。 

 

今年は、withコロナ時代のダイビングでのコロ

ナ感染防止対策、 

手洗い、マスク飛沫感染対策、換気&三密回避 

行先のエリアの状況確認 

交通機関の運行・運航を確認 

密を避ける、少人数での行動 

ダイビングサービスの感染対策の対応をチェック  

体調管理と無理をしない計画 

大きな声での会話は避ける 

休憩時間等ではソーシャルダイスタンス 

に心がけ、会員皆様の活動と SDCの対外活動・

広報活動も広めていけたら良いと思います。 

また、各種同好会の活動も活発化することを祈

ります。 

 

今年も安全第一、そしてシニアに優しく長く

続けられるよう、ダイビングライフを楽しんで

頂けるように、また、SDCとして皆様に何が出来

るかを考え、努力してまいります。 

会員皆様のご健康を心よりお祈り申し上げま

す。 
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第２７期 決算報告書  2020.4.1～2021.3.31 

支出の部      

    2020 年度 2019 年度 
備   考  

    実績 予算 実績 

会報費・名簿等に係る費用 904,325 1,000,000 995,764 会報名簿作成及び送料 

ＨＰに係る費用   52,890 80,000 52,692 HP管理費サーバー代 

役員会費用   0 60,000 49,230 コロナ流行に依りオンライン会議に変更 

役員交通費・出張旅費 34,994 200,000 209,117 役員が会議並びに催事打ち合わせ 

公認ツアー幹事通信費 0 60,000 55,000   

公認ツアー補助費 0 100,000 88,000   

地区活動費   15,122 16,000 14,629 関西地区活動事務費 

その他（事務用品・切手・手数料等） 78,193 170,000 153,530 事務局通信費印刷代 会費入金振込手数料他 

特別積立金に移行 0   0   

講演会・勉強会開催費 0 50,000 19,150   

地方会員補助費          0 80,000 101,000   

総会新年会にかかる費用  104,780 50,000 35,952 コロナ流行に依る連絡通信 総会会場キャンセル費 

DAN スポンサー会費 10,000 10,000 10,000 DAN スポンサー会費 

SDC ロゴ登録料    16,400   

予備費    60,000     

３０周年記念事業積立金に移行    0   

次期繰越金   1,400,080 637,290 743,290 自粛により経費減 

合   計 2,600,384 2,573,290 2,543,754   

会計業務は専門職への外部委託ではなく、会員がすべて無償ボランティアで行っております。 

至らぬところもありますが宜しくご了承願います。 

 

第 27期決算報告の補足説明       SDC役員会 

今年度の総会は書面決議で行われました。 

その際に「総会資料の決算報告の費用項目の内容が分からないので明記して欲しい。総会が開催

されず、説明等ができないため、新しい会員には内容が分かりづらい」との御意見を戴きました。 

以下に項目の内容を記載し、掲載いたします。 

回答の広報誌掲載が遅くなったことをお詫び申し上げます。 

 

 

☆ＳＤＣの皆さんが始動しだしたようです。多くの原稿が集まり嬉しい悲鳴を上げています。 

 次号も沢山のレポートお待ちしています。新年会でお会いできますように。  646鈴木麗子 

☆長いダイビング休眠期間の終わりに安全潜水勉強会が有り、「基本に戻れ」との刺激を受けまし

た。会の基本である「安全潜水」に心がけ、皆で楽しく潜り続けたいものです。812松尾幸代 

☆見習い広報、先任に教えてもらうが、すぐ忘れ…(^^;)。YouTubeで海の波音と音楽を聞きなが

ら、昔のスライド写真の断捨離。さて、次はどこに行きましょうか？     840瀧澤 操 

☆昨年から左足に痛みしびれがあってダイビング中も痛むことがあり十分に楽しめないでいた

けど、ようやく良くなってきたのでダイビングも徐々に再開したいです。   869渡辺泰介 

 

編 

集 

雑 

感 

 2 



 

 

 

 

 

コロナ感染者が減少傾向ですが、感染対策を十分

に取り開催しました。 

多数の会員の皆様に参加いただき、有意義な勉強会

となりました。 

また、リアルタイムで zoom 配信も行いました。

（下記 URL で動画をご覧頂けます）         

https://bit.ly/3x5PUTl 

参加会員 26 名 

賛助会員 3 名 スポートツアーズ 西元さん 

       エムズマリンアドベンチャー  

永吉さん 

    DAN JAPAN 平川さん 

 

講演１．「基本的なダイコンの使い方」 

演者：野澤徹（のざわてつ） 

旧・(社)海中開発技術協会理事  

精工舎のダイブコンピュータ開発に協力 

2000 年頃 DAN JAPAN にて、酸素

供給法プログラム作成に携わる 

マリンダイビング、ダイビングワールド、ダイバー

等に執筆 

著作：「潜水の歴史」（共著）（社会スポーツセンタ

ー）、「潜水医学」（一部執筆）（朝倉書店）、「ウォー

タースポーツのための酸素ファーストエイド」等。 

現在、水中科学研究所代表、 

DAN JAPAN 主任研究員 NPO 法人潜水医学情報

ネットワーク副理事長 

（一社）日本高気圧環境・潜水医学会 評議委員。 

 

ダイブコンピューター（以下「ダイコン」と表

記）とは、ダイビング中の水深・潜水時間・水

温・最大水深などを自動で計測し、リアルタイ

ムで表示し、同時に潜水状況のデータを残すこ

とでダイバーの安全を守るための重要なアイテ

ムです。 

ダイコンを利用することにより、安全なダイビ

ング計画を立てながら潜水する事が出来ます。 

 

潜水中は水圧により体が軽くなり負担はかかり

にくいものの、長時間の潜水や、深深度では事

故のリスクなど危険性を高めてしまいます。特

に気を付けたいのは減圧症です。 

長い時間水深の深い場所にいると体内に窒素

が滞り、気泡化した窒素が神経や血管を圧迫す

ることで様々な不調（関節の痛みや体のしび

れ、だるさなど）が生じます。 

減圧症にならない為には、体内に溶け込んだ

窒素を出来るだけ排出してからエキジットする

必要があります。窒素が多く溶け込んだ場合は

途中で減圧停止をして窒素を放出する必要があ

ります。 

しかしそれは最終手段で、減圧が必要なほど

窒素を溜め込まないようにする事が重要です。 

ダイコンには、減圧が必要になるまであと何分

その深度に居られるかを示す無減圧潜水時間

（NDL）を表示する機能があります。 

NDL が 10 分を切ったら速やかに深度を少し

浅くする必要が有ります。ガイドにダイコンを

示して残り分数を知らせて、深度を浅めに取る

ように心がけましょう 

減圧症の一番の要因は＜ 過剰窒素 ☓ 速い

浮上速度 ＞ですが、他の要因としては潜水パタ

ーン、ダイビング前後とダイビング中の行動、

ダイビング前後の飲酒、脱水症状、疲れ、寒

さ、不健康、肥満、体調不良、加齢など様々あ

ります。 

減圧停止とは別に、減圧症防止のために 3 分

間の安全停止をするが、寒い時や高齢者は 出

来れば余分に 5 分にすると更に良いです。 

又水面休息は 90 分以上が望ましいです。 

DANJAPAN の対応としては、コロナ感染症

後では、肺と心臓の症状があり、肺活量検査・

心電図検査や、300ｍ泳げるかなどをチェックす

ることが重要です。 

ナイトロックスは、窒素の過剰蓄積を防ぐのに

有効ですが、酸素中毒の弊害もあります。 

ナイトロックスで、ダイコンを空気の設定で潜

ることは安全のためお勧めです。 

安全潜水勉強会 
 2021 年 11 月 1 日 

江東区民センター3F 会議室 

レポート 845 矢部善信・部分校正 838 市川雅紀 
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講演２．「高齢者のダイビング」 

演者：須賀次郎 

東京水産大学増殖学科卒業。  

東亜潜水機に勤務した後、1969

年に水産関連・海洋調査をするス

ガ・マリンメカニックを設立。 ... 

1996 年には 60 歳を記念してシス

テム潜水を行い、水深 100m へ潜水する。 

現在は NPO 法人日本水中科学協会代表理事。 

 

１．ダイビングとはどんな行動か 

「水に潜ること」は人類として本能的なこと

なのです。現生人類は、７万年前ごろアフリカ

でスキンダイビングを始めて世界に拡散してい

きました。 

ヒトは、行けるところまで行くのが本能で、

海に限らずヒマラヤにも行く月にも行く。 

自分も同じだが、加えて海が好きで、海のこと

が知りたいという知的好奇心でもあります。 

人類は陸棲の動物なので、水中では生きられ

ないために、ダイビングには安全管理及び安全

の追及が必要です。 

「安全管理」とは、危険を想定して避けるこ

と、危険を察知するために恐怖心を大事にする

ことです。恐怖の為正常な処理ができなくなる

事が「メンタルパニック」です。 

これが起こってしまったら、フィジカルな恐

怖を感じ、それがフィジカル（動物的）パニッ

クになり死に直結するので、可能な限りクール

に対応する必要があります。 

自分に起こったヒヤリ・ハットは無数です。

フィジカルパニックは 10 数例記憶あり、呼吸 

できなくなること（通常単純なエア切れ）等、

60 年間で 2 回死ぬかと思った事があります。 

1 つは十和田湖で、水深 50ｍでレギュレータ

ーが凍って吹いてしまった。 

もう一つは流氷の下で、出口がなくエア切れし

た時です。 

また、大瀬崎の先端の水深 60m でリブリーザ

がぱったり止まった事が有りました。 

トラック島のリーフで沖だしの潮に捕まった

り、トカラで流された漂流事故もあります。 

神子元と与那国ではダウンカレントに引き込ま

れました。 

自営の調査会社（スガ・マリンメカニック） 

で起こったこと、  

作業ダイビングの安全停止中に作業ダイバー

が死亡しました。（原因不明、多分病気と考えら

れる）この教訓としては、作業ダイブはスクー

バでは危ないので送気式（送気式にはケーブル

で通話が出来る）もしくは有線通話など常に意

思が伝達できる方法が必要です。 

一方、レジャーダイビングは、送気式では成

立しない。危機管理として、事故が起こってし

まったらどうするのか。命はもどらない。これ

は賠償責任保険で対応するしか無いのです。 

自分が関わるダイビングでは出来る限り物理

的コンタクト（命綱、有線通話、水中ドローン

観察）を取れるようにしています。 

安全停止も絶対では無くて、安全停止するし

ないのではなく、そのようにレジャー潜水に安

全潜水はないと言うことなのです。    

２．高齢者のダイビング 

① 生涯スポーツとしてできうる限り（死ぬ寸前

まで）行うスポーツ活動としてのダイビン

グ。誰でも死ぬことを受認して、人に迷惑を

かけないようにする事が浮世の義理なので

す。でも親より先には死んではいけない。 

② 健康診断との戦い。  

60 歳（1996 年）で 100ｍ潜水をしたくて、

検査を受けました。 

 14 メッツの付加をかけられて走り、心臓カ

テーテル検査を行いました。 

走っている間は苦しくなくていくらでも走れ

てしまうのですが、走るのを止めた後から苦

しくなりました。 

 80 歳で 80ｍハイブリッド潜水を考えたので

すが、日本水中科学協会（須賀さんが代表）

が消滅する可能性があ

るのでとりあえず中断

しました。 
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３．今やっているダイビングとこれからやりた

いダイビングとは同じ 

生涯スポーツ・生涯学習としてスキンダイビ

ングはそのベストになり得ます。 

残念ながら、スクーバダイビングは、生涯スポ

ーツとして不適ですが 40 才代から継続している

ならばできます。 

高齢者はタンクを背負って転んだら終わりにな

りやすいので。一般には薦められないです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯ ライセンスを取った時は一生懸命勉強したけど 

なんとなく経験だよりとなります。再確認でき、ハ 

ッとさせられました。 

◯ テーマから想像していたことと実際の話の内容

がかけ離れていて初心者には理解できないことが多

かった。用語もリブリーザ？ 吹いた？ 

今日聞いたことの何を今後のダイビングにどう生か

したら良いのか正直わかりませんでした。   

◯ 次回のダイビング、特に安全停止に気を付けて

楽しみたいと思いました。「ダイビングコンピュータ」

の大切さがわかりとても良かったです。 

◯ シニアである私は時間はたっぷり有る。小金は  

多少有るが、体力が下降気味である。楽みながら身

の丈ダイビングをいかに続けるか。 

◯ ダイコンの話を聞いて、解っているつもりで 

いたが実際できていない事もあり、今後のダイビン 

グで改めて実施しようと思いました。 

◯ 何となく物足りなかった（失礼）話の内容が 

広すぎるか深すぎるか 

◯ 野澤先生の「ダイビングはコンピュータをうま 

く使う」の講義は有益で有った。但しハーフタイム 

と M値の説明は概ねは理解できたが難しく完全には 

理解できなかった。もっと易しい解説など有れば 

紹介してほしい（web 本など） 

◯ ダイブコンピュータの使い方→コンピュータ 

の写真があり分かり易かった 

◯ 「安全停止してから水面までの浮上は 1秒 

17cｍ」は無理だなあと思いながら聞いていました 

自己過信せず、ゆっくり自分に合ったダイビング 

を心がけます。 

◯ あらためてダイコンのことを教えて頂き、いろ 

いろ進歩していることにもおどろき！ 

須賀さんのお話は映像もありとても面白かったです。 

ニュースステーションの時水中映像で娘さんが出て 

いたことを思い出しました。 

はたして 86才の私は潜れるのだろうか？ 

〇 野澤先生の講演で、特にシニアダイバーは 

安全停止をしっかり長くとること。心に止めて 

おきたいと思います。 

ダイブコンピュータの基礎的な知識を忘れていたの 

でダイコンの見方等知りたい。デコを見のがして 

いた事もあるのでこれからは気を付けたい。 

〇 大変よい機会によいテーマだと思います。野澤 

先生のダイコンの話は論理的なことを解り易く話し 

て頂けました。スガ先生の話は哲学的なしめくくり 

でこれまたとても楽しく拝聴いたしました。 

◯ 生涯スポーツと言われたのでもうやめるつもり 

でいたのがもうすこし潜りたいと思いました。  

目的ができてうれしいです。 

◯ 須賀先生の話は初めて聞かせて頂きました。 

伝説的な方の話が聞けて光栄でした。 

 

 

 

 

〇「ヒヤリハット」の体験はどなたもお持ちだと思

います。そういう特集とかは初心者にとって大

変役立つと思います。 

◯ 最前線で活躍している現役のガイドの方の話を

聞きたいです。 

◯ いつまでも安全に潜りたいので「安全につい

て」「海の汚染と対策について」 

◯ パニックにならない為にプール等での実技研修

をして欲しい。バルブの開け忘れ、エア切れ等 

◯ 今後も様々なテーマで企画して頂きたいです。

安全ダイビングの実践的アドバイスなど、理論

とは違う状況に応じた話は楽しいと思います。 

◯ 「ダイビング事故の事例及び対策について」 

「PADIオープンウオータのスキル」講習 

◯ 定期的に開催して頂けたらうれしいです。 

真のプロに実践的な適格なアドバイスが必要か

と思います。 

◯ 安全潜水に限らずシニアダイバーとしての心得 

を広く勉強会で取り上げてほしいです。 

 

 

参加者アンケート 
 

今後の勉強会の希望 
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毎年続けています関西地区定例会議、今年で第

11回目。毎年6月に行っていたのがコロナの影響

でだんだんとずれ込み、今年は8月になってしま

いましたが、今回は、京都にある会議室を借りて実

施しました。来年の公認ツアーを大まかに誰が何処

へ組むかという企画会議です。 

たまたま参加して頂けたのは京都市と宇治市にお住

まいのメンバーのみ。 

コロナの収束の見通しが立たない中、来年もまだま

だ海外には難しい状況であろうと、話し合って、取

り敢えず国内の各地に絞って・・・・ 

国内でダイビング出来る機会を得たと思って、行っ

たことがない場所等にも行けるといいかな～～ 

コロナ禍で潜りに行けていない方も数多くおられ

ます。来年は少しでもコロナが落ち着いて皆様と一

緒にダイビングできることを願います。 

候補地は色々と出ましたが、 

話し合いを重ねた結果、 

 5月 渡嘉敷島 

 6月 西表島 

7月 長崎・五島 

 9月 小笠原 

 (月未定) 

 ？月 大東島 

 ？月 徳之島 

 ？月 多良間島 

 ？月 和歌山 

と、ここまで決まりました！ 

色々と変更もあるかと思いますが、随時企画し、会

報掲載していきたいと思います。 

この会議の後、呑和会

を予定していたのです

が、開催を予定してい

たレストランより連絡

が入り、緊急事態宣言

下によりアルコール類

の提供はなく、またデイナーの営業を休止するとい

うこと、已む無く呑和会は中止としました。とても

残念でした。久しぶりにメンバーとお会いできる  

 

かもと喜んでいたのですが・・・ 

参加ご予定頂いていました皆様にはご迷惑をお掛け

致しました。 

 

参加者(6名) 

070 河合貞夫 306 宮本節子 470 池田孝雄 

805 吉田延子 832 藤井則芳 885 加藤雅路 

 

 

会議の後、有志

で京都タワーが

目の前に大きく

見られ、京都五

山を見渡せるお

店でプチ会食を

しました。 

緊急事態宣言下でアルコールの提供がないので、ノ

ンアルコールで取り敢えず小さな声で乾杯！ 

乾杯がないと始まりません・・・・ 

しばらくお会いしない方とコロナ禍での日常の生

活の話しや、その中でもダイビングに出掛けていた

り、ジムでストレス解消したり、家でこもりきりだ

ったりと、色々な形で皆様過ごされている様子でし

た。まだまだコロナ禍、来年はどうなるのでしょ

う・・・・今後の過ごし方やツアーの在り方等、

色々な話しが出ました。 

コロナ禍になり、お酒を飲んでコミュニケーショ

ンをとるのではなく、コミュニケーションのあり方

を見直す良い機会になったかもしれません。 

お酒はなかったけれ

ど、お腹いっぱい食べて

久しぶりにメンバーと楽

しいひと時を過ごして帰

路につきました。 

ご参加いただいた皆様 

有難うございました。 

関西地区定例会議 ＆ 有志プチ会食 
2021年8月31日 

世話役：306 宮本節子 
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SDC会員のみなさまへ 

「DAN JAPAN」をご存知ですか？ 

DAN JAPANの会員になれば、いろいろなサービスが提供されます！ 
 

緊急ホットライン 

24時間・365日対応 
万が一の事故の際、専門医師等がア

ドバイス、サポートを行います！ 

 

 

レジャーﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ保険 
入会すると自動付帯される保険により、国

内・海外における治療費等をカバー！ 

医療相談 
ダイビングに関連した健康上の問

題、疑問にお答えします！ 

 

会報誌の発行 
最新の安全情報や潜水医学

情報を提供します！ 

 

 

 

 

 
新規会員募集中！ 

●入会金 5,000円 

●年会費 8,000円 

【保険金支払事例】 

 

・岩場でケガをした治療費を支払い。 

 

・減圧症に係る治療費を支払い。 

 

・遭難に伴う救援者費用として、420万円支払い。 

（海外） 

 

 

SDC会員の皆様は入会金無料となり、 

年会費８，０００円のみでご入会頂けます！ 
 

【入会お手続き方法】 

DAN JAPAN事務局へ電話（045‐228-3066）又はSDC副会長 船山浩様まで連絡願います。 

DAN JAPANは、ダイビングに関する緊急医療援助システム等を会費制により運営し

ている団体で、公益事業としてこの活動を行っています。 

 国内 海外 

死亡・後遺障害 100万円 100万円 

入院（日額） 8,000円  

通院（日額） 5,000円  

救援者費用 100万円 600万円 

治療費用  400万円 
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●アクセス: 各空港から宮古島空港へ乗り継いで

多良間へ。 

●DS: 郷土マリンサービス JAWSⅡ 

●宿:  夢パティオたらま 

 

(多良間空港)       (コテージ) 

 

★904  久保ゴーマン めぐみ 

この度の多良間島ツアー、出発前は初めてお会い

する方ばかりなので、少々不安でした。でもそんな

心配は全く無用でした。個性豊かな大先輩方にあた

たかくお迎えいただき、たいへん感謝しています。

また、島に住む方々の心尽くしおもてなしもとても

ありがたかったです。 

ほぼ毎日晴天でしたが、風の影響でポイントが限

られてしまい、ガイドさんも苦慮されていたようで

す。毎日 2dives、最終日のみ 3dives 潜ることがで

きました。 水温 28～29℃、透明度 30ｍの海中では、

花吹雪のように舞うキンギョハナダイやアカネハナ

ゴイ、ヨスジフエダイ、ウメイロモドキやスカシテ

ンジクダイの群れ、タテキン成魚、幼魚、等々（書

ききれないほど各種、色とりどり） カメちゃんもい

て竜宮城のよう！見事なリュウキュウキッカサンゴ

やエダサンゴが広がるエリアも印象的でした。どの

ポイントも海底の白い砂紋と海のブルーが美しく、

そこに漂っているだけでも充分癒されました。何度

も訪れている方いわく本当の多良間ブルーは、もっ

ともっと麗しく、透明度は無限大だそうです。海況

の良い時にぜひまた行きたいです。  

あっという間の６日間、ご参加の皆さんの間でポ

ンポンと飛び交う『ちゃうちゃう！』や『なんでや

ねん！』等のやり取りに呵々大笑。よく食べて、よ

く遊んで、あ～ 面白かった～ 

抱腹絶倒のＳＤＣ新喜劇（⁉）次の機会も楽しみに

しています。 

 

★886 有井保彦 

メンバー：河合さん、足立さん、神崎さん、宮

本さん、吉田さん、安積さん、池田さん、と東

京から久保ゴーマンさんの 9 人のツアー。 

初めての多良間。 

出発前から唯一のダイビングショップ ”郷土

マリンサービスＪＡＷＳⅡ”の Web サイトを毎

日チェック、水温 28-29℃ 透明度 30 m、天気予

報も台風の発生はなさそうで期待して出発。 

コロナ禍第５波、感染者急減少した中でも、

全員 PCR 検査陰性で参加。 宮古島空港で

PCR 検査御礼の 500 円クーポン券２枚ゲット。 

宮古島から多良間島への飛行機が 1 便欠航

で、やむなく宮古島のホテルで１泊、近くの居

酒屋で前夜祭、”琉球王朝”の古酒で盛上る。 

さすがＳＤＣ(Senior Drinking Club)。翌朝一便

で一路多良間へ。 

 

多良間島 
 癒しのタラマブルー 

（2021年 10月 3日〜10月 8日） 

ツアー№2134 幹事 306宮本節子・842神﨑美治 レポート  参加者 
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宿舎は、村営の”夢パティオたらま” ツイン 3

室＋LDK +トイレ・シャワー洗濯機付き、平屋

一戸建て(2 棟貸切)、到着後 即準備してダイビ

ング開始。 “天気晴朗なれども波やや高し” 

1 本目が 200 本記念ダイブ、なんと 20 年かか

った。 翌日は、同行の足立さんの 400 本記念

ダイブ。後で聞くと”70 歳から始めた”との言

葉に感激。 幹事さんの配慮で、記念プレート

も準備万端、感謝感謝。 

3 日間は、波があり、午後の 3 本目は潜れず、ち

ょっと残念ながらも、綺麗な多良間ブルーを満

喫癒されダイビング。 

若者のイケメンガイドの老人に対する気遣いも

大変良く、船上の雑談もバッチリのナイスガイ 3

人でした。 

夜の宴会は、18:00～19:30  夕食、ここで半分

盛り上がり、宿所で毎晩二次会、最後の夜、1 日

1 本のつもりで準備した泡盛が足らず、あわてて

閉店間際の近くのお店で追加。 

ダイビングショップの毎日の綺麗なダイビング

ブログを宮本さんのパソコンで見ながら、これ

は誰、これは私、のトークで大盛り上がり。 

関東から一人参加頂いた久保ゴーマンさんの綺

麗なダイビングに皆 感心しきりでした。 

本当に 最高のメンバーで、初めての多良間を

満喫しました。 神崎さん、宮本さん幹事あり

がとうございました。又 来たいです。 

 

★805 吉田延子 

初めての多良間島。 

多良間ブルーと言われる通りとても美しいブル

ーの海でした。 

海底は砂で砂紋が広がり 30ｍもある抜群の透明

度で、気分良くスッキリと見渡されました。 

エダ珊瑚とキッカ珊瑚（キャベツコーラル）が

群生していて、山の様に連なり広がる景色も印

象的でした。 

 

★678 足立公平 

 老生、10月の誕生日で 84才になりました。ボ

ホールにてライセンスを取得し 13年 6ヶ月で

400本記念ダイブとなりました。バンザーイ!! 

長いようで短い時間でしたが、ダイバー諸先輩

方々のご指導のもと無事達成することが出来、

有難うございました。 

今は新型コロナに伴い、海外がダメで沖縄近

辺しか行けない状況で、ストレスが溜まるし、

年齢とともに体力も落ちつつある状態ですが、

やはりダイビングすると昼(ダイビング)夜(ミー

ティング?)で心身共回復する素晴らしいスポー

ツですね!! 

夜光貝直径約 40㎝を初めて見ましたがどんな味

か食べたくもあり味わいたいものだ。 
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このレポートは 91 号に投稿されたものです 

 
又、我らダイバーメンバーの美身による水中の

サンゴ礁上での舞姿は素晴らしい光景であっ

た。 

 

★470 池田孝雄 

多良間島ツアーが、コロナのおかげで二度も

中止になってから三度目の正直で、ようやく多

良間ブルーを見ることができました。２年ぶり

のダイビング、そして久しぶりの SDCの面々、

何もかも新鮮で、いままでのうっぷんが一気に

晴れてしまいました。 

やはり、ステイホームは辛いですね！来年は、

どうなるかわかりませんが、又、ＳＤＣの皆様

とダイビングに行ける事を楽しみにしていま

す。 

 

★306 宮本節子 

 1 ダイブ 30 分ほど、インターバルも約 30~40 

分とすべて短い!  

2 ダイブで終わって帰ってきても 11 時半、それ

から夕食までが長いこと・・・・ 

 

 

●参加者 9 名 

ご参加の皆様有難うございました。 

 
ライン    

893  山本 徹 

 

 調査のお仕事で 4月から 7月まで毎月石垣島周辺

で潜らせていただきました。 

なんの調査かは、まだ言えないのですが、発表され

ればお話しできることもあるかと思います。 

 

この写真、よく見ると岩に紐を巻きつけていま

す。また、黒い糸巻のようなものも写っています。

この紐をラインと呼び、糸巻きをスプールと呼んで

います。ラインをスプールに巻いているという訳で

すね。このラインは水中からフロートを上げるとき

に使ったり、目印にして使ったりします。穴の中を

潜るケーブダイビングなどでは、迷子にならないよ

うにラインを引きながら潜ることもあります。 

ダイビングにはガイドについていくだけではな

くいろいろな楽しみ方があります。調査もその一つ

ですが、水中ゴミ拾いや、水中宝探し、昔は水中運

動会などもやっていたそうです。写真撮影も楽しみ

の一つです。あ、一番の楽しみはダイビング後の飲

み会ですね。 

撮影地   石垣島 

撮影日時  2021 年 6 月 29 日 

      

 
海釣り同好会より   

＊クロダイ釣りのお知らせ＊  

日時   2022年 5月 18日㈬  

場所   房総 金谷沖 

前日内房線浜金谷駅近くの旅館 

に宿泊します。 

尚、コロナの感染者数の増加次第では 

中止にします。 

興味がある方は 591和田美代子まで。 

連絡先： mi1721114iruka@yahoo.co.jp 
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１．はじめに 

コロナ禍の中、海に自由に行けないおこもり

生活が続いていますが、体を動かさないとフレ

イル予備軍になる恐れがあるので、そうならな

いように、また、1 年半前に受けた人工股関節置

換手術のリハビリもあり最近は 7,000歩を目標に

ウオーキングを雨の日を除き毎日行っています。 

幸い近くに都立小山内裏公園、長池公園、上

柚木公園など大型の公園が沢山あり自然を愛で

ながらウオーキングを楽しんでいます。 

 公園だけでなく近くの山に登ってみようと、 

9 月 23 日に東京都と神奈川県の都県境にある標

高 855m の陣馬山に登って来ました。頂上からの

眺めはとても良いところで人気のハイキングスポッ

トです。コロナが無ければＳＤＣ多摩武蔵野ご近所

の会の行事として行きたかったのですが、緊急事

態宣言が出ているおり、ご近所の会は諦めて妻と

登ることにしました。 

陣馬山への登山コースはいくつかありますが、

その中で一番楽な、車で神奈川県の藤野側から

和田峠（標高 690ｍ）まで行き、峠の茶屋の有料

駐車場に車を停めそこから山頂を目指しました。 

２．行きは よいよい 帰りは怖い 

和田峠から林の中の道を順調に登り、頂上の

白馬の像の近くに

あるお休みテーブ

ルで景色を眺めな

がらおにぎりラン

チを食べ、白馬の

像の傍で写真を撮

りのんびりと過ご

しました。 

頂上からは富士

山はもとより、丹

沢や秩父山系、天

気が良ければ江の

島も望め、とても

展望が良い山です。ゆっくり休んだ後、帰りは

同じ道ではなく、階段で直線的に下るコースで

帰る事にしました・・・そこまでは良かったの 

ですが、階段コースを半分ぐらい下って階段が 

 

途切れたとこ

ろで、立って

いられなくな

り尻餅をつい

てしまい、何

度か立とうと

しましたが、

立ちあがるこ

とが出来なくて仕方なく山道の真ん中で足を投

げ出し地べたに座り込んでしまいました。 

３．親切な若者におんぶしてもらい下山 

しばらくして、通りかかった 20代後半の体格

の良い若者 2人がどうしました？と声を掛けてく

れて、事情を話すと、立ち上がれるようにサポート

してくれましたが、やはり自分の足で立つことが出

来なかった為、なんと、その若者が私をおんぶして

下山しましょうと言って、体重が 65kgもある私を

背中におんぶして下山してくれたのです。アリさん

マークの引越社のＴＶＣＭではありませんが「優し

いね～」と言いたく

なるシーンで、私は

ただただ恐縮してそ

の若者の好意に甘え

ておんぶして貰い無

事に車が停めてある

峠の茶屋に着くこと

が出来ました。 

お礼をしたいので

お名前と住所を教え

て頂けますかと聞きましたが、彼らは、当然の事

(困った人がいたら助ける)をしただけですと固辞

し、帰って行きました。最近の若い人もこのよう

な人助けを進んで行う人がいる事に感動し、感謝

した 1日でした。 

４．再チャレンジに向けて 

 いつも平地を歩いているだけでは十分な筋力が

付かない事を思い知らされましたので、今後は重

力の負荷がより大きくかかる下り階段のコースを加

え筋トレに励み、来年陣馬登山に再チャレンジしよ

うと思っています。 

 陣馬山で出会った親切な若者 
 2021 年 9月 23日 

 レポート 648 江藤征雄 
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役員会企画公認ツアー「石垣島」に私も参加させ

ていただきました。 

なかなか公認ツアーを出せない時期でしたが、ちょ

うど感染下火となり、皆さんと楽しく素晴らしい石

垣島を楽しめました。 

幹事の役員さん、ありがとうございました。 

これからも役員会企画公認ツアーが続くように期待

します。            会長 市川雅紀 

 

 

 

久々の「石垣島」天候は今一でしたが海中は「マ

ンタや小魚の群れ」など沢山観られてとても楽しい

ダイビングでした｡ご一緒させて頂きありがとうご

ざいました。       876 中島洋子 

 

今年 6月以降、器材だけが「沖縄」から始まり各

地を転々とした。役員さん主催の公認ツアー「石垣

島」を翌月に控え、10カ月のブランクダイバーに

なってしまった私は一人で「伊豆」へ。内心ヒヤヒ

ヤだったけど、ガイドのサポートもあり楽しく過ご

すことができた。 さて、石垣島はというと総勢 

11名の大所帯。私たち 4名は皆さんとは別の民宿

へ。初日の夜は真っ暗な中、屋上へ行ききれいな星

空を堪能できた。さて翌日 2本目はマンタポイント

へ。それほど期待していなかったが、カップルと見

える２枚のマンタはまるで仲良く会話している様子

でほっこりさせてもらえた。この時期比較的高確率

で会えるとの事で嬉しくなる。今回と伊豆はナイト

ロックスタンクを使用した。最近は可能であれば使

うようにしているのだが、使用感は抜群で疲労感も

少なく過ごせて心強く思っているが、設置していな

い DSやスチールはおろかアルミタンクの海外の場

合、そのハンデは計り知れない。はてさてどうした

ものか・・ともあれ来年も石垣ツアーを計画してほ

しいと思う楽しさでした。最後に宿の女将さんに言

って取り寄せてもらったドラゴンフルーツは今まで

にない美味しさでお土産にもっと頼めば良かったで

す。Nさん発案してくださりありがとうございまし

た。又幹事さん、皆さん感謝です。 

591和田美代子 

 

 

何度か観光で訪れた大好きな川平湾近くのポイン

トと、マンタが見れると聞いたので石垣島ツアーに

参加させていただきました。年々目が悪くなり、小

さい魚、ウミウシなどが見にくいのですが、今回は

マンタ、それも 2日続けて会えました。大きさに圧

倒されてエアーが続けばいつまでも見ていたかった

です。はじめてのマンタ感動です。2日とも見たマ

ンタは尾っぽがなく.何かに襲われたのかなと想像

しましたが、それでも立派に大きくなって、また石

垣に行ったら会いたいです。(ごめんね、尾っぽの

ないのが目印になって) 

宿は目の前が川平湾で、朝夕川平湾をながめまし

た。こんな時間を過ごせることにＳＤＣのツアーに 

感謝です。 

ツアーは 11名で私だけ関西からの参加でした。市

川会長さん以外は皆さんはじめての方々でしたが、

皆さんすぐ打ち解けてくださり嬉しかったです。 

有難うございました。 

幹事の川瀬さんお疲れ様でした。 

879 高山ゆう子 

役員会主催 公認 石垣ツアー 
 

2021年 10月 5日～10月 9日 

ツアー№2133   幹事 668 川瀬和恵   レポート 参加会員 
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おかげさまで楽しい時間を過ごすことができまし

た。-------------なんて、月並みな感想で宜しい

でしょうか？ 

でも本当にコロナのストレスが飛びました。 

正直、直前まで迷うところもありましたが参加して

正解でした。 

今回のダイビングのテ－マは石垣の海を楽しむと共

に BCに慣れること、 

BCの使い方を自分なりにチェックしていました。 

特にサンゴの海では BCを使いこなさないとサンゴ

を傷つけてしまうことが 

わかりました（特に浅いうみでは） 

それから BCはシニアダイバ－として省エネダイビ

ングに役立ちますね。 

ただ市川さんからは自己流では危険なので講習を受

けた方が--------------。 

講習先も教えてくれたので、来年ダイビングを再開

するまえに受講しようと思っています。 

シニアダイバ－＝安全第一です。 

それではまたよろしくお願いいたします。   

863 奥村信一 

 

参加者の皆様、感想を頂き有難うございました。 

 

今回のツアーは 11名の参加となりました。 

残念ながらコロナ禍でもあり一人一部屋でお願いし

ておりましたので 2か所の民宿に分かれてのツアー

開始となりました。 

Ａグループ 4名  Ｂグループ 7名 

 

写真はＢグループ朝の到着時の 7名様 

Ａグループはすでに到着し、Ｂグループのお出迎え

です。 いざダイビングへ 

 

 

ショップからダイビングボートまではバンに乗込

み移動です。 

コロナ禍という事で 1年以上のブランクダイバーも

多く、「ゆっくりグループ」を作っていただき声か

けながら、確認しながら安全ダイビングに心がけて

楽しんで来ました。 

マンタからマクロまで久々の水中でのご対面でし

た。私は少しだけダイビングから心遠ざかろうとし

ていたのですが、やっぱり海は良いな～と思いつつ

帰宅しました。 

参加者の皆様から楽しかったーと言っていただけ

たことは幹事冥利につきました。 

 

 

役員会主催 第一弾 石垣ツアー 

ダイビングショップ 賛助会員 

さうすぽいんと石垣島ダイビングサービス 

参加者 

194 鈴木  514 安部  591 和田 

668 川瀬  741 小幡  836 川田 

838 市川  863 奥村  876 中島 

879 高山  898 佐野 
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驚きの錦江湾 
2021年 9月 24日〜9月 27日 

                 レポート 687 林 保男 

 

日没前からライトで集め左下の階段に

座って楽ちん撮影。 

シュノーケリングで幻想的な画を狙うゲ

ストも。 

半水面はこんな感じ。向こうの建物は

ホテル結婚式場。 

数多く集まると子犬みたいに「遊ぼ

遊ぼ」とまとわりついてきた。 

「タコクラゲナイトダイビングは今月迄です」と

連絡を受けたのは知床行きの準備をしている時で

した。聞けばタコクラゲのエリアは鹿児島県が管

理をしているため毎回許可をもらって潜っている

との事。今年のタコクラゲの撮影は今月で終了。

タコクラゲはパラオのジェリーフィッシュレイク

が有名ですがそれが今なら鹿児島でなんとか間に

合う！そう思ったら北の海から南の海へ方向転換

し新幹線で直行。台風の影響を心配していました

がタコクラゲは元気にカメラの周りを泳いでくれ

ました。 

更にタコクラゲだけでも大満足な上に圧巻のア

カオビハナダイ、カメラに攻撃してくるタイワン

ガザミ(ワタリガニ）、固有種のネジリンボウ(サ

クランボウ)、どこまでも続くクロホシイシモチ

の群れ。その上地元でしかお目にかかれないシロ

クマ。感動と驚きと感謝の鹿児島ダイビングでし

た。ちなみにタコクラゲは弱毒性で皮膚の弱い人

がたまにピリッとくるようですが今回はゲスト全

員がなんともなかったようです。 

地元で人気のスイーツ店柳村パテｲシエの 

シロクマ。 

写真の苺味の他、チョコ、練乳、知覧茶、

マンゴー味等色々。 

14 



 鹿児島のシンボル桜島。タコクラゲナイ

トの前に噴煙が上がった。 

カメラを向けた途端ひるむ事なくこちら

に攻撃してきたタイワンガザミのオス。 

ライトを当てた瞬間「オレの女に手を出す

な！」と言わんばかりにハサミをひろげて

きた。 

その迫力は近頃の草食系男子に爪の垢でも

煎じて飲ませてやりたいほどだった。 

深場で見かけるウロコマツカサが浅場でソ

ラスズメダイと一緒にウロウロしていた。 

メスの方はオスとは真逆でカメラを近

づけても微動だにしなかった。 

空港近くの西郷公園(左)

と美術館近くにある西郷

さんの銅像(上)。 

明治維新の偉大な功績と

初の陸軍大将のオーラが

ビンビン伝わってきた。 
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何万匹か分からない程のクロホシイシモチ

の群れ。それはエキジットまで 

途切れる事なく延々と続いた。 

普通のネジリンボウより少し黒っぽく顔

が赤色を帯びている通称「サクランボ

ウ」。このオスは半分サクランボウ状

態。今回撮影できたのはこの１匹だけ。 

噂には聞いていたがケタ違いのアカオビハ

ナダイの群れ。 

冬でも行列ができる

シロクマ発祥の店 

「むじゃき」の期間

限定のシロクマ。 

出されると皆笑顔に

なってしまう。 

薩摩藩主島津家の別邸

「仙巌園」にある茶寮の

由緒あるシロクマ 850円

入園料 1000円也。 

眼前の桜島を築山に、錦

江湾を池に見立てた壮大

なスケールの大名庭園は

必見。 

タコクラゲは県庁近くの浜で、アカオビ

ハナダイ、ネジリンボウはフェリーで 15

分の桜島へ渡り撮影。 

ガイド 2人のサポートを受けて撮ったもの

のまともなワイド撮影は叶わず未熟さを

思い知った。 
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 これまでの私は、沖縄のダイビングと言えば慶良

間を中心に離島ばかりでしたが、今回初めて糸満の

海に潜る機会に恵まれ、実際全くその期待を裏切ら

ないものでした。 

 那覇中心のホテルからは車で行くこと 20分程で

到着。ヨットハーバー内から出港して、ポイント迄

は 5分～10分という場所に、こんなに綺麗で面白

い海があるなんて!!と感激しました。 

お天気にも恵まれて透明度も良く、洞窟の中に陽の

光が差し込んで綺麗でしたー！ 

結構地形が面白かったです。 

 今回のツアーは参加者が急遽 6人から 5人に減っ

たのですが、年齢のこともあってガイドの土屋さん

の他、後方にもう一人付いて頂いたので安心感もあ

り、エキジットも至れり尽くせりで対応して頂き 

とても有難かったです。 

 アフターファイブはというと、食事に出かけるに

は好立地の場所（那覇）にホテルがあるだけに、

「今夜はどの辺りにいこうか？」と５人でぶらりぶ

らりと散策しながらお店の品定め。（当初予定して

いた市川さん推薦のお店がコロナの自粛要請で閉ま

っていました。） 

毎日 5人で飲んで食べても、なんと！1人 1日 2千

円ちょっとという安さでお財布にもとっても優しい

ツアーでした。       761 田中恵美子 

 

 初めての糸満。4泊 5日で関東チームに初参加さ

せていただきました。 

関西からは、残念ながら宮本さんが体調不良で断念 

されたので、私一人で大丈夫かなと思いながら、 

不安のまま参加しました。 

しかし、皆さんとても明るくてすぐに溶け込めまし

た。 

 沖縄に大量の軽石が流れ着いているのに、ここ糸

満ではほとんど影響がなく、毎日天気も良くラッキ

ーでした。 

 那覇空港からホテル、ホテルから港、港からポイ

ントが近くて、それぞれ 10分～20分程度でとても

楽でした。 

 港にはトイレとコイン式の温水シャワーがあり、

すぐに塩気が落とせるので快適でした。 

水温 27℃、穏やかで洞窟の中に差す光や海底の 

白砂、スカシテンジクダイの群れなど写真に映える

景色でした。それに糸満ダイビングサービスのガイ

ドさんは、若いのにしっかりされていてとても安心

でした。 

 夕食は、市川会長の案内で那覇市内の居酒屋さん

に行き、良く食べ、よく飲み、よく笑い、毎日とて

も楽しかったです。あっという間の 5日間でした。 

               805 吉田延子 

 

 糸満の海を知ったのは新しくてまだ 5年ほどです

が、「那覇から近くてこんなに良い海があるんだ

ー」と直ぐに惚れ込んでしまい、ほぼ毎年潜りに来

てます。自分にとっては秘密の場所なのですが、で

もそれでは余りにも自己満足すぎますよね。 

 なので、「糸満のダイビングなら負けない」と自

称するガイドの土屋君に任せて、那覇のお得な居酒

屋は私に任せて下さい。 

 昔私が住んでいたマンション横の猫道。この国際

通りから市場への近道をガイドすると、皆さん驚か

れるので好きだったのですが、今回は火事で潰れて

いたのが残念でした。     838 市川雅紀 

    他の参加者 514安部智枝 898佐野浩之 

 

QRコード：動画が見られます 

 

糸満ダイビングサービスに撮していただきました。 

              

 糸満ダイビングツアー 
 

2021 年 10 月 25 日〜10 月 29 日 

 幹事 838 市川雅紀 レポート 761 田中恵美子 805 吉田延子 
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サクラマスの滝登り 

マッコウクジラ 

オオワシ シマフクロウ 

丹頂鶴の飛行 

アカゲラ      オオワシ     シマフクロウ 

 
 

ええー！日本に、こんな自然の豊かな場所がある

んだ。 

今年、2月，8月，9月の 3回、ダイブドリームイ

ンドネシアの唐沢さんが主宰する北海道道東の自然

観察ツアーに参加しました。 

北海道は過去何十回もゴルフで行ったことがありま

すが、道東は初めてでした。道東は、釧路から知床

半島までにあたります。 

2月釧路湿原での、タンチョウヅルの大きさと美し

さに驚嘆し魅了されてしまったのが、北海道通いの

発端です。 

冬の厳しさと爽やかさ 100％夏の、でっかいど！ 

北海道。 

 

湿原、沼、川、湖等地形の変化に、カヌー、漁

船、高速観光船等を駆使してのアプローチ。 

オジロ鷲、シマフクロウ等の鳥類、ヒグマ、エゾシ

カ、ラッコ等の動物、クジラ、アザラシ等の海洋生

物の豊かさと多さ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忘れていけないのは、観察終了後の温泉宿でのく

つろぎです。道東は温泉の宝庫。おいしい海の幸、

山の幸、おいしい水で作る地酒の心地よさ。 

何回訪れても、毎回新しい課題が現れます。このツ

アーを通じて写真撮影の魅力に取りつかれました。

ダイビング写真は動画撮影が中心で、オリンパス

TG5、Goproを使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  驚きのワイルドライフ 
  道東のツアー 

2021 年 2 月、8 月、9 月の 5 日～10 日間 

       レポート 892 村山 寛 

 

ゴマフアザラ

シ(左) 

 

 

 

ラッコ(下) 
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満天の星空 

エゾシカ 

 

道東の野生動物の撮影は、35ミリカメラと望遠

レンズの組み合わせです。最新のカメラはすごく性

能が良いので、苦労なく遠くの生き物が撮れます。 

相手が野生動物であり、自然なので季節・天候に左

右されることがあるのは否めない。 

しかし、ダイビングでの撮影でも感じてはいたので

すが、良い写真を撮るためには知識と技術の向上が

必要となるので、奥が深い。勉強に励もうと思って

います。勉強と実践。新たな目標ができました。 

陸・海と自然を愛する唐沢さんが案内してくれる観

察場所は、目的動物の発見率が高く、そして宿泊宿

もおいしい食事を楽しめる宿でした。 

 

次回のツアーはあの動物とあの鳥に会えるかな、

見に行こうと、今からワクワク楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 26日に発表された 2度目の初冠雪から 

徐々に冬の姿に変わりつつある富士山。 

水温は 25度前後。

エキジット後が冷え

てくるのでウエット

からドライスーツへ

衣替えです。 

 

 

 

 

少し前までは−35m以深でしか観察できなかった

「ミホノハゴロモハゼ」が昨年あたりから−26m位

(これでも十分深いですが)で観察できるようになっ

た。(湾内に流れた大量の泥のおかげ)  

しかも昨年は 1匹だったのが今年は 5匹も。  

だけど涙が出るほど超神経質。 

ニシキフウライウオも少しずつ増えてきました。 
色とりどり揃えて SDCの皆様のお越しをお待ちして

おります。(と言ってます。たぶん。) 
 

 

 

10月の大瀬崎 
    (週イチでの観察) 

2021年10月 

レポート 687  林 保男 
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昨年約 20年ぶりに訪れた西表の海は前に来た時

と同様、各種サンゴが連なる感動的な海でした。 

「西表のサンゴをワイドレンズで撮りたい！」とい

う思いが膨らんで、鈴木麗子さんを誘って今年も西

表を訪れました。 

 今回のショップは「ミスターサカナダイビングサ

ービス」です。ショップの名前もオーナーの笠井さ

んの名前も知ってはいましたが、ちょっと敷居が高

い感じがありました。ところがＳＤＣの賛助会員に

なられたとのことで、敷居は外れてぜひお世話にな

りたいと計画しました。写真を撮るのにも最適ショ

ップです。 

 計画した日にちが近づいて沖縄の天気を調べると、

台風 16号はぬけるはずなのになぜか沖縄だけ雨の

予報、しかも風も・・、結果は予報よりも良く、海

況の配慮もあったと思いますがストレスのない当初

の目的通りのダイビングができました。 

ボートは快適に設計されていて、エントリーエキ

ジットもし易く、トイレも広く中にシャワーもあり、

物の置き場所なども配慮されていました。 

ミスターサカナでガイド歴９年というガイドの馬

込さんにも海の中、ボート上、陸、いろいろお世話

になりました。笠井さんにも撮影ポイントなどアド

バイスいただきました。 

ＳＤＣ賛助会員になられてから(常連のＳＤＣ会

員以外では)最初の客？ということで気にしていた

だきましたが、まずは合格点をいただきました。 

ということで皆様もぜひ西表の海を快適な環境で

お楽しみください。         

302 福田孝子  

 

 

2つの台風の合間をぬって、久しぶりの西表島を

楽しんできました。珊瑚礁が素晴らしかったです。 

宿は最初の 3日間は「民宿カンピラ荘」。上原港か

ら徒歩５分。島で一番大きなスーパーが目の前で「ミ

スターサカナダイビングサービス」も近く、とても

 西表島 
 珊瑚礁に癒されて 

2021 年 10 月 4 日〜10 月 9 日 

幹事 302 福田孝子   レポート 302 福田孝子  646 鈴木麗子 
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バナナを収穫 

中央は水中写真家の古見きゅうさんです。 

船でずっとご一緒でした。 

1 日目は洋食

（自家製パン） 

沖縄伝統建築の宿「瑠夏」     内装がとてもおしゃれ・庭付 

                  

                 庭 

 

便利な立地です。バス・トイレ付の部屋をシングル

で使用。冷蔵庫などは共同使用。朝食付き。 

お手頃価格の良宿です。 

後半 2日間は、笠井さんがオーナーの「瑠夏」で

ちょっと贅沢しました。豪華な朝食を堪能。海とは

違うサカナさんのシェフ姿も見られてお勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食は他の常連さんと一緒にレスト

ランへ。そして帰りは暗い道を星空を

眺め、草むらで光っている蛍の幼虫を

探しながら歩きました。流石の世界遺

産西表島です。 

ダイビングで印象に残った事を少し。 

「鳩離れカメポイント」のブリーフィングの時、サ

カナさんからアオウミガメとタイマイの見分け方の

話がありました。クチバシが尖っているかいないか、

甲羅のフチがギザギザかそうでないかはよく聞く見

分け方ですが、 

アオウミガメ→目と目の間に 2枚の長い額板 

タイマイ→目と目の間に 4つの小さな額板 

初めて聞いたことです。 

そして 2つのカメのハ

イブリットがいる事。 

特徴は目と目の間の 2枚 

の額板の上に丸い模様。 

 

福田さんの写真のカメと同じです。スッとやってき 

て、コモンシコロサンゴの谷間にすっぽりはまり、 

ダイバーのことなど何のその、全然動きません。 

寝ているということでした。 

お気に入りの場所なんですね。 何とも可愛い。 

確認はしていませんがこの子、ハイブリットカメ 

ですよね。 

そして 3日目、色とりど

りのハナダイやハナゴイに

囲まれ、800本の記念ダイ

ブとなりました。 

馬込さん、お世話になりました。

細かな気使いのお蔭で快適なダ

イビングができました。                                                                                                  

                646 鈴木麗子                     

 

 

       

 

 
           

 

新年早々、男性の皆様には恐縮ですが表題

のごとく感じた事を一言。 

誰しも加齢と共にトイレでの失敗が目立っ

てきます。TV での特集ではまず足腰が弱っ

てくるのと、「視野狭窄」。立って用を足す事

により周囲への飛び散りとハネ。そこに高齢

による判断力の低下等々。大正生まれの父に

は難題だったと思います。男性に限らず我が

身も充分自覚していますが、「トイレで座って

用を足す」事は是非今から実行して頂きたい

と思います。同居する家族のためにも、また

何より苦情を言われてご自身のプライドを傷

つけられる事態を防ぐためにも。 

因みに昨今は若いご夫婦の間にも浸透して

いるそうです。 
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2日目は和食 

父の介護を終えて 
         591 和田美代

 



  

まだまだコロナ禍の中で

すが、年齢的に後がなく

なるあせりもあり、行く

決断をしました。今回は

行くにあたって、あわた

だしい事が二つありまし

た。 

一つ目は、毎回沖縄本島

でお願いしている、

DiveShop桜海さんが、来沖の際にワクチン接種済

みとともに、PCR検査陰性証明が必要とのことでし

た。ネットでの様々な情報の中から、探し当てた都

合のよい条件のところが、自宅から便利な新橋の検

査所でした。唾液採取後、翌日メールで結果報告が

通知されます。このときの料金は 2300円でした

が、私が沖縄迄ソラシドーエアーを利用したので、

無料ということでした。 

二つ目は、水中写真を撮りたくて、レンタルカメラ

にチャレンジしてみました。Rentioというところ

で、オリンパス TG6を借りてみました。しかし、ま

だ操作に慣れないことと、海中の地形がドロップオ

フで着地が少なく、中性浮力やら移動やらで大忙し

となりました。撮影に失敗したのが多いですが、な

んとか数枚をお見せできます。 

カメラレンタル料金は 4泊 5日で 8380円です。 

同じ料金ぐらいで、GoProもあるので今後が楽しみ

です。私も購入したいと思いますが、いつまで潜れ

るやらと思うと所有するのはどうかな？と悩んでい

ます。 

レンタルを

考えている

方はこちら

にアクセス

をぞうぞ。

https://www.rentio.jp/ 

 

さて、1日目は、羽田発 14:05ソラシドエアーで沖

縄入り。 

2日目が、ダイビングです。 

 

 

当初は糸満を希望していたのですが、東風が強く厳

しいとのことで、代替えとして、辺戸岬を提案して

いただきました。 

二つ返事で承諾で

す。嬉しいやらドキ

ドキやら、心踊ると

はこういうことです

ね！ 

定宿としている、那

覇のピースランド久

米に、早朝 6 時にお

迎えが来て、 

２時間後の８時に、国頭村の宜名真漁港着。 

① 本目 芽打ちバンタ 水温 26℃  

最大水深 34.8ｍ 潜水時間 38 分 

② 本目 辺戸岬ドーム（海底鍾乳洞） 

③ 本目 二神岩 水温 27℃ 最大水深 24.4ｍ  

潜水時間 40 分 

三本ともドリフトダイビングです。 

私はいつものように、水面で BCD を脱いでラダー

に上がるのを手伝っていただき、助かっています。 

辺戸岬のドロップオフは、凄みがあって少し恐ろし

くもあるが、やはりドロップは楽しい! 

次回は港から一番遠い外洋の、辺戸岬キャニオンに

潜りたい！ 

その日は、穏やかな海況であることを願っていま

す。 

沖縄本島最北端の辺戸岬 
 一人旅ダイビング旅行 

2021 年 10 月 4 日〜7 日 

         レポート 878  濱田瑞恵 
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https://www.rentio.jp/


＊役員宛のお手紙をご本人了承の上掲載させて   

いただきました。 

ダイビング３本のビデオは、オーナーの岩本さ

んに撮って頂きました。ＱＲコードで、美しい

海をぜひみていただきたいと思います。（私の姿

が少しじゃまになってい

ます・・・） 

「辺戸岬」QR コード→ 

3 日目は、すっかりお疲れ

で、お昼近くまで充分体を

休ませました。 

夜空に月と星がでるころ、

お馴染みのジャズクラブ「PINO'S RACE」に出か

けました。コロナ禍で 17 時～20 時の異例な営業時

間でしたので、客は私一人でした。 

ピアノとベースと瑠美子ママのボーカルでとても気

分よく、今回もいい旅したな・・・と思いました。 

那覇にきて時間がありましたら、寄ってみてくださ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いませ。 

4 日目は、14：50 ソラシドエアーで帰宅。予定と

しては 11 月が今年最後のダイビングになりそう。

来年は、変わらず今の調子を維持できたらいいなと

願います。そのためにはＳＤＣの皆様からの刺激を

沢山いただいてがんばる気力を持つことだと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 26 年頃、高校生だった私はフランスの海洋

学者ジャック・クストー作の映画「沈黙の世界」を

観ました。海が大好きで、夏になると湘南の江ノ島

に通う私には凄いショックでした。水の中で呼吸が

できるなんて夢のような話。何せ 70 年近い昔の事

で、まさか平々凡々の人間が仲間入りするなんて思

いませんでした。 

それから 30 数年を経てグァム島に泳ぎに行った

時、体験ダイビングの広告を見て参加し初めて水に

潜りました。耳抜きのコツが判らず鼻血をだしてし

まう始末でした。 

息子の友人のイントラさんにお願いして PADI の

ライセンスを取得したのは 50 歳を過ぎてからで

す。最初の頃は友人に誘われてインドネシアのマナ

ドに数回通いました。それから又 30 年余り種々の

経験をしましたが今と昔のダイビング（アクセス

等）の大きな大きな差は驚くばかりです。 

その頃のダイビングボートはヤキ玉エンジンの 

ポンポン船。調子よく走ってもポイントまで 1 時

間。途中エンジンストップになると倍近い所要時

間。陽除けもないボートの上で炎天下に晒され地獄

の様な有様です。昼食は流れ着いた丸太棒に腰掛け

て、夜は冷房もない木造の掘っ立て小屋。でもでも

海の中は今以上に素晴らしく透明度は抜群。種々の

回遊魚の大群、マクロちゃん達の可愛らしさ･････ 

 

 

遠くはカリブ海、モルディブ・タイ・マレーシア・

パプアニューギニア等など、私の旅はダイビング 

専門。クルージングの時は 1 日５本も潜ったりしま

した。現在 80 歳を越えてからは体力に合うフィリ

ピン・マクタン島のお姫様ダイブ 1 日 3 本が最高で

す。 

最後に1,100本程潜った中から印象に残った場所を

紹介します。 

１．50 本にも満たない頃に西表の砂州でタンク 

1 本マンタ見物 

２．パプアニューギニアの大きな大きな無傷の 

テーブル珊瑚 

３．パプアニューギニアのニシキテグリ 

４．フィリピン・ドンソルのジンベエザメ 

  （餌付けされていない） 

５. モルディブ アリ環礁のマンタの大群 

６．シパダンのカメ、ギンガメアジ、バラクーダ 

等の大群 

７．マクタンのマクロの種類の多さと食いしん坊の

私の夕食の楽しみ 

   

「PINO'S PRACE」 

QRコード↓ 

 

30年に及ぶ私のダイビング人生 2021年 7月 52大類弘子 

             

 

52 大類弘子 
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今年はコロナで飛行機で移動するのに躊躇したの

で千葉勝山でウミウシをメインにマクロでの 

生き物ウオッチッグを楽しんだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マクロで楽しむ生き物ウオッチッグ 
千葉勝山  

2021年 3月～10月 

       レポート 806 菊地三男 

 

ハナタツ  

赤色バージョン 

ド ロ ノ ミ 

季節限定で

しか見れな

いので見れ

てラッキー  

イロカエルア

ンコウ  

黄色バージョ

ン 

 

ツマニケ

ボリ  

綺麗な模

様だね 

シテンヤッコ 

何処から来た

のかな 

 

オビテンス幼

魚  

南の海でしか

見たことなー

い 

 

クマドリカエル

アンコウ  

5 ミリ位の小ささ

だけど色が奇麗だ

し可愛い  

コケギンポ

上から撮影

すると別の

魚みたい  

セトリュウグウウ

ミウシ  

ウミウシと思えな

い色合いにビック

リ 
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  賛助会員 エムズマリンアドベンチャーのご案内  
 
ダイビングを目的とする旅行に携わって約 25年、新しい行先や珍しい地域、冒険的なダイビングを求めてご案

内して参りました。同時に「安全なダイビングとは」、「旅の本質とは」について考えるようにもなりました。

これから先、このふたつの問いに応えられるような旅行業者でありたいと考える次第です。 

 

「安全なダイビング」＝リスクを最小限におさえて楽しいダイビングを。 

オープンウォーター講習で学んだ知識、実技は大事な基本です。しかし実際のファンダイブでは海況やガイド

によってその状況に即した対応をとることが必要な場合もあります。まずは自分自身でできる実践的な安全管

理を、ファンダイブをとおして自分のものにしていただければと願っています。そして、「なぜ？」「どうし

て？」と疑問を持つことを大事にして、それに即答できる知識、経験のあるガイドであるかどうかを自分自身

で見極められるようになると、より安全に楽しいダイビングライフが続けられることになると思います。 

 

「旅の本質」 
生死に関わるダイビングは原則や基本がしっかりとありますが、「旅の本質」については、これは多様な価値観

からなるものなので答えはひとつではないですね。自分の観点でその旅を楽しめばよいのですが、例えば「見

るもの」と「見世物」については、より多くの商売のために都合よくつくられた「見世物」と、あるがままの

姿を「見て」もらって感じてもらうことがあるとすると、これまで自分自身、旅行業者としては「見世物」の

ほうが宣伝しやすく、その結果無理してでも「見せる」ことに傾き、価値観を決めつけて提供していたものも

多くあったと思うのです。今後はより「見てそれぞれが感じてもらうこと」に比重をおき、その背景や携わる

人々、地域や国事情などにも思いが及び、本当の意味での相互理解が叶う旅行のご提供ができるよう努めたい

と思っている次第です。 

 

そんな想いで、以下の地域を弊社の理想とするダイビングツアー、旅行先として重点を置いてご案内してまい

ります。コロナ状況に応じて各地域へのツアーを設定していきたいと思います。今後またこの会報やＷＥＢサ

イトなどでご案内していまいります。よろしくお願いいたします。 

 

■奄美大島 
「安全なダイビング」提供の原点として、奄美大島北部のサービス、「奄美ダイビングセンター とめ」を拠点

としてまいります。私自身、2022年 4月から10月は、毎月 10日間は奄美入りする計画中です。上記の概念を

具体的に実施する国内の拠点として、また気に入っていただいた方にはホームゲレンデとしてご利用いただけ

ればと願っています。 

 

■フィリピン（セブ/マクタン島、カミギン島） 
セブのマクタン島では、コーラルポイントというダイビングセンターと連携し、理想の海外ファンダイブを提

供してまいります。まだ知名度の低いカミギン島では、ふたつのダイビングサービスの日本総代理店となって

おります。またここはヨーロッパからの移住者も多い静かで落ち着いた島です。ダイビングだけではない見ど

ころが多くあります。 

 

■キューバ 
2014年、米国オバマ政権下で国交回復した時からこれまで幾度も訪問しました。今までの米国寄りの情報から

の想像とは全く違う実際にふれ、大きな衝撃を受けました。「見世物」「見るもの」の宝庫に加え、そこに暮ら

す人々に非常に興味深いものがあります。キューバでは、人を中心に、ダイビングはもちろん、他では体験で

きない旅をご提供します。 

 

■エジプト（紅海） 
ベースとなるシャルムエルシェイクは 2022年の COP27(国連気候変動枠組条約)の会場にも決まり、より注目さ

れるエリアです。弊社はキャメルダイブ＆ホテルの日本総代理店となっており、陸海ともにご案内していま

す。 

 

■モルディブ（ダイブサファリ） 
現地ダイビングクルーズ会社「ブルーKサファリ」の日本総代理店となっております。2022年 7月からの本格

的な再開を目指しています。より多くの方に安全に楽しんでいただけるようなサービス提供を目指します。 
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広告 



 

 

 

 

 

ＳＤＣツアー初参加の私。コロナ開けでやっ

と、透明な海、青い空、かわいい魚たち、陸の

面白い人たちに出会えた楽しい 5日間でした。 

コロナや台風でなかなか行けなかったダイビン

グ。皆さん、それぞれの思いを胸に、羽田で久

しぶりの再会です。 

私は幹事さんの顔も知らないので、話しかけ

てくれた人に「石川さんはどなたですか」「僕」

とお笑いのスタートでした。 

皆さん「何年ぶり・・・」が飛び交い、ワクワ

クドキドキのダイビングになりました。 

1 なんと言っても軽石事件      

 小笠原の海底火山噴火の影響で養殖場の魚は

死ぬは、海上保安庁の船が止まるやらで心配し

ましたがダイビングには影響なし。ただポイン

トに軽石が流れついていました。写真のように

熔岩が付いているようなレアな軽石。海の繋が

りを改めて知らされた、一番のお土産になった

かも？

 

2  海もハロウィン     自粛？ 

 透明度抜群、珊瑚が沢山。その中でチ-ム写真

をとりました。

 

ウミウシ各種、穴があり地形も面白く、魚は少

なめでしたが、潜れるだけで感謝感謝。

 

アオウミガメがのんびり、かなり近づけてパチ

リ。さてこの亀は雌雄どっち？瞳だけでわかっ

た貴方はかなりいける人？(答えは私まで) 

 

   沖縄・チービシエリア・ダイビングツアー 
2021年 10月 26～30日 

幹事 440 石川 勝 レポート 896 渡邊善江 
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3              200本、900本の記念ダイビング        

板倉さんが 200本、長谷川さんが 900本、透明

度が良かったので SDCの旗が鮮やかで皆さんの

顔も若返って見えました。(笑っ)おめでとうご

ざいます✨

 

 

 

 

4             久々の宴会、生ビ-ル 1年ぶり？ 

 ホテルはコロナ対策済でいつもよりは不便は

ありましたが、夜は町に出て中華を満喫した食

べ組や沖縄居酒屋で飲み助たちも生ビール。 

 最終日は皆さん一緒、店の配慮で以前ような

宴会がよみがえりました。 

 

何より飲み食いする我々も楽しかったですが、

「ももたろう」のマスターが生き生きと変貌？

して行く様子に、待ちに待ったそれぞれの人の

思いにうるっとした私でした。         

 

      初めての SDCツアーは、同世代にはいない

堂々とした個性的な方々にちょっと、戸惑いな

がらも、海の中はもちろん、陸でも常に精神的

な安心感を味わうことができました。年の功？

未来が見えたように思いました。              

コロナ禍の大変な時期に企画された石川さん、

楽しいツアーをありがとうございました。                

同室の横井さん楽しいマジな？おしゃべりあり

がとうございました             

バディの平山さん、差し指前進 

 

フィンを脱いで海底散歩

 

 

 

参加者（12 名） 

225 芳賀幸子  231 原 勝代  354 横井康江 

415 加藤京子  440 石川 勝  721 鈴木 誠 

733 林 賢子  792 長谷川實  817 船山浩志 

858 平山哲明  870 板倉節男  896 渡邊善江 
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昨年１２月の釣行後に体調を壊し釣りから遠ざか

り、１０ヶ月あまり治療に専念し体調は回復。 

さて何を釣りに行こうかと考えたとき、１年前に

行った富津からのタチウオ釣りで隣の人が釣った 

１３０ｃｍ越えのドラゴンと決定。ラインで同行者

募集するが同行者が出ず単独釣行となる。 

このドラゴンは浦賀水道での確率が高いが、海流

の早い大潮中潮は釣りにならず、若潮の１０月１５

日と船宿に申し込み。船の座席取り順番札は前日２

１時からのため、自宅から１時間強の距離ではある

が現地１泊とし１番札を確保。当日は体調回復を祝

ってくれるような快晴の釣り日和。釣り場までの運

航時間は２０分と近く、この間にドラゴン級がかか

る確率が高いテンヤ針３個にイワシを付けて準備完

了。 

 釣りの始めは潮の動き始めの時間帯でもあること

から、当たりはあるが食い込まずばらしが出たが、

釣れても１ｍ未満の小型。潮が大きくなるにつれｍ

級が釣れ、納竿まで１１５ｃｍを頭に１１本を確保

で船内２番手。残念ながら１３０ｃｍオーバーのド

ラゴンは確保出来ず。竿頭は１２４ｃｍをゲットで

１７本。 

 

 今のシーズンはタチウオの産卵直前で、釣ってき

た魚はすべて雌。放卵が近い熟成した卵を持ってい

て、料理しながら自然界の破壊に加担した負い目を

感じながら処理。 

 この後タチウオ達は産卵のため湾内に移動するた

め、浦賀水道での釣りは釣果が落ちていくとのこ

と。 

 

使用したテンヤ釣りは関西方面の釣り方であった

が、数年前から東京湾でも使用されだし、今回乗船

の川崎丸も昨年から始めたとのこと。従来からの東

京湾でのタチウオ釣りは餌のサンマ切り身を付けて

の天秤仕掛け。テンヤと天秤仕掛けでは竿の操作も

異なる。天秤仕掛けは一日中竿を上下させ誘いを掛

けなければならず、昨年和田さん同行のタチウオ釣

りで女性にはこの釣りは無理と言われた。テンヤ釣

りは電動リールが必要となるが、電動リールを超低

速で巻くだけで運が良ければ誰でもドラゴンのチャ

ンスあり。 

 タチウオの当たりは最初はコツコツとくるが、こ

れで合わせると危険を感じ？餌を離す。当たりが来

てもそのままゆっくりと巻き上げ続けると、餌が逃

げると思い？食い込んで大きな当たりが来る。この

当たりでしっかり合わせる。ドラゴン級タチウオは

かかってからのやり取りが大きな魅力。  

 

 

 

 東京湾口でのタチウオ釣り 
2021年 10月 15日 

レポート  725 堺 孝興 

タチウオテンヤ針 

この針に２０cmほど

の冷凍イワシを細い

針金で固定し取り付

ける 
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8月 19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、玉村馨 

1)近況報告など情報交換 

2)上映作品 

① 7月の大瀬崎         林 保男 

② アブラゼミの羽化観察      大隅楠夫         

                ボロカサゴ 

 

９月 16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、玉村 馨、 

鈴木麗子、都築和子、村山寛 

1)近況報告など情報交換 

2)上映作品 

① 柏島エンタクミドリイシサンゴの産卵＆ 

② お散歩動画           林 保男 

③ 雲見 2021                    福田孝子 

④ 月下美人の開花        高木忠雄 

⑤ 私の散歩道 Summer編     大隅楠夫    

            サンゴの産卵                    

 

 

 

 

 

        雲見洞窟 

 

10月 21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、玉村 馨、鈴木麗子、村山寛 

1)近況報告など情報交換  

2)上映作品 

① 南さつま産卵大爆発      林 保雄 

② タコクラゲ・鹿児島      林 保雄 

③ 道東の魅力          村山 寛 

④ 敬老会太鼓          高木忠雄 

⑤ みなとみらい散歩       大隅楠夫 

        サンゴの産卵 

         道東の魅力 

 

 

水中映像を楽しむ会 Zoom例会 
  2021年8月19日、9月16日、10月21日 

      レポート 005 大隅楠夫 
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ＳＤＣ海釣り同好会では昨年 11 月の太刀魚釣

り、5月のクロダイ（黒鯛）釣り、7月のアジ釣り

続き、アジ釣り第二弾に挑戦、大きな成果(釣果)を

得ましたので報告いたします。 

日時は11月４日朝6時集合7時船橋港を出発、

釣船内木丸に乗り木更津沖に向かいました。天気

は快晴でした。メンバーは顧問の堺さん、591和

田さん、862 香椎、741 小幡さん、他友人１名も

加わり計 5名で挑戦いたしました。 

結果、そこそこの釣果？ 今回のアジは少し 

小ぶり？ 

写真の通り少し小ぶりでしたが、1人平均 50匹

程度は釣れた様です。私自身(香椎)は 65匹でした。 

 

大物狙いの堺顧問としては少々不本意の様子、 

ただし前々回に 46cmという大きなアジを釣りそ

の後調理したところ大味(おおあじ？)だった私と

しては何事も食べて見て美味しければと思う次

第です。 

仕掛けは天秤に 2本針で、鰯のミンチのコマセ

と赤玉かアオイソメの餌です。 

少し引いてきた所ゆっくりリールを巻き上げ

ると結構な確率で2匹同時に掛かる事が多く効率

的な様子。 30匹を越した頃からどう料理するか

悩みはじめました(多分皆さんも)。 

まあ今回は比較的平穏無事に終了 13:00頃戻っ

て来ました。天気にも恵まれそこそこの釣果で 

楽しい１日でした。 

 

下記写真は堺さんの作品です。海釣り同好会

は釣りとグルメのクラブです！！ 

 

 

2021年 11月 4日、内木丸でのアジ釣り 

昨年 12月初めのアジ釣りで 40ｃｍオーバーのア

ジか釣れ、このアジを期待しての釣りでしたが、

残念ながら小アジ釣りとなりました。しかし数が

釣れ十分に楽しめ、各種アジ料理を堪能しました。

また久しぶりのＳＤＣの皆さんとの釣りで楽し

い一日を過ごすことが出来ました。 

725 堺孝興 

 

 コロナ禍で、早朝通勤客に混じって釣り竿を持

ち電車に乗るのは気が引けて最近は船宿のレン

タル竿を使っていましたが、今回は師匠の堺さん

がご自分のカウンターリール付きの竿を貸して

くださり、釣果アップにつながりました。 

釣れたアジは小ぶりで料理が大変でしたが、楽し

い一日でした。       591 和田美代子 

            東京湾のアジ釣り第二弾 
       レポート  862 香椎 裕希彦     
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【国内ツアー】 

区

分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

会

員

公

認

企

画 

22
01

 

5.22～26 
渡嘉敷島 

5 日間 

慶良間諸島にあり、ケラマブルーと呼ばれる透明度の高

い海  マクロからワイドまで ＊伊丹・羽田発着(現地集

合可) ＊6ダイブ付、追加オプション可 ＊朝食付き 

１2 万 

 

805 吉田延子 

 

22
02

 

6.24～29 
西表島 

6 日間 

じっくりと生態観察や水中景観を楽しむ マクロ 「ﾀﾀﾐ一

畳ダイビング」 マングローブから外洋まで ＊関空・羽田

発着（現地集合も可能） ＊8 ダイブ付、追加オプション

可  ＊朝食付 

16.5

万 

 

306 宮本節子 

 

22
03

 

4.3～７ 
石垣島モズク摘み 

＆サンゴの植え付

けダイビング 

＊石垣島で午前中ダイブ内 1日はサンゴの植え付け 

午後はモズク摘み（ダイブ変更可能）＊さうすぽいんとダイブシ

ョップ＊現地集合・現地解散（延泊・短縮 OK）＊朝食付き 

＊八重山蛍の鑑賞ツアーあり＊初心者歓迎 

10 万 600 名倉三也子 

賛

助

会

員

公

認

企

画 

S2
20

1 

 

毎日出発 

沖縄本島 

恩納・水納島 

ケラマ周辺エリア 

沖縄本島は近くて海も意外とキレイなのですよ。 

2泊 3 日（4ボート）～、お一人様から気楽にボートダイビ

ング！好みのカメラ、地形ダイブ、お魚ウオッチングスタイ

ルのポイントへ出かけます。提携旅行社にてすべて手配

可能です。 

7 万 

～ 

オーシャンビーチ 

S68 藤田勝弘 

S2
20

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
20

3 

 
 

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
20

4 

毎日開催 関東近海 

南房総と伊豆半島すべてのダイビングポイントにお好き

な日程で 1名から開催します。2 ビーチダイブ\25000 

ボートダイブ\35,000  伊豆は熱海駅！千葉は館山

駅！リフレッシュやスキルアップに！ 

ご自宅から海までのお迎え送迎！ 

2,5

万 

3.5

万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

 

あなたの行きたいツアーを探そう！ 

公認 

推薦 

公認費用基本 

会員企画 

賛助会員企画 賛助会員が企画募集しツアーに同行、会員のみ参加 

会員が幹事となり、会員のみ参加 

幹事は旅行社の SDC担当者 賛助会員＋現地ショップ 
タイアップ企画 

飛行機代、燃油込、宿泊（2名 1 室）、現地送迎込、その他は別途記載 

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

新規掲載です 
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区
分 

番
号 

日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ ア ー 概 要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

賛

助

会

員

公

認

企

画 

S2
20

5 

1.17～21 沖縄 与那国島 

ハンマーヘッドの群れと並走、海底遺跡も是非！ 

見ると病み付き！宿４泊付き 9ダイブ付き  

1 名から開催します。 

与那国島空港集合。飛行機代金は自費！ 

18 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
20

6 

 4.22～27 

トカラ列島 

口之島 

 

4/22（金）23：00鹿児島港出港 

 ⇒4/26（木）18：40鹿児島港帰港 

黒潮の本流がぶち当たる海は野生の匂いがプンプ

ン！マグロもロウニンアジもツムブリも規格外の

大きさに圧倒！芽瀬では鮫祭り 

鹿児島空港集合、宿泊代全食事付き 10 ダイブ、

全交通費付き, 1 名から開催します。なにしろ素

晴らしい海です。飛行機代金は自費！ 

30 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
20

7 

 

5 月～11 月 

平日 

ご希望日で

開催 

千葉 館山 

相浜 

2021年 8 月オープンのドリフトダイブで攻める 

ニューポイント！カンパチ、ヒラマサ、ハンマーも登場 

魚影はさながら薩南諸島、何しろ凄い魚影です。 

ご自宅へ午前 5時お迎え 1名からお好きな日に開催しま

すが潮回りが合わない日がありますので要相談！ 

3.5

万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
20

8 

 5.30～6.2 
沖縄 

粟国島 

ギンガメのトルネードはもちろん、マグロが 200 匹以上で

押し寄せる姿は圧巻、この時期の粟国の海は熱すぎます

那覇ホテル集合！宿 3泊代全食事付き  

8ダイブ、フエリー代金付き。 

飛行機代金は自費！  

18 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
20

9 

 7 月～9 月 

大潮 

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。 

民宿 2 泊 送迎 ダイビング 4ダイブ、朝食付き 

＊下田駅集合 1名からお好きな日に開催しますが 

潮回りが合わない日がありますので要相談！ 

7.5

万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
21

0 

 7 月～9 月 

大潮 

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。 

民宿 2 泊 送迎 ダイビング 4ダイブ、朝食付き 

＊下田駅集合 1名からお好きな日に開催しますが 

潮回りが合わない日がありますので要相談！ 

7.5

万 

ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

推

薦

企

画 

N
22

01
 

  

2022 

4 月～7 月 

 

 世界自然遺産 

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。 

＊日本国内線空港発着＊5ダイブ＋島内観光+航空券 

＊ホテル泊 朝食付 ※ＳＤＣ割￥2,000 

１2．５

万～ 

スポートツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
22

02
 

2022 

4 月～7 月 

世界自然遺産    

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！ 

＊日本国内線空港発着＊5ダイブ＋島内観光+航空券 

＊ホテル泊 朝食付 ※ＳＤＣ割￥2,000 

１2．５

万～ 

スポートツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
22

03
 

 2022 

4 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 
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【海外ツアー】 

 

 

 

 

区
分 

番
号 

日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ ア ー 概 要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

推

薦

企

画 

N
22

04
 

2022 

4 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
22

05
 

 2022 

4 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
22

06
 

 2022 

4 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
22

07
 

 2022 

4 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 

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
22

08
 

 2022 

4.30～ 

モルディブ

/BLUE（クルー

ズ）9日間 

スリランカ航空利用/成田発着 

滞在中 18DV+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。 

46.8

万～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
22

09
 

 2022 

4 月～ 

タイ/シミラン・リチ

ェリュークルーズ

5 日間 

パワラ号プーケット発着プラン 宿泊+14ＤＶ付 

「パワラ号」は選べる充実した客室キャビンで、快適にク

ルーズライフをお過ごし頂けます。 

クルーズのみのご案内となりますが、別途フライト・下船後

ホテル・帰国前 PCR 検査等々の追加アレンジも可能と

なっております。 

13.2

万～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
22

10
 

 2022 

4 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 

N
22

11
 

 

≪ 予 告 ≫

2022 

4 月～6 月 

運航予定 

 

世界自然遺産 

トゥバタハリーフ 

   クルーズ 

   6泊 7 日 

≪予告≫2 年の歳月を経て、ようやく辿りついた「世界遺

産」トゥバタハリーフクルーズの旅が始まる。 

＊成田発着 ＊16 ダイブ～18ダイブ、全食付、乗船

料、タンク、ウエイト ※ＳＤＣ割￥8,000 ※EAN/講習有 

28 万 

～ 

スポートツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

前号（91 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 

93 号ツアー計画書の締め切りは 2022年 2 月 15日です。    ダイビング計画 847 橋本淳子 矢部善信 
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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://mmaandyokohama.jimdosite.com/ 
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 

℡ 090-9968-5710  
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 
☆感染が減少している日本ですが、皆様いかがお過
ごしでしょうか？COVID-19の感染減少が続き、ダ
イビングシーズンに入っていくとよいですね！パラ
オスポートは 2020年３月の LOCKDOWN からフィリピ
ン/タクロバンに停泊中。今回は 2022年クルーズ予
告編として、「トゥバタハリーフクルーズ 2022」
をご案内。実施決定は「世界遺産事務所、1月の判
断！」 
スルー海の秘境を皆で旅する企画にご期待下さい。  
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：kono@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  
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 
〒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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128 平野昌子 

「イソコンペイトガニ」 

撮影日  2019年 10月 7日 

撮影地   セブ島 

甲は洋梨型でいくつもの棘に覆われている 

が、赤やピンクで宿主により差が出るそう 

です。 

お菓子の「金平糖」のように可愛いですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テーマ 『エビ・カニ』 

572 阿部千衣子 

「おい、そっぽを向くなよ！」 

撮影日  2015年 6月 12日 

撮影地  バリ、ムンジャンガン 

おれ、気持ちいいんだぜ、 

これからも仲良くしようぜ。 

（ユカタハタとアカシマシラヒゲエビ） 

806 菊地三男 

「バラサカクレエビ」 

撮影地 ポンポン島 

宿主の色によって色が違うようですが、 

シロは珍しい？ 

687 林 保男 

「ヤクシマカクレエビ」 

撮影日  2015年 9月 

撮影地    屋久島 

屋久島で発見され 2009年新種記載。 

体長約 1㎝ 

ホストは小さな泡サンゴの仲間。 
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830 高田和男  

「フィコカリスシムランス」 

撮影日  2019 年 5 月 12 日 

撮影地  バリ トランバン 

和名は無い。スーパーマクロの人気者

に。だが見つける事も撮る事も難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 宮本節子 

「フリソデエビ」 

撮影日  2019年 3月 15日 

撮影地   バリ トランバン 

色鮮やかで、つい見とれてしまいます。

マクロにはまってからはこういうのを

見るとテンション上がります。 

468 通山多恵子 

「ウミエラカニダマシ」 

撮影日  2000年 9月 26日 

撮影地   柏島 

ウミエラにかじりつくこの子。 

目をこらさないとスルーしてしまう。 

93号写真館テーマ『かくれんぼう』擬態している生物、隠れているように見える瞬間の写真を募集 

例：巣穴から顔を出しているハゼ 子魚を狙って隠れている大きな魚等も可 

送付先 sdckoho2012@hotmail.co.jp   原稿締め切り 2 月 20 日 

172 島尾愛子 

「愛称・ロボコン、 

本名・アナモリチュウコシオリエビ」 

 撮影日 2021 年 9 月 

 撮影地 西伊豆 黄金崎 

 岩のくぼみから長いハサミを出しているのが何

となくロボットのように見える。南の海の生物

だったはずなのに伊豆で見かけるようになった。 

 

mailto:sdckoho2012@hotmail.co.jp


 

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。ＳＤＣの HPが新しくなりました。https://sdc-diving.club/ 

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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SDC の紹介と入会のご案内  

2022 年新年会・懇親会 

 

日時：2022年１月 30日（日）12:30～16:30 

会場：相鉄グランドフレッサ 

     東京ベイ有明 
 東京都江東区有明 3－6－6 

会費： 1万円  

ゆりかもめ「東京ビックサイト駅」より 3分、 

りんかい線「国際展示場駅」より徒歩 3分 

 埼京線乗り入れりんかい線直通 

 

SDC 全国の集い 
東京都による『東京ベイ有明ワシントンホテル』の緊急借り上げの為 

新年会の会場が急遽変更になりました。お間違い無いようお願い致します。 

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致します。

します。 
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会場案内図
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ダイビング器材の不用品募集のお願い 

新年会当日ダイビング器材の「不用品譲渡会」を行います。 

まだ使えるけど要らない物がある方はお知らせください。 

例えば カメラ関連 ダイコン BC フィン マスク ウエット  

等々ダイビング用品であれば何でも結構です。 

（嵩張る物はこれらを入れる袋も付けて！） 

希望者がない場合はこちらで処分可能です。よろしくお願いいたします。 

当日持参 及び ホテルに送付（2022/1/20～28の期間） 

連絡先 総務 823 高橋佐知子 ttakahashiot173@yahoo.co.jp 

〒135-0063  

江東区有明 3-6-6 相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明フロント宛 

（備考欄には１/30の宴会で使用 SDC担当 細野様とご記入ください） 
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