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 1 第 12回定例会議＆呑和会第 66回「七夕月」   宮本節子 

 2 ノルウェーあれこれ 遠藤 卓 

公認ツアーレポート 

 4 渡嘉敷島 梅雨のケラマ 吉田延子他 

 6 西表島ツアー 梅雨明けダイブ 宮本節子他 

海外ツアーレポート  

 8 プエルト・ガレラ リゾートホテルでのんびり 市川雅紀他 

 10 パラオ共和国は広い！ヘレンリーフクルーズ 島尾愛子 

  国内ツアーレポート 

 13 奄美大島北部ミステリーサークルを極める 島尾愛子 

 14 宮古島ツアー６日間 石川 勝他 

 16 屋久島欲張りツアー 福田孝子 

 18 バラバラ石垣島ツアー 高木元子他 

 20 屋久島 コブシメとサンゴとウミガメと 林 保男 

 22 四国・柏島 四国 1,200キロ走破 阿部公一 

インフォメーション  

 23 立木博信さんを偲んで 宮本節子 

  江藤征雄さんの思い出 大隅楠夫 

 27 広報からのお願い＆編集後記 広報 

 29 SDC同好会・地区交流会紹介コーナー 各会代表者 

 30 あなたの行きたいツアーを探そう ダイビング計画 

 32 スキー愛好会からのお知らせ 木村満男 

 35 第 20回ふなばし三番瀬クリーンアップ 松尾幸代 

同好会レポート  

 24 金谷 クロダイ狙い 和田美代子他  

 25 多摩・武蔵野ご近所の会 木村満男 

 26 アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 鈴木一雄他 

 28 水中映像を楽しむ会 Zoom例会 大隅楠夫 

賛助会員コーナー  

 33 賛助会員通信  各賛助会員 

写真館  

 36 テーマ 「笑顔」  

 投稿者 468通山多恵子 378西村麻美 469武田美砂子 840瀧澤 操 

裏表紙  

・新年会・懇親会 2023年 1月 29日㈰ 場所 未定 

・関西地区懇親会 12月 11日㈰ 大阪第一ホテル 

・ヴィンテージな会へのお誘い 12月 14日㈬ 新宿季膳房 

・SDCの紹介と入会のご案内 

    

                           

  表紙に寄せて 
646 鈴木麗子 
 

「桟橋下のアヤコショウダイ」 
 

深場でイエローリボンスイートリ

ップスの群れを堪能し、浅瀬に

戻っても桟橋下にはいろんな種

類の魚たちであふれてました。

「またこの海に来たい」との思い

を馳せて選んだ 1枚です。 

 
撮影日 2019年 1月 21日 

撮影地 ラジャアンパット 

 ケープ クリ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

定例会議 

毎年のことですが、来年のツアーをどうするかと

いうことの会議です。大まかな場所・日程を決める

ため開催しましたが、コロナの影響がどこまで及ぶ

のか、、、、海外旅行の際、入国時のPCR検査・MySOS

アプリのアップロード・登録、まだまだ何もなく入

国できるようではありません。どこまで緩和される

のか、また、飛行機の関西からの発着便数も増便さ

れないと難しいところもあり・・・・ 

ですが、SDCの皆さんはもう早々に海外へお出かけ

しておられます。 

 

関西地区としては、来年

から海外へのダイビング

を始めることとしました。 

まずは、フィリピンとイ

ンドネシア方面に、プエ

ルトガレラ、ボホール、

モアルボアル等、バリ

島 ! 

その合間にも国内で行け

るところに・・・阿嘉島

等々！ 

少しずつ準備を進めて行

きたいと思います。 

 

皆様方もご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呑和会第 66回「七夕月」 

今年に入って 2回目の呑和会開催です。 

皆様には楽しみにしていただいておりますので、続

けて開催していけるようにしたいと思います。 

立木さんの追悼をと黙祷からの始まりです。 

コロナの感染者数が増えてきて、第 7波に入ったと

言われていますが、、、、続けて、感染対策はしっかり

としていきましょう! 

参加予定の方でご家族にコロナ感染者が出て濃厚接

触者になるからと連絡を頂き、参加を見送られた方

もおられます。 

今回は久々のメンバーにもお越しいただき、昔話

に花が咲いたり、また、入会したてのNさんもご参

加いただき、話が盛り上がりました。 

次々に提供される料理に圧倒されながらも、飲む・

食う・談笑がひっきりなしに続きます。 

やはり、お顔を拝しての会は楽しいですね!! 

ダイビングに行っていても行っていなくても、繋が

っていられるという素晴らしさがあります。 

今回も笑いが絶えず、若手お二方が積極的にリード

して下さいます。そして、キャンセルが出ていた 10

月の公認ツアーに参加して頂けるという嬉しいおま

けつきです。また、

賑やかな楽しいツ

アーになることで

しょう! 

今後を期待してい

ます。 

 

皆様ご参加有難う

ございました! 

 

 

 

(参加者 14名) 

070 河合貞夫 074 藤井泰代 305 宮内弘人 

306 宮本節子 470 池田孝雄 678 足立公平 

805 吉田延子 832 藤井則芳 872 谷本菜穂子 

879 高山ゆう子 881 井原義温 886 有井保彦 

924 阿部公一 942 中村豪志 

 第 12回定例会議 & 呑和会第 66回「七夕月」 
 2022年7月 12日 

         世話役 306宮本節子 
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その昔、長崎平戸へ向かう南蛮船の乗組員が、たぶ

ん五島列島のことだと思うのですが、周りの島々や海

岸線の美しさに驚嘆したと記述した航海日誌が残され

ているそうです。（司馬遼太郎氏の歴史小説の一部だ

と記憶）私は南蛮船と同じ航路を辿った経験がないの

で単なる独りよがりなのかもしれませんが、ノルウェ

ーのフィヨルドを訪れた際の印象がこの文章と重なっ

ています。私が初めてノルウェーを仕事で訪れたのは

1970年代中頃、それも年に一度くらい首都オスロ近

郊で一泊する程度でした。その後、夏休みに当時住ん

でいたドイツから、デンマーク経由でフェリーに乗っ

て初めてノルウェー第二の都市、ベルゲ（Bergen）

に足を延ばしたのが確か1979年だったと思います。

北欧でもこんなに暑い日があるのだと驚いて、プール

で泳いだりアイスクリームを食べたり、それよりもな

によりもまだデンマークを走っている最中にクルマの

マフラーが錆びて脱落し修理工場へ駈け込んだり、記

憶は転々とします。今思うと、携帯もなく、インター

ネットもない時代によくぞマフラー交換が一日で出来

たものだと恐ろしくさえなります。老人にはもう真似

出来ません。 

 

その後にイギリスに住むようになって暫くしてから

ノルウェーへの旅行が復活します。2006年のことで

すが、イギリスのニューカッスルアポンタイン（New 

Castle upon Tyne）とベルゲンを結ぶフェリー航路が

ありこれを利用したのです。（この航路は2008年に

廃止） この時代、グーグルマップが既にあったのか

無かったか記憶にありませんが、とにかく紙の地図を

頼りにドライブ旅行を計画、しかしノルウェーにこの

手法は通用しませんでした。A→B地点が400㎞ある

とすると5－6時間のドライブになる、この一般的な

方程式がまったく通用しないのです。とにかく行く

先々でフィヨルドに道路が遮られ小型渡し舟のお世話

にならないと先に進めません。それでも何日か走った

末、なんとかトロンドハイム（Trondheim）まで辿り

着いてギブアップです。因みに今グーグルマップで調

べると最短で628㎞、所要時間9時間23分と出てき

ます。フィヨルドは外敵に対し自然の備えになる反

面、自国の輸送交通の妨げになります。 

そこで登場するのが100年以上の歴史を持つ

Hurtigrutenという船会社です。英語読みではハーテ

ィグルーテンともいいますが本当のノルウェー語での

発音は何度聞いても覚えられない、よってカナ表記は

せずに以下H社と書きます。先ほども言いましたと

おり道路利用の陸上運送で海岸沿いの港町や漁港を効

率的に結ぶことが出来ません。そこでH社の船舶貨

物輸送が欠かせない存在となります。戦前戦後の写真

を見ると当時の船はどこの国でも運用していた小型貨

物船です。私が初めてH社の船に乗ったのは2014年

1月のこと、乗船の数日前に極夜が終わったばかり

で、昼間の11時から13時位まで太陽が地平線ギリ

ギリに姿を見せる、そんな時期でした。周りの景色が

数時間しか見れないそんな時期にノルウェーへ出かけ

たのは何故？もちろんオーロラを見たいからです。現

在のH社はノルウェー沿岸貨物輸送に加えて観光客

を乗せる小型クルーズ船にもなっています。（他に北

極や南極等の探検航路Expeditionを運航しています

がここでは省きます）クルーズと言いますとカジノや

ダンスホールを備えた何十万トンのクルーズ船を思い

浮かべますがH社の船は全く違います。乗客は観光

客の他に出張のビジネスマンもいるしトラック運転手

も混在します（依ってWorking Shipと称する）。反

面H社の船には演芸舞台がないから退屈だとほざく

人間もいて驚くことがあります。 

ノルウェーを訪れるには目的によって二つの時期に

分かれます（私の独断）。オーロラを見たいのであれ

ば12月から3月の間、フィヨルドの景色を堪能でき

る白夜であれば6～7月でしょう。実は私の場合フィ

ヨルドでダイビングしてみようじゃないかと、無謀に

も2006年のドライブ旅行ではクルマにドライスーツ

を含むキットを詰め込んでいました。ノルウェーはモ

ルディブや石垣島ではありませんからレジャーダイビ

ングを宣伝しているようなショップは見つかりませ

ん。それでもどこでどうしたのか、ログブックを辿っ

ても記録が見つからないのですが、確かトロンドハイ

ムだったかどこかでバディを見つけ一度だけ潜ること

ができたのです。緯度が高いため夏でも太陽光線が弱

く、5－8メートル潜っただけで周りは幽霊がでそう

な暗闇。流れは勿論なくて、南洋の派手な色した熱帯

魚は絶無。そんな気味の悪い水中でふと下を見たら何

やら奇怪至極な魚が岩の上にいるのが目に入りまし

た。そうです、 あの鋭い歯をむき出した奇怪な姿を

した水族館でしか見たことが無いオオカミウオWolf-

fishじゃありませんか。ダイバーを襲うような魚では

ありませんが、あの恐ろしい顔を目にすると怖気がふ

 ノルウェーあれこれ 
        レポート 804 遠藤 卓 
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るい、フィヨルドで潜る経験はこれで十分だと早々に

切り上げることとしました。近くでは地元の少年たち

がどう見ても無免許ダイバー風のいで立ちで、タンク

を背負ってドボンドボンと元気に飛び込んでは今夜の

夕食になるのか小遣い稼ぎになるのか、ロブスターを

捕まえている。フィヨルドは船上から眺めるのが一番

よろしい、潜っても楽しくない、これが私の感想で

す。 

さてオーロラを自分の目で見たいと思う人は沢山い

るはずです。一方でオーロラを見に時間をかけ、大枚

払って出かけてみたが全くチャンスがなかったとか、

オーロラらしき煙のようなものは見えたが宣伝写真の

ようなきれいに夜空を彩るものはなくガッカリ、とい

う声も多く聞きます。活発に夜空に輝くオーロラを見

るには条件が幾つも必要になります。先ず①太陽から

の電磁波が活発な時期、②晴れた暗い夜空である、こ

の二つの要素が同時に起こらなければならない。①に

ついては発生を予測するサイトがありますから良いの

ですが、その時に寒くて遠いオーロラ圏に自分がいな

ければならない。そして②が必須です。同じ海で潜っ

てもマンタに出会えるダイバーもいれば、ガッカリす

るダイバーもいる、それと同じ。つまり③日頃から心

がけ良い日常を送る、第三の条件も重要になりそうで

す。私の経験から言いますとH社の船を利用してオ

ーロラ圏を3－4夜泊過ごせばなんらかのチャンスが

やってくる可能性が期待できます。もしオーロラのチ

ャンスに恵まれなかったとしても寄港地で各種の遠足

（日本語ではツアー、英語でExcursion）があります

のでオーロラ以外の楽しみもあります（但し別料

金）。H社の宣伝をするつもりはありませんが私が一

番面白かったのは北緯71度、The North Capeに向

かうバスです。ルートの一部が坂道になっていて凍り

ついた路面を通過するにはその区間だけ雪上車が先頭

になり、そのあとをバスが何台も連なって高速で走り

抜けるのです。雪上車は積もった雪を掻き上げるので

はなく、高速（100㎞/h？）で走りながら風の力で路

面の雪を巻き上げ、後続の一団となったバスは必死

で？雪煙の中を追う、そんな光景を想像してみてくだ

さい。日本だったら運輸局のお役人様の認可が絶対に

下りないでしょう。そしてノルウェーとロシアの国

境、今はどうなっているのでしょう。私が訪れた

2017年の冬はまだ平和で、時折ロシアナンバーの車

が買い物にやってくる寂しい風景でした。 

 
夏の旅行でしたら有名な観光名所フラム（Flam）

も外せないと思います。QE2のような大型クルーズ

船が細くてくねくねした長いフィヨルドの奥深くまで

進入してくる光景は五島列島の美しさと正に真逆な意

味で忘れられない光景となるでしょう。ノルウェー旅

行を手掛ける日本の旅行代理店は幾つもありますか

ら、H社の船旅も含めて検索してみたら如何でしょ

う。最後に私の印象に残った幾つかの点を箇条書きに

して終わりとします。 

1．ノルウェー人はヴァイキングの子孫であることに

深い思い入れがあるようです。背が高くて勇猛

で・・・なんとなく格好いいイメージがありますね。 

2．中東からと見受けられる移民（避難民）が北極圏

の小さな町でも多く見かけるようになってきました。

イギリスの伝統的なメニューであるフィッシュ＆チッ

プスで一番美味しかったのはベトナム人の経営するノ

ルウェー北端の町Kirkenes（発音出来ない）にある

店です。イギリスでは手に入らないような新鮮でプリ

プリと厚みのある鱈、カリっと油で揚がったころも、

もちろん魚の臭みがない。まさに本場の新鮮な鱈を使

ったフィッシュ＆チップスです。 

3．たぶん南部のベルゲンやオスロでしか見かけない

かもしれませんが、はんぺんを食べることが出来ま

す。そうです、日本では蒲鉾等と並んで売られている

アノはんぺんです。少し焼いて醤油を少し垂らして、

大根おろしと一緒に食べると最高ですが、無くてもそ

のまま十分に美味しく食べられます。機会があったら

お試しを。 

それでは南蛮船の乗組員になったつもりで、ノルウェ

ーに対する関心を高めていただけましたら幸いです。 

 ３ 



 

●305 吉田延子 

2022年最初の公認ツアーで、まだまだ国内限定

となり梅雨空の沖縄・渡嘉敷島に行って来ました。

９名（関東から２名、関西は７名）の方々に参加

していただきました。お部屋は全員 1人 1室ツイ

ンルームが予約出来たので、ラッキーでした。コ

ロナ渦、久しぶりに潜る方もおられたのですが、

何の何の海の中では心配どころか水を得た魚状

態でした。ダイビングは、２班（４名と５名）に

分けて、それぞれのガイドと船長で 12 人ワンボ

ートでした。毎日曇天で雨が降ったり止んだり、

日も照らず水温も 23～24℃だったので寒かった

です。しかし、ボートでお湯のサービスが有り、

海から上がって来てウエットスーツの中に入れ

た瞬間が最高に気持ち良かったです。アフターダ

イビングでは、お話もお酒もはずみ楽しい時間を

過ごしました。不慣れな幹事で申し訳なかったの

ですが、参加された皆さんのお陰で、５日間トラ

ブル無く無事に終えることが出来て本当に感謝

します。有難うございました。 

 

☆DS：シーフレンド（渡嘉敷村阿波連） 

☆宿：シーフレンド ペンション＆ログハウス 

朝食付き（マスク着用、バイキング料理なので、

ビニール手袋着用） 

※ダイビングサービス：シーフレンドは宿と併設

なので近くて便利。 

尚且つ建物の２階がレストランで宿から徒歩１

分。このレストランで、昼食、夕食も可能。    

 

コンビニは無し、小さな商店１件のみ。夕食のお

店は、近くに居酒屋数件とイタリアンのお店１件。 

☆ダイビング：毎朝健康チェックリスト記入。検

温。マスク着用。 

午前中続けて２本、帰って来て昼食後１本。潜水

時間は、40～50分。 

☆ポイント：渡嘉敷島の西海岸南から北まで７箇

所。 

☆出会った生き物:デバスズメダイ、スカシテンジ

クダイ、キホシスズメダイ、ミツボシクロスズメ

ダイ、アマミスズメダイ、オキナワスズメダイ、

アカテンイロウミウシ、キスジカンテンウミウシ、

ゾウゲイロウミウシ、クマノミ各種、 

ヨスジフエダイ、リュウキュウハタンポ、ナンヨ

ウハギ、アカククリ、ウメイロモドキ、ハナゴイ、

オヤビッチャ、コブシメの卵、ビッグサイズのシ

ャコガイ等々 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡嘉敷島 
梅雨のケラマ 

2022年 5月 22日〜5月 26日 

ツアー№2201 幹事 805 吉田延子 レポート 881井原義温、898佐野裕之 
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●881 井原義温  

私のダイビングの原点「渡嘉敷」 

コロナもやわらぎ、いよいよダイビングが出来る

ようになりました。昨年の渡嘉敷島ツアーに行けま

せんでしたので今年こそはと思い参加しました。 

今回は私とダイビングの関わりについて投稿した

いと思います。 

渡嘉敷は私にダイビングの切っ掛けをつくってく

れた島なのです。今から４７年前（Ｓ５０年）沖縄

の海洋博を家内と見学した機に、那覇の知人と釣り

をしに渡嘉敷島に行きました。  

船の中にはタンクを

持った若い数人の米

兵が乗り込んでいま

した。この人達は渡嘉

敷の海でダイビング

するためでした。当時、

確か渡嘉敷には民宿

が一軒あるのみだっ

たと記憶してます。 

私は元々海大好きで

したので、この時一度

はダイビングをして

みたいなと思いまし

た。2 年後、熊本に転勤したのを機に、ダイビング

器材一式を買って始めました。 

当時はタンクもウエイトも持参しなければなりま

せんでした。毎週、天草の海に器材・ショップの人

とダイビングしてました。  

当時は PADIもなく（？）グループで実地研修しな

がらスキルアップしてました。 

やはり美しい魚を見るにはライトが重要で、当時

水中カメラの銘機、ニコノスⅡと電球式フラッシュ

（一球１２０円）、勿論銀塩フィルムでしたので、今

日のデジタルとは違い一枚一枚が真剣勝負でした。 

今も楽しい

ダイビングを

持ち続けられ

たのは、この渡

嘉敷のお陰と

思っています。 

今回その渡嘉

敷でダイビン

グできたこと

は感慨深いこ

とでした。幹事さんに感謝です。 

 

●898 佐野裕之 

【雲外蒼天】  

「雲を突き抜けたその先には、青空が広がって

いる」  

 久しぶりの SDC公認ツアー。また、関西主催

のツアーには初めて参加です。もちろん関西も

関東も関係ありません。いつものパワフルな

SDCメンバーと渡嘉敷島を満喫しました。 

 何より嬉しかったのが、夕食処の規制がほと

んどなくなり全員で食事に行けたこと。2日目に

行ったイタリアンは、「まさか渡嘉敷でこんな料

理が…」と、良い意味でビックリさせられまし

た。 

 海は？というと、梅雨真っただ中で連日の雨

模様。しかし水はきれいで 20mオーバー。水温

は 24℃位で、薄手のウェットの方には少々厳し

かったようです。 

 とても癒される気持ちのいいポイントが多

く、この時期ならではのたくさんの幼魚に私は

メロメロでした。クロスズメダイ、モンスズメ

ダイ、ナガサキスズメダイ、シラタキベラ、ミ

ヤケベラ etc。またデバスズメダイ婚姻色の繁殖

行動に、ずっと見入ってしまいました。 

 今回の幹事さんと同行メンバーに改めて感謝

申し上げます。また参加させてください。 

【雲外蒼天】 

「コロナを乗り越えた先には、すばらしい世界

が待っています」 悦！ 

 

 

参加者 9名 

070 河合貞夫 306 宮本節子 678 足立公平 

805 吉田延子 838 市川雅紀 881 井原義温 

883 田中久昭 886 有井保彦 898 佐野裕之 
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●870 板倉節男 

初めての西表島、公認ツアーも関西主催ツア

ーも初参加、コロナで８か月ぶりのダイビング

ですがとても楽しめました。幹事の労をとられ

た宮本さんはじめ皆様ありがとうございます。 

【ツアーの特徴】 関西 5名関東 4名の参加メ

ンバー。「人生は笑いを取ってなんぼ」というサ

ービス精神あふれる関西組のリードで最初から

最後まで愉快なツアーになりました。 

夜の部も充実。関西は酒豪揃いと聞いたとお

り、オリオンビール、泡盛、パイナップルやシ

ークワーサーのサワーなどグラスを重ねつつ会

話が弾みました。 

【ダイブ】 水温は 30℃で 3ミリのウェットで

快適に潜れました。透明度は 15～20ｍ。「たた

み１畳ダイビング」を提唱するショップはマク

ロ派向きで大物派には物足りないかもしれませ

んが、コロナ自粛期間中に大きく育ったサンゴ

がきれいでした。美しい景色に囲まれて水中に

浮いているだけで私は大満足。 

【食事】 採れたて色とりどりの魚の刺身・唐

揚げ・アクアパッツァ・カルパッチョに、カマ

イ（琉球猪）のチャンプルー・ユッケ（西表の

イノシシは生食できるのですね）、石垣牛のステ

ーキなどなど…、島のお酒と一緒に美味しくい

ただきました。 

 

【その他】 朝食前に散歩すると特別天然記念

物のカンムリワシや、シロハラクイナ、アカシ

ョウビンなど珍しい鳥を見ることができます。 

  

 

なお西表島(人口 2400人)のコロナ感染者はツア

ー初日 18人か

ら最終日には 32

人まで増えてお

り、旅行者は島

民に不安を抱か

せない配慮が必

要です。 

テーブルサンゴ 

ナマコマルガザミ 

  スイジガイ 

 

 

●886 有井保彦 

久しぶりの西表でのダイビングに参加しまし

た。メンバーは、幹事の宮本さんはじめ関西か

ら 5名、関東から４名参加の９名です。 

２日目からは関東からの別の SDC４名（個人ツ

アー）の方とも同船になり、SDCメンバー１３

名でした。 

ダイビングショップは 西表でも最も古いミ

スターサカナさん。場所は上原港間近で、Web

サイトを見ると、キャッチコピーが「タタミ１

畳ダイビング」。水中写真派には、ピッタリのシ

ョップです。私は残念乍ら記念写真程度の写真

しか撮れないので、癒し系のまったりダイビン

グを期待して参加しました。  

４日間８ダイブのポイントは、全て上原港か

ら鳩間島近辺周辺の西表島の北側で、初めての

体験でした。枝サンゴ、テーブルサンゴ、巨大

コモンシロサンゴが綺麗で、その周辺に各種ハ

ゼ類、アカネハナダイ他、癒しのダイビングを

満喫しました。吉田さんの４００本記念ダイブ

も重なり、もう少し透明度が高かったら完璧！ 

西表島ツアー 
 梅雨明けダイブ 

2022年 6月 24日〜6月 29日 ツアー№2202 

    幹事 306 宮本節子  レポート 870板倉節男・886有井保彦・896渡辺善江 
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もう一つの楽

しみ、夜

の”D"は、初

めての関東の

方々との宴会

で毎日おおい

に盛り上がり

ました。 

最初こそ関西の吉

本系の寒いギャグ

に戸惑われていま

したが、最後は関

西のＦさんの「ボ

ケ」に、関東方の

「ツッコミ」の応

酬で即興の新喜劇

が見れました。話の中で、今後募集のツアー情

報についても教えて頂き本当に楽しい６日間で

した。 

夕食の帰りに空を見上げると、きれいな星空が

一面に広がり、北斗七星が目の前に見え、しば

し夜の癒しも堪能しました。 

宮本様はじめ皆様、本当にありがとうございま

した。 

●896 渡邊善江 

 SDCのツアーも 2回目、今回も？海の魚より

夜の肴の方が印象強く、とても楽しかったので

す。 

 西表島は初めてのダイビングです。 

 セジロクマノミは片目。魚の致命的障害を乗

り越え、なんと 20年も生きて何回も子供を生ん

でいるようです。すごい！ 

クマノミのハッチ間近。

3秒おきに現れせっせと

ひれを動かしていまし

た。アオバスズメダイ

は、出産の瞬間に体に綺

麗な斑模様が表れ必死な

顔がみられました。他ヤ

マブキスズメダイがヤギ

に産み付け卵を守り、芳

賀さんを攻撃してきた

り、クロソラスズメダイが集団で卵を守ったり

と等々。時期的に海の生態が豊富でした。 

一方陸でも、鳥たちの巣立ちの時期で、親鳥と

小鳥たちのやりとりの囀ずりが聞こえ、朝焼け

やスコールと賑やかな西表島でした。 

 夜は日替わりでいろいろなお店へ。SDCのチ

ョイスはいつも感心させられます。メニューも

頼んであり更に感心。 

   (イノシシユッケ) 

シークワーサーサワ

ーはもちろん、ドラ

ゴンハイビスカスサ

ワ―パッションフル

ーツサワー.ちむど

んどんのオリオンビ

ール等々。極めつけは初パイナップル生搾りサ

ワー。絞りも初めて！そこで一句 

 「パイナップル 浮いてる甘さ 

生搾り」 

最後に関西弁も飛びかい、とても

新鮮でした。また、関西の人たち

は賑やかで宴会慣れした様子でフ

レンドリーさに惹かれました。 

とても楽しかったです。関西人になりたいなぁ

と思いました。 

幹事さん、丁寧な準備と堂々としたリードに

とても安心して参加させて頂きました。ありが

とうございました。また、皆さんとご一緒した

いです。 

●306 宮本節子 

皆様、それぞれに楽しんでいただけたようで良

かったです。 

梅雨明けの西表島は天候・海況にも恵まれて快

適に過ごすことが出来ました。 

皆様、有難うございました。 

 

 

参加者(9名) 

225 芳賀幸子 306 宮本節子 805 吉田延子  

792 長谷川實 832 藤井則芳 870 板倉節男 

881 井原義温 886 有井保彦 896 渡邊善江 

 7 



 

 

 

 

 

 

2年半ぶりの海外旅行。ワクワクより「不安い

っぱい」の旅立ちでした。 

でも現地は以前と同じ明るく輝いていまし

た。フィリピン入国の為の「ワンヘルスパス」

や日本入国の為の「MySOS」の入力など、厄介

でしたが何とかクリアして無事帰国しました。

海の中はお魚一杯でした。 

今回最大の収

穫は、鰭をきれ

いに開げた『ラ

ボックス・ラ

ス』。お魚博士の

佐野さんによる

と、日本にはい

ない種類だそう

です。 

もう一つ、私の誕生日をガイドやその奥さん

と一緒に盛大に祝っていただきました。    

812 松尾幸代 

 

コロナ禍以来初めての海外。出発前には行き

先国のワンヘルスパス，帰国前には PCR検査，

日本入国時には

MySOS登録など

必須。物々しい約

束事が有り，海外

に行くのには未だ

以前の様にスムー

ズにはいかないと

実感。飛行機の中はほぼ満席，マニラ市内はマ

スク姿の人達だがプエルトガレラのリゾートで

は感染者無しとの事でNOマスク。 

ホテルの部屋は快適・プールもダイビングに塩

抜きと称して毎回

ドボン。ダイビン

グポイントはホテ

ルから 3分〜10分

位で水温も高くの

んびり観察出来て

楽しめました♪ 

夕食はホテル＆街

に出て外食，街で

露店のオバ様から

大きなマンゴーを

買い朝食に食べま

した。 

こちらに来る前

はどうなのかな？と少し心配でしたが、現地で

は感染を忘れる位安心して過ごす事が出来まし

た。今，日本は又感染が増えていますが一刻も

早く落ち着いて海外も検査無しで行かれる事を

望んでいます。       514 安部智枝  

 

マニラからバタンガスまでプライベートバン

で陸路、バタンガスからチャーターボートで宿

泊するダイビング

リゾート・ララグ

ーナビラスの前浜

に 3,4時間ほどで到

着。 

ダイビングはホ

テル前からボートにのり、１本ごとにホテルに

戻るスタイル、水温は 29℃～と暖かい。ダイビ

ングポイントまでは遠いとこでも 10分くらい。

一番近いところはホ

テルのすぐ前の Alma 

Janeというポイン

ト、貨物船が沈めら

れており船底で約

30mと少し深いけど

ツバメウオやアカヒメジなどが群れていて楽し

めた。徐々に浮上、安全停止して上がるとそこ

はホテルのすぐ前で思わず笑ってしまう。 

アフターダイブも近くの夜の街に SDC賛助会

員になったUMICLUB栗原健さんが案内してく

れました。 

27日は他の人と別れ、ひとりだけマニラに一

泊してガイドとともにマニラのイントラムロス

を観光してきました。あまりにも暑かったので

イントラムロス（16世紀スペイン人によって作

プエルト・ガレラ 
 リゾートホテルでノンビリダイビング 

2022 年 7 月 22 日〜7 月 27 日 

幹事 838 市川雅紀  レポート 参加者一同 

 

ラボックス・ラス 
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られた旧城郭都市）をちょっと見ただけでした

が、その雰囲気を味わうことができました。                 

869 渡辺泰介 

 

ミンドロ島の突き出た半島に位置するプエル

トガレラ。ヴェルデ海峡に面し複雑な海岸線か

ら様々な生物が生息しています。30以上のダイ

ビングポイントがありますが、4日間という限ら

れた日数で出会えた魚をいくつか紹介します。 

尚、ロコガイドからここで上げた種に関しての

紹介はなく、すべて私がサイト・図鑑等で同定

したものですので、コメントを含め、間違って

いる場合にはご指摘ください。 

フルリボン・ラス（雄） 

中央のライン

が途切れない

カミナリベ

ラ？ アカオ

ビでもハラス

ジでもない？ 

と探したらこ

の種でした 

ゾスター・ラス（成魚） 

クラカケベラに

似てる？でも違

う。クサビベラ

でもないし？ 

と探したらこの

種でした。 

 

 

アクシルスポット・ラス（雌） 

このベラは外国

籍だなと見た瞬

間に確信しまし

た。ホンベラ

属。 

 

 

タヌキオハグロベラ（雌） 

眼の上を通る白

いラインが特

徴。2022年 5月

に新種として登

録されました。 

 

 

タイワンスズメダイ 

沈船ポイント

の船体側面で

見られました

このポイント

にはクロリボ

ンスズメダイ

も数匹住み着

いていました 

フィリピン・クロミス 

別の沈船ポイ

ント、船体か

ら離れた中層

にて見られま

した。 

 

 

 

アンボンスズメダイ 

最初に見た時

はアドレナリ

ンが出ました

が、他のポイ

ントでもそこ

そこはいまし

た。 

 

胸鰭付け根の黄色い斑点が特徴です。 

 

アークフィン・シュリンプゴビー 

ダテハゼ属の 1

種-4と思われま

す。 

今回、普段あま

り行かない内湾

砂底ポイントに

リクエストで行

きましたが、大正解。他にも、イッポンテグ

リ、マスダオコゼ属の一種、ピクシー・コリ

ス、モンヒラベラ、タテヤマベラ、イバラタ

ツ、ミナミウシノシタ等々、宝の山でした。 

 見にくい写真で申し訳ございません。15年以

上前のキャノンコンデジのみでの撮影に限界を

感じました。       898 佐野裕之 

 

本ツアーに興味を持たれた方は 838 市川迄ご連

絡下さい。 
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 ずーっと以前から行ってみたいと思いながら実現

しなかったヘレンリーフクルーズのお誘いが3月の

龍馬号クルーズの時にあり、やっと行けると大喜び。 

 うきうきしながらコロール空港で秋野さんの出迎

えを受けたところ、その第一声が「皆さんに残念な

お知らせがあります」だった。真っ先に思いついた

ことは「海況が悪くて遠征は中止」だった。 

ところが「実はクルーたちに簡易検査キットでコ

ロナ感染の有無を調べたら3名に疑わしい検査結果

がでたので、明日、国立病院で正式検査を受けるこ

とにして、今は龍馬号を消毒中です。今晩はウエス

トプラザホテルに宿泊して明日は港からデイトリッ

プダイビングをします。」ということでした。 

少しびっくりしたがやむを得ないことなので、よ

い結果が出るようにと思いながら、1 日目（5・11）

は祥子さんのガイドでジャーマンチャネル、ブルー

コーナー、ニュードロップオフを潜った。その後ク

ルーたちの陰性が証明され、夕方龍馬号にチェック

インできた。 

1日遅れで 19:00に龍馬号はヘレンリーフに向け

て出港。夜を徹して走り続けた。 

2日目（5・12）はほぼ1日中移動だったが、午後

にブルーウオーターダイビングを体験できた。 

           

 

 

 

 

360度何も目印がない真っ青な 

海の中を漂いながら時々ライト 

に照らしだされるクラゲやプラ 

ンクトンを観察。何も目印がないので感じなかった

がかなりの流れの中を進んでいたらしい。初めての

貴重な体験だった。 

 このクルーズはほとんど毎晩夜間移動だが、寝て

いる時にかなり揺れるし、エンジン音も大きい。ク

ルーズに慣れていない人は少しつらいこともあるか

もしれないが、思っていたより海は荒れていなくて

ほっとした。 

3日目（5・13）は予定を変更してプルアナ島で潜

ることになったが、流れに逆らって走るので船足が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遅く、ランチが済んでからやっと到着して初めてダ

イビング2本をすることができた。 

コロールから400㎞以上離れた海の中はサンゴの

様子も変わっていた。薄ピンクのチジミトゲトサカ

サンゴが広がる様子はまるで吉野の千本桜を眺めて

いるような気がして、ほれぼれとみとれてしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エダサンゴ群落にスズメダイ群れなど、一見穏やか

な水中なのに、流れが複雑で浮上中には何度かダウ

ンカレントにひっぱられたり、水面に出てみたらラ

ンドリーマシンの中でぐるぐると体が勝手にまわっ

ていたり、と面白いような怖いような海だった。 

        パラオ共和国は広い！ヘレンリーフクルーズ 

2022年 5月 10日～5月 18日 

レポート 172 島尾 愛子 
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ダイビング後にプルアナ島に上陸して島の人々の暮

らしを少しみせてもらった。子供たちは何処でも元

気で楽しそうに遊んでいた。 

 

 

 

 

 

 

 3日目（5・14）はいよいよヘレン島周辺でダイビ

ング。パラオ共和国の国境近くに位置し、インドネ

シア、パプアニューギニアがすぐそこといった感じ

です。そのせいか見られる魚が少し違っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カクレクマノミがコロール地域にはいないというこ

とを聞いてびっくりしたが、それ以外にもインドネ

シアやパプアニューギニアによくいるマクロ系の魚

たちがいて、海の生物たちには国境はない事を痛感

した。下のほうに大きなタマカイが悠々と泳いでい

るかと思えば、いきなりギンガメアジ群れが寄って

きて私の周りをぐるぐる回りだしたり、魚たちの動

きがいつもと違う。 

 

 

 

 

 

 

ヘレンリーフのインリーフに入る水路にはとてもき

れいなホワイトサンドが続いていてじっと寝そべっ

ているとカスミアジ、ツムブリ、オオメカマス、バ

ラクーダなどがざわざわと寄ってくる。外洋ポイン

トのせいか、グレイリーフシャーク、シルバーチッ

プシャークによく出会うようになった。特にシルバ

ーチップシャークは潜るたびにいる。 

１本目が終わってからそのままヘレン島に上陸して

3種類のアジサシ（クロアジサシ、セグロアジサシ、

ベンガルアジサシ）の営巣地を観察。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘレン島はサンゴの密猟を取り締まるレンジャーの

みが常駐しているが、実は存続の危機に面している。 

ひょっとしたら水没して消滅してしまうかもしれな

いというカウントダウンがはじまっている。自然に

任せるか、人工物で島を固めるかという悩ましい選

択に迫られているらしい。アジサシたちの楽園はど

うなるのだろうか。 

 4日目(5・15)はメリル島に移動して終日、4本の

ダイビングをした。メリルの魚たちは人懐こいとい

うか、好奇心旺盛というか、ロウニンアジ、カッポ

レ、ツムブリなどが私たちの周りをウロウロ。シル

バーチップシャークもよく見かける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてとても特徴的な景観として、壁がウミブドウ

の群生に覆われていることだった。緑色のウミブド

ウと点在するピンクのイソバナが作り出す景色は初

めて見る興味深いものだった。海の中の緑の草原。 
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ウメイロモドキやクマザサハナムロ、タカサゴ系魚

の群れも多く、秋野さんが出す音に反応して群れで

右に左に動きまわるのも面白かった。 

 

 

 

 

 

 

 

パプアニューギニアが近いのでホワイトボンネット

と云うクマノミのハイブリッド種もいたりして本当

に興味深い地域といえる。 

ツムブリがわぁーっと寄ってきてまかれることは

時々あるが、ギンガメアジ、カスミアジなどが寄っ

てきて同じような動きをするのがちょっと変わって

いる。 

棚上のサンゴにはアカネハナゴイ、バートレットア

ンティアス、ハナダイダマシなどが群れをなしてい

てあまり色彩がなかった水中が華やかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

満月で大潮周りでもあって、潮の流れがとても複雑

でエントリーしたら予定の流れと反対だったりして

1本のダイビングで 3回もやりなおしたこともあっ

たが、安全なダイビングを第一に考えてくれている

という安心感にもつながった。 

安全停止中も時々自分の泡が妙な動きをすることが

ある。軽いダウンカレントが発生しているのではな

いかと、完全にエキジットするまで気が抜けないと

思ったこともしばしばあった。 

 油断ができないダイビングポイントではあったが

クルーズ中では一番面白いダイビングだった。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

5日目（5・16）は朝 5:30にPCR検査を受けてソ

ンソロール島に上陸して島内を散策。住民も多く 

小学校もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソンソロール島の海は流れが速く、リーフを左に見

ながらひたすら流されていった。プルアナ島に近い

からか壁は薄ピンクのチジミトゲトサカサンゴに 

        覆われていてまるで満開の桜の                            

        山を見ているようだった。 

        1 本のダイビング後、船はマラカ

ルに向けて移動をはじめた。夜間

移動も含めて1日中走り続けて翌

5・17 の 7:00 にマラカル港に到

着。 

        9:00に国立病院で PCR検査を受

けて全員陰性、帰国の途に就いた。 

飛行機便のスケジュールが大幅に変更されているせ 

いでグアムで 8時間のトランジットとなり、ラウン 

ジも空いてなくて最後に本当に疲れた。 

行くのが大変な割にはそれほどでもないという評

判だったが、百聞は一見に如かずと言われるように

とても興味深い海と島々が待っていた。毎年５～6

月の海況が穏やかな時に催行される。お薦めです。 

成田空港での通過時間は大幅に短縮され1時間半

で帰国スタンプをもらうことができた。少しずつい

ろんなことが進歩していくようでうれしかった。

「MySOS」アプリは必須アイテムです。 
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 新型コロナウイルス感染が広まって以来、安心し

て行ける国内ポイントとして奄美大島に出かける事

が増えた。今年はミステリーサークルにターゲット

を絞って月齢カレンダーを参考にしてダイビングの

日程を決めてみた。 

 まず１本目はチェックダイブを兼ねてサンゴの群

生が素晴らしい「サンゴジャングルニアサイド」。 

ダイブスピーシーズ奄美の諏訪さんはポイントの状

況を実によく把握していて 1時間近く潜っていて 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほとんどブリーフィング通りの水中を見せてくれて 

感動した。 

奄美大島のミステリーサークルは南部の「清水」

が有名だが、北部の「バベル」でも少し小型だが 

毎年ミステリーサークルがいくつかみられる。 

1日 3ダイブをしたが、毎日 1回は「バベル」に潜

ってミステリーサークルを訪問した。 

8 日は小潮だったが、完成まで 6 割のサークルに出

会った。11日には完成間近のサークルで産卵床 

                             

 

 

 

 

 

 

作りに励むアマミホシゾラフグをじっくりと観察す

ることができた。しかし、水深が－30m なので

DECOが出ないように、ダイコンを時々チェックす

ることが大事だ。ギリギリのところで浅い所に移動

してサンゴが広がる景色を楽しんだりマクロ系生物 

 

を探しながら窒素抜きをして過ごした。 

 

            

 

 

 

 

綺麗に縁どられたサークルの真ん中にきれいな模様

ができると完成だ。最終日の 12日（中潮）にはサー

クルの真ん中に卵が産み付けられ、砂とかき混ぜら

れていた。きっと夜明け前に産卵が行われたのだろ

う。ペアリングしているアマミホシゾラフグを見る

ことはできなかったが満腹感一杯のダイビングツア

ーだった。 

 マクロ系でもフィコカリスシムランスは繊細です

ごかった。まるで海草だけど、れっきとしたエビで

す。せめてミラーレスだったらもっとすごい写真が

撮れたことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美大島名瀬には小さな居酒屋が沢山あるがいつも

賑わっていて予約なしでは入れない所ばかりだった。 

奄美大島と云えば鶏飯だが、一番のお気に入りは 

油ソーメンで、普通は締めに食べるが、つまみとお

酒でお腹が一杯になる前に注文するのが私の定番。 

       奄美大島 北部  ミステリーサークルを極める 

               2022年 7月 7日～13日 

                 レポート 172 島尾愛子 

 

 

 

    

 

2022年 7月7日～13日 

レポート 172 島尾愛子 
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今年の宮古島は 5月に晴れた日はなんと 4日間だ

け。私達のツアーは 2 日間は晴れていたので、何と

ラッキーなツアーでした。 

到着日 雨 

26 日 ダイビング 1 日目 雨  

チェックダイブからハナゴイ、ウメイロの群れ 

マグロの様な大きなロウニンアジがグルグル 

宮古島は山も川も無いので、海に泥が入ってきませ

ん。雨でも海の透明度はとても良く、陸で雨が降っ

ているのは海の中では感じません。 

27 日 ダイビング 2 日目 雨 少々うねりあり 

この日も透明度は良く希望者は 3 本潜りました。 

地上は雨でも地形の穴から優しい光が差し込んで癒

されました。 

 

 

28 日 ダイビング 3 日目 曇り後晴れ 

昨晩は雷、集中豪雨の様な激しい雨。 

少し出発時間をずらしたら何とお日様が出てきてく

れました。 

今回は林様 1000 本 玉村様 900 本 という記念ダ

イブにご一緒させていただきました。 

29 日 最終日 晴れ  

この日はバスに乗り込み市内観光です。 

憧れのハワイ航路を歌いながら気分は小学生の遠足

の様、伊良部大橋を渡って伊良部島へ、晴れている

ので海の色、空の色がとてもきれいでした。 

 

 

 

 

5 年後には国有地の無料農地が民間に払い下げら

れ大リゾート地になりそうです。 

どこかの国に買占められなければ良いのだがと思う

のは私だけでしょうか？ 

漁協レストラン「おーばんまい食堂」の八重山そ

ば今迄食べた中で一番美味しかったです。お刺身も

超新鮮でした。 

 

クラブアズールの杉田さんがシニアの苦手部分を

連絡してくださったお陰でしょう。 

ダイブキッズは宮古島でも老舗のダイブショップ 

エントリーも優しくみてくださり、タンク交換、エ

キジット時は BC を引き上げてくださり 

シニアにとって海外と変わらぬ対応をしてください

ました。 

宮古島ツアー６日間 
2022 年 5 月 25 日～30 日 

幹事 440 石川 勝 レポート 632 遠藤秀子 733 林 賢子 
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お昼ご飯もボートの上で作ってくださり、とても美

味しかったです。 

ホテルも居酒屋街から歩いて 5 分。夜は少人数グル

ープに分かれて毎晩違う居酒屋へ。 

何処も美味しい居酒屋巡りでした。 

ツアーを企画してくださった石川様、アズールの

杉田様、ダイブキッズのスタッフの皆様、有難うご

ざいました。          632 遠藤秀子 

 

 つい数年前のダイビングでは「5日間 14DV」なん

て当たり前だったのに、潜ることすら覚束無いので

はと思える日々の中、宮古島に誘われました。 

メンバーは多分昔のご常連達！だから顔を見る

だけでもと参加。生憎今年の沖縄は雨がしとしとと

降り続き、こんな天気は未経験と現地の人も嘆く中、

3 日間のダイビングはしとしと雨の中、風向きの関

係から、伊良部島周辺を 7ポイント潜りました。 

沖縄の海は、日本の海！力強くて男っぽい。しか

も洞窟とか地形が絡んで、そこにロウニンアジが突

然出て来たり、結構拍手モノの連続でした。 

 

夕食は過密を避ける為に、お酒組と食べる組に分

かれ楽しみましたが、やはり、皆でわいわいが一番

です。それが残念と言えば残念。 

 

最終日は夏日を思わせる天気になり、1 人 2 席の

観光バスで、宮古観光です。宮古島と伊良部島を結

ぶ伊良部大橋を渡り、昨日まで海から眺めた伊良部

島を陸から海を眺めました。 

 

 

20 数年前、まだ 20 本位の経験の時、宮古に来ま

したが、こんなに素晴らしい橋が架かるなど想像も

出来ず、こんなに観光地化もしていなかった気がし

ます。橋ができ、現地の方たちには喜ばしいことで

しょうが、ちょっと残念な気もします。 

宮古の雨は、私達が寝静まったころ、大雨となり、

あちこち被害を出したようです。 

いつものメンバーでいつものように楽しくて楽

しくてたまらないダイビングでした。 

733 林 賢子 

 

参加者 

123 河村啓子  146 佐竹綾子  231 原 勝代 

302 福田孝子  415 加藤京子  440 石川 勝 

627 小澤ユリ子 632 遠藤秀子  653 吉川富美子  

654 田谷千衣子 680 玉村 馨  721 鈴木 誠  

733 林 賢子   792 長谷川實   796 田口清美  

817 船山浩志 （以上 16名） 
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アジアコショウダイム筋始まりは 

 

 

 

 

 

始まりは 1 枚の写真、今まで見たことのない

幻想的な場面、それは薩摩硫黄島から流れ出て

いる硫黄の下での写真でした。 

ぜひ行きたいと、方法をいろいろ模索したと

ころ、縁ある屋久島のショップから日帰り遠征

できることが分かりました。サンゴの産卵の予

想日も HPに掲載されていて、産卵を見たいとい

う友人と「サンゴの産卵」と「水中オーロラ」

をメインに初めての屋久島ツアーを計画、ショ

ップの希望でメンバーは 6 名、ダイビング最終

日はトレッキング組と 2 チームに分かれました。 

残念ながら海況が悪く「水中オーロラ」はお

預け？となってしまいましたが、印象的なサン

ゴの産卵をはじめ初体験がいっぱいの屋久島ツ

アーとなりました。      302 福田孝子 

 

1 年ぶりの初屋久島ダイビングである。海峡は

風が強く、外洋は無理とのこと。ダイビングは 4

日間共湾内のタンク

下、宮の前沖、漁礁

を毎日潜った。 1

日目の 3 本目ナイ

ト、待望のオオハナ

ガタサンゴの産卵狙

い、          

サンセットで

明るめのエン

トリー、10 分

程待っている

とチョウチョ

ウウオがバチバチ騒ぎだし、いよいよ産卵かと

興奮する。サンゴの口から白い卵が噴出、チョ

ウチョウウオが飛びつき、バチバチ音を立てて

食べている。辺りがピンク色の花に染まり、舞

い上がっている。その数、何万、何十万、もっ

ともっとか。時を忘れるほど続き圧巻だった。

イントラ大地さんの貴重なデ－タ－の結果、産

卵日ドンピシャであったと感心。運を使い果た

したような気分。翌日からは、ワイド、マクロ

が豊富で飽きることなく遊ばせてもらった。 

ムスジ、ヨスジ、アジアコショウダイ、カゴ

カキダイの群れ、ヘリコプター残骸ポイントで

はスカシテンジクダイとアザハタ、アカハタの

コラボが美しく撮っていて惚れ惚れ、ツバメウ

オの群れ等々、マクロも豊富でマツカサウオの

幼魚、ミナミハコフグ、タテジマキンチャクダ

イの幼魚、ホタテツノハゼ、ガーデンイ－ル

等々。雨が降った割には透明度も良く、屋久島

特有の緑多いお陰なのかと。屋久島は初めてだ

ったにもかかわらずサンゴの産卵も初で大感激

し、大満足のダイビングを味わいました。 

ありがとうございました。  572阿部千衣子 

（写真提供 鈴木・福田・阿部） 

屋久島欲張りツアー 
  

2022 年 7 月 18 日〜7 月 23 日 

   幹事 302  福田孝子         レポート  ツアー参加者 

 

by Fukuda 
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ダイビング最終日は海と山チームに分かれ、

３名で専属ガイド（屋久島エコツアーガイドの

和田さん）をお願いして白谷雲水峡のトレッキ

ングに参加しました。なんと 65歳以上は専属ガ

イドが推奨され、ダイビングよりハードル高

し！です。 

宿がある宮之浦から入口まで車で 30分、標高

差 200M余りの「もののけ

姫」の舞台となった「苔む

す森」を目指します。途中

のサツキ吊橋から足場の悪

い本格的登山道、楠川の

清々しいせせらぎを聞きな

がら、屋久杉等の原生林や

シダや苔に覆われた世界遺

産の森を進みます。朝方の

雨も上がり、原生林や周囲

の苔の緑が一層美しく映

え、幽玄な世界に感動！で

した。途中冷たい湧き水で

水分補給、白谷小屋で昼

食、後は１時間半で登山口

迄戻りました。屋久島の山

も本当に素晴らしい！！   

    653 吉川富美子 

ツアー最終日、元気なシニアは、飛行機の時

間まで有効に使おうとジャンボタクシーをチャ

ーターして観光。まず、海と森のガイドさんに

勧められた大川の滝へ。連日の雨で水量豊富で、

華厳の滝と竜頭の滝が並んでいるようで迫力満

点。自信たっぷり強気、でも面倒見の良い運転

手さんは、樹齢３００年を超える「精霊が宿る」

という中間ガジュマル、巨大な１枚岩に流れ落

ちる千尋の滝と次々と案内し、シニア女子相手

にインスタ映えしそうな面白写真を撮ってくれ

た。最後に地元のスーパーとトビウオ薩摩揚げ

販売所でお買い物。 

車内ではおしゃべりと笑いで心和み、滝では

マイナスイオンをたっぷり浴び、心身共に若返

って、空港に到着。とっても楽しい４時間観光

でした。          469 武田美砂子 

 

屋久島は海も山も魅力的。でも今回はそれよ

り何より SDCのメンバーに会いたかったので参

加。一杯遊びましたーー！  758 若佐 勢 

  

「潜り屋」の大地さんとツアー参加者 

by Fukuda 
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302 福田孝子  469 武田美砂子 

572 阿部千衣子 646 鈴木麗子 

653 吉川富美子 758 若佐 勢 

 



 

 

 

 

 

 

タヒチのボラボラじゃないのでお間違いなく(^-^; 

バラバラ石垣島ツアーでございます。 

集合時間も集合場所もなく、島に行く飛行機もバラ

バラ 宿もバラバラ 滞在期間もバラバラ もちろ

ん帰りの飛行機もバラバラ…  唯一共通するのは

「石垣島さうすぽいんとで一緒に潜る！」こと。 

５月末にサイボウズ掲示板に「石垣島へお誘い」と

投稿し、「行く～」と手を挙げた女性３名と男性１

名とで計５名のツアー結成(^^)/ 

ツアーと言っても、私が行く６/２９～７/７の間に

都合の良い日に来て一緒に潜ろうということで、参

加者各自ご自分の都合に合わせて飛行機・宿・ショ

ップの手配をしてもらいます。全員２９日の出発に

なりましたが、５人が４通りの島入りで宿も別なの

で全員の顔合わせは、翌３０日朝 ショップで「ヨ

ロシク」のご挨拶。そしたらもう仲間です♪ 

初日に台風発生のニュース！心配したが、幸いなこ

とに台風は本島に向かい石垣島では無風状態で海も

穏やかで石垣の海を楽しみました。 

★５人の参加者の楽しみ方 

Ａさん…３日潜って お仕事現役で翌日お帰り 

Ｂさん…３日潜って、翌日は久米島に移動し Div．   

Ｃさん…５日潜って翌日は竹富島観光してお帰り 

Ｄ(私)…７日潜って９日目にお帰り 

Ｅさん…８日潜って 600本達成し 10日目にお帰り 

 

リーダーとは名ばかりで、飛行機も宿も手配しませ

ん。「一緒に潜ろう」と声掛けしただけで、参加者

は自分で自分の手配をしてもらいます。 

ま、“お一人様ダイビング旅行”の５人が現地で一

緒になったようなものです。でもそんな自由気まま

なツアーがあってよろしいのではありませんか？ 

 

 

  

バラバラ石垣島ツアー 
自主自立！ オトナ(爺婆)のツアー 

2022 年６月 29 日〜７月8 日 

幹事  124 髙木元子 レポート 参加者みんな 

しかし、いくつか失敗も... 

誤算① 宿が別々でも夕飯は一緒に♪ 

コロナの影響か？現地の数少ない飲食店が予約制と

なり、予約が取れない((+_+)) 日曜日は定休日が

多い… auの障害で互いに連絡もとれず、結局１

回も宴会 否、夕食を共に出来ませんでした。 

誤算② レンタカーがあるさ♪ 

私はいつも滞在中は格安レンタカーを借りているの

です。 なので、夕食はどこへでも繰り出せると思

っていたのですが、レンタカー(足)が無い！ 

あんなにあった格安レンタカーが無い！いつも１日

3,000 円ほどだったのが 20,000円 22,000 円の料金

にびっくり。この料金では、たとえ車があっても年

金生活者には滞在中借り切る事は出来ません。 

誤算③ 近くに店がある♪ 

ショップの近くに少しの食料品を売っている商店が

あるので飲食店が休みでも大丈夫と思ってたら、臨

時休業ばかり（開店してたのは滞在中２日だけ！) 

誤算④ 観光客相手のハンバーガー屋等がある♪ 

観光客相手の屋台のような店がいくつかあるので食

うには困らないと思ったら…営業時間はどこも 16

時で閉店((+_+)) 

 

夕食は宿にあるではないか？とお思いの皆様、ここ

の宿は夕食の無い所が多いのと、近くのホテルでさ

えコロナで厨房スタッフが居らず客は外で食べるこ

とになり我等と予約の争奪戦です。 

そんなこんなで食事難民になるところでした。 

コロナの影響が無くなれば元に戻るかもしれません

が、「今まで通り」が通用しなくなっています。現地

の最新情報を得て出発しましょう。(←当たり前か) 

                           124 高木元子 

バラバラの 5 人が揃った唯一の記念写真 
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1番興奮したのがゴマモンガラ幼魚。う～ん、可愛

い・・・くない。将来の悪役の素質充分。 

次に興奮したのが、大好きなミルククラウンホヤ

（通称）です。石垣でも見れるとは。 

              378 西村麻美 

 

きらりと光る銀と黒のしましまボディはかっこい

いなあとウミヘビの写真を撮っていた。けれど、毎

回登場するので飽きてしまった。 

そこで、一人でじっくりと見ていたいからと宣言

して、念願のチンアナゴをリクエスト。そうっとそ

うっとほふく前進して接近し、しばらく待つと、出

てきた出てきた。チャンス到来、シャッターをきっ

た瞬間、なんとウミヘビがチンアナゴちゃんの頭上

にひらひらと登場。可愛いチンアナゴちゃんは、び

っくりして引っ込んじゃった。 

ウミヘビめおまえなんか、２度と撮らないぞ！ 

  

 

469  武田美砂子 

コマチコシオリエビ、名前に「エビ」が付くが「カ

ニ」に似ている。でもエビでもカニでもないらしい。

共生するウミシダの色に似せて変化するから不思議

です。海の中は奥が深い・・・・・ 

 

夕焼けを見ながらオリオンビールを飲む時間も最

高！！海面に空が映る。刻々と変わる雲。このゆっ

くり流れる時間が好き。 

 

121 河村喜美江 

  

サイボウズ掲示板の高木さんの書き込みに応じて

申し込み。でも互いに送ったメールが届かず、サイ

ボウズで結局、問い合わせ。メールアドレスをよく

見ると１文字間違ってました。互いに送ったメール

アドレスは誰かが使っていたアドレスだったようで 

まあ、こうゆうこともあるのですね。 

 日程はANAの特典航空券が取れる日にしたが、

予約が遅かったせいで、結局一番長い 9泊 10 日に

なってしまいました。宿はサウスポイントに近い公

園茶屋で２食付き 6,000 円と安くて助かりまし

た。この宿は公園の展望台のすぐ近くで散歩に最適

でした。２階から行ける屋上があり、深夜に夜空を

楽しめることができました。今回は趣味のアマチュ

ア無線の運用も目的としていましたので、屋上にア

ンテナを設置しましたが、コンデションが悪く交信

がほとんどできなかったのが残念でした。 

 肝心のダイビングは私たちが行く前に降雨が多か

ったとかで、濁っているポイントが多いのと台風と

かの影響でダイビングポイントの制約がありました

が十分楽しむことができました。 

869 渡辺泰介 
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初めて屋久島へ行ったのは 8年前。 

目的はジョーフィッシュのハッチアウト狙い 

でした。しかしダイビングの目的は達したものの悪

天候で帰りの午前中の便が全て欠航。当時は欠航の

便ごとに鹿児島空港で乗り継ぎの全日空へ欠航証明

書を FAXで送らねばならずこれに懲りて高速船やフ

ェリー屋久島２、フェリーはいびすかす等で来島し

ました。 

今回は車に荷物を山ほど積んで鹿児島港へ。 

フェリー屋久島２で屋久島に上陸です。 

ラムサール条約に登録された永田浜では立ち入りが

できる朝５時からアカウミガメの穴掘りや産卵の観

察が出来ました。 

クリオネの仲間のクリイロハダカカメガイ。 

泳ぎ方もクリオネそっくり。 

触手には毒はないとのこと。 

黒潮の天使になるのかな。 

屋久島ではレアなウロコマツカサ。 

下顎の先端が薄く光ることが知られていて 

ライトを消して観察しましたが 

観察は叶わず次の出会いに期待。 

早朝の産卵を終え海に戻るアカウミガメからは虹色

のオーラが伝わってきました。 

後ろ足で丁寧に砂を掴み３度目の穴を作っていまし

たが疲れ果て日も高くなってきた為途中でやめて海

に帰って行きました。 

北半球で最多のアカウミガメが産卵する屋久島です

が産卵後は沖に出てしまうのでダイビングで出会う

のはレア。ゼロ戦ポイントのレアな光景にダイバー

が交代で撮影会となりました。 
 

 屋久島 
 コブシメとサンゴとウミガメと 

2022 年 6 月 18 日〜6 月 23日 

       レポート 687  林 保男 
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コブシメのスプリットカラー。 

交接中にライバルのオスが割って入ろうと 

やってきました。 

この為ライバルに向けて体の半分を威嚇。 

残り半分をメスへの求愛カラーに変化。 

 

エキジット間近にオス同士の大喧嘩に 

遭遇しました。 

短時間の喧嘩はダイビング中に何度も散見されます

が長くなるとそれはプロレスそのものでした。 

「ヘッドロック」「エルボー」「バック 

ドロップ」「三角締め」「スープレックス」 

等々迫力満点なんでもありの１本勝負。 

「かかってこいや」「やるのかコラ」の 

 やりとりも聞こえてきた気がしました。 

 

ナイトではハッチアウト直後の赤ちゃんを 

撮ることが出来ました。そして・・・。 

なんとコブシメのハッチアウト撮影中に 

想定外のサンゴの大産卵。 

１ダイブで２度のおいしい思い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「６月の屋久島」の動画版が 

無料で視聴できるQRコードです。   

 

① スマホをカメラモードにする 

 

② QRコードを読み取りDropboxを出す。 

 

③「またはウエブ版の利用を継続」 

 （一番下）をクリックでOK。 

 

④是非拡大にしてお楽しみください。 

 （2022/12/31迄）  
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柏島に初挑戦 

仕事を引き継ぐ相手がコロナに感染してしまい５

日間ほどやる仕事がなくなってしまいました。 

関西S D Cの呑和会の席上ででた柏島の話題を思い

出し柏島に行くことを決意、S D Cの先輩から勧め

られたお店を予約、ところがそのショップのスタッ

フがコロナ感染、そして、そのショップのご紹介で

アクアスというショップで潜ることができました。

仲の良い夫婦が美味しい料理と素晴らしいガイドを

してくれました。 

私はどちらかと言うとワイド派で大物・群れを追

いかけるスタイルですがマクロも素敵だと言うこと

を柏島で再認識、マクロもいいですね。 

 

柏島ではハゼの種類が多くアケボノハゼは他よりも

大きかったように感じました。また、季節外れらし

いですがイカの産卵、と同じく孵化する場面にも遭

遇し幸運でした。 

 

 

 

柏島では子供たちが黒潮実感センターで海の素晴

らしさを体験する授業を行なっており、本マグロの

養殖場もある素朴な素晴らしい場所でした。 

そこに、サッカー元日本代表の前園真聖さんのN 

H K「四国ともたび」の撮影がなされ、同じく元代

表の城選手が柏島でシュノーケリングを楽しむ様子

が撮影されておりました。 

 

四国と言えば、弘法大師のお遍路さんですが、誕

生 1250 年とのこと。１番から８８番までの全行程

は 1200 キロだそうで私は大阪の自家用車で愛媛の

知人宅、柏島、日本一の清流と言われている仁淀川、

そして徳島の友人宅で初の阿波踊り見学し 1200 キ

ロを走破しました。 

柏島の海は阿波踊り同様、「潜らにゃソンソン」で

した。(ダイビングは 8/9、10の 2日間) 

 

四国・柏島 
四国 1,200キロ走破 

2022年 8月 8日～8月 12日 

レポート 924 阿部公一 
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406立木博信さんが 6月 18日逝去されました。 

いつかはくるであろう別れですが・・・突然のこと

と大きな柱・支えを失った気持ちで言葉にはなりま

せん。 

1 年半ほど前からご病気と闘っておられたようです。

このコロナ禍でお会いすることも叶わないまま永眠

されました。 

立木さんとお会いできたこと、ご一緒できたこと

を嬉しく思います。ご一緒に過ごせた時間を懐かし

く思い出します。歯に衣を着せぬ物言い、楽しい・

面白い思い出、色々な思いが駆け巡ります。感謝の

気持ちと残念で淋しい思いでいっぱいです。 

振り返りますと、2020年 2月のボホールツアーでご

一緒したのが最後となりました。呑和会もコロナ禍

で開催できずにいましたが、今年初の呑和会開催の

ご案内を差し上げてから、4 月に思いがけずお電話

を頂き、そのときはそんな重いご病気とも知らず、

お声にはまだ元気がありましたが、お会いする機会

もなく、最後のお声となりました。 

関西地区の発展に大きく貢献していただきました。

そして、私も励まされ頑張ることが出来ました。そ

のお陰で今の関西地区があります。 

立木さんを悼み、心からご冥福をお祈りいたしま

す。 

 

 

 

2020.2 

ボホール

ツアーで

の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7月 11日、江藤さんの奥様から電話があり 9日に

亡くなったことを知りました。1ケ月前の 6月 11日

にメールで、「抗がん剤の治療が進み、手術でがん細

胞を切除できる可能性が見える所まで来ました。早

くダイビングや飲み会が楽しめるように頑張りたい

と思います。」と朗報があったばかりでした。会報

92 号に投稿されたように、股関節の手術は成功し、

まだまだ一緒に潜って呑んで語り合う機会が多くあ

ると思っていたので、あまりに突然の訃報はまこと

に残念という思いしかありません。 

江藤さんは、2009年に当時会長兼広報担当だった

私から広報を引き継いでもらい、その後副会長兼務

となり会報の全紙カラー化と会報制作費の大幅削減

を実現しました、またクラブ運営の安定化のために

行われた規約改定を担当・実施しました。2018年に

私が会長引退の意向を伝えたところ、ＳＤＣ創立 25

周年記念事業を終わらせて、私も一緒に引退します

と言われ、実行委員長として、2019年 1月の新年会

で記念事業の指揮をとり、6 月の総会で私と一緒に

引退されました。 

江藤さんはハーネスの時代から潜っていたダイバ

ーです。返還前の沖縄の海のサンゴの美しさを知っ

ていて、ＳＤＣに「サンゴの森」というサンゴを植

え付ける同好会を立ち上げて、毎年ツアーを実施、

更に町田市の「まちカフェ」に出展してサンゴの現

状を知ってもらう活動をされました。 

 個人的なお付き合いとしては、5，6年前から我が

家で行っていた会食会に、よくコストコの鶏の丸焼

きを持参して参加してくれました。 

想い出はまだ色々ありますが、一緒できて良かった。 

立木博信さんを偲んで 

        306 宮本節子 

江藤征雄さんの想い出 

        005 大隅楠夫 
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5月 18日久々の釣り同好会が開催されました。場

所は千葉県金谷漁港から出船した東京湾内で、目標

はクロダイです。参加者は 10 名で内 8 名は道具、

仕掛けともレンタルでお任せ釣行です。仕掛けはサ

ビキ釣りで、3 本針の一番先頭に餌用のオキアミを

つけ、コマセ籠にオキアミのコマセを入れます。魚

探を見ながら目的場所に到着すると、船長から深さ

の指示があり、皆一斉に海中に仕掛けを投入します。 

目的の深さになったら竿を大きく振ってコマセを撒

き、暫くすると手元にブルルンと当たりがきます。

ゆっくりと引き上げると30～40cmの大きなアジが

掛かっています。アジの口は弱いので、隣の人にお

願いして玉網（タモ）ですくい上げて収穫です。皆

さんそれぞれに釣果をあげて意気揚々と帰途につき

ました。目的のクロダイは遂に誰もゲット出来ませ

んでしたが、魚屋に出しても良いぐらいに立派なア

ジが釣れました。帰宅後、サシミ、タタキ、ナメロ

ウ、酢ジメ等々、数日間アジを堪能しました。                     

544海老原 新 

人生初大漁～ 

釣りが 3回目で、大きな船で初めて挑戦しまし

た。師匠は堺さんで、リールの使い方からこませの

入れ方から丁寧に教えていただきました。ありがと

うございました。終わる頃には、すっかり？釣り人

になり、人生初の大漁にびっくりし、釣りにはまっ

てしまった感じです。  

エピソード 1   

船長さんが「かご、かごを持って、かご」とアナウ

ンス、私はあわてて、船上にかご？どれどれと(籠)

を探していると、師匠が「こませの入れ物だよ」

と・・・笑い 

エピソード 2   

私は急に不規則に動くものが苦手(特に蝉)で、最初

は魚を掴むことが苦手でしたが、師匠の「魚を掴め

なきゃだめでしょ・・」の言葉に私は強くなりまし

た。毎回タオルでしっかり掴み、「ごめんね、ごめ

んね(u字工事ののりで)」と言いながら、肩に力が

入り汗をかきやり、釣りで一番疲れた場面でした。 

エピソード 3  

師匠が「餌は真っ直ぐになるようにつけた方が回ら

なくていいよ」と。直して再開すると・・・なんと

クロダイがかかりました。水面で「クロダイ、クロ

ダイ、今までは余興」師匠が「笑顔笑顔ゆっくりゆ

っくり」と。網を構える師匠、丁寧に引き揚げよう

とする私、とまさに網に入ろうとする瞬間に・・パ

ラリ・・あああ 針をとられて逃げられました。

「跳ね返ったね❗顔を見たからいいじゃない。

ね。」と最後迄寛大な堺師匠でした。最後に師匠が

疲れたとおっしゃっていたので我々がお世話にな

り、すみませんでした。でも師匠のおかげで、釣り

人が一人増えるかもしれません。とてもいい経験が

できました。幹事の和田さんを含め、他の皆様あり

がとうございました。追伸→鯵はほとんどが雌で

卵があり卵のあるあたりの骨が鋭く長くなっていた

のを発見し、感動。卵は美味しくいただきました。

自分で釣った魚は捌くことも嫌にならないのは発見

でした。            896 渡邊善江             

 

東京湾は不思議なところ 

東京湾の釣りのお誘いうれしかった。密を避けて

ストレスも解消できて超満足な釣果で家族友人も大

喜び。幹事さん皆さんありがとうございました。素

人で迷惑ばかりかけるのに申し訳なかっです。 

釣りのだいご味クロダイには出会えなかったけれ

ど、そこもののカサゴは高級魚。また瀬戸内育ちの

私でさえ巡り合ったことのなかった子持ちの立派な

鯵。釣ったとたんよだれがでました。船頭さんのイ

エローカード、船を釣り、お祭りをし、3ｍの加減

ができず見たことない藻と出会い、終盤、和田さん

からお叱りご指導を受けて後の１時間で坊主をまぬ

がれた。 

和田さんお礼は海中でお返しします、きっと。 

羽田からバスで木更津へ。浜金谷までの車中で終点

まで行くという女性と盛り上がった。大阪のおばち

ゃんはトラ柄だろ。着てるんだったら見せてと言わ

れたり、時間があったら終点までおいでおみやげあ

げるからと誘われたり。あめちゃんもらったし、お

菓子もくれたし、千葉弁、初めて聞いたし。楽しい

一時でした。東京湾は曇りでなぎ。なにげに、左太

ももにあざを作ったのか、わからん。歳か？ 

命の洗濯ってこういうことやなあと感謝感謝の遠出

でした。            842 神﨑美治                        

 金谷 クロダイ狙い 
 2022年 5月 17日〜18日 

  幹事 591 和田美代子 レポート 釣り同好会参加者 
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釣り同好会に入っているというのがはばかれるほ

ど釣りについてはど素人。金谷での釣りは数年前に

参加したカマス釣り以来の２度目です。カマス釣り

のときは退会された新山さんが手取り足取り世話を

してくれました。今回は堺師匠が渡邊さんと私の間

に入ってくれて両方の世話で、堺さんの釣りのじゃ

まばかり。レンタルのリールはスピニングで当然メ

ーターなしで糸に色分けがしてあり船長はその説明

をして、何メータに餌を下ろせとかさかんに指示し

ますが、とても難しい。隣にいた堺さんがそれを見

かねて持っていたカウンタ付きリールと交換してく

れたので、その後は狙った深さに餌を下ろすことが

できて、30～40cmのアジ８匹の成果を上げること

ができました。 

帰りにかじか旅館で風呂に入って、生ビールを飲

んで酔って玄関で荷物整理したせいで釣りの時来て

いた服を置き忘れて宅配で送ってもらうというおま

けがつきました。        869 渡辺泰介 

 

5月 17日 前夜の宴会 

  

5月 18日釣り終了後の記念撮影 

参加者 10名 

356  栗本はるみ  472 高木忠雄 

544 海老原 新  591  和田美代子 

631  森川正明   668  川瀬和恵 

725 堺 孝興   842  神埼美治   

869  渡辺泰介   896 渡邊善江 

多摩・武蔵野ご近所の会 

2022年８月１日 
高尾山ビヤガーデン 幹事 427木村満男 

 

多摩・武蔵野ご近所会が発足したのが 2011年 11

月 12日調布で第１回発足飲み会＆カラオケでし

た。幹事は私と今年 7月に突然他界された 648江

藤さんでした。コロナ禍でしたが3年振りに第 20

回目の行事を開

催しました。下

界は猛暑の中、

高尾山散策とビ

ヤガーデンで暑

気払いと彼への

献杯と飲み会で

した。散策には

初参加の 925福

江さん、遥々横須賀から参加の 713福間さんも含

め 7名で、午後 1時に京王線高尾山口駅改札口に

集まり、往路はリフ

トでのんびり緑のそ

よ風に吹かれながら

8合目近くまで一気

に上がり、そこから

高尾山山頂へ吊橋を

渡る 4号路トレッキ

ングルートを歩きま

した。下界は猛暑で

も樹木とそよ風で涼

しい散策路をへて富

士山を眺められる頂上５９９ｍまで到着！眺められ

るはずの富士山は夏霞の中でしたが皆で記念写真を

撮って下山途

中、薬王院にも

お参りし八王

子、新宿、横浜

方面まで見下ろ

せる高尾山ビヤ

ガーデンへ集

合。SDC近況

報告の話題に花が咲いた2時間でした。今回参加

者された方（略称）173小元 562加藤 713福間

845矢部 898佐野 925福江、元会員本田＆427木

村の 8名でした。 

ご希望の方は誰でも多摩・武蔵野ご近所の会に参

加できますので、幹事までメール下さい。 
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① 横浜港散策 

当初、予定していた葉山・仙元山ハイクを悪天候予

報のため、急遽横浜港散策に切り替えましたが、１

２名の参加を得て一日横浜港クルーズ・散策と中華

街でのプチ宴会と楽しい時間を過ごせました。 

 
赤レンガ倉庫の埠頭からの港内クルーズは思いのほ

かゆったりと楽しめました。 

 

◎山下公園のバラがこんなに素敵に咲いてる時期に

来られて幸せ。横浜港のクルーズ船にのったり、中

華街での懇親会本当に楽しい一日でした。 

（713 福間百合子） 

 

② 高幡不動・紫陽花＆多摩動物園ウォーク 

小雨が心配されましたが、曇り空で２１名の参加を

得て紫陽花を愛で、動物園で童心に帰り楽しい時間

を過ごしました。帰りは立川まで移動して有志で懇

親会を～ビールが美味しかった！！ 

 

◎高幡不動ではお世話になりました。 

久しぶりに皆様にお会い出来まして楽しかったです。 

やっぱり打ち上げは                （356 栗本はるみ） 

 

アウトドアーを楽しむ会のツアーレポート 
 

① 5/12横浜港散策  ② 6/11高幡不動・紫陽花＆多摩動物園ウォーク 

③ 7/22奥多摩ラフティング    幹事・レポート；７６６ 鈴木一雄 
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③ 奥多摩ラフティング 

青梅までの車中、土砂降りで心配されましたが、現

地についてからは雨の心配もない天気になりました。 

１５名の参加を得て、大いにラフティング楽しんだ

後はバーベキューでビールを堪能しました。 

 

◎楽しい時間を共有させていただき、ありがとうご

ざいました。 ちょっと遠かったけど。ラフティング、

バーベキュー、生ビール、よかったー 

（768 新井成美 769 新井純枝） 

 
◎おかげさまで楽しい楽しい一日を過ごす事が出来

ました      なかなかこの年ではできない経験をさ

せて頂いて 本当に SDCのお世話役の方のおかげと

感謝しています   ありがとうございました、また是

非参加させて下さいませね （865篠田和枝） 

 

 

 

 

 

 

  

広報からのお願い 
 

① 96号原稿募集 （2023年 1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。 

なお、ダイビングツアーで水温、透明度などを書

いてないレポートがありますが、参考になりま

すので出来るだけ書くようにお願いします。 

 

② 「写真館」掲載写真 

96号のテーマは「仲良し」です。海の中でよく

見かけますね。投稿お願いします。 

 

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。 

 

96号の原稿締め切りは 11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) 

 

SDCファンダイビングマガジンに関するご感想、特

集記事のご要望などを頂けるとうれしいです。宜し

くお願いします。 

編 集 後 記 

毎日コロナ感染者のニュースで気が重くなります

が、海外ダイビングも行きやすくなってレポートが

増えてきたのはうれしい限りです。 

869  渡辺泰介 

 

訳あって入院の為、今回は戦力外…。院内でまさか

の５回の PCR検査。あらためて現場の大変さを痛感

しました！95号発行ありがとうございました。 

840 瀧澤 操 

 

今回から編集作業に初参加。これを機に二つチャレ

ンジ。まず、PCスキルアップに向けて悪戦苦闘。

次に、本棚にある過去２０年分の会報を読み直し。

大隅名誉会長の余生を楽しむ SDC会員という記事に

こころをひかれ、私も質の高い余生を楽しめるよう

に頑張ろうとポジティブになりました。 

469 武田美砂子 

 

初めて会報編集に携わり（今回は、ほぼ見学でした

が～）、先輩方の仕事を見せてもらいながら発行ま

でのプロセスを知ることができました。 

これから頑張りたいと思います！ 

                891 鷲山正恵 

8 
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5月 26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、小幡美枝、山本徹 

1)近況報告など情報交換 

2)上映作品 

① トンガリハゼ       林 保男 

 

6月 23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、加藤英夫 

1)近況報告、屋久島、石垣島ツアー計画など 

2)上映作品 

① 6月の屋久島          林 保男 

 

② 6月の大瀬崎         林 保男 

               

 

 

 

 

 

7月 28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、山本徹、寺島俊江 

1) 近況報告、奄美、屋久島など情報交換  

 

2)上映作品 

① オオハナガタサンゴの産卵   福田孝子    

 

② 7月の大瀬崎               林 保男 

 

③ 3年ぶりの阿嘉島       大隅楠夫 

 

水中映像を楽しむ会 Zoom例会 
  2022 年5 月～7 月 

       レポート 005 大隅楠夫 
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SDC同好会・地区交流会紹介コーナー 
SDCには親睦を深める会がいくつもあります。 

ダイビング以外の趣味などを通した楽しい集まりです。 

コロナ禍で休止している会もありますが興味のある方は直接ご連絡ください。 

 

うみつり 

 

 

 

 

  

 

アウトドアーを楽しむ会 
 アウトドアー全般を楽しむ会 

     世話人 766 鈴木一雄 

共同世話人 380 舩坂 健 

 

スキー愛好会 
 年に一度みつまた神楽でスキーを 

楽しみます 

世話人 624 阿久津省一 

フリッパーの会 
東京辰巳水泳場で月 1 回、フィンスイム
の練習をします。参加希望者はメール登
録をお願いします。
m302eda@aqua.ocn.ne.jp 

世話人 205 江田 隆 

グループ「ＳＤＣサンゴの森」 
沖縄・石垣島などで珊瑚礁の保全活動や親睦

をおこなっています。 

世話人 600名倉三也子 

 

SDCミュージックサロン 
「ライブ」「ミュージカル」「コンサート」など

いろいろなジャンルの音楽を楽しむ会です 

       世話人 761 田中恵美子 

ヴィンテージな会 
楽しく、飲み語らいコミュニケーションを図

る集いです。毎年 12月に開催します 

世話人代表 845矢部善信 

514 安部智枝 668川瀬和恵 770 小山千賀子 

                    

 

水中映像を楽しむ会 
月に 1回、オンラインで映像による近況報告、

情報交換を行っています。 

世話人 005 大隅楠夫  

687 林 保男 

海を愛でる会 
横浜近辺で飲んでおしゃべりして情報交換もし

ます。「桜散策」「横浜ナイトクルージング」等

の企画があります。 

          世話人 713福間百合子 

 

多摩・武蔵野ご近所の会 
気軽に集まりダイビング情報の交流や親睦

をします。多摩武蔵野地区以外の方の参加も

大歓迎です。  世話人 427 木村満男 

         

 

中部交流会（中部地区） 
中部地区の会員は少ないので、他地域の会員

との交流を兼ねて国内宿泊ツアーを行ってい

ます。   

世話人 240 山本伸子 

海釣りの会 
房総半島金谷沖がホームグラ

ウンドです。初心者への手ほど

きをして下さる方募集中です。 

世話人 725堺 孝興 

591和田美代子 

 

ご近所会 
皆で楽しく遊ぶ会です。 

会員でないお友達の参加も

OKです。 

 

世話人 440 石川 勝 

呑和会（関西地区） 
 

交流・情報交換・ツアー企画

などを和気藹々と食べて飲

んで語り合います。 

 

世話人 306宮本節子 
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【国内ツアー】 

区
分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

賛

助

会

員

公

認

企

画 

賛

助

会

員

公

認

企

画 

Ｓ
22

01
 

毎日出発 

沖縄本島 

恩納・水納島 

ケラマ周辺エリア 

沖縄本島は近くて海も意外とキレイなのですよ。 

2 泊 3日（4ボート）～、お一人様から気楽にボートダイビ

ング！好みのカメラ、地形ダイブ、お魚ウオッチングスタイ

ルのポイントへ出かけます。提携旅行社にてすべて手配

可能です。 

7万 

～ 

オーシャンビーチ 

S68 藤田勝弘 

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 

Ｓ
2
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 

Ｓ
22

04
 

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 

Ｓ
22

07
 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 

 

 

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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【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 

賛

助

会

員

公

認

企

画 

 

Ｓ
22

12
 

 

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 

Ｓ
22

13
 【2022】 

12.25～29 

【2023】 

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 

Ｓ
22

15
 

10.28～10.31 
秋のトカラ列島 

口之島 

黒潮の本流がぶち当たる海は野生の匂いがプンプ

ン！マグロもロウニンアジもツムブリも規格外の

大きさに圧倒！海況良好ならば芽瀬まで遠征！ 

鹿児島空港集合、宿泊代５食事付き 4 ダイブ、フ

エリー代金込 飛行機代金とバス代金は自費！ 

14万 
ぷちアイランド 

S15 金子弘之 

Ｓ
22

16
 

10.1～ 

11.30迄 
南紀串本方面 

関西のダイビングメッカ南紀串本（潮岬）方面のダイビン

グショップ、宿泊の手配いたします。 

連絡先、ムーンライトダイバーズ 090-1715-6721加藤 

2DV 

1.5 万

～ 

ムーンライト 

ダイバーズ 

S82 加藤雅路 

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

21
  

【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 

67万 

エムズマリンア

ドベンチャー 

S41永吉拓也 

Ｎ
2
2
23

 【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 

エムズマリンア

ドベンチャー 

S41永吉拓也 

Ｎ
2
2
24

 

【2023】 

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 

エムズマリンア

ドベンチャー 

S41永吉拓也 

Ｎ
22

25
 

【2023】 

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 

エムズマリンア

ドベンチャー  

S41永吉拓也 

Ｎ
22

32
 【2022】 

11月～ 

【2023】 

1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

～ 

トラベルネットネッ

トサービス 

S58 森下亮一 
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前号（94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 

96号ツアー計画書の締め切りは 11月 15日です。    ダイビング計画 847 橋本淳子 

区
分 

番

号 
日 程 

ツアー名 

行先 

（国名、日数等） 

ツ  ア  ー  概  要 
概算 

費用 
幹 事 ＊ツアーの狙い ＊集合場所 ＊参加条件 

＊ダイブ本数 ＊食事 ＊概算費用等 ＊その他 

推

薦

企

画 

 

Ｎ
22

33
 

【2023】 

4.8発 
フィリピン/トゥバタハ 

羽田 or関空発着 

滞在中 20DV+全食事付 

フィリピン・アグレッサーで巡るトゥバタハクルーズ！ 

期間限定の特別な海を体験してください！！ 

39.8

万 
ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

Ｎ
22

34
 

【2023】 

1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！ 

9.6万

～ 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

Ｎ
22

35
 

【2023】 

1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！ 

9.8万

～ 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

Ｎ
22

36
 

【2023】 

1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 優 

Ｎ
22

37
 

【2023】 

1月～ 
タイ/シミラン 

羽田発着 6日間 8DV付 

e-dive利用でのシミランクルーズ！ 

ホスピタリティ溢れるスタッフとダイバーを魅了する海をご

堪能いただけます！ 

26.0

万～ 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

Ｎ
22

38
 

【2023】 

4.29発 
モルディブクルーズ 

成田発着 8日間 17DV＋全食事付 

最大 22名様乗船可能な新艇 BLUE！ 

ラグジュアリーなNew クルーズで、ダイビングは勿論、モ

ルディブを余すところなくお楽しみいただけます！ 

48.8

万 

ｸﾗﾌ ﾞ ・ｱｽ ﾞｰﾙ

S75 杉田 優 

スキー愛好会からのお知らせ 10 月 1 日 427 木村満男 

恒例の SDC スキー愛好会は今年 1 月 16 日から 19 日に、みつまた神楽スキー場で 2 年ぶりに開催

出来ましたが、来年も是非同じ頃に開催したいと願っています。 

今回参加して頂いた皆さんで話し合い、幹事の若返りと継続のため幹事 427 木村満男から、以

前 SDC の事務局を担当された 624 阿久津省一さんに新幹事をお願い致しました。 

今年の 6 月の総会でも既に新しく入会された方もいらっしゃいます。 

来年も 1 月 17 日頃からの 3 泊 4 日の開催を、前泊、延泊、短縮日程とご都合に合わせて参加し

やすい様に企画したいと思っています。入会された方には企画が出来次第メールでお知らせ致しま

す。 入会希望の方は新幹事 阿久津省一  s.akutsu1@jcom.home.ne.jp までご連絡下さい。 
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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.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 
〒102-0093 東京都千代田区平河町 H1O平河町 503 
℡：03-6265-6283 Fax:03-6265-6281 
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
2023 」は 4月７日(金)～９日(日)池袋サンシャイン
シティ文化会館にて開催いたします！！ 
「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 
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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 

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 

 

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 

LLV ジャパン/うみくらぶフィリピン         S86 
https://umiclub1997.com/ph/ 
 

   マニラ空港から３時間のプエルトガレラ♪ 
   【 Dive Resort & Spa Lalaguna Villas 】 

 

○各ダイビングポイントへはスピードボートで数分/1
ダイブ毎にリゾートに戻り、プールサイドでゆっくり
水面休息！ 
○清潔で使いやすいリゾート併設のダイビングショッ
プ/水圧充分なホットシャワー 
○お洒落なリゾートで快適な滞在/高速 Wi-Fi/停電時
ジェネレーター(自家発電機)完備 

 

【現地】栗原 健 kenkurihara@umiclub1997.com 

【東京事務局】 小池 智子  
tomokokoike@umiclub1997.com ℡： 090-8503-6185 
 

（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 

糸満ダイビングサービス                 S87 

https://itoman-diving.com 

 

沖縄本島の最南端「糸満市」にあるダイビングサービ

スです。 

那覇空港から車で 20分の好立地。到着後に午後から２

ダイブも可能です。 

また、狭いエリアながらサンゴや砂地、地形にドリフ

トなど様々なスタイルでご案内が出来ます。 

 

担当：土屋 雄平（ツチヤユウヘイ） 

〒901-0304 沖縄県糸満市西川町 17-6-102 

℡：080-3052-7265 

info@itoman-diving.com 
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第２０回                 
ふなばし三番瀬クリーンアップ 
★コロナの影響で２年ぶりの開催です       

★清掃作業のほかマイクロプラスティック               

調査などのイベントもあります。 

 

2022 年 10 月 22 日（土）10:00～11:00 
終了後 BBQ など検討中 

船橋三番瀬海浜公園（京成船橋駅よりバス 20 分） 

参加希望の方は 812 松尾までメールで連絡ください 

後日詳細をお送りします nrssachiyo@hotmail.com    

mailto:info@itoman-diving.com


                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 

 

『笑顔』 

468 通山多恵子   

「笑顔でしょ♪」 
 

撮影日 2014年 4月 4日   

撮影地 セブ・リロアン 
 

これぞ笑顔のミナミオオブ

ンブクの抜け殻♪ 

ん、どうしてココに??? 

 

468 通山多恵子 

「ウツボのトリオ♪」 

撮影日 2012年 7月 20日   

撮影地 インドネシア・レンベ 

  

ニッコニコで…怖さゼロの 

サビウツボ♪  

 

ん、大きい目玉は誰だろ??? 

 

378 西村麻美 
「おちょぼ口なのでこれで

精一杯の笑顔なの」 

 

撮影日 2019年 9月   

撮影地 久米島  

 

アワハダキモガニ 
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378 西村麻美 

「アハ、見つかっちゃった？」 

撮影日 2022年 8月   

撮影地 久米島 

 

マダコ 

 

 

 

 

 

 

840 瀧澤 操   

「乾杯の時はいつも笑顔！」 

 

撮影日 2019年 6月 17日 

撮影地 沖縄 

 

サンゴの植え付けツアーで、 

素敵な居酒屋さんにて 

 

469 武田美砂子 

「クールな笑顔！」 

 
撮影日 2022年 6月   

撮影地 久米島 

 

ひょっこり顔を出して、 

おすまし顔。 

でもね、笑ってるよ！ 

鼻の下 

 

次回 96 号 写真館テーマは 『仲良し』です。 

沢山の画像を お待ちしています！ 



 

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。入会希望の方はホームページから申し込みまたは下記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：未定 

会費：1万円  

 

 

 

 

SDC 全国の集い 
全国から参加する会員との交流を深め、新しい仲間を見つける絶好の機会です。皆様、奮って参加しま

しょう。なお、会場については別途ホームページ等にて連絡致します。 
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ヴィンテージな会へのお誘い 

今年もやりますヴィンテージな会！みなさまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。 

日時 12 月 14 日(水) 17 時 30 分開始  

場所 新宿季膳房 (しんじゅく きぜんぼう) 西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 3F 

会費 6,000 円  受付は 17 時からおこないます。 

お申し込みは 12 月 8 日〆世話人まで 

世話人代表 845 矢部 善信  

世話人 514 安部 智枝  668 川瀬 和恵   770 小山千香子 


