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 1 マリンダイビングフェア参加に向けて   市川雅紀 

 2 新ホームページがオープンしました 舩坂 健 

 4 関西地区懇親会 有井保彦 

 5 2021アンケート調査結果  渡辺泰介 

 6 出欠はがきより   広報とりまとめ 

個人レポート 

 7 冬の与那国ツアー 碓田敬子 

 8 宮古島・洞窟巡り 藤井則芳他 

 10 西表島ダイビング 篠田和枝 

 12 1月の大瀬崎 林 保男 

 15 伊豆諸島 神津島 久保ゴーマンめぐみ 

 16 羅臼 林 保男 

 18 冬もアツイ！石垣島 市川 之 

 19 南紀串本 加藤雅路 

 20 寒くてもやめられない 島尾愛子 

 21 串本沖キハダマグロ釣り 道上 勲 

 22 日本ミツバチ養蜂の楽しみ 堺 孝興 

同好会コーナー  

 23 水中映像を楽しむ会 Zoom例会 大隅楠夫 

 24 ヴィンテージな会 矢部善信 

 25 平日の午後のコンサート 田中恵美子他 

 26 2年ぶりにスキー開催できました 木村満男 

 27 アウトドアを楽しむ会のツアーレポート 宇留賀達雄他 

インフォメーション  

 3 釣り同好会のお知らせ 和田美也子  

 9 新入会員を囲む懇親会  市川雅紀 

 21 広報からのお願い 広報 

 24 事務局よりお知らせ 事務局 

 30 あなたの行きたいツアーを探そう ダイビング計画 

 36 会費の納入を忘れていませんか 小幡美枝 

 36 編集後記 広報 

賛助会員コーナー  

 28 冥土の土産にプロのカード 加藤雅路 

 29 エムズマリンアドベンチャー広告 永吉拓也 

 34 賛助会員通信  賛助会員 

裏表紙  

・写真館 「かくれんぼ」 投稿者 鈴木麗子、通山多恵子、島尾愛子 

・総会・懇親会    6月 5日  相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明 

・関西地区懇親会 12月 11日 大阪第一ホテル 

・SDCの紹介と入会のご案内 

    

                           

  表紙に寄せて 
830 高田和男 
 

「フリソデエビ」 
 
英名 ハーレークイーンシュ
リンプ 見るたびに興奮して
しまう。 
一夫一妻制、オニヒトデも襲
う。 

 
撮影日 2019年 5月 9日 
撮影地 バリ・トランバン 

 

 



 

 昨年は水中造形センターの倒産が有り、今年

のマリンダイビングフェアは開催不可能かと思

われてましたが、当時の同社社員さん達により

新会社が設立され、フェアの開催が決定されま

した。 

そして、SDC への協力のお願いを受けて、なん 

と今回はメインステージにて公演を致します。 

 

 

更にとても小さいのですが、格安なブースも出

店させていただきます。 

この機会を前向きに捉え、SDC のアピール・ 会

員増強へのチャンスとして、フェアを盛り上げ

ていきます。 

会員皆さま、応援宜しくお願いします。 

 

 

 

今年のマリンダイビングフェア 2022

に SDC としてブースをお借りし、3 日

間参加することになりました。出展者

リストをウェブでアップさせるための  

◎一言 PR コメントとして 

『シニアダイバーズクラブでは、パ

ンフレットと広報誌の配布、会員の撮

影動画をモニターで流す予定。なお、シ

ニア会員募集中です！』 を掲載。 

過去の会員ツアー動画を流すことをご

承知ください。 

 

 

4 月 1 日(金) 11:40～12:30 

メインステージにて SDC の催しを行い

ます。 

内容は 乞うご期待!! 

会員の皆様、ぜひ足をお運びください。 

お待ちしています!! 

マリンダイビングフェア参加に向けて 

 会長  市 川 雅 紀 

SDC パーカーを着て集まろう!! 
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1．ホームページ（HP）を新しくする理由 

・リアルタイム情報提供で SDC 活動の活発化を

計る 

 HP は年々複雑化し、更新は都度業者に依頼が 

 必要で、更新に時間がかかっていたため、 

編集機能付きシステムに移行し、担当者によっ

て即座に更新できるようにしました。 

また定められた情報提供者は、必要な時は自ら 

HP に書き込むことができるようにしました。 

 

・新会員や賛助会員の効率的な獲得に役立てる 

 検索で上位に表示させる（アクセス数を増加さ

せる）。（検索エンジンの特徴を活かした構成に

しました） 

 また、SDC の特徴をアピールした HP にしま

した。（会員間の距離の近さ活発なツアーや同

好会活動） 

 

・会員にしか開示できない情報の提供 

 一般の人に見られては困る情報の提供      

（ログインしないと見ることが出来ないペー

ジの設定） 

 

・PC だけでなくスマホでも適切表示が出来るよ

うにしました 

 表示画面の大きさ（画素数）に応じ、最適な表

示スタイルになるように対応させました。 

 

２．新 HP の構成 

・メニューについて（画像 1 参照） 

誰もが見ることが出来るページ①（黄色の部

分）と、ログインして会員しか見ることが出来

ないページ②（青い部分）に分かれています。 

 

 

【図１】 

 

ただし、画面が狭いスマホの場合のメニュー表

示は、PC と異なります（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマホの場合のメニューは最下部左に表示され

ます。 

 

同好会リーダーや賛助会員が自ら書き込んで、

情報発信ができるページはその最新更新日が一

目でわかります。（③と④参照） 

 

ログインかログオフ状態かが一目で判ります

（⑤参照）。ログインボタン表示がなければ、ログ

イン状態です。 

新ホームページがオープンしました 
新 URL https://sdc-diving.club/ 

HP担当 380 舩坂 健 
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⑤ 

③ 
④ 

 ①  
② 



3．初回のログイン 

・ログインとパスワード設定について 

（HP メニュー「ホーム」にカーソルを置くと

「ホームページ取説」のサブメニューが出るの

で、それも参照のこと） 

 

1. 右上の「ログイン」ボタンを押す。 

2. 初回は、パスワード入力欄の下部にある 

「パスワードをお忘れですか？」をクリック

する。 

3. ユーザー名は SDC0000（会員番号 4 桁で 0

埋め）を入力する。 

（会員番号が100の場合は、SDC0100と入力） 

4. SDC へ届け出たアドレス宛に、メールが届き

ます。（メールが届かない場合は、迷惑メール

欄や、携帯の場合は受信設定を確認してくだ

さい。） 

 5. 当該メールに記載のリンクをクリックする 

 6. 新しいパスワードを入力する。 

（自動作成の複雑なパスワードよりも、自作パ

スワードの方を薦めします。） 

 

4、同好会リーダ・賛助会員の方へ 

・イベント予定ページへの書き込み仕様 

 指定の EXCEL ファイルに書き込んだら、HP

の該当ページに表示されます。 

 指定ファイルの箇所は、ONE DRIVE なので、

Microsoft のアカウントが必要です。 

 まだアカウントを持っていない方は、取得して

ください。 

（HP メニュー「ホーム」にカーソルを置くと

「ツアー・同好会計画記入仕様」のサブメニュー

が出るので、詳細はそれを参照のこと。） 

 

【HP 作成後の雑感】 

HP をこれだけ多くの人が使っていると、多く

の要望が出てきて複雑化してきました。 

最初は HP とは、ただ表示する HTML というプ

ログラムだけだったのが、見映えを良くしたいと

云うことで広告や POP 用のプログラム（CSS）

が取り込まれ、動きを表示したい（JAVA Script）、

暗号化したい、閲覧者とやり取りしたいなど、新

たな要求で新プログラムが都度取り込まれてき

ました。 

今回新HPの会員にしか見せたくないページ設

定や、スマホでもきちんと見られる、HP から入

会申込ができるなども、その要望の一部です。 

プログラムとは、命令言語とそれを使う文法から

成り立っており、外国語と全く一緒です。 

今や 5、6 種類のプログラムを駆使しなければ HP

は作れず、5〜6 カ国語の外国語を駆使するのと一

緒です。 

 

この HP 複雑化の傾向は、今後も続くでしょう。 

そこでもっと簡単に、誰にでも更新ができるシス

テムが要望され、生まれたのが WordPress とい

うシステムです。 

SDC の新 HP も、これを採用しました。 

簡単と言っても、従来の HP サーバー以外に、DB

（データーベース）サーバーも使う、巨大なシス

テムです。 

DB は MySQL というシステムで、DB 用の新た

なプログラムも必要になりました。 

勿論従来の、HP 用各種プログラムの知識も必要

です。（実感は、ちっとも簡単ではないじゃん！） 

全く専門外の私が、70 歳を過ぎてから、この最

先端の事柄を一から勉強する羽目になりました。 

専門家の支援を受け、何とか作り上げましたが、

まだまだ思い通りにいかないことが多いです。 

海外でどうしても話したいことがあるのに、その

国の言葉が出てこないのと同じ感覚です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールが届かない会員が多いですが、SDC

届出と違っていたり届け出ていないと会員

専用 HP は見ることが出来ないです。 

また重要なお知らせメールも届かず、会員

間交流のサイボウズにも入れないです。 

メールの届出や変更届は必ず行ってくださ

い。 

変更届提出先 

事務局 佐野裕之 info@sdcj.fun 

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：i1721114iruka@yahoo.co.jp 
  あと残り２名募集ですのでお早めに 
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コロナ禍も 一段落 オミクロン株 を 横目に見な

がら、関西以外からも 8名の方に参加頂き、 

総勢 27名で無事開催出来ました。 

 SDC関西地区代表、副会長の宮本さん開式の挨拶

に始まり、引続き 市川会長、そして総務役員 

山本さんの乾杯の音頭で 懇親会をスタートしまし

た。 

大阪府の要請で １テーブル

4人 での会食ながら 、久し

ぶりに顔を合わせる方も多

く大いに盛り上がり楽しい 

時間を過ごしました。 

又、昨年 2月に行ったボホールから、尾上未夏さん

が二人の息子さんを連れて 参加頂きました。 

ボホールのときは、まだお腹の中にいた次男さんが 

ちょこちょこと 走り廻る姿に、皆さん大いに癒され

ました。 

 途中 80 才以上の方 6 名への サプライズイベン

トで、トラピスト・ビールのシメイブルーのプレゼ

ント。 

このトラピスト・ビールとは、修道院内に醸造所を

持つ、トラピスト会の修道院でのみ造られるビール

だそうで、シメイブルーは ベルギー・エノー州シメ

イにある、修道院で造られるビールで、トラピスト・

ビールの中でも最初に市販されたものだそうです。 

また、シメイブルーのマグナムボトルを皆さんで

賞味していただきました。 

 

 

 

 

全員の自己紹介では、ここしばらくダイビングに

行けなかった分、今年は 50本、100本潜ったとの報

告もありました。 

まだまだ 国内でしか潜れず、来年もまだ無理かと思

いながら、早く海外に行きたいですねぇ！と話しが

弾んだ。 

 その後 人名ビンゴで 盛り

上がり ダイビングショップ   

“mic21"、ユーツアー、及び神

崎 さんから 提供された数々

の景品を全員にビンゴ順に頂

いた。 やはり お酒から順に無くなっていって流石、

SDC(シニア・ドリンキング・クラブ) ですね。 

 その後、来年の会員公認ツアー、渡嘉敷、西表ツ

アーを、幹事の吉田さん、宮本さんから 紹介して頂

きました。 是非参加しようと思い乍ら、ハイボール

のお代わりをしました。 

 最後に 全員で記念写真を撮り、名残り惜しみなが

ら、あっという間の 4時間半でした。 

 

参加頂いた皆様 本当に楽しく過ごさせて頂き、あ

りがとうございました。 

 

 

●昨年はコロナ感染症が急拡大のため、やむな

く中止、今年 2年ぶりの開催!!  

やはり、メンバーのお顔を拝しての懇親会は楽し

かった。最高♪ 

関 西 地 区 懇 親 会 
2021 年 12月 12日(日) 

レポート  886 有井保彦 
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2022新年会出欠はがきにアンケート調査をお願

いしました。ここでは 2021会員名簿からデータを

まとめました。 

１． 会員の地域分布 

ここでは大きく、関東圏、中部圏、関西圏、

その他に分類しました。 

 人数 割合 

関東圏 181人 72.4％ 

中部圏 25人 10.0％ 

関西圏 35人 14.0％ 

その他 9人 3.6％ 

合計 250人 100％ 

この内訳を下記に示します。 

関東圏 

東京 81人 32.4％ 

神奈川 46人 18.4％ 

埼玉 27人 10.8％ 

千葉 24人 9.6％ 

茨城 1人 0.4％ 

群馬 1人 0.4％ 

栃木 1人 0.4％ 

合計 181人 72.4％ 

   

中部圏 

静岡 11人 4.4％ 

愛知 8人 3.2％ 

石川 3人 1.2％ 

山梨 2人 0.8％ 

新潟 1人 0.4％ 

 25 10.0％ 

   

関西圏 

京都 10人 4.0％ 

大阪 14人 5.6％ 

兵庫 7人 2.8％ 

奈良 2人 0.8％ 

滋賀 1人 0.4％ 

和歌山 1人 0.4％ 

 35人 14.0％ 

その他、岩手 3名、青森、福島、鳥取、福岡、沖

縄、英国が各 1名で合計 9名でした。 

 

２．年齢構成 

2021末 

平均年齢 71.9歳 割合 

30代 1人 0.4％ 

40代 1人 0.4％ 

50代 12人 4.8％ 

60代 70人 28.0％ 

70代 124人 49.6％ 

80代 42人 16.8％ 

 250人 100％ 

会報 No.87の 2021データとの比較では、男性

が 14名減、女性が 1名減の 15名減で 250名でし

た。平均年齢は 71.2歳から 71.9歳と明らかに

高齢化が進んでいます。 

 

３．ダイビング本数と行先 

ダイビングした人数は 109人で会員の 43.6％

に該当し、平均本数は 31.7本でした。主な行先

は概略下記の通りです。総経験本数の分布につい

ては、概略本数や不明の人が多いので参考値です

が、最小で 60本、最大で 5651本と幅があり、

平均では 800本程度でした。 

沖縄 49人 

沖縄離島 25人 

石垣島 18人 

西表島 15人 

宮古島 8人 

与那国島 2人 

奄美大島 8人 

屋久島 3人 

多良間島 5人 

徳之島 7人 

伊豆エリア 33人 

小笠原 4人 

千葉エリア 7人 

その他 25人 

＊注意  1位    2位 

2021アンケート調査結果 
  レポート 869 渡辺 泰介 
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潜りに行かれないので、スライドショーを作っ

たり、ハーモニカのグループでテープ交流会を

したりと楽しんでいます。気持ちは若く、体は

年相応です。（笑）     128 平野昌子 

先日の関西地区懇親会ありがとうございまし

た。70才～80才の次の 10年、できる限り SDC

のツアーに参加したいと思っています。ｋｋ

ｋｋｋ       886 有井保彦  

富士山を観ながら散歩しています。又近くの温

泉に行って（３～４K）います。188 森重美智

子 

 

最新型のカメラ、望遠レンズで動物写真を撮って

ます。            892 村山 寛 

夏ごろ「坐骨神経痛」が始まり、潜れないまま

ダイビングは卒業となりました。いままで一緒

に潜っていただいた方々、ありがとうございま

した。   ｋｋ    ｋｋ610 白松礼子 

ダイビングツアーは申込みましたがコロナ渦でキ

ャンセルばかりになり、ようやくアウトドアー同

好会が始動したので、久し振りの参加で楽しみま

した。           754 小笠原末子 

来 5月の奄美大島ダイビングツアー（西遊旅行）に

申し込んだら、「300本以上の方対象です」と断られ

ました。とりあえず 2022年は「目指せ 100本！」 

                913 渡辺尚子 

海外に行けない分、西伊豆でよく潜りました。

以前と違って、伊豆のサービスもシニアをよく

ヘルプしてくれるようになったと思います。ん 

                 172 島尾愛子 

 

アット言う間に 80才、まだまだ元気です。今年

こそはセブツアー実施したいです？ 

287 石岡弘至 

柏島へ地元（浜松）のダイビングショップツア

ーで JRとレンタカーで。国内では小笠原の次

に遠いところと感じました。小物探しが楽しか

った。ヨナラは、ゴロゴロ流されながらマンタ

を観察。両方とも新しいスタイルでした。ｋｋ 

2022は SDCのツアーに参加できるといいで

す。           826 野島節子 

2019年 12月末脳梗塞、2020年 10月ムアー

ルで又脳梗塞、12月も脳梗塞見つかり 3度

の脳梗塞で 2年の治療。大分良くなって来

ました。        618 河原智怡 

自宅から車で行ける伊豆で潜りました。神子元

のハンマーの群は↗↗、超 Happyでした。             

890            890 山﨑悦子 

1年ぶりに石垣で潜りました。体力の衰えを感じ

ました。           194 鈴木征男 

 

子育て支援のボランティアに参加して小さい子

どもたちにいやされています。 851 紀 貞子   

 

来年はダイビングに復帰します。005 大隅楠夫 

 

小笠原父島のショップでは、高齢者はケータ断

られ、沖縄のリゾートホテルのファンダイブは

60 歳以上のお受けできません！！コロナもさ

ることながら、活動範囲どんどん狭まってま

す。          469 武田美砂子 

 

 

昨年ヒザを痛め、養生が悪く、最悪の人工関節の

手術をしました（9/22)。早く行動をしたい為、

懸命のリハビリ中です。   881 井原義温 
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ダイビングサービスの宿は満室、近くの宿も

満室、ダイビングも 3月まで満席とコロナ関係

なく大盛況の与那国島は無論、お目あては、 

巨大ハンマーヘッドシャークの群れ！ 

今年で 32年連続 冬の与那国島ツアー開催、 

ＳＤＣからの参加者は今回で 8回目 

碓田敬子さん 1名です。  S15 金子弘之 

 

 

 

 

 

年明け恒例になっている与那国島ダイビン

グ、今年はとうとう 1人参加になっちゃいまし

た。それでも最南端の海だけは毎年変わらず期

待を裏切らない、期待通りの海で巨大ハンマー

リバーに遭遇できました。 

今回は過去のハンマー遭遇の中でも三本の指

に入りました。それほど凄かったです。 

今回一緒に潜ったメンバーも凄く、金子さん

の神子元で仲の良いショップインストラクター6

名とぷちアイランドの金子さんと言うプロチー

ムの中に横浜から慰安旅行の一般人のおばさん

一人と大変贅沢なダイビングでしたが、皆さん

の本気とスキルの高さを目の当たりにして面喰

い、毎回のダイビングが刺激一杯でした。 

755 碓田敬子 

 

 冬の与那国島ツアー 
 ハンマーに会いたくて 

2022 年 1 月 17 日〜1 月 23 日 

幹事 S15  ぷちアイランド 金子弘之 レポート 755 碓田敬子 
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晩秋の宮古島 

コロナ感染が縮小する傾向となり、県外への移動

制限ならびに飲食店の時短営業制限も解除となった

頃に関西ＳＤＣメンバー5名（男性 3名、女性 2名）

で宮古島ダイビングに行ってきました。 

平日に拘わらず関空から宮古島行きの飛行機は満

席に近い状況で、宮古島の繁華街の居酒屋の賑わい

状況を見ると多くの観光客が戻っている事が分かり

ました。 

11 月に入り北風が強く吹いているとの事でダイ

ビングのボートでの防寒対策は必須と考えて用意し

ていきましたが、期間中は天候に恵まれてＴシャツ

1 枚で過ごせラッキーでした。海底噴火による漂流

する軽石も見かけず問題ありませんでした。 

宮古島ダイビングと言えば「魔王の宮殿」「通り池」

他の地形ポイントが有名で以前も来島してダイビン

グをしているので分かっていましたが、4日間 11ダ

イビングの殆どが地形ポイントで洞窟、洞窟、穴、

穴、アカマツカサ、ハタンボと続くとお腹一杯とな

りました。地形ポイントは、探検気分を味わえて地

上からの光が幻想的と好きな方もおられますが少し

閉所恐怖症を感じる私としては苦手な方です。 

  

それでもガイドの方にマクロ好きを伝えるとライト

で丁寧に探してくださり、ヒオドシユビウミウシ、

モンツキカエルウオ、パンダダルマハゼ他多くの生

物を観る事が出来ました。 

 今回のダイビングショップのタンクは、スチール 

製で通常のより 2kg重い物でした。そのため、私も

通常スチールタンクの場合はウエイト 3kgなのです

が初めて 1kgで潜りました。男性は対応できたので

すが、小柄で細身の女性で

更に過去に腰痛経験の 

有る人はエキジットの際

に背負ってラダーを上が

る事は大変厳しいもので

した。そのため、ショップ

オーナーに海面で BCを脱

ぐので船上へ引き上

げを依頼するとコロ

ナ感染防止対策でダ

イバーの器材は触ら

ないルールですので

対応出来ませんとの

首を傾げる回答でし

た。 

結局、船上へ引き上げは男性メンバーで行いました。 

そのほか、ダイビングの当日朝はショップ HP にあ

る健康チェックリストに参加者各人で検温して健康 

状況を登録する事。ログ付けは無くログ内容はショ

ップ HP に掲載するので各自確認とする。コロナ感

染防止としてのルールである事は理解できるが、ス

マホ等ネットツールを持たないシニアへの柔軟な対

応も無く自分の決めたルールは絶対を通すものでし

た。 

なお、良かったのは船上でのランチです。オーナー

の奥さんが宮古島で採れた食材を多く使って健康的

宮 古 島 
洞窟巡り 

2021 年 11月 15 日～11月 20 日 

幹事 306 宮本節子 レポート 832 藤井則芳 
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で美味しい物でした。食後のデザートも美味でした。 

 今回利用したホテルは、繁華街の飲食店に近い場

所にあり便利でした。また、設備として展望大浴場、

器材の洗場干場が有り、特に便利良かったのは各部

屋に設置してある洗濯乾燥機でした。水着、グロー

ブ、ソックス、メッシュバック、ウエットスーツま

で脱水利用して良く乾き助かりました。 

 今回の最終ダイビングは、私の 450本の記念ダイ

ビングとなりました。50 歳を超えてから始めて 17

年目での達成でした。実は 12 年前も京都のショッ

プツアーに参加して同じ宮古島で 100本を達成して

おりました。その時にお世話になった現地のダイビ

ングショップの事を尋ねると今年コロナ感染拡大の

影響もあり廃業したとの事を聞き感慨深いものを感

じました。 

 

 

 

★ 宮本節子 

昔に行ったことがあった宮古島、久々の来島でした。 

11 ダイブすべて洞窟・穴・穴は本当にもういいよ、

という感じでしたが…   もう少しマクロを楽しみ

たかった!! 

今回はエキジット時、海面で器材を外すことができ

ず、1日目は何とかなりましたが(タンク重すぎ)、2

日目からは無理、男性陣には大変お世話になりまし

た。そして、大変助かりました、感謝! 有難うござ

いました。 

今回のホテル近くにたくさんの居酒屋さんがあるの

で、美味しいものを求め、毎日、居酒屋さん通いを

しました。毎日毎日、夕食時には笑いが絶えません

でした。なんと楽しいことでしょうか・・・・ 

 

（参加者） 

070 河合貞夫  306 宮本節子 805 吉田延子 

832 藤井則芳 886 有井保彦 

 

 

 

新入会員を囲む懇親会 
  

2022 年 4月 10日 
SDC会長 市川雅紀 

 

 

2020 年以降に入会された新規会員の方々を囲

んで、ダイビングツアーや同好会の案内、ＳＤＣ

会員がダイビングライフを楽しむための一助と

して懇親会を開催致します。 

 

当懇親会はダイビング計画・安全潜水が担当

し、アドバイザー役員も出席予定です。参加申し

込み及び不明な点のお問い合わせも下記ダイビング計

画・安全潜水の担当まで連絡をお願い致します。 

 

日時 ：  4 月 10 日（日曜日）13:00～15:00 

場所 ：  響 新宿サザンタワー店 

東京都渋谷区代々木 2-2-1 

      小田急サザンタワー4F 

       TEL03-5333-5501 

メニュー： 和食ランチコース 響膳飲み放題付き 

会費 ：  4,300 円 予定 

 

＊参加希望者は 3月 30 日までにダイビング計画・

安全潜水担当・矢部善信までご連絡下さい。 

連絡先  <sdc.divingkeikaku@sdcj.fun> 

お知らせ 
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今回は私の大好きな西表島ダイビングについ

てお話したいと思います。 

 

昨年はコロナ禍にもかかわらず、PCR検査結果

とワクチン接種終了の書類を片手に、6月と 11

月の２回行って参りました。最初西表島に通い

始めた頃はオガンにはとても連れて行けないと

の事で、指をくわえて見ているだけでしたが、

３回目くらいからもう大丈夫との事で、外洋に

バンバン連れていってくれるようになり、西表

島の多様さに我を忘れてのめり込みました。 

 

昨年の 6月には水温が 29℃にもなり、ウエット

スーツを着ていた私に「それを脱いでラッシュ

ガードで海に入ってごらん！！ウエイトもいら

ないから」でもそんなこと初めての私が「イヤ

ダー、寒いの苦手、不安」と尻込みしているに

もかかわらず「はい！脱いで、脱いで」言うこ

とをきかないと出禁になるのではと心配になり

指示に従って海に「エイヤー！ドボン！」する

と体がスーっと沈み、今までヘッドファースト

で無理矢理潜っていたのがうそのよう。BCに空

気を入れ調整すると、後は自分の呼吸のみで行

動できるのです。ウエットスーツもウエイトも

無いので信じられないくらい体が軽やかで「私

はこんなに上手だった！？」と大きな誤解をし

そうでした。 

6月は比較的海も穏やかで外洋にも行きやすく 

2日目からはオガンは勿論のこと、ノバル曽根、

ヨナラ水道と大物ポイントでマグロ・マンタ・

バラクーダ・ギンガメアジと盛り上がりまし

た。オガンでのマグロは圧巻のひと言。 

今まで経験したことのない流れでちょっと油

断するとマスクもレギュも吹っ飛びそう。岩に

必死にかじり着かねばいけないのですが、そこ

まで行く間に仲間の一人は 1mmも進めなくなり

それを見ていたガイドが助けに入ると、もう一

人の仲間もどうにもならなかったのかそのガイ

ドの足にしがみつき３人でお団子状態。 

それを見て私たちのガイドがあわてて助けに行

き二人を岩まで連れてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西表島ダイビング 
2021 年 6 月 11 月 

レポート 865 篠田和枝 
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岩にかじりつきながら見ると、突然目の前に大

型のマグロが流れに逆らって停止。その距離約

１ｍ。バッチリ目が合いました。その向こうを

マグロの群れがビュンビュンと泳ぎ生き物の生

命力のスゴさを目の当たり。 

残念ながら海に入る時にカメラなど余分なもの

は持たないようにと言われ写真は撮れなかった

のですが、たとえ持っていたとしても、とても

カメラを構える事など不可能な流れです。 

今まで何度かオガンに行っていますが、こんな

流れは初めてで連れていってくれたスタッフに

感謝感謝です。 

その時の仲間の一人がエキジットの時、鼻血が

ダラダラ、サンゴでキズついたのか足からもダ

ラダラと血を流し、それ以来「血だらけ男」と

呼ばれています。 

１日目から４日目までは、大物を追いかけまし

たが、さすがに年と体力には勝てず５日目と６

日目は西表島に多種生息するハゼの観察、これ

もとても楽しかったです。 

西表島は大物派もマクロ派も海況の良さと出会

いという運もありますが、とても楽しめるとこ

ろです。でもオガンには体力が必要と今回しみ

じみ感じ、なるだけ長く行けるよう筋トレしよ

うと心に決めました。 

パイナップル畑 

月ヶ浜 
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 1月の大瀬崎 
  

2022 年 1月 17 日・29 日・31日 

              レポート 687 林 保男 

年が明けて移動にも自粛要請がかかりましたが、安心・近場・短時間ダイビングの安・近・短で 

行ける大瀬崎で 2022 年初潜りとなりました。スタートから良い年になりそうな予感です。 

深海 100m〜600m に生息するユウレイイカ。 

一期一会。いきなりのお年玉ありがとう。 

木の葉でもなくクラゲでもなく貝の仲間なのに

名前がコノハゾウクラゲ。動画映えします。 何でイボクラゲ？と思っていたら傘の上の 

イボ状の突起が名前の由来らしい。 

 着底する様子もなくずっとクラゲと一緒に

泳いでいるので本当にこれがウミウシ？と

の声も上がったササノハウミウシ。撮影の

時もてっきりクラゲと思い込んでいた。 

上がスケスケ下はイソギンチャクの触手のよ

う。個虫が集まって出来たバレンクラゲ。 

尾鰭のような部分をヒラヒラ動かしクラゲと 

一緒に浮遊しているコノハウミウシ。 
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体長約 5mmのイロカエルアンコウ。ピントは 

顕微鏡モードが頼り。頼むぞオリンパス。 

最初ゴミにしか見えなかったヒメクロモウミウシ。 

石粒の上で５mm程の黒いのが動くので撮ったら 

ウミウシだった。 

オオウミウマのオスを撮っていたら２mほど離

れた同じロープの上にメスがいた。卵の受け渡

しはまだ先の雰囲気。 

ホウボウの幼魚は動く動く。泳ぎは下手だけれど 

カメラから離れても親と同様に動き回っていた。 

上のクダゴンベを撮っていたら下がやって

きて寄り添ってくれた。 

カメラを向けても嫌がる事なくじっと見つめ

てくれたカエルアンコウ幼魚。 イロカエルアンコウは何を勘違いしたのか

ずっとカメラに向かってきた。 

ハナビラウオは宿主のクラゲが分解してしまい

表層を漂っていた。 
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-20mくらいのところでじっと獲物を待つ

ソウシカエルアンコウ。 

ボーっとしていたので海藻に隠れている 

カミソリウオに気付かず危うく通り過ぎるところ

だった。 

ソウシカエルアンコウは目の色がライトの角度で

微妙に変化するところに魅力を感じます。スゲー

スゲーと思って撮影していると近くにもう１匹い

ることがわかり２度びっくり。驚かされる事ばか

りの大瀬崎です。 

数年ぶりに観察出来たヒョウモンダコは水温

の為か痩せ細って弱々しく見えた。 

橙色のイボヤギのすぐそばに同色の 

イボヤギミノウミウシが揺れていた。 

ワタリイシガニはカメラを向けても土管から全

く動かず。パートナー待ちか。 

ナマコの腸からたまたま出てきたナマコマル

ガザミと出くわした。 

AM７時のエントリー前に、日の出直前の富士山を

撮ることができた。 

いつも見慣れている富士がその時ばかりは言葉を

失うほど気高く神々しく見えた。 

海や川や山がこれ以上汚染されませんようにと祈

って静かにエントリーした。 
14 



 

 

 

 

 

 

コロナ禍となってから海外へ潜りに行けないのは

残念ですが、そのおかげで、それまでは気づかずに

いた東京都の島々の素晴らしさをあらためて知る良

い機会となりました。竹芝桟橋から高速ジェット船

で 3 時間 40 分とアクセスもよいのに、なかなか訪

れることのなかった神津島もその一つ。数十年ぶり

に友人らと行ってまいりました。台風通過の影響で、

残念ながら海況は少々不安定でしたが、合計 7dives 

＋ 花火大会、美しい星空、温泉、お美味しいお食事

付の大満足満腹ダイビングツアーでした。 

  

神津島マリンフェスティバル

渚の花火大会 

例年ですと8月に開催されま

すが、2021年はコロナ禍のため

9 月となったそうです。約 700

発の花火が夜空を彩り、地元の

方々と一緒になって、私達おば

ちゃん 3人組も「たまや～」と

大はしゃぎ‼  

 

星空保護区 

海の中はもちろんですが、満天の星空もとっても

ステキな神津島☆ 美しい夜空を守る『星空保護区』

に、東京都で初めて認定された島だそうです。  

 

神津島温泉保養センター 

ダイビング後の温泉はまた格別です。自然の岩場

を利用した大露天風呂もあり、日中は太平洋を夜は

星空を眺めながらゆったりまったりできます。  

 

 

 

LOG 水温 26～27℃ Visibility 20ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

9月 19日 

① テーブルサンゴ   

② テーブルサンゴ 

 

 

 

9月 20日 

① タダナエ島 松が下 ② 砂糠 ③ 赤崎 

 

 

9月 21日 

① ナガンネ   

② タダナエ島 

松が下 

 

 

 

 

 

 

東京都にはこの神津島に加え、大島、利島、新島、

式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、

小笠原諸島の父島、母島の計 11島があります。 

スキューバダイビングができない島もありますが、

ドルフィンスイムやトレッキング等も楽しそうです。

今後も感染拡大防止に留意しつつ、いろいろな島へ

行きたいと思っています。  

 伊豆諸島 神津島 
 ☆☆☆☆☆ 

2021 年 9 月 18 日〜9 月 21 日 

レポート 904 久保ゴーマンめぐみ 
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 羅臼 
  

2021年 12月 20日〜12月 23日 

                レポート  687 林 保男 

 

 

海のカムイ(神)オオカミウオ。そのオー

ラは若魚でも十二分に伝わってきた。 
羅臼クイズ A  卵を守っているオニカジカ 

ですがこの数時間後何が起きたでしょうか？ 

①ヒトデに卵を食べられた。 

  ②ハッチアウトを開始した。         

③メスがきて同じ場所に産卵した。  

  ④他の魚が卵を食べた。 答えは次頁  

羅臼クイズ B 上の写真に魚がいますが 

どこでしょう。これは簡単。答えは次頁 

12月後半にはトドも出るだろうとの予測は見事に外れましたが、オオカミウオ、ナメダンゴ 

オニカジカ産卵、ヤギシリカジカ、シモフリカジカ、オコゼカジカ、ミズダコ、ヤギウオ等々 

1年の締めくくりとして大満足の 4日間でした。 

オコゼカジカは体色に合ったベッドで  

動かないので見過ごしてしまいがち。 

体長約 2.5cm程のタラバの稚ガニ。 

8〜10年かけ 10回ほどの脱皮を繰り返し

て成長する為に一生懸命食事中。 
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ヤギシリカジカはカメラを向けると身を乗り

出し写真左上の赤い卵を守ろうとした。 

レアなヨコヤマメカニダマシが撮れた。 

撮影中じっとしていてくれた良い子。 

アイドルのチビナメダンゴ。親は岩の窪みに

産みつけた卵を体で隠し健気に守り続ける。 

ヨツハモガニの仲間。大瀬崎でも観察 

したような。まさか羅臼で出会うとは。 

羅臼クイズ Aの正解は①でした。 

問題の写真は午前中に撮影したもの。 

午後になって同じ場所に行ってみると 

波で卵塊が全て剥がれ落ち２m程離れた 

場所でニッポンヒトデが食事中。 

これも羅臼の日常の光景。 

実は着底寸前にシモフリカジカに気が付き  

あわてて避けたが魚の方は微動だにせず。  

カイメンヤドカリがカメラに向かってくるので 

驚いていると右の赤いカイメンヤドカリへの 

ラブコールだった。 

赤いカイメンヤドカリの奥の石の向こうに赤カイメン

を狙っているもう１匹のカイメンヤドカリいた。 

低い水温の中でも皆必死で子孫を残そうとしていた。 
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コロナによる自粛生活も長く、「海外行きたぁ～

～い！」とのストレスも MAXになりそうな今日こ

の頃、皆様いかがお過ごしでしょうか（笑）  

日本の海は綺麗だけど寒いしな～と引き籠りがち

になってらっしゃいませんか？そんな貴方に石垣

島！激押しします！石垣島といえば、マンタ、マン

タ、マンタのクリーニングステーションのあるとこ

ろです。 

しか～し、冬はご承知のように、北風の影響で、マ

ンタポイントには、なかなか行けないことも多い上

に、温暖化の影響で、珊瑚の広範囲な白化の噂も側

聞していました。それに冬は寒い。テンション上が

らない？？ 

 いいえ！ そんなことないんです！ 

 いろんな意味で、冬の石垣島はアツイんです！ 

騙されたと思って聞いてくださいね。 

 

自然というのは逞しい。 

心配だった珊瑚は、もりもり元気に復活し、新たな

生命を育んでいました。 

 

レアな可愛い子達にも出会えます。 

「でも、マンタは見られないよね？」 

いいえ！見られます！ 

 

冬は空いてる環境で船上から貸し切り状態で数枚の

マンタが悠々と遊ぶさまを眺められるし、なんなら 

シュノーケリングで一緒に遊んでもらえます。 

 

海亀の背中を流してあげることも。 

 

海の中だけじゃありません！ 

宿である川平茶屋から三十歩以内でこの絶景。 

 

夜は満天の星の下、うっとり、乾杯！という楽しみ

方も。市内でグルメに興じるのもいいですが、私は

断然！川平ステイをお薦めします。 

久しぶりにご一緒できたＳＤＣメンバーの皆様、 

賛助会員のさうすぽいんとダイビングサービス様、 

お世話になり、有難うございました。  

 冬もアツイ！石垣島 
 マンタだけじゃない！ 

2021 年 12 月 8 日〜12 月 10日 

レポート 868 市川之 
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本州最南端“南紀串本” 関西の太平洋側では黒

潮が一番近づく場所（近年、黒潮蛇行により遠く離

れている）、そして関西のダイビングサイトでは一

番メジャーな場所、そんな串本の海に潜り始めて

34年、二度と戻ることのない海洋環境の変化をこ

の串本の海で見続けています。 

  

串本のダイビングサイトは大きく分けて３エリア、

１番人気エリアは潮岬先端西側の海岸伝いに潮岬つ

け根辺りまで（断崖でボートでしか行けない）ダイ

ビングポイントが点在し、串本に訪れる多くのダイ

バーたちがこの辺りのポイント（住崎、アンドの鼻

等々）で潜っています。 

2番目のエリアは、潮岬つけ根西側（串本のま

ち）辺りから、すさみ町（隣まち）迄の海岸伝いと

その沖合の外洋ポイント（双島一の根、二の根、 

浅地等々）で“枯木灘”と言われ地形変化に富んだ

ダイビングポイントが点在しています。 

串本のまちから 42号線を西に車で約 10分のとこ

ろ、私がダイビング講習の場所としてよく使うビー

チポイントが串本ダイビングパーク（串本海中公

園）、ここはダイバー専用の施設で、タンクレンタ

ル、器材レンタル、ダイビングスクール、水中ツア

ーガイド、ダイビング専用ボート、宿泊施設（ログ

ハウス）、食事等のサービスを提供してくれます。 

ここのビーチエリアは大きく分けてシュノーケリ

ングエリアとダイビングエリアに分かれいてダイビ

ングエリアでは、エリアを囲むようにチエーンで 

一周ルートが引かれ、そのルートに沿って番号ブイ

が置かれています。エントリーは、磯の割目の水路

から（比較遠浅なため干潮時には器材を背負って 5

～60ｍ歩き）ゆっくり一周で約 30分、水深は 3～6

ｍビギナーでも安心して潜ることのできる場所、バ

ディ、グループ（ガイドなし、セルフダイビング）

でのダイビングを楽しむことができます。 

かつてはこのポイントにも多くのテーブル珊瑚が

群生していましたが近年、夏場の海水温度上昇で珊

瑚の白化現象によりテーブル珊瑚も疎らになり岩肌

のみが目立つ。 

アフターダイブに水族館も楽しめます。 

 

 3番目のエリアは古座。ここの売りポイントは

“ブラックトンネル” 串本のまちから 42号線を東

に車で約 15分、古座川の橋を渡ってじきに動鳴気

漁港があり、そこからボートで 2～30分、古座川の

沖合（南西の方向に大島灯台の頭が見える）、水深

18～24ｍに大きな岩山が重なり合って大きなトンネ

ル（アーチ）になっている。トンネル内トップで水

深 32ｍ、ボトムで 42ｍでディープダイビング上級

者ポイントである。 

このポイントは、風、流れ、長雨による濁り（河

口沖）等々で潜ることが出来ない日も多く、串本エ

リアに変更になることもしばしば。 

串本、古座エリア（ポイント）について詳しい情

報をご希望の方は現地ショップの HP、YouTubeで。 

〇南紀シーマンズクラブ 〇串本ダイビングパーク 

〇古座ダイブ クーザ迄 

 南紀串本 
   ここが私のフィールド 

レポート 885 加藤 雅路 

                PADI マスターインストラクター 
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 今年の初潜りも西伊豆。 

去年は海外はもちろんのこと沖縄にも行けない中

で、静岡在住の利点を生かして三保、大瀬崎、安良

里、黄金崎、土肥、田子、雲見などでよく潜った。 

静岡市清水港から土肥まで駿河湾フェリーが就航

しているので西伊豆はとても行きやすい。 

 そして、土肥のイワシダイバーズ、安良里の

UMIKOZOU、松崎のアクアティークと頼りになる

ダイビングサービスが揃っている。 

特に私はいつも誰かの助けが必要だ。EX では BC

を脱がせてもらっているし、ボートに乗船の時も機

材を運んでもらったり担がせてもらったり、そんな

ことを苦にせずにやってくれるガイドさんたちがい

るからこそコロナ騒ぎの中でもダイビングを続ける

ことができて大感謝だ。 

 土肥には冬季限定の「八木沢の沖漁礁」というポ

イントがある。四角いコンクリートの枠が沢山沈め

てありそれにぎっしりとトサカをはじめとするソフ

トコーラルが着いている。それは見事としか言いよ

うのない景観である。このポイントに潜るのは 9年

ぶりだったがソフトコーラルの成長ぶりに驚いた。 

 

土肥には「お花畑」と名付けられているポイントが

あるが大きな岩がゴロゴロあるすき間にムチヤギの

林が見られるだけで、お花畑とは何故か。実はここ

もずーと昔はソフトコーラルで一杯だった。ダイバ

ーが入りすぎてダメにしてしまったらしい。やはり

ローテーションはポイントを守るのに有効なのかも

しれないと思った。 

ソフトコーラルの庭をイサキ、マアジの群れ、ミノ 

 

カサゴ、ミギマキなど伊豆でおなじみの魚が住処と

している。 

 

 

ソフトコーラルの中をよく探せば、ウミウシ、エビ、

カニなどもいるが、景色を見るのが大好きな私はふ

んわりと漁礁の上を漂っているだけでも十分楽しい。 

 土肥には良いポイントが沢山あるが、冬場はボー

トの移動が長いと寒いので行けるポイントが限られ

てしまうのが残念だ。特にダイビングを終わって風

に吹かれながら港に帰るときは手が凍ってしまうの

ではないかと思う時もある。DS に用意してあるお

湯が張ってあるコンテナに入るのが楽しみだ。 

 土肥は「THE 101」が撤退してしまったが、フェ

リー乗り場のすぐ横に「土肥ダイビングサービス」

がオープン。設備も使いやすく整っているし、ボー

ト乗り場も近く、船頭さんもやさしい。 

代表の金原さんは若いけどシニアのサポートでも頼

りになりそうな好青年だ。 

           寒くてもやめられない 
(2022年 2月 10日～2月 12日） 

レポート 172 島尾 愛子 

 

20 



 

 

 

 

全国各地で蔓延防止措置が叫ばれてる 1月下旬に

蔓延防止措置が発令されてない和歌山県の串本沖に

キハダマグロ釣りに昨今話題の 5Ｇの向こうを張っ

て釣り仲間の 3Ｇ（爺）で行ってきました。 

当日は雲も無いほどの晴天で波も無く絶好の釣り 

日和で、釣りポイントは串本の潮岬沖でポイントに

到着すると既に１０数隻の釣り船が陣取ってて暫く

すると船長が「後 1分です」とマイクで話してるの

で時計を見ると 6時少し前になってて、どうも漁業

組合の取り決めで遊漁船は 6時から釣り開始となっ

てるみたいでした。 

 

餌は鰯の 1匹掛けで撒き餌は鰯のミンチ大サジ 2杯

くらいを絶え間なく撒いていたところ釣り糸が 32ｍ

出たところで釣り糸を巻いてるリールが凄まじい勢

いで回転し慌てて釣り竿を持ってマグロの口に釣り

針を食い込ませる為に竿を持ち上げると同時に竿

が、まるで弓の様に半月に曲がり糸を巻いてるリー

ルの数字を見ると 92ｍを表示してました。マグロは 

一気に 60ｍ走った事になり釣り竿は、まるで地球を

釣ったみたいな感じで中々手繰り寄せることも出来 

ずマグロとの持久戦になりマグロが少し気を緩める

と巻き上げ少しずつ間合いを詰めながら数十分が過 

 

 

 

ぎた頃には何とか残り 5ｍ位になりましたが、マグ

ロもバテてきてるのですが、それ以上に、こちらも 

竿を持ちこたえてる左腕の握力及び体力にも陰りが

見え始めたところに船長が「この辺りからが一番取

り逃がすんだよな」とプレッシャーをかけてくる始

末でしたが何とか船ベリまで上げてきて最後は船長

がモリで急所を一突きし、フックをマグロの口付近

のエラに掛けて取り込みました。船上で計ったとこ

ろ全長 130cm 20kg有りました。私はと云うと精も

根も尽き果てて放心状態になってました。 

 

 串本沖キハダマグロ釣り 
 2022 年 1 月下旬 

レポート 735 道上 勲 

 

広報からのお願い 

① 94号原稿募集（2022年７月発行） 
ツアーレポートのほか、個人旅行、趣味や 
エッセイなどテーマは自由です。 

 

② 「写真館」掲載写真 

94号のテーマは 
『私のお気に入り』です。

 

皆様からの投稿をお待ちします。 

会報用テンプレートがありますのでお問い合

わせ下さい。 

94号の原稿締め切りは 5月 20日です。 

 

原稿送付先 

sdckoho2012@hotmail.co.jp 

（広報担当者への郵送も可です） 
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冬には冬の釣物があるが、高齢での冬の釣りは体

力的に厳しく釣行の機会がないので、最近始めた日

本ミツバチの養蜂について書いてみた。 

４年前の秋に養蜂の知識を得て、翌春の分蜂群確

保用の待受箱の製作から始めた。巣箱には何種類か

の方法があるが、重

箱式が合理的であっ

たので待受箱も２段

の重箱式とした。 

重箱式は巣が大きく

なるにつけ１段ずつ

下に追加していく。

分蜂は４～６月に新しい女王蜂が生まれ、親の女王

蜂が働き蜂の何割かを連れて別の住処に移動するこ

とで、待受箱はこの群れの入居を待つ箱。 

翌年３月に待受箱

３個を３ヵ所の山林

に設置。幸いにも 

１ヶ所の箱に入居が

あり、他の待受箱も

この場所に設置した

結果、すべての箱に

入居があり３箱からの養蜂開始となった。 

群れの入居は、先ず探索蜂の数匹が新居の点検に

来て、気に入れば分蜂群を連れて来て入居となる。 

入居した待受箱は

２Km離れた 2カ所に

設置した。（2Kmは蜜

蜂の集蜜行動範囲） 

巣が成長し４段まで

になると上２段は蜜

の貯蔵部、下２段が

幼虫飼育部となっている。

貯蔵蜜は冬場の餌用である

が、貯蔵部の蜜が充満して

いれば、１段分の蜜のみで

越冬出来きる。最上段の蜜

は養蜂のご褒美としていた

だける。 

この年 11月には４段まで巣を伸ばしたので、１

群のみ 1段を切取り採蜜した。結果１.９リットル

の蜂蜜をいただき養蜂の楽しさを味わった。初年度

確保した３群は翌年まで飼育出来た。 

日本ミツバチの特性として環境が悪化すると巣を

捨てて逃去する習性がある。環境悪化要因として 

① 外来種であるハチノスツヅズリガが巣の中で繁

殖 

② ８～１０月期のスズメバチの襲撃がある。 

２年目以後も分蜂群は確保出来たが、群れの逃去

があり、蜜の採取、飼育群は次のようになった。 

年 捕獲群 逃去群 採蜜量 年末群 

１年目 ３ ０ １.９㍑ ３ 

２年目 ２ 1 ３.６㍑ ４ 

３年目 ５ ６ ３.２㍑ ３ 

昨年の３年目は５

群も確保出来、秋の

採蜜を楽しみにしな

がら採取した蜂蜜の

処分方法をいろいろ

考えていたところ、

６群もの逃去に合

い、採蜜出来たのは

たった１群のみとな

った。 

ハチノスツヅリガ

の幼虫は一般的にス

ムシと呼ばれ、渓流

釣りの餌として釣り

道具店で売られてい

るが、養蜂家にとっては厄介もの。 

オオスズメバチは巣門に張り付つ

いてミツバチが巣から出てくるとこ

ろを襲うため、ミツバチは怖くて籠

城し集蜜に出られない。 

キイロスズメバチに対して特に日本ミツバチは熱

殺という対抗手段を持っていて被害は軽い。 

冬のミツバチ

は巣籠り中であ

るが、シーズン

に向けてのスズ

メバチ、スムシ

対策を考えなが

ら、４月の分蜂

時期を楽しみに待っているところです。 

 日本ミツバチ養蜂の楽しみ 
 2022年2月 10日 

               レポート 725  堺 孝興 
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11月18日(木)19:30～21:30 

参加者：大隅楠夫（ホスト・進行）、平野昌子、 

林 保男、玉村馨、都築和子 

1)近況報告など情報交換 

2)上映作品 

① 9月の大瀬崎        玉村 馨 

② 10月の大瀬崎       林 保男 

        アカオビハナダイ 玉村 

 

 

12月16日（木）19:30～21:30 

参加者：大隅楠夫（ホスト・進行）、平野昌子、 

林 保男、福田孝子、玉村 馨、村山 寛 

1)近況報告など情報交換 

2)上映作品 

① サンゴに魅せられて（西表） 福田孝子 

② 錦江湾             林 保男 

③ シーバスと山下公園      大隅楠夫    

          西表のサンゴ 福田                   

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

    タコクラゲ（半水面） 林 

 

1月27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 

1)近況報告など情報交換  

2)上映作品 

① パンダン島での海中散歩    平野昌子 

② あじさい苑クリスマスイベント 高木忠雄 

③ 1月の大瀬崎          林 保男 

④ BallPark Fantasia             大隅楠夫 

⑤ サンゴに魅せられて・改訂版   福田孝子       

       スミレナガハナダイ 平野 

 

水中映像を楽しむ会 Zoom例会 
    2021年11月18日、12月16日、2022年1月27日 

      レポート 005 大隅楠夫 

 

 

 

 

 

ユウレイイカ 林 

 
23 



 

 

 

 

 

 

「ヴィンテージな会」の開催を開催いたしました。 

日時： 2021 年 12 月 15 日 17時 30分～ 

開催場所： 新宿 季膳房 約３１名 

「ヴィンテージな会」は毎年 12 月第三水曜日

頃に開催されているSDC 同好会です。 

今回はコロナ禍の影響があり二年ぶりに開催でき

ました。懐かしい会員様も散見されますが、基本的

には SDC に新規の入会された会員が、SDC に打ち

解け他の会員と交流の場として開催されています。 

今年はビンゴ大会にかえてジャンケン大会にて商

品が参加会員に行きわたりました。 

 

新たな年が始まりましたが、今年こそはコロナが

終息して、前年同様なることを心から願うばかりで

す。本年もよろしくお願い致します。 

DANJAPAN 様から景品提供もうけ、買い出し

により景品を準備させて頂き、ジャンケン大会も 

大変盛り上がりました。来年（2022 年）も開催で

きる事を期待しております。 

 

式次第 

17:10 ：受付開始 

17:30 ：「ヴィンテージな会」開催 

SDC 市川会長挨拶、宇留賀顧問乾杯 

初参加者自己紹介、ジャンケン大会閉会挨拶、 

全員集合写真 

 

ヴィンテージ(vintage)とは、"アンティーク"よ

りも少し曖昧な意味あいであるが、製造されてから

25 年程度～100 年未満経過しているものが"ヴィ

ンテージ"とされる。 

しかし、"ヴィンテージ"という言葉自体、元々は 

ワインの価値を表したものですが、時間とともに

良さが増した物をそう呼ぶようになったが、どちら

も物の年代や価値を指し、同義語等では、"ブロカ

ント(brocante)""ジャンク(junk)"、"コレクティ

ブル(collectible)"等もある。 

また、"レトロ(retro)"、"シャビー(shabby)"、言

葉もありますが、私たち SDC 会員はヴィンテージ

(vintage)になりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

「ヴィンテージな会」担当者 

川瀬 和恵、 小山 千香子、 

安部 智枝、 矢部 善信 

 

 

 「ヴィンテージな会」 
 2021年 12月 15日 

         レポート 845 矢部善信 

 

 

  事務局よりのお知らせ 
 

★住所・連絡先など変更があった場合は

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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コンサートはいろいろ開催されていますが、夜の 

コンサートが多いので、寒い時期での外出は段  々

億劫になっていたところ、平日で 14時開催の素敵

なコンサートを見つけてくださいました。 

指揮者とピアノ奏者、二人が女性というのはあま

りないような気がしました。一緒に演奏する機会が

多いのでしょうか、会話が弾んで楽しい語らいでし

た。 

いつも穏やか優しい雰囲気を持っている仲道さん

は（衣装も素敵でした）ピアノの前では豹変。 

もちろんショパンも最高でしたが、アンコールの 

リスト「愛の夢」は圧巻でした。 

 

さて、幹事さんはこれで終わりませんね。オペラ

シティ内で会食席を用意してくださり、参加者 7名 

全員ソーシャルディスタンスを取って、久しぶりに 

会話を楽しみました。 

                     357 佐藤道子 

 

 

 

コロナでコンサートもご無沙汰でしたが、久々の

公演のお誘いに参加させていただきました。 

2月 3日東京オペラシティコンサートホール、 

先ずホール内に感激！ 

 正面 2階席に巨大なパイプオルガン、ホール内装

は天然木で豪華でやさしさのある作りになっていま

す。（以前にも来ているはずですが記憶にありません） 

ピラミッド型の高い天井が素敵でした。さぞ良い音

で聞こえてくるのかと、ワクワクのうちに開演。 

 生の東京フィルハーモニー交響楽団と仲道郁代 

さんのピアノ、そして、小柄な体ながらダイナミッ

クな指揮者三ツ橋敬子さん。4 曲でしたが、一番好

きな曲はハチャトゥリアン〝仮面舞踏会〞。何度も

どこかの場面で聞いてる曲は印象に残りますね。 

 今度はパイプオルガン演奏を聴きに来たいと思い

ました。 

 今回、久しぶりのミュージックサロンで SDC の

仲間に会えて、楽しく過ごせた幸せな一日でした。 

713 福間百合子 

 

ミュージックサロンの会としては、コロナ禍により

一昨年から休眠状態が続いていましたので、今回は

皆さんと久々のコンサートに行って参りました。 

大寒の頃ですので、できれば日中のコンサートは

ないかと探していたのですが、偶然にも見つかって、

副題やピアニストの仲道郁代さんにも魅かれて選び

ました。 

ところが、チケット予約時には落ち着いていたコ

ロナも、年明けからオミクロン株が急拡大して、 

東京だけでも 2万人を超える新規感染者数となっ

てしまい、参加者の方も不安の中、会場まで足を運

んでいらっしゃったのではないでしょうか。 

当日の演目は「クラッシックはどうも苦手」とい

う方にも馴染みのある曲ばかりで、前半はリストの

「ハンガリー狂詩曲」と仲道さんによるショパン「ア

ンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ」。 

そして、リクエストで演奏された「愛の夢」は副

題にふさわしく、私を含め会場で聴くすべての人を

魅了したものと思います。 

 指揮者の三ツ橋敬子さんによる曲解説や仲道郁代

さんとのトークもあり、午後のひと時をリラックス

しながらオーケストラ音楽を楽しむことができまし

た。 

やはりこのような困難な時期だからこそ、生の音

楽を聴くことは不要不急ではないと確信致しました。 

次回には、一日も早くジャズライブのお店に行き

たいと願っている昨今です。 

                  761 田中恵美子 

 平日の午後のコンサート 
 〈夢を語りますか〉 

2022 年 2 月 3 日 東京オペラシティコンサートホール 

 幹事 761 田中恵美子 レポート 357佐藤道子 713 福間百合子 
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新年おめでとうの挨拶を兼ねて連絡の取れ

たスキー愛好会の皆さんと、コロナに変わっ

て、新しくオミクロンが広がりそうな気配の

中でしたが、注意しながら 2年ぶりに恒例の

SDC 愛好会のスキー会を開催することができ

ました。 

スキー場は新潟県越後湯沢市のみつまた 

神楽スキー場、宿は清つ館 

 TEL025-788-9128、宿代１泊 2食付き 

約 8,000 円。リフト代、昼食代、夜等の飲み

代は個人支払いでした。今回はスキーヤーに

とって雪質はパウダースノー、積雪量にも恵

まれたシーズンでしたが、青空の下で全員集

合の写真が撮れず、初参加の方々には隣接の

美しい田代湖を見下ろすコースへご案内でき

なかったのは残念でした。初すべりは、みつ

またゲレンデで 11 名全員 1 列トレーンになっ

てパウダースノーのコースをテストラン。怪

我の無い様に各々トレーニングにはい

り皆さんお上手でした。夕方早めに地

元の温泉に、宿の食事会は感染防止の

アクリル付き食堂で静かに。夕食後は

部屋に戻り、昔懐かしい電気  “こた

つ”を

囲みな

がらの

静かな

飲み見

直し！

なごやかな SDC スキー愛好会夜のひと時、3

日 3 夜でした！ 

怪我の無い様に各々トレーニングにはいり皆

さんお上手でした。夕方早めに地元の温泉に。

宿の食事会は感染防止のアクリル付き食堂で

静かに。夕食後は部屋に戻り、昔懐かしい電

気“こたつ”を囲みながらの静かな飲みなお

し！なごやかな SDC スキー愛好会夜のひと

時、3 日 3 夜でした！ 

 

参加いただいた方：男性 8 名、 

838 市川さん、   380 舩坂さん、 

562 加藤（隆）さん、624 阿久津さん、 

895 加藤（秀）さん（初参加） 

898 佐野さん（初参加）、 

元 SDC会員本田さん＆427 木村。 

 

私のリストには 7～8 名女性会員が在籍でし

たが皆さんご都合悪く参加できたのは 

越後湯沢の 47 竹腰さん、173 小元さん、 

初参加の 761 田中（恵）の 3名で計 11名でし

た。 

次回からの SDC スキー愛好会の新幹事は 

元事務局を担当して頂いた 624 阿久津省一さ

んにお願いすることを参加者の皆さんで決め

させていただきました。会員の皆さん＆入会

御希望の方よろしくお願いします。 

 

      2年ぶりにスキー開催できました。 
      2022 年 1 月 13 日～16 日 

SDC スキー愛好会幹事 427 木村満男 

新年おめでとうの挨拶を兼ねて連絡の取れたスキー愛好会の皆さんと、コロナに変わ

って、新しくオミクロンが広がりそうな気配の中でしたが、注意しながら 2年ぶりに

恒例の SDC 愛好会のスキー会を開催することができました。スキー場は新潟県越後

湯沢市のみつまた神楽スキー場、宿は清つ館 TEL025-788-9128、宿代１泊 2食付き約

8,000 円。リフト代、昼食代、夜等の飲み代は個人支払いでした。今回はスキーヤー

にとって雪質はパウダースノー、積雪量にも恵まれたシーズンでしたが、青空の下で

全員集合の写真が撮れず、初参加の方々には隣接の美しい田代湖を見下ろすコースへ

ご案内できなかったのは残念でした。初すべりは、みつまたゲレンデで 11 名全員 1

列トレーンになってパウダースノーのコースをテストラン。怪我の無い様に各々トレ

ーニングにはいり皆さんお上手でした。夕方早めに地元の温泉に、宿の食事会は感染

防止のアクリル付き食堂で静かに。夕食後は部屋に戻り、昔懐かしい電気 “こた

つ”を囲みながらの静かな飲み見直し！なごやかな SDC スキー愛好会夜のひと時、3

日 3 夜でした！ 

参加いただいた方：男性 8 名、838 市川さん、380 舩坂さん、562 加藤（隆）さ

ん、624 阿久津さん、895 加藤（秀）（初参加）898 佐野さん（初参加）、元 SDC会員

本田さん＆427 木村。私のリストには 7～8 名女性会員が在籍でしたが皆さんご都合

悪く参加できたのは越後湯沢の 47 竹腰さん、173 小元さん、初参加の 761 田中

（恵）の 3名で計 11名でした。次回からの SDC スキー愛好会の新幹事は元事務局を

担当して頂いた 624 阿久津省一さんにお願いすることを参加者の皆さんで決めさせて

いただきました。会員の皆さん＆入会御希望の方よろしくお願いします。 
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久々のアウトドアーを楽しむ会の開催とあって予

定を大幅に超える参加者で賑わいました。 

幸い好天に恵まれ、都内唯一の渓谷でここが東京の

都心であることをを忘れてしまうほどの、静かな

等々力駅周辺から等々力不動尊迄続く緑に覆われた

深さ 10～20ｍの美しい渓谷をゆっくり散策を楽し

みました。 

等々力という地名は、渓谷内の不動の滝の水が落

ちる音が周囲に響き渡り、轟いたことに由来とか。 

その先多摩川遊園で陽だまりの中、昼食をとり遠く 

丹沢の山々や、その先に雪を纏った富士山を仰ぐこ

とが出来ました。 

二子玉川の駅近くで有志によるご苦労さん会をお

こない、散会となりました。 

 

(等々力渓谷に掛かるゴルフ橋) 

 

(桜の名所の等々力不動尊) 

 

 

     

 
（等々力遊園にて） 

              宇留賀記 

＊＊＊2022年のアウトドアの会＊＊＊ 

2022年から、長年幹事長としてアウトドアの会を引

っ張ってきていただいた宇留賀さんが幹事を引退さ

れました。 

今後は、サブ幹事を務めていました 766番鈴木一

雄と 380番舩坂健さんが企画を立て皆様に案内をし

ていくこととしました。 

三か月ごと企画の日程を鈴木より案内いたし、各

実行幹事役に申し込みをするのは従来通りとします。 

1 月の企画は、残念ながらコロナ感染拡大のために

中止となりました。早くコロナが収まり皆様と色々

なところに訪れられますように祈っております。 

 

この写真は、2月 26日催行予定の湯河原・幕山梅林

です～以前行った時のものです。 

こんな景色を皆様と今後も共有していきましょう！ 

 最後になりますが、長年にわたってアウトドアの

沢山の企画を立てて頂き、多くの思い出を作ってい

ただいた宇留賀様に感謝をささげたいと思います～

ありがとうございました。   鈴木 一雄記 

    アウトドアを楽しむ会のツアーレポート 
等々力渓谷散策 

2021年 11月 27日 

幹事・レポート 197 宇留賀達雄 
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今年度より賛助会員に加入されました。 

 

 

 

 

 

初めてスクーバーダイビングを習われたとき〝学

科講習はやたら長くて眠たくなる″〝試験問題はひ

っかけ問題で腹が立つ″〝実技では、やたらマスク

を外させられて目は痛いし、わけのわからん事ばか

り長いことやらされて身も心もぐちょぐちょ″もう

やりたくない!! それでも手にしたＣカード、何と

なく達成感があったのではないでしょうか。 

 長くダイビングを楽しまれている皆さんにとって

〝はるか昔の思い出″でしかないかもしれませんが

そのときがあるから〝今の思い出″があるのです。 

私がイントラになって三十数年、今も尚、それら

のことを教えています。今では教え方に三十数年分

のスパイスが加わって Ｃカードを手にしてもらっ

たとき、〝早くダイビングに行きたい″と思ってい

ただけるように教えているつもりです。 

 

今、この文章を読んでいただいている皆さんの中

にはダイビングを始めて以来、一度はダイビングの

イントラになってみたい（イントラになった方もお

られます）と思った方もおられるでしょう。 

そんな方に朗報です。 なんとダイブマスター

（イントラの一つ前、最初のプロランク）をゲット

していただくことが可能なのです（健康で体力に自

信あれば）、しかしＯＷＤ、ＡＯＷランクの方がい

きなりＤＭ（ダイブマスター）にはなれませんＯＷ

Ｄ→ＡＯＷ→ＥＦＲ→ＲＤ→ＤＭの流れです。ここ

までのランクは、私を含め大半のイントラだったら

認定することが可能です。 

万が一、イントラになるには、ＰＡＤＩの場合、

ＤＭ→ＩＤＣ（インストラクター養成講習約１０日

間）→ＩＥ（ＰＡＤＩイグザミナーによる試験２日

間）に合格すると私と同じイントラになれます。 

☆ＤＭになったら何ができる？ 

〇ファンダイビングのガイドができます。（海外で 

は、ファンダイビングの現地ガイドの殆どがＤＭで

す）、賠償責任保険にも加入させられます。 

〇ＯＷＤ～ＤＭコース迄、認定アシスタントとして

イントラの手助けができます。（ＤＭ単独で教える

ことはできません） 

〇スキンダイバーを単独認定することができます。 

 ☆ＤＭになるためのコース参加前条件、 

①ＯＷＤ→ＡＯＷ→ＥＦＲ（エメグレンシ・ファー

ストレスポンス）→ＲＤ（レスキューダイバー）迄

のランクであること（ＯＷＤのみＮＡＵＩ、ＳＳＩ

他、他団体のＣカードでもクロスオーバー可） 

②４０ダイブ以上のログ記録があること（ＤＭ認定

時、ＵＷナビゲーション、ディープダイブ、ナイト

ダイブ経験を含む６０ダイブ以上の記録必要） 

③過去１２か月以内に、医師による健康診断を受

け、ダイビングの許可を得ていること。 

④１８歳以上ならば何歳でもＯＫ！ 

⑤４００ｍノーストップスイムができること。 

（これはＰＡＤＩの参加前条件ではありませんがス

タミナ試験で必ずクリアーしなければならない条件 

なので含みました） 

⑥ＤＭコース参加費用および現地諸費用他。 

  今のあなたのレベルがＯＷＤ、ＡＯＷであって

もＤＭまでの必要なＣカード全てを取得していただ

けるようにそれぞれのコースを順次開催します。 

 あなたもプロダイバーとして、これからのダイバ

ーたちの育成と成長に喜びを見出してみませんか。 

 Moonlight Diversでは、以前まで関西地域での

各コース開催を行ってきましたが、今年度より伊

豆、沖縄でも各コースを開催できるように努力して

いきます。 関西地域以外の方でもお気軽にご相談

ください。     

Moonlight Divers 加藤 雅路（かとうまさみち） 

(HP) https://www.moonlight-jp.com 

(Mail) Kujyo_negi_planet@yahoo.co.jp 

 冥土の土産にプロのカード 
 ダイビングのプロになりませんか 

Moonlight Divers S82 

885 加藤 雅路  PADI マスターインストラクター（804149MI） 
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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 

 

2
20

4 

8.15～17 

役員会 

 企画ツアー 

雲見 3日間 

西伊豆屈指のダイビングポイント雲見。洞窟やアーチの

みならずマクロも凄い。リフト付きで EX も楽々。初心者シ

ニアにも優しい。 15名(満席時新会員優先)  

＊2 泊 3 日 6ボート ＊朝昼付き ＊入湯税別 

6.3

万 
838 市川雅紀 

2
2
05

 

10.13～17 
久米島 

5日間 

多種多様な生き物・多彩な地形を楽しむ、マクロ派からワ

イド派まで ＊伊丹・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 

16万 886 有井保彦 

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 

S
22

02
 

 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 

 

 

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

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 

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、フェリー代金付き。 

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 

S
22

10
 

 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
2
20

1 

  

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
2
20

2 

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

12
 

 2022 

7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 
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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
22

13
 2022 

7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

14
 

 

2022 

7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

15
 

 2022 

7月～ 

小笠原諸島 

6日間 

おがさわら丸利用/竹芝桟橋発着 

パパスダイビングスタジオ 6DV+朝食付 

小笠原が誇るボニンブルーの青さを存分に堪能！！ 

父島や母島でのアレンジも可能です！！ 

11.5

万〜 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
22

16
 

 

2022 

7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！ 

ミステリーサークルが見られ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
22

24
 

2022年 

8月～10 

世界遺産.鹿児

島、屋久島、奄美

大島ツアー 

3 泊 4日 

スタートは奄美大島→フェリーで屋久島→トッピーで 

鹿児島へ移動する世界遺産巡りツアー！ 

＊A ラインフェリー＋高速フェリー+レンタカー+ホテル泊 

＊ホテル泊 朝食付 ※ＳＤＣ割￥2,000 

８．５

万～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
2
22

5 

2022年 

8月～10月 

 

世界自然遺産    

奄美大島ツアー 

3 泊 4日 

スタートは奄美大島！ 

北部ダイビングと奄美大島７大パワースポット巡り！ 

＊５ダイブ＋島内観光+レンタカー+ホテル泊 朝食付 ※

ＳＤＣ割￥2,000 

９．５

万～ 

スポート 

ツアーズ 

Ｓ14 西元君子 

N
22

26
 

≪予告≫

2022/5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 ＊乗船料：16ダイブ～18ダイブ、全食付、

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 
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【海外ツアー】 

 

前号（92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 

94号ツアー計画書の締め切りは 5月 15日です。 

 

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 

推

薦

企

画 

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

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 

N
22

17
 

 

2022 

8.6発 

9.17発 

モ ル デ ィ ブ

/BLUE （ ク ル ー

ズ）9日間 

現地発着プラン 

滞在中 18DV+全食事付 

新艇でラグジュアリーなクルーズライフをご提供！！ 

＊往復航空券も別途、ご手配可能です！ 

US＄ 

2,080

～ 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
22

18
 

2022 

8.13発 

8.20発 

9.17発 

9.24発 

10.8発 

ラパス

/VZLENTINA 

(クルーズ) 5泊～ 

現地発着プラン 

滞在中 14DV～16DV+全食事付 

バハカリフォルニアを堪能できる豪華クルーズライフ！ 

＊往復航空券も別途、ご手配可能です！ 

US＄ 

2,690

～ 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

N
22

19
 

 7月～ 

フィリピン 

プエルトガレラ 

6日間 

多くのダイビングショップがビーチ沿いに立ち並ぶプエル

トガレラはマクロ、ワイド両方が充実。  

＊成田・関空発着 ＊11ダイブ ＊食事含まず アニラオ

とのコンビネーションもアレンジ可能(要問い合わせ) 

20万

～ 

ﾕｰ・ﾂｱｰ・ｻｰﾋﾞｽ 

S43 村瀬慶美 

N
22

20
 2022 

 7.16/9.3 

2023 

 8.19/ 9.23 

モルディブ 

ダイブクルーズ 

15日間 

永吉同行、ソレイユ号貸切。ブランク明けのリフレッシュダ

イブから人気のダイブサイトをゆっくりのんびり安全に。 

＊成田他各地発合流可＊貸切にて初級者可 

＊33ダイブ＊全食付＊12名催行＊旅行取消保険あり 

48.9

万 

ｴﾑｽﾞﾏﾘﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝ

ﾁｬｰ 

S41 永吉拓也 

N
22

21
 2022 

 8.15 

2023 

 6.30 

フィリピン 

ダイブクルーズ 

13日間 

永吉同行、最上位クルーズ船サイレン号貸切。マラパス

クアからアポ島まで全ビサヤ海域をゆっくり安全に快適

に。 ＊成田他各地発合流可＊貸切にて初級者可 

＊26ダイブ＊全食付＊14名催行＊旅行取消保険あり 

2022 

51万 

2023 

67万 

ｴﾑｽﾞﾏﾘﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝ

ﾁｬｰ 

S41 永吉拓也 

N
22

22
 

 

2022 

 9.29 

2023 

 6.15 

紅海/レッドシー 

ダイブクルーズ 

12日間 

永吉同行、最上位クルーズ船アグレッサー号貸切。ラス

モハメッド中心に紅海ブルーをゆっくり安全に快適に。 

＊成田他各地発合流可 ＊貸切にて初級者可 

＊17ダイブ＊全食付＊20名催行＊旅行取消保険あり 

57.3

万 

ｴﾑｽﾞﾏﾘﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝ

ﾁｬｰ 

S41 永吉拓也 

N
22

23
 2022 

 10.15 

2023 

5.5/10.14 

ベストオブ・タイ 

ダイブクルーズ 

13日間 

永吉同行、最上位クルーズ船ピニシー号貸切。シミラン/

スリンからピピ島まで。安全に快適に。 

＊成田他各地発合流可＊貸切にて初級者可 

＊26ダイブ＊全食付＊14名催行＊旅行取消保険あり 

59万 
ｴﾑｽﾞﾏﾘﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝ

ﾁｬｰ 

S41 永吉拓也 
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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 

travel@pit-diving.com 

(株)エムズマリンアドベンチャー             S41 

http://mma-jpn.com 

SDCだからできる貸し切りダイブクルーズを 3年先まで

ご提案しています。評価の高い船ほど早くから予約が埋

まります。良い船をよき仲間と安全で安心にダイビング

を楽しんでいただきたいという思いを込めて。催行人数

確定次第貸し切り予約いたしますのでできるだけお早め

にご予定いただければよい計画ができます。万一の場合

の旅行取消保険もご案内しています。ツアー企画ページ

や広告、ウエブサイトなどでご覧くださいませ。 
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  info@tripplan.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、民様いかがお過ご
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  divecruise@sporttours.co.jp 

(株)ユー・ツアー・サービス/UTS ユーツアー      S43 

http://www.u-diving.jp 
外国人観光客の入国制限の緩和が始まっている国も少
しずつですが増えています。日本帰国後の行動制限は
ありますが、海外ダイビングのハードルは確実に低く
なっています。ユーツアーでは海外だけでなく国内の
ダイビングツアーのアレンジも行っていますのでお気
軽にご相談下さい。 
 コロナ明けには皆様に喜んでいただける企画をお届
けすべく今は静かに準備中です。 

 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  tabikikaku@u-tour.jp 

ぷちアイランド                   S15 

http://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 

hw729461@yk2.so-net.ne.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  

south-p@wonder.ocn.ne.jp 

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 

info@sandwave.jp 

(株)デイドリーム/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 

kono@daydreampalau.com 
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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 
info@tns-travel.co.jp 

(株)サン・アンド・アドベンチャー               S75 

／クラブ・アズール 

https://www.club-azul.com/  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 
sugita@club-azul.jp 

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  

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   

info@blueplanet-aka.com 

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 ob-info@oceanbeach-net.com 

（株）オーシャンエクイップメント              S78 

／スクーバリペアーセンター                           

https://www.scuba-repair.com/ 

ダイビング器材のオーバーホールやウエット/ドライ
スーツの修理、ダイブコンピューター電池交換まで器
材全般のメンテナンスとダイビング器材を格安にてご
提供をしております。お気軽にお問い合わせください。 
担当 境井五郎 
〒171-0014 豊島区池袋 2-78-7 河内ビル 2F 
℡：03-5960-3805  FAX:03-5960-3806 
info@scuba-repair.com  
●営業時間 10:00～18:30 ●日・祝定休日 
 

ＤＡＮ ＪＡＰＡＮ                        S72 

（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会      
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 
hirakawa@danjapan.gr.jp 

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 

itoi@kumomi.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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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 
mrsakanainfo@gmail.com 
 

（株）ムーンライトジャパンリミテッド          S82 

Moonlight Divers  
https://www.moonlight-jp.com 

‘92 年 Moonlight Divers 発足以来、京都、和歌山、福
井を活動拠点にダイバーの育成に僅かながら貢献。 
 ダイビングの魅力は、Sightseeing だけではありま
せん。ダイビングに興味はあるが、まだダイバーでな
い多くの方々にダイビングを教え、一緒に楽しめる仲
間を増やしていくことも魅力です。そして今、海洋環
境の悪化等、私達に何ができるか、一緒に考え、行動
して頂けるボランティア STAFF 募集します。 
 
担当：加藤 雅路（885）  PADI インストラクター 
京都市南区吉祥院九条町 46 (TEL) 090-1715-6721 
kujyo_negi_planet@yahoo.co.jp 

（株）マリンクリエイティブ                  S81 

125 万人ユーザーが訪れるダイビングの総合サイト
「マリンダイビング Web」とアジア最大級のダイビ
ングのイベント「マリンダイビングフェア」を運営し
ております。 
「マリンダイビング Web」では、国内外のエリア情
報、ダイビングスキル、水中写真の撮り方のノウハ
ウ、また安全ダイビングを推奨し、実施していただき
たいということで、過去のダイビングの事故例なども
ご紹介しています。 
 

 
「マリンダイビングフェア」は 2022 年で第 30 回の
節目を迎え、SDC 様にもご出展をいただいておりま
す。 
早く、皆さまが世界中を旅することができますように
願っております！ 
「マリンダイビング Web」で検索！ 
担当：奥山・岡・山田 
〒107-0062 
東京都港区南青山 3-8-40 青山センタービル 2 階 
TEL 03-5324-2929 info＠marine-creative.com 

 

編 集 後 記 

コロナ禍で新年会などが中止になり会報原稿はど

うなることやらと心配していましたが、なんとか 

発行できました。       869  渡辺泰介  

 

皆さんのご協力で 93号が無事発行できました。 

94号も皆さんの活躍の様子が送られてくることを

期待いたします。海・山・陸・川・町など、ダイビ

ングレポートの多い時では掲載できない投稿があっ

ても面白いかな？と思います。  812 松尾幸代 

 

シニアの皆さんはブースター接種も完了し、これ

からの良い季節を楽しめるといいですね。ＳＤＣも

初めてマリンダイビングフェアでブースを持ちます

が、大盛況になり、会員が増える事を期待します。 

                646 鈴木麗子 

  

オミクロンさらにステルス型やらと、人類をあざ

笑うかのように挑発しているコロナ…。こんな状況

の中で楽しめることを考えていきたいです。原稿あ

りがとうございました。     840 瀧澤 操 

8 

 

8  

                             

会費納入忘れていませんか？ 

2022年度の活動が始まります。 

皆様、会費を納めていただいたことと思いますが、う

っかり忘れてしまっている方は早急にお払込みをお願い

致します。会計からお送りしました『払込取扱票』を利

用しますと窓口・ATM手数料は SDC が負担します。 

他銀行から振込する場合は下記にお願い致します。 

  ゆうちょ銀行  ０２９店 

  当座預金    ００１１０２７ 

  日本シニアーダイバーズクラブ 

 

昨年もコロナウィルスの世界的流行で行動制限続きま

したが、会報年４回の発行と安全潜水勉強会も開催でき

ZOOM配信も行いました。又ワクチン接種と PCR検査の陰

性証明持参で公認ツァーも開催する事も出来ました。   

新年会は計画致し 90名程の参加申込も有りましたが変

異株の蔓延で残念ですが中止と致しました。ホームペー

ジも新しくし会員専用のコーナーと一般のコーナーと充

実しました。マリンダイビングフェァへの出展（4月 1

日～3日）も予定しております。 

引き続き ZOOM 座談会もおこなっています。 

皆様の健康と参加活動を祈念致します。 

会計担当 741 小幡美枝 
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646 鈴木麗子   

「ホヤがゆりかご」 
2017年 11月 8日 セブ島 マクタン 

Canon Power Shot S110 

ブルーのホヤの中に隠れてました。 

びっくりさせちゃったかな？ 

可愛い？グロテスク？ちょっと不安そうな面持ちが何とも言えません💛 

 

468通山多恵子 

「幼魚と若魚☆」 
撮影地：セブ・リロアン  

 13,5,17  

カメラ：SONY DSC HX9V  

ゼブラバットフィッシュ 

☆寄り添って。。。 

保身＆かくれんぼ♪ 

 

 

 

468通山多恵子 

「皆でかくれんぼ☆」 

撮影地：セブ・マクタン 12,7,20 

カメラ：CANNON DIGITAL N 

ヒレグロコショウダイ☆ 

もしかしてお昼寝中？ 

 

 

 

 

 

テーマ かくれんぼ 

172島尾愛子  
「パロンシュリンプ」 
撮影日 2021年 10月 23日 

撮影地 奄美大島北部 

大仏サンゴ 

 

ガイドさんに指さされても最初

はわかりませんでした。真っ赤

なカイメンに見事に擬態して

いました。かなりレアなエビら

しいです。 

 

 

 

 

 

172島尾愛子  
「擬態名人アヤトリカクレエビ  」   
 撮影日 2021年 10月 
 撮影地 西伊豆 雲見 
  カメラ  TG-4 
ナシジイソギンチャクに共生。宿主に
溶け込むように模様や色を変える。見
つけた時はその擬態ぶりに感心す
る。 

 

 



 

ＳＤＣはスキューバダイビングを共通の趣味とする任意の団体です。年齢は 30～90 歳代、地域は全国 

に広がっています。ＳＤＣでは新年会や懇親会等の集いや、数多くのダイビングツアー、雑誌の季刊発 

行を行うと共に、ダイビング以外の趣味の会、懇親サークル等様々な活動を通じて会員相互の親睦に 

努めています。現在、会員数は約 300 名で、更なる会の充実を図って行きたいと思っております。 

「安全潜水」「個人責任」「助け合い」等クラブの行動原則を理解して行動して下さる方が入会可能です。 

入会希望の方は事務局までご連絡下さい。 

日本シニアダイバーズクラブ事務局  

   E-mail  info@sdcj.fun 
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関西地区懇親会 

 
日時：2022年 12月 11日（日） 

   12:00～16:30 

会場：大阪第一ホテル 

      大阪市北区梅田 1-9-20 

      大阪駅より徒歩 3分 

      各線梅田駅より 3～5分 

会費：1万円 

＊皆様のご参加をお待ち申し上げております。 
＊詳細は 306宮本節子まで 
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会場案内図 

SDC の紹介と入会のご案内  
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2022年 総会・懇親会 

日時：2022年 6月 5日（日） 

12:00～13:00 総会 

13:00～15:00 懇親会 

   15:00～16:30 二次会 

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  

 

新交通ゆりかもめ「東京ビックサイト駅」または

「有明駅」、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。 

開催に向け準備を進めています。コロナ感染の状況により変更がある場合は改めて連絡致します。 

 

 

によって 

 

会場案内図 
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