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812 松尾幸代 

 

「楽園のハナミノカサゴ」 

真っ青な海、綺麗なイソバ

ナの上で寛ぐ姿に魅せられ

ます。よく見かける姿です

が、背景が引き立ててくれ

ています。 

 

撮影日 2019年 12 月 30日 

撮影地 プエルトガレラ 

    「サバレック」 

 

 



  

 総会挨拶 

 未だコロナ禍では有りますが、コロナ禍社会とし

て世間的も動き出しましたのを受けて、SDCもやっ

とリアルな総会を開催する事が出来ました。 

昨年はマイナス面としては、水中造形センターの

倒産、セブ島のスーパー台風被害、前年度より続く

会員の大幅な退会と色々と有りました。 

 そんな中ではありますが、多くの個人ツアーが実

施され、会報も予定通り 4回が発行されました。 

更に、安全潜水勉強会として「基本的なダイコンの

使い方」なども開催され、29名（内賛助会員 3名）

が参加されました。 

更に、水中造形センターに代わり株式会社マリンク

リエイティブによりマリンダイビングフェアが開催

され、SDCは初日のメインステージと、3日間通し

でブースも設けさせていただきました。 

 会員数についてですが、前年度より相次ぐ退会者

も多いのですが、マリンダイビングフェアを機会に

入会される方も多く、完成致しました新ホームペー

ジからの入会が今も続いており、ホームページ役

員・事務局及び役員一同大変嬉しいしだいです。 

 

1．2021年度 

1)活動報告(会報に報告されたもの) 

①ダイ ビング活動：公認ツアー3、賛助会員企 

画ツアー0、個人ツアー34が会報で報告された。 

②地区懇親会：関西地区懇親会、関西の呑和会、 

関西地区定例会議、ヴィンテージな会が開催さ 

れた。 

③同好会：アウトドアを楽しむ会、ミュージック 

サロン、水中映像を楽しむ会、海釣り同好会、ス 

キー愛好会が報告された。 

④広報活動：マリンダイビングフェア・メインス 

テージ、マリンダイビングフェア・ブースを開催 

した。 

2)会計報告（詳細別紙参照）、承認された。 

3)規約の改訂（詳細は別紙参照）、承認された。 

 要点：新入会手続きから役員会の承認を削除した。 

    書面総会について明文化した。 

    途中入会者の会費について訂正した。 

2.．2022年度 

１)活動方針および予算 

① 会長より活動方針が提案され、その実行の為の

予算案が会計より提案された。 

② 国内海外ツアーの公認・推薦及び情報発信 

③ HPの充実 

 

④ サイボウズの利用 

⑤ 安全ダイビング 

⑥ 対外活動とボランティア活動 

⑦ ＳＤＣウインドブレーカーの利用促進 

2)新役員の推薦 

以上「2020年度活動報告」「2021年度活動方針」が

承認された。 

 

2022年度役員 

6 月 5 日の総会において 2022 年度役員が次のよう

に決まりました。 

会 長  832 市川 雅紀 

副会長  306 宮本 節子 

  812 松尾 幸代（新任） 

  893 山本 徹 （新任） 

事務局  898 佐野 裕之 

総 務  893 山本  徹 

      823 高橋 佐知子 

広 報  469 武田 美砂子（新任） 

840 瀧澤 操  

       869  渡辺 泰介 

  891 鷲山 正恵（新任） 

      306 宮本 節子（関西） 

H P     380 舩坂  健  

      893 山本  徹  

会 計   767 椛島 三枝子（新任） 

ダイビング計画 845  矢部 善信 

    847 橋本 淳子 

関西地区担当 306 宮本 節子 

会計監査  562 加藤 隆司 

[名誉職等] 

 名誉会長 005 大隅 楠夫 

技術顧問 030 杉本 信也 

 顧 問  648 江藤 征雄 

 関西地区幹事 470 池田 孝雄 

  832 藤井 則芳 

  842  神﨑 美治 

  886 有井 保彦 

＊クラブ運営に関して問合せ、相談等ありましたら担

当役員までご連絡下さい。  

  事務局  会員の入退会手続き、名簿管理 

 総 務  新年会・総会・懇親会 

 広 報  会報  ／  H P     HP 

会 計  会費 

 ダイビング計画 ダイビングツアー・安全潜水 

関西地区担当  関西地区に関すること 

2022年 SDC総会報告    832 会長 市川雅紀 
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コロナ感染拡大のため中止が続いてい総会・懇親会でしたが、3年ぶりに開催することができました。 

三々五々集まった会員は、初参加 10人を含め 76人。 遠隔地からはイギリスからの参加を含め 4人です。

賛助会員は、新入会 3社を含む 6社 7人の参加です。 

 市川会長が挨拶に続いて、2021年度活動報告・2022年度活動方針と役員を

提案しました。 

次に、小幡会計から 2021年決算・2022年予算が報告されました。 

更に規約の一部改正の提案があり、すべての議案が承認されました。 

  

懇親会の第 1部では、来賓挨拶、乾杯の後、賛助会員が紹介されました。 

新規加入の賛助会員の南紀「ムーンライト リミテッド ジャパン」、沖縄「シーサー」、マリンダイビング

フェア主催のマリンクリエイティブから挨拶と説明がありました。         

そして新入会員紹介です。10人の新入会員がステージに上がり自己紹介と一言メッセージがありまし

た。（６ページの総会・懇親会に初参加してを参照） 

その後はテーブルごとの歓談です。それぞれのダイビ

ング歴などの話で盛り上がりました。 

第 2部ではお目当ての同好会に入会申し込みをする

人、賛助会員にツアーの相談をする人などなど、人々

が行き交い情報交換が盛んにおこなわれました。 

  

 総会・懇親会 報告 

 ２０２２．６．５（日） 

 相鉄グランドフレッサ東京ベイ 

レポート 総務 893 山本 徹 

 

退任挨拶 船山副会長 

ムーンライトリミテッド 

加藤さん 
沖縄シーサー 

稲井さん 
マリンクリエイティブ 

奥山さん 
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893 山本徹（副会長） 

この度、副会長の大役を仰せつかりました。 

今までやっていた、総務とホー

ムページも兼任いたします。2

年前に総務になって以来、総会

や新年会が新型コロナのために

開催できませんでした。今回は

やっと開催できそうです。皆さ

んとお話できるのを楽しみにし

ております。また、ホームページも昨年やっとリニ

ューアルできました。今後もSDC会員の皆様が楽

しく居心地よく情報交換できるようなクラブ作りに

尽力したいと思います。 

思い返せば、13年前に 50歳で早期定年退職して以

来、ダイビングのことばかりを考えて生活していま

した。前会長の大隅さんともその頃に知り合い、

60歳になったらSDCに入ると約束していまし

た。今考えると 60歳まで待つ必要は無かったと後

悔しています。４～５０代の会員がもっと増えれば

と思います。今後とも、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

812 松尾幸代（副会長） 

コロナ禍で日常生活も、ダイビングも様々な制約を

受けましたが、いつも通りの生活が戻ってくる兆し

が少し見えてきました。 

今年は、ホームページのリニ

ューアルや「マリンダイビン

グフェア」への出展など新た

なことへの取り組みが進んで

います。その結果、新しい仲

間も順調に増えています。 

今後、仲間同士の親睦がさらに進み、ダイビングの

機会が少しずつ増えていくと思います。 

何より「安全第一」に会員の皆さんがダイビングを

楽しめると良いと思います。 

この度、副会長に就任することになりました。  

SDCが一層素晴らしい組織になるよう微力ですが

努力したいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

767 椛島三枝子（会計） 

この度会計を担当することになりました椛島と申し

ます。入会間もなく総務を担当

させていただきましたので、ま

さか２度目の声がかかるとは

思ってもいませんでした。後任

の役員をお願いすることの大

変さは前回の役員経験でよく

理解しているつもりでしたの

でお役に立つのであればとお受けしました。ただ今

回は会計というお金を扱う役で、前回の２人体制と

違い１人で２年の任期を終えることができるか不安

なところもあります。皆様には会計業務がスムーズ

に行えますようご協力をお願いいたします。 

 

 

891 鷲山正恵（広報） 

今年度、広報役員のお仲間に入れていただくことに

なりました鷲山です。  

SDCに入ってから、潜れたのは

最初の一年だけ、その後はコロ

ナ禍でまったく潜っていませ

ん。 

でも SDC ファンダイビングマ

ガジンを読むことで、ダイビン

グ気分を味わうことができました。今回、広報のお

手伝いをすることでご恩返しができればと思ってお

ります。 

そして、今年こそ現実に潜りに行けることを切に願

っています。皆さま、よろしくお願いいたします。 

 

 

469 武田美砂子（広報） 

SDCの会員になって、はや 20年以上が経ちまし

た。その間、多くの方々に出

会いました。ダイビングとい

う趣味が唯一の共通点の人た

ちとの関わりはとても新鮮

で、私の世界も広がりまし

た。退職を機に、感謝の気持

ちをこめ役員を引き受けるこ

とにしました。パソコンが苦

手な私が仰せつかったのが、

なんと広報。一から教えていただきながら、頑張り

ます。 

よろしくお願いいたします。 

新任役員挨拶 
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（小幡美恵）（船山浩志）（川瀬和恵）（鈴木麗子） 

 

817 船山浩志（副会長） 

役員在任ダイビング計画 2年、副会長 3年の

内、後半 2年半はコロナ禍でした。当初は集まる

こともできずコミュニケーション不足でギクシャク

したところもありましたが、その内 zoomでの役員

会が可能になり、緊急事態宣言解除の合間に個別に

会ったり、徐々に正常な姿に戻りました。 

総会や新年会は 2年間一度も開催されませんで

したが、開催する事を前提に総務が中心になり準備

を進め、ダメと分かると即書面に変更したり、会報

のレポートが集まらず、年 4回の発行を 3回ない

し 2回にしようとの意見もありましたが、このコ

ロナ禍だからこそ会報を心待ちにしてる会員がいる

からと、広報の強い気持ちで年 4回の発行を守り

ました。 

会員の暖かい励ましや、慰労の言葉をいただき役員

全員で乗り切って参りました。 

今回退任いたしますが、SDCを愛し大切にする

気持ちに変わりはありません。この居心地の良い会

を維持することに今後も協力して参ります。 

会員の皆さんのご協力有難うございました。 

 

 

741 小幡美枝 (会計) 

SDCに入会して１０年と少し。３年前会計を担当

し同期役員の仲間達とパソコン勉強会に参加し、学

生に戻ったようでそのうち COVⅡの流行とともに

総会新年会の会場に予約したり、キャンセルしたり

と翻弄されましたが、紙面総会やWEB懇親会、役

員会とシニアにして濃い経験が出来ました。 

役員！！敬遠されがちですが、改めてクラブのいろ

んな事を発見したり楽しいものです。未経験者の参

加お待ちしてます。 

 

 

 

 

668 川瀬和恵（副会長） 

この度副会長を退任することになりました668川

瀬和恵です。このコロナ禍を副会長としてやってき

ましたが、総会も新年会も開催することがほとんど

できませんでした。ふとこの 3年間を振り返ってみ

るとSDCの為に何をやったのか思い浮かびません。

多分何もできなかったという事で、コロナには勝て

なかった～！ 

この 3年、会員同士を繋いでくれていたのは広報誌

SDC ファンダイビングマガジンのおかげと広報の

方々には感謝申し上げます。 

また他の役員さんも担当部署で忙しく SDC を支え

てくださりありがとうございました。 

私は人間としても役員としても薹が立ち、ここが潮

時と考えた次第です。 

これからは、SDCそのものを楽しませていただくつ

もりです。 

ダイビングツアー、同好会など色々参加させていた

だく事を楽しみにしております。 

 

 

646 鈴木麗子（広報） 

役員になって半年後にコロナ禍に入り、対面で皆

様にお会いすることもないまま、広報誌の編集に携

わって参りました。たいへんな面もありましたがメ

ール・zoomなどを通じ、皆さまと繋がりが増え、

広報メンバーとも思っていた以上にコミュニケーシ

ョンが深まりました。深謝にたえません。また、

代々の役員の皆さまが沢山の仕事をこなされ、引き

継がれた歴史の重みを感じ、微力ながらお引き受け

してよかったと思うしだいです。 

いうまでもありませんが、会報は会員の皆様の投

稿により支えられております。一斉メールでアンケ

ートやコメントを募集した折にもたくさんの会員の

皆さんにご協力いただき本当にありがとうございま

した。いちばんの悩みは、投稿原稿が少ない点でし

た。是非とも積極的にレポートや写真の投稿お願い

いたします。これからは徐々に海外のレポートも増

えると思いますので、今後は、一読者として会報の

到着を楽しみにしております。 

               

Thanks！                               

退任役員挨拶 
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前回の総会・懇親会以降、沢山の入会がありまし

た。今回はそのうち 10人が参加されました。   

大勢の方々がご出席されていたビックリ!!   

でも、コロナ以前の総会は 100人以上出席されてい

たと伺ってまたビックリ!!皆様の貴重なお話（ちょ

っと怖い目ににあってしまったお話等）をお聞きす

る良い機会でした。今後は徐々に海外へも行けそう

ですね。とっても楽しみ💛 

           904 久保ゴーマンめぐみ 

 

入会 3年目、お誘いをいただきダイビングツアー 

1回、アウトドア 2回参加させていただきました

が、社交性に欠ける私が総会・懇親会に出席し

て･･･と心配しておりましたが、同じテーブルにな

った方々と親しくお話させていただきました。最近

入会したミュージックサロンのメンバーとも親しく

お話させていただき、旧交を温めあう皆さんの姿を

見、私もこれから様々な SDCの活動に参加させてい

ただき「顔なじみ」になっていきたいと思いまし

た。             913 渡辺 尚子 

今日はありがとうございました！ 

皆さんとたくさんお話しできて（情報交換など） 

楽しかったです。これから、よろしくお願いしま

す。            929 武井 麻里 

皆様がベテランダイバーさんでお話がためになり

ました。アルコールはもう少し種類が欲しかったで

す。もっといろいろ参加したいです。 

               933 水沼 弘子 

愉しかったです。 

総会とパート 1とパート 2と参加しました。 

初めてなのに大きな顔をしてしまったようで、同好

会にも顔を出してあいさつしてきました。 

いろいろ同好会には顔を出すことができて今後連絡

を頂けて、ダイビングと共に参加させて頂けたら幸

いです。スタッフの皆様、会員の皆様お疲れさまで

した。            932 寺島 俊江 

総会にて、加藤さんいろいろとフォローありがと

うございました。 

いろいろと情報が得られました。 

私は海外のダイビングについて興味をお持ちの方、

海外あちこち行かれた方、話をしたいと思っていま

す。ぜひ連絡をお持ちしています。 

私は楽に楽しく暖かい海でゆったり、ゆっくりと

divingをしたいと思っています。よろしくお願い

いたします。         938 今井 守一 

 

会員の皆さん、いい人ばかりで良かったです。 

自分自身、あまり社交的な人間ではない事もあり、

正直、どんな会合なのか、少し不安がありました

が、皆様に良くしていただき、大変意義な時間を頂

きました、有難う御座います。 

ダイビングに関しては、まだまだ未熟で知らない事

も多くあるため、御先輩方に色々ご相談をさせて頂

ければと思っております。 

引き続き、仲良くして頂きたくお願い致します。 

               937 鈴木 潔        
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今回、「新入会員を囲む懇親会」をＳＤＣ役員 5

名、新会員 7名で実施させて頂きました。 

 

期日： 令和 4年 4月 10日（日曜日） 

開催： AM13：00 ～15:00    

会場： 響 新宿サザンタワー店 

参加費：会員 4,500円 

新参加者：各アドバイザーさん 

914塩谷様＝山本徹さん 

918五所様＝川瀬さん 

919鈴木様＝船山さん 

920高橋様＝加藤隆司さん 

896渡辺様＝阿部千衣子さん 

898佐野様＝矢部さん 

水沼様は未定（後日：小山さん） 

 

スケジュール１．市川会長  挨拶 

    ２．総務山本様 乾杯      

３．新入会員紹介               

４．役員会員紹介          

５．川瀬副会長 締挨拶 

 

今回、市川会長の「ＳＤＣの特徴・ＳＤＣで生き

がいを楽しむ」等の挨拶及び SDC説明により、開催

されました。 

新入会員と食事及び歓談の楽しい時間を共有致し

ました。 

      

・アンケート内容 

1.｢ＳＤＣ新人懇親会｣の感想 

2.ＳＤＣの今後の活動・要望 

 

896渡辺 善江：1.アドバイザーの人がいないこ

とがあり？少数でいろいろ聞けてよかった。2.わ

かりやすく、直接的にストレートに！ 

 

898佐野 裕之：1.やっと参加できました。 

 

918五所 浩美：１.楽しかったです。2.ダイビン

グ、飲み会に誘ってください。 

 

919鈴木 五郎：1.会のある雰囲気がよく分かり

ました。参加する日が楽しみです。2.ご近所の会

でもっと詳しく知りたいと思います。 

 

920高橋 秀之:1.とても交友に会話が出来てよか

ったです。2.まだわからない。特にナシ。 

  

水沼 弘子:1.楽しかったです。2.潜りに行きた

いです。 

 

562加藤 隆司:1.初めての参加ですが、良いと思

いますね。ドンドン入会していただきたいです。

2.まだまだこんな会があるのを知らない方ばかり

ですので PRを進めてもらいたいです。 

以上 

 

 
ダイビング計画・安全潜水 担当役員  

 「新入会員を囲む懇親会」に参加して 

  2022 年 4月 10 日（日曜日） 

レポート ダイビング計画・安全潜水 845 矢部善信                        
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紙面の都合で 

 

 

 

 

 

4月 1，2日与那国島で６本潜って来ました。 

バディの妻と新高校生の孫の３名です。 

海中遺跡もバッチリ見ることが出来ました。 

６月初旬に石垣島に行く予定です。 

922太田公夫 

  

 

６月初旬に石垣島に行く予定です。 

 

 
仕事が多忙でダイビング活動を行うことがなか

なかできません。     930石津 稔 

 

2020年も 2021年も、ダイビングは沖縄だけで

した。今年も沖縄と奄美大島に行きたいと思っ

ています。         378西村麻美 

      

 

 

 

コロナ以来、２年ぶりにこの 4月は、ハワイの

ダイビングを楽しんできました。これも SDCの

仲間が一緒にいてくれたお陰です。 

761田中恵美子 

 

海外ダイビングは行かれませんが、沖縄でダイ

ビング楽しんでます。   713福間百合子 

 

 

海水温の上がるのを待って佐渡へ行ってきま

す。食事も楽しみです。  842神﨑美治 

 

 

夫が闘病中なので外出など控えていますが 

ストレスを溜めないためにダイビングは続け

ています。SDCの仲間の存在が本当に有難いで

す。           816髙師美惠子 

 

 

今しばらくは自粛生活中です。ダイビングは海

外にもっと気楽に行けるようになれば。 

802細田 満 

 

コロナ禍により自粛生活中に膝をいためてし

まい通院、リハビリ中です。 754小笠原末子 

定年退職した主人とあちこち旅行を楽しんで

いますが、毎回飼い犬を預けるか同行するかで

揉めています。       770小山千香子 

 

 

もう 3年もダイビングをしていないので不安

です。           38川上秋子 

 

 

コロナの感染者数も、ようやく減り始め、 

今までは、都内に行くのは足が遠かったのです

が、久しぶりに都会に行こうかと思います。 

900沖津正行 

 

 

 

 

 

 

しております。 

 

 

コロナ下でも注意しながら伊豆、房総で月１回

のペースでダイビングを楽しんでおりました。 

874山﨑秀弘 

 

 

 

4月に 3年ぶりに「石垣島モズク摘み＆サンゴ

の植え付け」の公認ツアーに行ってきました。           

600           600名倉三也子 

 

 5/20～、6/24～とダイビングの予約。２年振り

です。ウエットスーツが入らなくなり新調。 

191井原義温 

私事ながら 73 歳でようやく現役を引退しまし

た。この先あと何年ダイビングを続けられる

か、悩ましいと思っています。858平山哲明 

 

 

中学時代の女子会でお花見を楽しみました。あ

っという間に桜の季節が終わり、私にとっては

やっとダイビング始動のシーズンです。今年も

目いっぱいダイビングを楽しみたいです。 

851紀 貞子 

 

 

 

 

     これも SDC の仲間が一緒にいてく

れたお陰です。 

☆ 誌面の都合により若干の手直しをさせていただいております 

健康に問題なく元気ですが、毎日退屈していま

す。           287石岡弘至 

 

 

 

 

     これもSDCの仲間が一緒にいてくれ

たお陰です。 

坐骨神経痛になり、歩くのが少し痛く困ってい

ます。海に入ると治ると思うけどね？ 

128平野昌子  

岩手県から出られずストレスが溜まっていま

す。              39斉藤靖子 

 

 

 

 

母の介護に忙しく時間がなかなか取れません。

落ち着きましたら色々参加させていただきま

す！！           921榎田智子 
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今年の石垣島は、水温が少し高い様な感じです

ね。サンゴがかなり復活して来ました。 

S46高嶺 守 

と思っています。今年も沖縄と奄美大島に行き

たいと思っています。 

 

 

もう２年半海に入っていません。去年夏に沖

縄行きの予定を立てたのですが、沖縄の感染

者増大に知事さんが「来ないで」というので

キャンセル...今年こそは！と思ったのに去

年の何倍もの感染者! 残された時間が少な

くなっているので行けるときに行かねば！先

延ばしできません。     124高木元子 

 

 

 

 

      
ここ１年ダイビングはお休みです。最近は山に

はまって自然を楽しんでいます。6/5も久住・

祖母山に行ってます。     206江田尚子 

 

 

 

 

      

相変わらず近所歩きで花を愛で、読書三昧して

います。図書館の「蔵書検索」に助けられて。 

468通山多恵子 

 

 

 

      

私事ですが、膵臓癌にかかり現在抗がん剤によ

る治療中で、日常生活が普通に出来ない状態で

総会までには、治りそうもありません。 

              648江藤征雄 

 

 

 

 

      

水泳、ヨガは続けていますがダイビングは未

だ・・・           357佐藤道子 

 

 

 

 

      

インバウンドのいない間にと京都奈良に大人

の修学旅行をしてきました。  610白松礼子 

 

今年は３年ぶりに「青春ねぶた祭」が開催さ

れます。その為会議と重なってしまい総会は

不参加となり申し訳ありません。体調は万全

ですがコロナ禍の為静かに園芸や山歩き、ウ

オーキングをしています。コロナが早く収ま

ってくれることを祈るばかりです。 

245今村 孝 

 

 

 

 

      

PCR 検査等が必須な海外旅行は事前手続が多

く、まだ参加しづらい状況ですが今年後半には

海外旅行に参加しやすい条件になると信じて

頑張ってまいります。   S58 濱田芳豊三 

 

 

 

      

コロナ禍以来全くダイビングにも行かず、集ま

りにも出かけられず、寂しい思いでしたが久し

ぶりに SDC総会が開催され、嬉しい気持ちでい

っぱいです。        419村上あい子 

 

 

 

 

      
函館臼尻で潜っておりました。 687林 保男 

 

 

 

      

つまらない毎日を過ごしています。 

抗原キット検査 唾液による検査を頻繫にし

ています。行動も拘束されています。 

老人保健施設勤務だから仕方ないですね！ 

良い事は陰性だと言えることですね！ 

まだまだこれから続きそうなのでガッカリ 

早く潜りたいですね     762中西静江 

 

 

 

 

      
近場で潜っています。    806菊地三男 

耳が悪くダイビングはできなくなりました。 

807菊地玲子 

 

 

 

      コロナの影響で 2019年から潜っていません。

早く海外（フィリピン）に行きたい！今年は専

らロードバイクで年間 10000ｋｍ走っていま

す。           822西川愛一郎 

 

 

 

 

      

コロナ禍直前にタイにダイビングに行ってか

らもう２年以上も潜っていません。一緒に潜っ

ている家内も入会させようと思っています。 

911谷口正幸 

 

 

 

      

運動不足解消で始めたテニスで膝を痛めまし

た。             863奥村信一 

 

 

 

 

      

シニアにとってコロナは長いですね。５月末宮

古島に行きます。       632遠藤秀子 

 

 

 

 

      

写真撮影で島や動物をとっています。 

892 村山 寛

 
 

 

 

 

      

今年も８月に沖縄に行く予定です。 

916福和長保 

実妹がライセンス取得を希望していますので

SDCへの入会を勧めたいと思っています。 

              917福和京子 
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【 メインステージ編 】

 

 今年もマリンダイビングフェアが開催されまし

た。 

昨年までとの大きな違いは、主催者が水中造形セン

ターからマリンクリエイティブに変わったことで

す。 

そしてＳＤＣは有名写真家さん等と同等に、メイン

ステージに出場することとなりました。 

下はマリンダイビングフェア案内に記載された物で

す。 

 11:40～12:30 

シニアダイバーズクラブ  生涯ダイバーのススメ 

「SDCファンダイビングマガジン」 

ダイバーのための雑誌としては、印刷され刊行され

ている唯一の雑誌といえるかもしれません。その中

から歴代編集長お気に入りのツアー記事や表紙写真

について聞きます。SDC（シニアダイバーズクラ

ブ）の会員が増えている理由が分かります。 

 

（パワーポイント及び動画作成・出場と大隅顧問に

大変お世話になりました。） 

 今回のテーマは会報の表紙です。 

皆さんにこの素晴らしい表紙を見ていただき、興味

を持ってもらいたいと思いました。 

 

第 1部、ＳＤＣファンダイビングマガジンの歴史 

 創刊当時を含む歴代の表紙を上映し、大隅顧問に

語っていただきました。特に創刊号は舘石昭さんと

ＳＤＣ創立の関係は興味深く、改めてじっくりと伺

いたい内容でした。 

第 2部、お気に入りの表紙 

 2010年 10 月号（47号）2019年 10 月号（83 号）

を代表的な表紙として紹介し、83 号表紙の編集長阿

部千衣子さんと、撮影者川地勝幸さんがインタビュ

ーに応えました。 

第 3部、キューバツアー 

 2018 年 1 月号（76 号）のキューバツアーの様子

を映写して、企画者永吉さんと参加者阿部千衣子さ

んが楽しかった様子を語ってくださいました。 

特に永吉さんからは、SDCメンバー3人居れば開催

しますと言っていただきました。 

 

第 4部、ＳＤＣとは 

 ＳＤＣ発足から 28 年、会員が世界の海を潜る様

子や、海のみならずシニア社交クラブとして各同好

会の楽しいイベントも紹介されました。 

 その甲斐あってかＳＤＣブース（今回初めて設置

されました）で希望者だけに無料配布された過去の

会報ですが2日目にして足りなくなったほどの盛況

でした。 

 今回は初めてのことで不手際も有りました。 

フェアから最終稿が上がってきたのは開催日前日で、

前日から前入りしていた我々には全く分からない事

で、当日の登壇者との打ち合わせもままならずでし

た。最終稿が上がってくることすら知らなかった今

回ですが、次回の担当者は上手に行ってくれること

をでしょう。 

                838 市川雅紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マリンダイビングフェア報告 

 メインステージ＆ブース参加 

   2022 年 4 月 1 日～3 日 838 市川雅紀  668 川瀬和恵 
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【 ブース編 】 

初めてのブース出展でしたので、担当責任者に船

山副会長と私、川瀬が抜擢されました。しかしなが

ら何をしたら良いのかもわからずパンフレットを作

って配る事だけが早々に決まりました。その後 

・ツアー写真や同好会活動の写真を貼って

～・・・ 

・おそろいのウインドブレーカーを着て集って

～・・・ 

・楽しそうなツアーの動画を流して～・・・ 

等々少しずつ決まっていきました。 

 

3 月31日 担当役員午後 2時集合！ 

 

みんなの力でSDCコーナーが出来上がりました。

場所としてもとてもいい場所に当たったようです。 

 

会員募集の大きな責務を担って、さあ 1 日目。 

メイン会場で行われたSDC企画も終了し、お集ま

りいただいた会員さんもそれぞれに去ったころ、会

場に大きな人のうねりが起きました。 

さかなくん登場です。 

SDCファンダイビングマガジンを 2冊「ありがと

う」と言って持って行ってくださいました。 

 

1 日目の成果としてお二人の方がその場で入会され

ました。 

2 日目は驚くほどの人出で賑わい我が SDCブース

も、てんやわんやの大騒動です。 

ファンダイブマガジンもパンフレットもなくなるほ 

どの大盛況でした。成果は後日です。 

3 日目は雨のためか人出も少なく、前日と比べると

寂しくもありました。それでも多くの方達が立ち寄

ってくださいました。前日からの成果として既に 

7 名の方が入会申し込みをしてくださったと聞き、

上々の出来で閉会を迎えることが出来ました。 

 

平均年齢 71~2 歳のSDC が今やらねばならない

のは会員の若返りです。 

このブースに立ってみて感じたことは、我々の顔を

見て「私はまだそんな歳ではありません」と立ち去

った方が何と多かった事か。 

ここに若い会員さんが立って「シニアダイバーズク

ラブです」と言ってくれたなら、シニアって若いの

ねと言って、もっともっと多くの方が興味を持って

くれるのではないでしょうか。 

今回の参加で成果も大きく出ました。 

ここひと月で 15名以上の入会者がいます。 

次年度も参加が可能となれば若い会員さんのご協力

得て平均年齢を下げて欲しいものです。 

              668 川瀬和恵 
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コロナ禍で 2年間ツアーを実施する事が出来ま

せんでした。ツアーを企画しても連休明け後は毎

回コロナの陽性患者が増加しています。天然のモ

ズクは 3月下旬からＧＷ前頃までと期限が有り積

む時間も午後で干潮の時間帯、モズク摘み以上に

前回植えたサンゴが気にもなっていました。 

4月には石垣島トライアスロンの開催、宮古島

のトライアスロンの前後の日曜日と流動的、開催

日前後はホテルも混み割高になる、潮位表とトラ

イアスロンの日程と水温等を勘案し｢さうすぽい

んと｣の高嶺さんのアドバイスを頂き、4月 4日～

8日で実施する事にしました。 

≪宿泊ホテル≫     石垣島 上や 

≪利用ダイブショップ≫ さうすぽいんとＤＳ 

≪モズク摘み≫     4月 5日 

≪サンゴの植え付け≫  4月 6日 

≪泡盛の海中保存≫   4月 7日 

 

              左の写真は前回 

              '19年 4月 27日 

              海中保存前 

    

 

 

右は'22年 4月 7日 

前回 3年前の泡盛を 

海底で発見しました 

 

 

             左 3年間海中で熟成 

             された泡盛の状態 

             持主の名前も判読で 

             きました。   

 

 

右は今年も海中保 

存に挑戦します 

又美味しい泡盛 

を楽しみに！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サンゴの植付け作業パイプの上 20㎝程の塊は 

 3年前に植付したＳＤＣの棚の成長したサンゴ 

                   

                 左の写真は 

                 '19年 4月 

                 26日に植付 

                 けたサンゴ 

                 苗、3年で 

                 上の写真に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪無事サンゴの植え付けが完了して記念撮影≫ 

 

869渡辺泰介 

マンタダイビングフェアがあったので１日ずら

しての参加でした。水温 23℃くらいを予想して

6.5mmワンピースで大丈夫でしたが、それでも少

し長く潜っているとそろそろ上がりたいという気

分になります。今回はマンタもアオウミガメも見

られ、私は１日ずらしたおかげでコブシメも見る

ことができました。しかし今回のモズク摘みツア

ーは別料金！２時間ほどで袋一杯のモズクを採る

ことができましたが、いつもながらそのあとのモ

ズクの水洗いとゴミ取りが大変でした。サンゴの

  石垣島モズク摘み＆サンゴの植え付けダイブ 

 2022 年 4 月 4 日〜4 月 8 日 

ツアー№2203 幹事 600 名倉三也子  レポート 参加者全員 
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植え付けは前回 2019年と同じ箇所？に今回もひ

とり２株ずつ針金で取り付け、取り付けたほかの

成長したサンゴにリュウキュウズメダイなどが群

がるのは感動的です。 

今回植え付けたサンゴも同じように成長してく

れることを願います。前回 2019年 4月に沈めた

泡盛４本も無事回収できました。 

ダイビングから帰ってきてから、さうすぽいん

とで回収した約 30ｍの海底で３年間熟成された泡

盛（於茂登）と熟成されてない同じ於茂登と飲み

比べると、やはりさらにおいしくなっている感じ

で感慨深く味わうことができました。 

昨年退会した新山さんの泡盛２本も回収できた

ので、今回採取したモズクと一緒に送ることがで

きました。また、宿泊した上やには屋上があり、 

深夜、星を眺めることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンタ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ニセボシカクレエビ 

 

 

 

 

 

 

 

 

シロボンボンウミウシ 

 

 

 

 

 

 

 

コナユキツバメガイ 

 

 

 

 

 

 

 
コブシメ 

 

【3年振りに石垣島へ】  627小澤ユリ子 

 植え付けたサンゴはしっかり育っているものも

ありましたが 3 年間のブランクで海藻が絡みつき

無残なものもありました。泡盛は破損した物もな

く無事回収できました。 熟成の効果は？ 

もずくは漁師さんの案内で沢山採れました。 

コロナ禍の中、自分自身の体調管理、同行の

方々、島の方々に迷惑を掛けない様に出来る限り

の準備をして行って来ました。 

早くコロナが収まり安心して出掛けられるよう

になって欲しいですね！ 

 

毎回宿泊で苦労しますが今回も料理が大変美味

しいと評判の宿にしましたが、朝のみで夕食は近

くの飲食店へ、皆さんご注意下さい。 

さうすぽいんとさんに 3年前に沈め今回引き上

げた泡盛が若干残っています？ご賞味下さい。 

 

【参加者】 

869 渡辺泰介  627 小澤ユリ子 

600 名倉三也子 
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 2020 年 1 月に PNG アロタウに行って以来封印

されていた海外ダイビングが始動した。 

2 月にデイドリームの公野さんから龍馬号クルー

ズ 4泊5日の案内をいただき、家族その他周りの了

解も得られて、さらにクルーズ後に龍馬号をホテル

として利用して毎日デイトリップダイビングを4日

間する日程（合計 10 日間）をくんでもらうことが

できた。 

 パラオツアーには、日本出発前 1 日以内の PCR

検査の陰性証明書（ユナイテッド航空のHPに日英

文の雛型があるのでそれに必要な署名を病院でいれ

てもらった）、新型コロナワクチンの 3 回接種証明

書（市区町村が無料で発行してくれる）が必要だが

取り立てて面倒な手続きではなかった。 

 4 年ぶりのパラオ。相変わらず真夜中の乗船だっ

たがワクワクしていた。顔見知りのゲストが多いの

かと思っていたら初対面の人ばかりで意外だった。 

 翌日は生憎の雨だったが早速ペリリューへ出港。 

イエローウオールでイレズミフエダイの大群、ブル

ーコーナーでバラクーダの大群。やっぱりこれだよ

ね、パラオの醍醐味を初日から満喫！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3日間、イレズミフエダイ群れ、群れ、 

群れを時には強い流れに耐えながら、久しぶりだね

～と思いながらウオッチング。産卵もしていた。 

 龍馬号ではコロナ対策として、9 部屋ある船室を

すべてシングルユースとしてゲスト9名で運行して

いた。食事の時も、毎回クルーが入り口で体温を測

定し、手指の消毒を徹底していた。私としても海外

でホテル滞在のダイビングよりはクルーズのほうが

安心だと思った。10日間、沢山の不特定多数の人と

接触しなくて済むのは何よりも安心だった。 

 

ペリリューのキャンビックにもランチタイムに上陸

した。ちょうど日曜日だったので島の子供たちが家

族連れでピクニックに来ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新月前の潮回りだったので、いろいろな魚たちが産

卵行動の動き 

をしていた。 

トゲチョウ 

チョウウオも 

ブルーコーナー 

で群れて準備 

中といった感じ。 

 

            

              

 

 

 

 

 

 

 早朝のカンムリブダイの産卵も見ることが出来た。 

何もかも久しぶりの光景で以前には季節ごとに当た

り前に見られた海の出来事にまた出会うことができ

て本当に幸せだった。最近は私のダイビング人生が

終わらないうちにこれらのイベントをまた見ること

ができるのだろうかと不安に思っていたが何とか間

に合って良かった。 

 龍馬号のガイドさんたちも、秋野さん、祥子さん、

サキさんと馴染みの方たちが揃っていて安心して潜

        やっと海外旅行解禁です。まずはパラオへ 

2022年 3月 24日～4月 2日 

レポート 172 島尾 愛子 
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ることができた。シェフのノリコさんも変わりなく

おいしい食事を毎回用意していただき感謝です。食

事時は生ビールが飲み放題。のん兵衛にはうれしい

サービスだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は非常に元気でアクティブな6人グループが

一緒だったせいもあって毎日4本も潜ってしまった。 

ワイド志向のダイビングが多かったが、４本目には

ワイド派とマクロ派に分かれて潜ることもあり、マ

クロが得意な祥子さんにガイドをしてもらった。 

            

 

 

 

  

 

バージェスバタフライフィッシュ   ミナミハタ 

 

 

 

 

 

 

フレームエンジェルフィッシュ 

   口内保育中のアトヒキクロオビテンジクダイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニシキテグリ          イナズマヤッコ 

パラオでマクロはあまり考えたことがなかったけど

コロールの内湾には面白いポイントが結構ある。 

今度の航海の船長さんは自衛隊に勤務していた経

歴があり、ゲストの記念ダイビングに旗でお祝いを

してくれた。 

          

 

 

 

 

 

私も 3900 本の記念ダイブを祝ってもらった。旗の

絵柄や色で文字を表現するようだ。今回は、3900本、

2222本、600本、300本（4人）など多数のお祝い

があり、ケーキも作ってもらって毎日とても賑やか

だった。 

 

 

 

 

 

 

最終日はロックアイランドツアーで、国花のロ

ックアイランドリリーやネッタイチョウを探した

り、ミルキーウエイで恒例の泥パックを楽しんだ

り、本当に目一杯遊んだ。 

乗船 4 日目にはコロールに上陸して病院で

PCR検査を受け、全員陰性でめでたくクルーズ続

行となり、さらに、帰国前日にもう 1 度 PCR 検

査を受け日本入国に備えることになるのだが、

「MySOS」というアプリがとても役に立った。ゲ

ストの中に詳しい人がいて設定や操作を引き受け

てくれてとても助かった。 

 

成田空港で飛行機を降りてから、諸々の書類チ

ェック、唾液採取による抗原検査、その結果待ち

など、すべてを終えて帰国スタンプを押してもら

うまで、約３時間かかった。 

      でも楽しかった！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンジュウイシモチ 

15 



 

 

 

 

 

3 月初旬デイドリームからパラオの新企画の案内

が舞い込みました。それは「ワクチン 3回接種

者は帰国後待機無しに公共機関で帰宅出来る」

という願ってもないもので説明を聞き納得の上

即申し込みました。 

パラオまでの行程は、ユナイテッド航空で成田

を 21 日夕方発ちグアムで 1 泊、パラオで龍馬に

乗船出来たのは 22 日夜の 9 時頃でした。 

便数が少なく乗り継ぎが悪かったのです。 

空港はどこもガラガラ、グアムの街もパラオの

街もガラガラ。飛行機内はギュウギュウ。

 

グアムの街もビーチも人影はまばら 

パラオまで篠田さんの両隣は外人の若者、コロ

ナ感染が怖く息も出来なかったそうです。 

グアムやパラオの入国検査は従来と殆ど変わら

ずスムーズにいきました。 

PCR 検査は出入国時とパラオ滞在時に 1 回の計

3 回が義務づけられていました。 

問題は帰国時の成田の検査です。 

携帯に MySOS というアプリを日本出国前にダ

ウンロードし、帰国前にアプリを使えるように

した上で、関門を何カ所か通過し、抗原検査の

結果を待って 2 時間半。その後通常の検査を受

けてトータル 3 時間でした。 

乗り継ぎの悪さと、成田での検査に多少疲れま

したが、パラオの海の素晴らしさと楽しさにそ

れほど苦になりませんでした。

   

 

 

 

「私はカマス」念じるとカマスに囲まれました 

海は独占状態。私たちの他は白人のクルーズ船

一隻のみで、海中で出会ったのは１回のみでし

た。ブルーコーナー、ぺリリュー、ウーロンな

どどこで潜っても私たちだけ。 

透明度が良く、久し振りの人間に魚たちも警戒

心が薄れているように感じました。 

今回の主な目的はイレズミフエダイとカンムリ

ブダイの産卵です。 

 

イレズミフエダイはぺリリューの僅か沖合で早

朝 3 万匹が集結、最初は大人しい大群の動き

が、一カ所で産卵が始まると、あちこちで次々

に産卵が見られました。イレズミは体長 40～

50cm あり産卵が見やすく大満足の瞬間でした。 

イレズミの集団は産卵後体を休めるためか岸辺

近くに移動します。 

それを私たちは崖の上でそっと横一列に並び、

秋野さんの合図の下、下のイレズミフエダイめ

がけ一斉に突撃したのです。 

間近に見るイレズミは結構可愛い顔をしていま

した。 

それに比べカンムリブダイは不細工ですが、体

が大きく産卵は迫力満点。2 日間早朝にその産卵

久し振りのパラオ・龍馬号 
2022 年 4 月 21日～30日 

レポート 817 船山浩志 
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を楽しみましたが、2 日目にはカンムリブダイを

追いかけるブルーシャークの大きい二つの影を

見ました。多分あんな大きいサメを見たのは

（ジンベイを除き）初めてです。

 

産卵前雄は興奮し頭が白くなります

 

大きい影はブルーシャーク、周りがカンムリブダイ 

他にウーロンチャンネルのドリフトやおなじみ

ブルーコーナーなど相変らず魚影が濃く、久し

振りにワクワクしたダイビングでした。 

龍馬には 13 名乗船、私たちは 3 名で、他の人と

の相部屋は不可でしたので、ダイビング後は私

の部屋は「スナックフナちゃん」になり、酒の

強いお二人を相手に飲み過ぎに注意するのが大

変でした。 

8 日間お世話になった龍馬号ですが、多くの方が

ご存じのことと思いますが、リニューアルされ

た船内は設備が充実し清潔で広々とした大変快

適な船です。

 

船内は広々、トイレはウォシュレット 

夕食時にはビールとワインがフリーになり、私

には大変嬉しいサービスでした。 

料理はシェフのノリコさんが腕を振るい、毎回

美味しく、腹ぺこの私たちは食事の時間が楽し

みでした。特に夕食は品数が多く、ここまです

るか！って豪華版。

 
またクルーも通常の人数は確保されてなく、ガ

イドのサキさんや船長をはじめ自分の仕事以外

もこなし、お陰で私たちは快適にクルーズを楽

しめたのです。感謝・感謝です。

 

高師さん 1200 本、篠田さん 700 本達成記念 

 

また来たいと思いつつ充実した気持ちで帰って

来ました。（完） 
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 コロナ以来、初

めての海外ダイビ

ングツアーでハワ

イのオアフ島に行

って来ました！ 

出かける前のワク

ワク感と共に、海

外出入国の際の必

要なアプリの記入や PCR検査などの不安もありまし

たが、ツアー企画者の市川さんに教えていただきな

がら、どうにかクリヤーできました。 

 4月 24日 JAL羽田 21時発、機内食も何と久しぶ

りでしょう、感激！！ 

同日ホノルルには 9時 30分到着。ホテルに荷物を預

けて、早速歩いてすぐ

のワイキキビーチへ。

目の前は青い海と眩し

い太陽の光、白い砂。

そして沢山のパラソル

とビキニスタイルの女

性たちで溢れ、そこにはコロナ前の風景が広がって

いました。 

それを眺めながら有名なホテルのテラス席で、先ず

はカクテルのマイタイやローカルビールを手に、無

事到着の乾杯！ 

 夜になるとメインストリートでは、ダンスや歌な

どのパフォーマンスをする人の前には人だかりがで

き賑わっています。 

 翌日から 2日間はい

よいよダイビングです。

私たち 3人のメンバー

に、ガイドのキャシー

さんとサポートのキコ

さん（お二人とも日本

人女性）が付いてくれたので、とても安心感があり

ました。何しろコロナ禍になってから初めてのお客

さんとのこと。 

朝 7時 15分ホテルに迎えが来ました。午前中 2本の

ダイビングスタイルで、一日目のポイントはハワイ

カイでしたが、風が強く流れもあり、ボートは小型

の為かなり揺れました。 

でもたくさんのカメと出会えました。 

 2日目は相乗りのボ

ートでしたが、船も大

きく安定感がありまし

た。ワイキキ沖のポイ

ントで、昨日よりも海

は穏やかで沈船を潜りました。 

 そして、３日目からは観光です。 

生憎、乗馬は休業中の為できませんでしたが、市川

さんのガイドでバスに乗っ

たりして街歩きを楽しみま

した。中華街で美味しい飲

茶を食べたり、ハッピーア

ワーでライブ楽しんだり、

翌日は水族館や動物園にも

行きました。 

 最終日は楽しみにしてい

た初めてのサンセットディ

ナークルーズです。 

港に着くと、既にたくさんの外国人が観光バスから

降りてきて船へと向かって行きます。私たちもその

中に混じって乗船。ハワイアン演奏の曲が流れ、ウ

エルカムドリンクのマイタイを飲みながらハワイア

ンダンスが始まると、船内

は一気に盛り上がり、こん

な気分を味わうのも久しぶ

りでした。 

 こうして楽しいハワイも

あっという間に終わりまし

たが、一日も早く帰国前の

日本入国の際の煩わしいア

プリ入力や PCR検査の撤廃

がされるよう願わずにはいられません。 

まだまだ海外に行くのに困難な状況の中、幹事の市

川さんもツアー企画にご苦労が多かったことと思い

ますが、本当にありがとうございました。 

              761田中恵美子 

 

 市川さんに誘われ、GWにＳＤＣメンバー3人でホ

ノルルに行ってきました。 

コロナ前にはＳＤＣ仲間と何回かハワイ島に潜りに

 オアフ島観光とダイビングと 

 （コロナ後）初の海外旅行 

2022 年 04 月 24 日〜04 月 30 日 

 幹事 838 市川雅紀 レポート 761 田中恵美子 380 舩坂健 838 市川雅紀 
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行ったのですが、ホノルルは本当に 10年ぶりくらい

です。 

ダイビングは 2日間 4ダイブでしたが、波が高く 2

日目は

ワイキ

キ湾内

でした。 

（後日

ワイキキ海岸では高波で、320人も流されたと聞き、

良い時に帰ってきたと思いました） 

 ホノルル市内はア

メリカ本土からの観

光客で溢れ、GW前な

ので日本人はまだ少

ないです。 

日本からの客は 2年

ぶりだと、いろいろ

な所で言われました。 

アメリカ人にとってハワイは、日本の沖縄と同じ感

覚なのでしょう。 

ただ観光客相手の土

産物店や飲食店はこ

とごとく無くなって

おり、食事をするの

に苦労をしました。 

 コロナによる出国

と帰国の手間が半端ではなく、とても以前の様に手

軽に海外に行こうとは思えないです。 

今回は市川さんが PCR検査など安いところを調査し、

それらの予約もしてくれて本当に助かりました。 

（飛行機やサンセットクルーズなどの予約もしてく

れて、市川さんがこんなにマメだとは！感謝です） 

帰国も MySOSというアプリを携帯に入れないとダメ

で（携帯のない人はレンタルです）、それが接種証明

書や陰性証明書を写真に撮り、その記載内容を事前

に確認するという、全くのアナログ式で笑ってしま

います。 

これらをデジタルデーターにしたら、自動で瞬時に

データーチェックが出来るのに！ 

この大変な手間を見ると、外国人が日本に来るのは

無理で、まだまだ日本の鎖国状態は続きます。 

                 380舩坂健 

 

 「とにかく海外旅行へ行きたい！」 

ワイキキは具体的な情報が集まっていた為、決定し

ました。良く行くので得意でもありました。 

 ここではコロナによる特別な手続きを主体に記録

として書いておきます。 

 

＊日本出国及びハワイ入国に必要な物 

〇ワクチン接種証明（出来れば紙に印刷する） 

 お住まいの市役所にて発行してもらえます。 

〇コロナ検査の陰性証明 

 一番安いのは羽田空港の木下グループで、ハワイ

は抗原（定量）検査で良いので 2,600円でした。ア

プリ上の PDFデータなのでそれを空港内のセブンイ

レブンにて印刷して、適当なところにパスポート番

号を書いておきます。 

〇誓約書 

 アメリカ大使館のサイトよりダウンロードします。 

それっぽく作られた騙しサイトも有りますので要注

意です。又、常にリフォームされておりますので、

必ず最新の物をダウンロードします。 

〇これらをまとめる専用アプリも有りますがまだ対

応していなかったので、チェックインカウンターに

パスポートと共に提出し無事に航空券発券です。 

＊ハワイ入国時 

 ロシアとの一件からかセキュリティが厳しくなっ

てましたが、チェックは以前と同様で簡単な物でし

た。 

＊日本帰国に必要な物 

〇MySOSアプリのインストール 

 アプリ内に必要書類をアップする事により帰国空

港での手続きを簡略化できるそうな。 

〇ワクチン 3回接種証明 

 接種証明書紙又はアプリ画面を MySOSにアップし

て認証してもらう。 

〇ハワイ出国 72時間以内のコロナ検査の陰性証明 

 これが高額で日本語対応している（日本用の書類

書式で発行してもらえる）のは 2軒のみ。その内の

1軒は HISが開いていて場所も便利なので利用しま

した。とても親切で助かりました。 

〇誓約書 

 MySOSでの書類アップです。 

＊日本帰国時 

 MySOSの画面チェックを受けて、次に詳細チェッ

ク、そして更になにやらの誓約書に署名、そしてコ

ロナの検査を受けて、結果が出るまで待機します。

ここまでの移動距離も長く、時間もかかりました。

我々は羽田なのでまだ良いのですが、GWの成田では

7時間も掛かったそうです。日本政府から 4月 27日

付で、終電に間に合わなくなる場合があることの告

知がされてましたが、これは政府に一考して欲しい

ものです。           838市川雅紀 
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3月 21日から 3泊 4日で宮古島にダイビングに

行ってきました。元々一匹狼ダイバーなので今回も

一人。レンタカーで空いた時間は観光、ドライブ。 

何度も走っても伊良部、池間、来間大橋は素敵で

す。少し土地勘がありますのでスーパーで買い物し

たり、食事に行ったり一人旅を満喫しました。 

 ダイビングはお正月に家族と宮古島に行った時、 

イムギャーマリンガーデンあたりで道に迷い、道を

聞いた方が、マリンガーデン前のダイビングショッ

プ、「DIVE宮古島」オーナー、地元の漁師でインス

トラクターのヒロさんでした。 

ダイビングの事をお聞きして、「一人で来ていいで

すか？一人のダイバーで、ボート出すの迷惑です

か」とお聞きしたら、まぁその時は魚釣りでもしな

がらと言われたので、面白そうだなと思い 3月の予

定立てました。今まで経験した事のないワイルドな

ダイビングになりました。 

 こんな可愛い子いますよっていうのでは無くて、

俺について来いっていうかんじ。 

 １日目は 2本潜って、1本目は 30㎝越えのハリ

センボン。水中銃で捕獲。2本目は素手で海蛇捕

獲。生きた海蛇左手で掴んでるインストラクターの

後をついて行くワイルドなダイビングになりまし

た。 

2日目は午後からの 1本。東京からのこちらも一

人旅の若人とトライ。またまた昨日より大きい海蛇

素手で捕獲。ちょっと目をはなしてたら、知らぬ間

に夜光貝三個脇に抱えてる。 

蛇と夜光貝、若人曰く、魚撮るよりヒロさん撮る方

が面白いといってました。 

海から上がると早々夜光貝の刺身、海蛇のスープ

ご馳走に。ハリセンボンは鍋にしたら美味しいよっ

て言われましたが、此方は私が他の所で食事したか

ったのでまた次回にとなりました。沖縄だけ漁師の

資格があればダイビング中でも漁は許可されてるそ

うです。他にも色々な初めての経験沢山しました。 

古島で一番長い洞窟に潜りました。入る前に残圧

チェック、やっぱりちょっと緊張してしまいます。

2日目はマリア聖堂、上からの日差しが綺麗です。 

全体的に穴の造形美や地形を楽しむダイビングに

なりました。「今度来たら、東のポイントに連れて

くね」って言われて、また予定立てなければと思っ

ています。 

ヒロさんお世話になって有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真の看板、サップ、カヤック、飽きるまでって

面白いでしょう。） 

  宮古島ダイビング行ってきました！ 
 2022 年 3 月 21 日〜3 月 24 日  

        レポート 879 高山ゆう子 

 

20 



 

寒がりの私は、水温の低い冬場はじっと出かける

のを我慢し、今回冬眠から覚めて、やっと少しは水

温が上がったであろう石垣島にいきました。 

本来の目的はウエットスーツを新調したので、ウエ

イト量の確認でしたが、せっかく行くので、マクロ

と水中写真専門コースを開催しているショップをみ

つけ、のんびり潜ることにしました。 

         モズクガニ 

1 日 4 名の少人数制のコースで、ひたすらマクロな

生物たちを撮影・観察するというもの。エビ・カニ

等の甲殻類、ウミウシ、魚、希少なマクロ生物たち

をじっくり観察しました。また、納得のいくまで撮

影をしてよいと言われ、１つの被写体にゆっくりと

向き合い撮影することが出来ました。見たことも名

前を聞いたこともない生物がいっぱい。 

いつものファンダイブだとみんなと移動するので粘

って写真も撮れませんが、好きなだけそこにとどま

れるので最高です。水温が24℃前後なので長く浸っ

ているとちょっと寒くなります。 

レンベを思い出させる潜り方でした。楽しかったで

す! 

提携先の民宿に宿泊し、

一人一部屋で、誰もいな

くてのんびりゆっくり

過ごさせてもらいまし

た。 

ミクロプロテマタケダイ 

 

 

そこのオーナーがとてもやさしくて色々気を遣って

頂きました。 

夕食は近くのお勧

めのお店に出掛け

て美味しいもの三

昧!! 石垣牛が美味

しかった♪ 

 

    テンテンウミウシ 

805 吉田延子 

初めて石垣島で潜りました。 

水深６ｍ～１３ｍのところで、３日間マクロ三昧で

した。 

老眼で小さいものは見えないので、避けてきたので

すが、今回マクロをゆっくり丁寧に撮らせてくれ

る、石垣潜水堂ガイドの阿久津さんにお世話になり

ました。諦めずに粘ってエビ、カニ、ススメダイの

幼魚、ウミウシなど、実際にはハッキリとは見えて

いなかったのですが、初めて顕微鏡モードで挑戦し

ました。一つの対象物に１０回以上シャッターを切

りじっくりと粘りました。 

１ダイブ平均１時間潜りましたが、浅場で移動が少

なくて、体にあまり負担が無かったのですが、水温

がまだ24℃ぐらいなので、寒さもありました。 

でも、小さい物を目を凝らし集中して探すのも面白

かったです。 

私にとって今回はマクロの第一歩となり、良い経験

になりました。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイガザミ 

石垣島 

マクロと水中写真 

2022年 4月19日～4月 23日 

世話役 306 宮本節子 レポート 306宮本節子&805吉田延子 
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 沖縄本島 
 ミステリーサークル 

2022 年 3 月７日〜３月 10 日 

              レポート 687  林 保男 

今回の目的はミステリーサークルです。 

と言ってもアマミホシゾラフグではなくトンガ

リハゼのミステリーサークル。ワイルドライフ

に出たのでご存じの方もおられると思います。 

TV では西表島でしたが沖縄本島にもいる事が 

わかり直行。現地で聞いてみると水深はー7m、

地味な魚なのでリクエストするダイバーがほと

んどいないとのこと。おかげで心ゆくまで撮影

することができました。 

ライトで陰影をつけないと分からないほど小

さくて繊細なミステリーサークル。 

通常はサークル中央の貝に産みつけた卵を守

るトンガリハゼが観察されますがこのサーク

ルはハゼも貝も消えていました。 

ミステリーサークルの中央で貝に産みつけた

卵に砂をかけて守るトンガリハゼ。 

トンガリハゼが守っていた卵はすでに目が出

ていました。ハッチアウトまであと少し。 

大きな魚が近づくと素早く逃げますがしばら

くすると戻ってきて卵を守ります。 

トンガリハゼは体長約５cm 位。驚かさない 

ように離れたところから極力静かに静かに、

ゆっくりゆっくり近づくと思ったよりも 

寄れて撮らせてくれたりします。 
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トンガリハゼの稚魚は親と同様 

体のサイズに合わせて蜆貝でひと休み。 

警戒心の強いサラサハゼを無視して工事を 

進める共生エビちゃんにハゼはタジタジ。 

ミステリーサークルのついでにシーズン最後

のホエールスイムに参加しました。 

鯨を追いかけない、フィンの音を立てて泳が

ない、鯨の進行方向に先回りしない等細かい 

自主規制のおかげで強いストレスを与える事

なく２日間とも出会うことができました。 

写真の鯨は去年生まれた子。 

ダイバーに興味を示して近づいてきても親は

見ているだけ。 

間もなく仲間と共に北へ旅立ちます。 

タツノハトコかと思ったら背鰭基底が 

盛り上がっているタツノイトコでした。 

オサガメかと思うほど大きなアオウミガメ。 

撮影中起きる様子は全くなし。 

今年生まれた子供を背に乗せて水面まで 

上がってきた母鯨。 

自主規制で鯨から近づいてくるのを待つとい

うスタイルでしたが離れていても迫力は充分

に伝わってきました。 

旅立つ時期が近づいていますが仲間について

いけない子鯨は少し遅れて後から親子で北に

向かいます。 

顕微鏡モードから超ワイドへの切り替えに 

目と頭がついていかず大変でした。 
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最大 10 連休となるゴールデンウイークを終え、

沖縄本土復帰 50 年を近々に迎え盛り上がっている

タイミングで行って来ました。 

私が初めて沖縄を訪れたのは、44年前の昭和 53年

で年齢 23 歳の時です。往復のフライトチケットだ

け確保して宿も行先も決めずの気ままな一人旅でし

た。そんな状況の中で、何故か泊港から渡嘉敷島へ

渡りました。同じように観光で訪れて民宿で知り合

った若者グループと海辺で泳ぐなどして楽しく過ご

した思い出があります。40年以上が過ぎてダイビン

グするようになり離島へ渡る目的で再び訪れた泊港

に不思議な縁を感じました。  

 

阿嘉島は、ＳＤＣ会報レポートを見て訪れてみた

いと思いました。昨年初めて訪れて今回 2度目とな

ります。訪れて知ったのですが、34年前に上映され

た映画「マリリンに逢いたい」の舞台となった島だ

った事です。実は、映画館にてリアルタイムで鑑賞

して綺麗な海と犬と恋人同士の物語に感動した記憶

があり阿嘉島とも縁が

あったのです。 

 

今年の沖縄は、連休中に

梅雨入りしましたが訪れ

ダイビングした3日間は梅雨の中休みとなり晴天に

恵まれました。連休明けでお客さんも少なくダイビ

ングボート内もゆったりと過ごす事が出来ました。

阿嘉島は本当に透明度が良くサンゴが元気でカラフ 

ルな小魚の群れが泳ぎ癒しダイビングを楽しめます。 

今年は、ロシアのウクライナ侵攻に伴う原油高と円

安によりボートの燃料代高騰の影響か昨年に比べて

港から近いポイントが多かった気がしました。阿嘉

島は、レアな生物は少なくカメラの出番は余り無い

のですがガイドにマクロでレアな生物が好きと伝え

ると頑張って探してくれました。 

今回、写真に収める

事が出来た生物は

孵化寸前のクマノ

ミの卵、ナマコの腹

に居ついていたナ

マコマルガザミ、サ

フランイロウミウシ、シモフリカメサンウミウシで

す。それともう一つ、枝サンゴの奥で動き回るダル

マハゼです。高知柏島で以前見たパンダダルマハゼ

に似ていますか胸鰭が黒く無い「カサイダルマハゼ」

でした。初めて撮れた魚ですので名前を覚えるため

裁判所のハゼ「家裁のハゼ」と別名を自分で付けま

した。阿嘉島のダイビングを終えて自宅へ戻り気に

なったのでヤフーで検索すると西表島のスーパーガ

イドの名前と分かり驚きました。 

実は私、来月開催される西表島ＳＤＣ公認ツアーに

参加申込していまして利用するショップが「ミスタ

ーサカナ」でオーナーは笠井雅夫さんだったのです。 

そうです笠井さんが「カサイダルマハゼ」の発見者

で名付け親でした。こんなゆかりの有る生物を阿嘉

島で観る事が出来た事に不思議な縁を感じました。 

今回撮ったカサイダルマハゼの写真をプリントアウ

トして西表島へ持参して裏面に名付け親のサインを

笠井さんにお願いしようと考えています。 

阿嘉島ダイビング 

“不思議な縁を感じた” 

2022年 5月9日～5月13日 

 レポート 832 藤井則芳 
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1. 幕山の梅園散策 実施日：2月 26日 

総勢 15 人の参加で、湯河原駅集合で幕山梅園まで

バスで行き、帰りは湯河原駅まで山道を 1時間半ほ

どかけて歩きました。4000本の梅の木があるのです

が、まだ 7分咲きでしたが、土曜日だったため梅園

への道路は渋滞し、途中で降りて歩きました。 

公園内には出店がいくつかあり、例によって各自ビ

ールなどを買って飲んだくれ 1時間半ほど梅園内を

自由に散策し過ごしました。幕山は標高 626m なの

ですが、酔っ払いに登山は無理で、それぞれ途中で

帰ってきました。帰りは、みかん畑の山道を歩き、

伊豆半島と伊豆の島々を見ながら歩きましたが、足

よりも口が活発な SDCメンバーなので、予定よりか

なり時間がかかりました。 

 

2. 津田山の花見 実施日：3月 24日 

南武線の津田山駅集合で、総勢 24 名で二科領用水

にブルーシートを敷き花見を行いました。 

桜は 8分咲きというところですが、それぞれ持って

来た飲み物や食事で団欒後、近くの植物園を散策し、

久地駅まで歩きました。 

そこから登戸駅まで一駅を電車で行き、恒例の宴会

です。 

 

3. 小田原漁港〜小田原城 実施日：4月 16日 

総勢 15 名で、JR 早川駅集合で小田原漁港からの散

策です。 

新しくできた「漁港の駅」に寄りましたが、観光客

相手の店なので早速次へ！ 

干物専門店に行き試食用の魚を焼きながら、ここは

試食だけで昼食の店探しです。 

昼食は当然魚料理ですが、土曜日ということで魚市

場内の食堂は長い行列で諦め、15人入れる店を探し

ました。 

この周辺は、魚料理を食べるバスツアーが多いです

が、この日はバスが来てなくてよかったです。 

昼食後は小田原城まで歩きましたが、自由気ままな

SDC会員で、武家屋敷だった庭園があると入り込み、

なかなか進まないです。 

小田原城に着いたが、何回も来た人が多く、ここは

外から城を見て通過するだけ！ 

その後小田原駅まで歩き、恒例の宴会です。 

 

 アウトドアを楽しむ会 

 幕山の梅園散策、津田山の花見、小田原散策 

2022 年 2 月 26 日, 3 月 24 日, 4 月 16 日 

      幹事・レポート 380 舩坂 健 
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2月 24日(木)19:30～21:30 

参加者：大隅楠夫（ホスト・進行）、平野昌子、 

高木忠雄、林保男、玉村馨、鈴木麗子 

山本徹 

1)近況報告など情報交換 

2)上映作品 

① 睦月 大瀬崎       林 保男 

             ハナビラウオ 

       イボヤギミノウミウシ 

 

3月 24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、山本徹 

1)近況報告など情報交換 

2)上映作品 

①12月の羅臼        林 保男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 28日(木）19：30～21:30 

参加者：大隅楠夫（ホスト・進行）、平野昌子、 

高木忠雄、福田孝子、玉村馨 

1)近況報告など情報交換 

  福田さん、玉村さんは 5月の宮古島から始まっ

て、毎月ツアーを予定されているようです。本格

的にダイビング活動が始まります。 

2)上映作品 

①命を繫ぐ       大隅楠夫 

 4月 10日に行われた第 38回水中映像祭で発表し 

 た作品。 

      ホヤに卵を産み付けたガラスハゼ 

 水中映像を楽しむ会 Zoom例会 

2022年2 月24日、3月 24 日、4月28日 

   レポート 005 大隅楠夫 
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和太鼓の演奏会が２年ぶりに開催できることを知

り、同好会の皆さんにお知らせしましたところ、 

ミュージックサロンの会員以外の方からも申し込み

がありました。SDCのホームページ、同好会予定

を見て知ったとのことでした。 

今回、チケットは一人１席の申し込みに限り、 

それも各自がそのサイトにネット申し込みをして

QRコードで入場するというものでした。 

今後はこういうスタイルが主流になってくるので

しょうねぇ。（私などは苦手で困ります） 

さて、肝心の和太鼓の演奏会ですが、全国から大

小の和太鼓チームが参加して演奏を行なうものでし

た。ですから、太鼓の大きさや種類などが本当に 

様々で、大きな物は背丈以上もあり、打つとお腹の

方まで響いてきます。沖縄のエイサー太鼓の演奏も

見ることができました。この音を聴くと、やはり踊

りたくなってきます。 

 

出演者皆さんの真剣な眼差しと笑顔、そして力強

いバチさばきに、客席の私たちも元気を貰うことが

できました。演奏会後は、揃って浅草公会堂近くに

ある懇親会のお店へ。実はこの演奏会には、太鼓の

演奏者としてSDCの会員の方が出演されていたの

もあり、それも含めてご苦労さん会になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

超久しぶりの呑和会開催。 

やはり、お顔を拝しての会話は話しが弾みます! 

皆様お元気で活動しておられました。 

そして、何と言っても皆様が生き生きとしているこ

とが嬉しいです。 

今回は、新会員Aさんもご参加いただき、新鮮な感

じで、皆様との交流が図れました。 

食べる・飲む・喋るの 3 拍子は相変わらず健在で、

それぞれのこれからの抱負とそしてダイビング予定、

コロナ禍でも潜っていた方達など、次から次へと話

題が豊富で色々な話しが飛び出しました。 あっちに

耳を傾け、こっちに耳を傾けと忙しいことでした。 

公認ツアーの 5 月渡嘉敷島、6月西表島、そして 10

月の久米島は本日参加予定が殺到し、ほぼ定員近く

になりました。 

和食コースに舌鼓を打ちながらお酒も進み美味しく、

しかし話しに夢中になり飲食が追いつきません。 

皆さんの笑顔が素敵で、久しぶりに飲食・話しをし

て素晴らしいひと時が持てたことはとても良かった

です。 

今後の皆さんのご活躍を祈念し、また継続して呑和

会を開催できるようにしたいと思います。 

ご参加いただいた皆様、有難うございました。 

 

 

参加者(12名) 

070河合 305宮内 306宮本 470池田 

678足立 805吉田 832藤井 851紀 

872谷本 883田中 886有井 924阿部 

呑和会 第 65 回 

2022年 4月25日「若 葉」  

世話役:306宮本節子 

ミュージックサロン TAIKO〈和太鼓〉LAB 

2022年 4月 17日 浅草公会堂 
761 田中恵美子 
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【国内ツアー】 

区
分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

会
員
公
認
企
画 

22
04

 

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。ボートはリフト付きで 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 

22
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 

22
06

 

10.17～21 
座間味 

5 日間 

お馴染みの慶良間です。リビングがある一軒家を貸切り、

座間味で一番食事が美味しいと云う宿で、船は 50人乗り

に数人とゆったりです。のんびり潜りたい人限定です。 

＊那覇集合・解散 ＊3 日間 6 ボートダイブ ＊3 食付 

約 8

万 
380 舩坂 健 

22
07

 

9.11～15 
徳之島 

5 日間 

四季折々の顔を見せる徳之島の海。神様サンゴ、魚影の

濃い北海岸、うちワンのマクロ、豪快な地形の西海岸、ウ

ミガメだらけのビーチ等、夕食絶品 ＊鹿児島空港集合 

＊初級者可 ＊8 ボートダイブ ＊朝食付 

11 万 842 神﨑 美治 

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 

～ 

ｵｰｼｬﾝﾋﾞｰﾁ 

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 

 

 

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 

28 



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
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 

S2
21

1 9 月ご希望

の日程 

屋久島 

口永良部、 

白谷雲水峡 

黒味岳ハイク 

口永良部は 2021年ダイビングサービスがオープン、手付

かずの海を体感した後は世界遺産屋久島の森を歩きま

しょう！宿５泊 6 ダイブ付き 山ガイド、レンタカー代金

込！2 名から開催します。飛行機代金は自費 

23 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
21

2 10.23～27 

11.7～11 

小浜島 

ヨナラ水道決戦 

西表島と小浜島の間にあるヨナラ水道をドリフトダイブで

見るマンタの編隊は白砂とのコントラストが圧巻で一度見

ると病み付き！ホテル４泊付き 8 ダイブ付き 1名から開催

します。石垣島ホテル代金込。飛行機代金は自費！ 

18 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
21

3 

【2022 年】 

12.25～29 

【2023 年】 

1.16～20 

沖縄 与那国島 

体長 3ｍ越えのハンマーヘッドシャーク 100匹以上の

群れと泳ぐ！与那国島港集合、宿 4 泊、8 ダイブ、全

食事付き１名から開催 

19 万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

S2
21

4 

6 月～10 月 
南紀ダイブサファ

リー・ツアー 

紀伊半島、白浜、すさみ、串本、古座、熊野、尾鷲の

海と名所旧跡、テーマーパーク等にご案内します。日

程、ダイブポイント、アフターダイブ等は全てリクエ

ストで。ダイビングフィ、現地費用、食費、宿泊費全

て現地清算。2～4 名で開催。現地ダイブフィー)2 ボ

ートダイブ 1.5～1.6 万円、宿泊)1～2 万円、ガイ

ド)0.5～1 万円/1 日、例）3 泊 4 日 6 ダイブ 10 万円 

現地

費用

1 日

2 万

5 千

円 

ムーンライトダ

イバーズ 

S82 加藤 

推
薦
企
画 N

22
32

 

10 月〜 
日本/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 

29 



 

 

【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

33
 

10 月〜 
屋久島 

4 日間   

現地発着プラン 宿泊+6ＤＶ付 

神秘のエリアで海も陸も堪能する！！  

透き通った海と色鮮やかな水中を楽しむ➕α 

縄文杉や白谷雲水峡などのトレッキングもアレンジ可

能！＊往復航空券も別途、ご手配可能です！ 

4.8

万～ 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 

N
22

34
 

10 月～ 
久米島 

4 日間   

現地発着プラン 宿泊+6ＤＶ付 

全長約 7 キロに及ぶ真っ白な砂浜の楽園「はての浜」

や、エメラルドに輝く海が目の前に広がる「イーフビーチ」

など、驚くほどの絶景ポイントがある島。 

＊往復航空券も別途、ご手配可能です！ 

6.8

万～ 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田  

N
22

35
 

10 月～ 
小笠原諸島 

6 日間 

おがさわら丸利用/竹芝桟橋発着 

パパスダイビングスタジオ 6DV+朝食付 

小笠原が誇るボニンブルーの青さを存分に堪能！！ 

父島や母島でのアレンジも可能です！！ 

11.5

万〜 

ｸﾗﾌﾞ・ｱｽﾞｰﾙ

S75 杉田 

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

09
 

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

17
 

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
 

8.13 発 

8.20 発 

9.17 発 

9.24 発 

10.8 発 

ラパス/ 

VALENTINA 

(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

21
 

【2023 年】 

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 

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

23
 【2022 年】 

10.15 

【2023 年】

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 

30 



【海外ツアー】 

 

前号（93 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 

95 号ツアー計画書の締め切りは 8 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 

薦
企
画 

N
22

2４
 【2022 年】 

9.22 

【2023 年】 

6.15 

紅海/レッドシー 

ダイブクルーズ 

14 日間 

永吉同行、サウスムーン号貸切にて初級者可。 

クルーズ 7 泊 17ダイブ+ピラミッド遺跡観光/全食付  

＊10 名催行 ＊旅行取消保険あり 

50 万 

ｴﾑｽﾞﾏﾘﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝ

ﾁｬｰ 

S41 永吉拓也 

N
22

25
 【2022 年】 

9.3 

【2023 年】 

9.30 

モルディブ 

ダイブクルーズ 

8 日間 

永吉同行、ソレイユ号貸し切り利用にて初級者可。

15 ダイブ/全食付/チップ込。*成田他各地発合流

可。 

*10 名催行 *旅行取消保険あり 

34.1

万 

ｴﾑｽﾞﾏﾘﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝ

ﾁｬｰ  

S41 永吉拓也 

N
22

26
 

10 月〜 
フィリピン 

/マクタン 

成田発着 4 日間 5DV+全食事付 

クラブパライソ滞在プラン 

世界的に有名なアート系水中写真家 YOSHI さんとガ

イドの TOMO さんが、マクロ生物の様々な生態など

を存分に魅せてくれます！ 

14.6

万～ 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田  

N
22

27
 

10 月〜 フィリピン/アニラオ 

成田発着 4 日間 5DV 付 

ブセオアニラオビーチ＆ダイブリゾート滞在プラン 

世界でも有数のマクロエリアでゆったりお楽しみいただけ

ます！ 

10.8

万～ 
ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 

N
22

28
 

10 月〜 フィリピン/ボホール 

羽田発着 4 日間 5DV 付 

アロナビーチ滞在プラン  ギンガメトルネードを狙うバリカ

サグでのダイビングは迫力満点！ 

8.9 万

～ 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 

N
22

29
 

10 月～ タイ/タオ島 

羽田発着 6 日間 8DV 付 

ダイブショップ併設リゾート Ban‘ｓ利用プラン 

マクロからワイドまで幅広く、ジンベエザメとの遭遇も狙え

るホットスポット！ 

16 万

～ 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 

N
22

30
 

10 月～ 

木・金発 

タイ 

パタヤ 

6 日間 

バンコクから車で 1時間半のパタヤに日本人経営のダイ

ビングサービスがオープン。パタヤとサメサンから３ダイブ

のデイトリップを催行。３日間のうち１日はボートチャータ。

＊６名様から催行 ＊成田発着 ＊９ダイブ ＊朝食付き  

19.5

万～ 

ﾕｰ･ﾂｱｰ･ｻｰﾋﾞ

ｽ 

S43 村瀬慶美 

N
22

31
 

10 月～ 
フィリピン 

アニラオ 

6 日間 

カメラ派、マクロ派のダイバーさんなら必ず満喫できるの

がアニアオ。日本人経営のヴィラマグダレナで久々の海

外ダイビングを！＊成田発着 ＊１１ボートダイブ ＊滞

在中全食事付き ＊延泊自由自在 

17.2

万～ 

ﾕｰ･ﾂｱｰ･ｻｰﾋﾞ

ｽ 

S44 村瀬慶美 

N
22

32
 

１１月～ 
フィリピン 

セブツアー 

６日間 

海外ダイビングの定番エリア ゆっくり・のんびりダイビン

グをしませんか 

＊成田発着 ＊8ダイブ ＊朝食付 ＊2名催行 

18 万

～ 

トラベルネット

サービス  

S58 森下亮一 
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掲 示 板 

ホームページの新機能紹介 

ホームページに下記２つの新機能を追加しました。 

１）「SDC Special」ページを作りました。 

賛助会員による、SDC 会員限定の企画などが記載

されたページです。 

２）「会報誌（目次）」ページを作りました。 

 入会希望者から「会報誌の概要を知りたい」  

また会員から「見たい項目がどの会報誌に掲載さ

れているのか探すのが大変」という要望があり 

変更しました。有効に活用してください。 

【賛助会員各位へ】 

賛助会員から SDC 会員へ、 

アピールを行うページです。 

「SDC Special」への表示は、OneDrive にある Excel

ファイルに書き込むことで、このページに表示さ

れます。（書き込むには、Microsoft のアカウント

と、このファイルの共用設定が必要です） 

 記入には、「賛助会員番号」と「概要」と「リンク

先」だけで、それ以外は自動的に記入されます。 

 リンク先の詳細内容ページは、各社で自由に作っ 

 

 

 

 

てください。リンク先ページは SDC 専用なので、

ここから以外からはアクセス出来ない様にして

ください。記載内容は、SDC 会員向けの限定企画

や推薦内容に限定してください。 

 記載される賛助会員は、ファイルの共用設定が必

要なので、Microsoft アカウント取得済みのメー

ルアドレスで、担当者（SDC380 舩坂）まで連絡

をお願いします。共用設定は初回の 1 回のみ必要

で、以降は自由に書き込み修正することができま

す。 

【会員各位へ】 

 SDC ホームページは、メールアドレスを使った会

員しかアクセスできないページがあります。 

 アドレスが違うとホームページだけでなく、サイ

ボウズや会員一斉連絡も出来なくなっています。

メールが通じない会員もいますので、メールアド

レスを変更したら必ず変更連絡をしてください。 

ホームページ：https://sdc-diving.club/ 

サイボウズ ：https://sdc.cybozu.com/o 

 

 

 
広報からお知らせ 

 

① 95 号原稿募集 （2022 年 10 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 

95 号のテーマは 
「笑顔」です。 
素敵な笑顔をたくさん見つけて、 
送ってください。 

 
皆様からの投稿をお待ちしています。 
会報用テンプレートがありますので、お問い合
わせください。 
 
95 号の原稿締め切りは 8 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) 

編 集 後 記 

初編集長の感想は、「あらためてこの一冊を作り

上げてきた先輩方に敬意です…！」。たくさんのご

協力があり感謝です！      840 瀧澤 操 

 

マスク・会食、更には入国・出国の制限もが緩和

され、いよいよ SDC会員が国内外に跳び出せる時が

やってきそうです。皆さんからのレポートで会報が

充実します。引き続きよろしくお願いします。 

3 年間有難うございました。   812 松尾幸代 

             

久しぶりの総会・海外ツアーレポートに同好会開

催と with コロナではありますが心が弾みます。 

もっともっと楽しくダイビングできますように！  

広報での 3年間、ご協力ありがとうございました。 

 646 鈴木麗子 

 

 国内及び海外ツアーレポートには SDC 会員のパワ

ーを感じます。総会も開かれ、減少した会員数も再

び増えて、会員の活動が活発になるといいですね。 

869  渡辺泰介  

8 

 

8  

                             

 

32 



A. ビギナー船
B. トコトン写真派！ウミウシじっくりウォッチング船
C. ガンガン派！波も流れもへっちゃら！大物狙いドリフト船

グループ、ファミリーだけでボートチャーターも気軽にできます (※A 期間のみ )

チャーターなら出港・帰港時間・ポイントも自由に決めて、存分に楽しめます！

シーサー那覇店

シーサー阿嘉島

那覇店はボートが４艇あるので、

A.B.C. と希望にあったレベルのボー

トを選べます！

ダイビング専用ボートだから、各ボー

トに温水シャワー、トイレ、更衣室が

あります。ポイントまでは 30分～

60分。定期的に粟国・渡名喜遠征を

開催しています！

ケラマ諸島にある阿嘉島店はボート

３艇があるからA.B.C. と希望に

あったレベルのボートを選べます！

ポイントの大半が港を出て 10分前

後。１ダイブ毎に港に戻って、港か

ら徒歩 6分の宿でランチ！宿の屋

上には絶景ジャグジーもあります

ホームページ

ホームページ

おすすめは

チャータープラン

料金一例：
チャーター料 60,000 円 ~ + ２ダイブ 15,000 円

送迎無料
（※那覇市内ホテル）

バスタオル
無料

ドリンク
無料

（お問合せ TEL:0120-10-2743）

（お問合せ TEL:0120-10-2737）



  

 

●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.co 

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 

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 

(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 

(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 

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)ユー・ツアー・サービス/UTSユーツアー      S43 

http://www.u-diving.jp 
 

この会報が皆様に届くころには、海外への渡航条件及び
日本帰国に伴う手続きなど、更に緩和されていると信じ
ています。 
 
ユーツアーでは、皆さまのご希望に沿う海外ダイビング
ツアーを手配させていただきます。 
お気軽にお問い合わせ下さい。 
 
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 

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 
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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 メンバーにきて頂けてうれしく思います。
沖縄本島は離島のリゾート感には劣りますが、海はき
れいでたくさんのポイントと生き物を紹介できます。 
 
・きれいな海でダイビングをしたい 
・リフレッシュでスキルの練習もしたい 
・少人数でのんびりと楽しみたい 
・生き物をたくさん紹介してほしい 
・エキジットなどサポートしてほしい 
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 

(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 

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 

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 

（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 

⋆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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（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）ナウイエンタープライズ               S84 

https://www.naui.co.jp/ 

1960 年アメリカで最初のインストラクターコースが
開催され、世界で初めて民間のダイビング指導員組織
として結成された NAUI（ナウイ／National 
Association of Underwater Instructors）「最愛の人を
任せられる信頼」、「Dive Safety Through Education
（教育を通じた安全なダイビングの実践）」 
これらを信条に、楽しく安全なダイビングを提供。ダ
イビングの普及に大きく貢献し続けています。全国各
地の NAUI スクーバセンターへお問い合わ
せください。安心・安全に皆様をサポート
いたします！ 
SDC 担当：岩本裕輝 
〒170-0013 
東京都豊島区東池袋 3-2-3 第一主田ビル 7F 
welcome@naui.co.jp 

石垣島クマさんのダイビングショップ       S83 

https://www.kumasan.info 

 
石垣島の南部で、「海も生き物も大好き」なメンバー
でやっているダイビングショップです。 
その日の海況を見ながらお勧めするポイントへご紹介
しています。 
美しい珊瑚や、可愛い生物が沢山いる八重山の海は素
敵がいっぱいです。一緒に遊べる日を楽しみにしてお
ります。 
 
担当：姫野美紗子 
〒907-0023 沖縄県石垣市石垣 260-1 
 ℡ 0980-84-3056 
shop@kumasan.info 

マリンハウスシーサー             S85 

https://www.seasir.com/   

 担当：稲井日出司 
〒900-0001 沖縄県那覇市港町 2-3-13 
℡ 090-9782-0346(稲井携帯） 
Fax：098-941-2715 
inai@seasir.com 
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テーマ 『私のお気に入り』 

468 通山多恵子  「証拠写真♪」 

撮影日：2008年 6 月 10日 撮影地：インドネシア・レンベ 

ニシキテグリの放精放卵♡♡♡放卵のみ？ 放精は？？毎夕会いに行きパチリ♪   

 

668 川瀬和恵  「アポリーフの夕日」 

撮影日  2019 年 5 月 19 日 撮影地 フィリピン アポリーフ 

人生、長～く生きてきてこれほどきれいな夕日を見たのは初めてでした。だんだん

と赤くなり輝き、そしてだんだんと暗くなり闇夜へとの変化が感動でした。グレー

トバリア―リーフにつづく大きなリーフだとガイドさんからお聞きしました。 

 



 

ＳＤＣ（シニアダイバーズクラブ）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

～80 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 250 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  

2023 年新年会・懇親会 

 

日時：2023 年１月 29 日（日）12:00～16:30 

会場：東京ベイ有明ワシントンホテル 

 東京都江東区有明 3－7－11 

会費： 1 万円  

 

新交通ゆりかもめ「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。 

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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