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第２４４９回 

平成２６年５月１６日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◇ロータリーソング『我等の生業』 
◇四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 
 
 
◆お客様紹介                    

・本日のゲストスピーカー 

(有)オーシャンドリーム 代表取締役 中尾 淳子様 

・元会員／ 村田 紀之会員 

 

◆入会式                    
北田 城児会員（オークラ千葉ホテル 管理部長） 

≪紹介者：植松省自会員・水野浩利会員≫ 

私は、ここのホテル

に赴任して約２年半

になります。その前は、

東京、中国の上海、京

都に赴任経験がござ

います。千葉の前は 

 北田会員    斎藤会長  京都で、約６年半生活

しておりましたが、聞 

きしに勝る京都の方の難しさを体験してまいりまし

た。学校を卒業して、３１年間ホテルマンをやって

おりますが、現場は２年ほどで、後はずっと管理畑

を歩いております。自分で言うのも何ですが、ホテ

ルマンとは言えないと思っておりますし、営業向き

ではないので村田さんのようにはいきませんけれど

もよろしくお願いします。 

 私は、見かけによらず下戸でございます。飲めな

い分食べることにはうるさいものですから、今でも

十分美味しいと思いますが、さらに皆様のお声を聞

きながらグレードアップを目指すことが私の使命だ 

 

と思っております。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

◆会長挨拶及び報告               
北田さん、入会おめでとうございます。村田さん

には、大変お世話になりました。５０周年も無事開

催できて、感謝の気持ちでいっぱいです。引き続き、

千葉南ロータリークラブは、オークラ千葉ホテルさ

んにお世話になりますので、これからもよろしくお

願いします。 

海の問題で中国が、ベトナムやフィリピンとトラ

ブルを起こしているニュースが流れています。我々

業界では、日本人の働き手がなかなかいなくて、外

国人研修生を受け入れています。これまでは中国か

らの受け入れがほとんどでしたが、最近はベトナム

からの研修生を受け入れるように推奨されています。

同じ牧場に、中国とベトナムの研修生がいることも

ありますが、今回の問題があってから全く口も利か

ない、協力もしないという状態があるようです。国

の紛争が、研修生にも影響するので、事件が起こら

ないことを願っていますし、大変心配しております。 

今日は、ダイビングの話をしていただけるという

ことです。私も海が大好きで、時間があると一人で

海を見に行ったりもしますが、潜るのは苦手です。

海外で、ダイビングの経験がありますが、溺れて助

けてもらったことがありまして、ただ泳ぐのとは全

く違うということを体験しました。今日は、そうで

はなくて、楽しいダイビングの話を聞かせていただ

けると思い楽しみにしています。 

 
◆ニコニコボックス報告             

≪斎藤 昌雄会長・植松 省自幹事≫ 

 中尾様、本日の卓話、宜しくお願い申し上げます。 

 北田さん、ご入会おめでとうございます。村田さ

ん同様に宜しくお願い申し上げます。 

≪村田 紀之元会員≫ 

私の後任の北田城児を宜しくお願い致します。 

また、上総アカデミアパークにも遊びに来て下さ

い。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3,000 円 累計 653,000 円

金の箱 760 円 累計 27,104 円



◆出席報告 (会員数５１名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

 

 

演 題⇒『ダイビングについて』 
卓話者⇒ 有限会社オーシャンドリーム  

代表取締役 中尾 淳子 様 
 
 

本日は、ダイビン

グの魅力、楽しさを

お伝えしたいと思い

ます。まず、どうや

って資格が取れる

の？という質問がよ

くあります。そこで、

資格取得までにどん

なことをやるのかを、お話させていただきます。案

外、やってみたいと思いながら、実際にはなかなか

やれないのがダイビングです。水面は真っ青なのに、

水中をのぞくと陸上からは分からないさまざまな風

景、生き物が広がっています。とても幻想的な風景、

これは海に潜らないと体験できないと思います。と

てもカラフルで、ソフトコーラルというピンクや黄

色の生き物、砂地で同化している魚を見たりできま

す。大変可愛い形をした、カエルアンコウという魚

もいますが、これは自分の体と同じぐらいの大きさ

の魚を食べる肉食の魚で、捕食スピードは世界最速

と言われています。海の宝石と言われる、海牛とい

う生き物も見られます。最近では、テレビで映像を

見る機会も多いと思います。日常生活では、決して

味わうことのできない興奮や冒険ができるスポーツ、

それがスクーバダイビングだと思います。ダイビン

グを趣味にしている人が、ダイビングの魅力は何と

聞かれて、いろんな言葉で説明しようとしても、言

葉で説明しつくせないのが残念なぐらい、素敵でス

トレス発散できる気持の良いスポーツだと思います。

この体験で、一人でも多く感動してもらいたいと思

って話をします。ダイビングの魅力は何かと言うと、

もちろん海に潜ったらきれいというのもあります。

関東地方は一年中潜れますし、千葉の海でも館山や

勝浦はダイビングできます。九十九里海岸は、流れ

が速く、砂地で黒く濁るので潜れません。千葉の海

で潜れることは、あんがい知られていないので皆さ

ん是非この機会に、近くで潜れるという気楽な気持

ちで始められることを知っていただければと思いま

す。 
 まず、私がダイビングを一番素晴らしいと思うの

は、世代を超えて一緒に楽しめるスポーツだという

ことです。初めて会った人たちが、一本一緒に潜る

と前から友達だったみたいな気持ちになります。な

ぜかと言うと、ちょっと危険と隣り合わせの中で一

緒の体験をするからだと思います。また、競技性が

ないこと、健康なら誰でもみんなで楽しめることで

す。海が好き！という人たちの集まりなので、とて

も仲良くなっていきます。体力を心配される方がい

ると思いますが、全然心配いりません。実を言うと、

泳げなくても大丈夫です。呼吸をし続ける装置レギ

ュレータを付けて空気を吸い続けます。ダイビング

は、必ずペアで潜ります。ペアのことをバディと言

います。危険がせまったときフォローし合うためで

す。また、ご夫婦、家族でライセンスを取得する練

習をしたりする方も多くいますが、ライセンスは１

０歳から取得できます。勝浦の海中公園横でもダイ

ビングできますが、ここでは８１歳の方も参加され

ています。 
 潜るには、Ｃカードと言うライセンスカードが必

要です。私たちの会社は、千葉神社のそばにあって

ダイビングスクールの開催、ダイビングツアーの開

催、ダイビング機材の販売など、ダイビングに必要

なことは何でもやっています。都市型ショップと呼

んでいます。 
皆さんは、サメが怖いと思いますが、サメは人間

を襲いません。体が大きくて連なって泡を吹きなが

ら泳ぐ動物に見えているようです。襲われるのは、

魚のモリ突きなどでサメの餌となるものを持ってい

る時などに餌を食べに来るので、サメとしては人間

を襲っているのではありません。 
また、カップルもできます。年に１組は結婚され

るカップルもあります。ダイバーは、お酒に強い方

が良いとも言います。窒素酔いと言って、深く潜る

と酔ったような感じになります。はじめは緊張して

いるので、お酒の席で緊張しているうちは酔いが浅

いのに、慣れてくると酔いが回るように、窒素酔い

も慣れてくると酔ったような状態になり、レギュレ

ータを外しても泳げそうな感覚になったりします。

お酒に強い方は、そのような状況にも強いと言われ

ています。周囲が、飲み過ぎと感じたとき飲むのを

止めても大丈夫と言うように、窒素酔いも大丈夫と

思いこむので、バディが浅いところへ連れて行って

酔いを醒まします。もう一つ減圧症というのがあり

ます。そういう事態にならないようにするために、

ライセンスを取得するわけです。 
ライセンス取得の手順は、予約をしてマニュアル

出席者数３４ 欠席者数１７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率 次回にて 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/17・6/24 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 5/27・6/10 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 6/11・6/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 5/29・6/26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/29・6/26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



を受け取り、自宅で学習します。e ラーニングと言っ

てネットで勉強することもできます。実習は、海に

出る前にプールでレギュレータの使用方法その他を

練習します。学習もありますが、自宅で勉強してき

たことの復習です。その後４択の簡単なテストがあ

ります。次が海洋実習で、当店では勝浦の海中公園

の横や館山で、プールで練習したことをおさらいし

ながら潜ってダイバー誕生ということになります。

取得コースは、日帰り３日の他いくつかコースがあ

ります。伊豆や海外の温かいところでの取得がお勧

めですが、千葉では、夏が温かく秋がきれいで潜り

やすい季節です。機材は、ウェットスーツ、ドライ

スーツなどの種類があり、一式そろえると２０万円

から４０万円ほどかかります。重量は２０キロほど

で重いですが、慣れると大丈夫です。はじめから購

入するのは怖いという方は、体験ダイビングもあり

ます。私個人的には、スクールで練習して潜る方を

お勧めします。 
海にも季節があり、季節ごとの風景が楽しめます。

水中スクーターで遊ぶとか、カメラで撮影をする方

も増えています。ジンベイザメは、毎年館山で見る

ことができます。 
本日は、皆様に体験ダイビングでも良いので、是

非ダイビングを経験してほしいと思い話をさせてい

ただきました。このような場を設けていただき大変

ありがとうございました。 
            （文責 永安 重治会員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          （写真 中尾淳子様より提供） 

C カード（C-card）とは、ダイビング指導団体が、直接、ま

たはフランチャイズを通じて実施する技能講習を終了した者に対

し発行する技能認定（Certification）カードである。ダイビング指導

団体は、ほとんどの場合民間の営利企業（欧州等の一部地域に

は、非営利や公的な指導団体も存在する）であり、少なくとも日本

では免許証と違い C カードを所持しないでスクーバ・ダイビングを

行うことが法的に禁止されているといった類のものではない。しか

しながら、適切な知識・技量を有さない者がスクーバダイビングを

行った場合、致死傷事故が発生する可能性が非常に高いことは

容易に推定できることから、これらの者にサービスを提供してスク

ーバダイビングが行われた結果事故が発生した場合、事故を予

見できたのに適切な対応（サービスの提供拒否など）を取らなか

ったとして刑法の業務上過失致死罪（211 条）などの刑事責任や

民法上の不法行為責任を問われる可能性が高い。このようなリス

クを回避するため、レジャーダイバーにサービスを提供する者は

そのほとんどが C カードの提示を求めており、これを所持せずに

ダイビングを行うことは事実上困難と言ってよく、その意味では許

可証的な性質を有するものと言えなくもない。また海外では C カ

ードを所持しない者のスクーバダイビングを法的に禁止していたり

（オーストラリア）、C カードを所持しないものに対するスクーバ・ダ

イビング器材の販売や貸与を禁止している（欧州）例もある。C カ

ードには、ほとんどの場合、そのスキルレベルに応じたランクが設

定されていて、ダイバーとしての知識や技術、経験などを示す指

標になっている。また、スキルアップの目標としての性格もある。

認定団体ごとにランクの区分や呼称が異なるため、WRSTC により

RSTC 標準が策定され利用されている。また ISO 24803:2007 でも

レクリエーショナルダイビングスキルの認定基準が規格化されて

いる。   （ウィキペディアより） 

 

第２４５０回例会 

日 時⇒ 平成２６年５月２３日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『命のビザを繋いだ男』 

卓話者⇒ 俳優  山田 純大様 

第２４５１回例会 

日 時⇒ 平成２６年５月３０日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『遊びにおいでよ 千葉ポートタワー』 

卓話者⇒ 千葉ポートタワー  館長 松村 兼好様 


