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1．はじめに

　新年度が始まったばかりの4月頭の朝であった。事務仕事をしていた私の
携帯に加藤君からの電話が鳴った。

　“おはようございます～　あのう～　毎年取っている計画年休なんですが、
今年度2月がダメなんですよぉ～。それでいつが良いですかねぇ～　9月と
か10月どうですかぁ～”

　“いゃあ～　俺はいつでも良いよぉ～　加藤君の都合に合わせるから～～
9・10月だと半年先だし、そろそろどう？さっちゃんとの結婚式もしてしま
わない～？？？”

　と言った事が引き金になったか、加藤君の心の中に既に考えがあったかは
定かでは無いが。こうして今回のダイビング旅行＋結婚式の日程は10月に決
まった！

　日程は決まったものの 行き先（場所）が決まらずに 
　　① 思い出の バリ島
　　② 憧れの パラオ
　　③ やっぱり セブ島
　なんてメールのやり取りをしながら、1ヶ月が過ぎた。

5月上旬
　いつもお世話になっているオキマリンにパラオの仮予約をお願いした。
　この時点で既に8名分の予約しか取れず、残りはキャンセル待ちとなっ
た！

　“やっぱ パラオって 高くても人気あるんだなぁ～！
　 それだけ 素晴しいんだろうなぁ～～ ！！”

　ツアーの予約もして、私は一安心。
　加藤君は結婚式仲介業者とネットでの打合せが続いた。

　最初$1,000で結婚式の全てが出来る！　と言っていた話が・・・
　話を進めるにしたがって金額は膨らみ、$2,500となり、それに1泊5万
円近いこのホテルに宿泊しないとダメ。1日1組しか結婚式は出来ないから、
早く申込金を入れて下さい！

　加藤君の話を聞いているだけで、何かこの業者に怪しさすら思え、また幾
らなんでも、30分足らずの結婚式に30万円以上は高くない！？
　結局 この業者との話は止め 話は振り出しに戻る形となった！

6月始め
　旅行社に電話を入れこの事を告げると、何とかしてくれそうな返事を頂い
た。
　それから何度と無く電話のやり取りは続き、薄っすらとではあるが形が想
像できる物となってきた。

出発1ヶ月前
　要約キャンセル待ち分の席も確保でき、更に一安心・・・
　ところがその1週間後には、参加予定の1名が怪我によってドクタース
トップ。キャンセルとなった・・・

　今回のパラオ行きは定期便でなく、 通常のキャンセル料金より高いです
よ！
　22日前のキャンセルで40％にはビックリであった。20日を過ぎると80％ら
しい～

出発まで残り1ヶ月切り
　ロイヤル・リゾート・ホテルのパーティールームで行なう結婚式＆披露パー
ティーに向け、現地の状況が判らぬまま準備を進めたが・・・
　さて、結婚式は無事に成功する事が出来るだろうか？？？
　雨季真っ只中のパラオは、我々を晴天で迎えてくれるだろうか？
　18年憧れたパラオの海は、私に何を見せてくれるだろうか！

　さて今回の旅はどうなることやら・・・
　（↑前フリが長かったですね・・・）
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☆☆☆旅行データ☆☆☆
●旅行会社 オキマリンサービス　　現地Shop：アクアマジック
●ツアー名 Vermilion Tour 2008-Part3 in Palau
●日　　程 2008年10月10日(金) ～ 15日(水)
●参 加 者 岡安勉、Jimmy、加藤一行、渡辺幸子、 芦谷和男、田村孝夫、新井克典、五十嵐美幸、井田香緒理、渡辺政雄、渡辺アイ子

日付 時間 スケジュール 食事

10/10㈮

15:00
21:00
01:20  

集合･出発　佐野(車)＝＝羽田空港駐車場＝＝羽田空港 
日本航空臨時便　JO8895便～～～パラオ・コロール空港
パラオ到着後、送迎車にてホテルへ

〈パラオホテル泊〉

×
×
機

10/11㈯
08:15 朝：ホテルピックアップ

終日：ダイビング(2div)
〈パラオホテル泊〉

×
昼
×

10/12㈰
08:15 朝：ホテルピックアップ

終日：ダイビング(2div)
〈パラオホテル泊〉

×
昼
×

10/13㈪
08:15 朝：ホテルピックアップ

終日：ダイビング(2div)
〈パラオホテル泊〉

×
昼
×

10/14㈫ 24:00
24:30

出発まで：フリータイム
チェックアウト
夜：送迎車にて空港へ

×
×
×

10/15㈬
03:25
07:45
09:00

日本航空臨時便　JO8896便～～～
羽田空港到着
羽田空港＝＝羽田空港駐車場(車)＝＝佐野・解散

機
×
×

●旅　費 名　　目 金　額（円） 備　考　　＊：割勘の1人当たり
ツアー会費 200,000
ドル両替 20,000 $185 ( $1＝¥107.88)

国内経費 4,280 空港ビール¥750X2・ピザ¥500
保険¥2,280＊

合　　　計 224,280
●旅　費
　（詳細）

名　　目 金　額（円） 備　考　　＊：割勘の1人当たり
ツアー費 138,000
成田空港税 2,040 国際線
現地空港税 2,158 $20
燃油サーチャージ 26,000
旅行保険 2,280 損保ジャパンoff! ¥4,560＊

国内交通費 3,818 高速・駐車場・ガソリン代

国内食費、他 4,760＊

つまみ等¥1,764＊

ビデオ制作費¥10,000＊

帰省後の昼食¥17,712
振込・切手・書籍等¥1,979＊

個人飲食¥2,000

ダイビング料金 $160
（¥17,261）

追加ダイブ$50 
最終日早朝ダイブ$110

ダイビング
入海料(税)

$35
（¥3,776）

ロックアイランド・パーミット＋
ジェリーフィッシュ・パーミット

飲食費 $153＊

（¥16,506）
食費$1,372＊

個人飲食$28

土産 $88
（¥9,493）チョコレート等

アクティビティ $30
（¥3,236）ジェリーフィッシュツアー費

チップ、他 $4＊

（¥432）
打上げ費 1,745＊ 11/23開催

合　　　計 218,674 ¥175,198+ $403( ¥43,476)
その他 ¥24,000 免税タバコ¥2,000×12

※旅費と旅費（詳細）の合計に差が出るのは 前回の両替残金（ドル）があるためです。
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2．出　発

　今回、飛行機が21時発ととっても遅い！
　その為、集合時間も15時とゆっくりとの集合・・・（これでもかなり時間
の余裕がある）
　やはり五十日（ごとうび）という事で、東北道・首都高は幾らか渋滞した
ものの、その時間も見越しての出発によりほぼ予定通り順調に進んだ。

　羽田空港駐車場には18時前頃だったか到着。羽田は成田と比べ駐車場が高
い！と言う事で、ネットで散々調べたが・・・この時の民間の一番安い所は
8,610円であった。

　ふと羽田空港公式HPを見ると…民間駐車場より安い！？予約も要らない！
国際線搭乗割引と言うのがあり、84時間まで4,000円。我々は+24時間で
5,000円の支払であった。

　今回が30回目の海外旅行である私ですが、 羽田発の海外は初めてであっ
た。それだけに、羽田空港を楽しみにしていたのですが・・・

　まず国際線ターミナルの前に車を止めようとしたが、バスの係員に“ここ
に止めるな！”と追い立てられ、仕方なく第四立体駐車場へ。立体駐車場か
ら、国際線ターミナルは結構距離があり、重たい荷物を引きづりながらの移
動するハメとなった。
　しかし、ターミナルまでは空港内の幹線道路？があり、これを渡るのにエ
レベータを上ったり降りたりと・・・更に一度に5～6名程しか乗れず、とっ

ても不便！道路沿いの歩道も水平でなくやや傾斜があり、バックが真直ぐ動
かない！！

　ようやく国際線ターミナルに到着し、中に入ってみると・・・
　人・ひと・ヒト・・・　なんじゃあこりゃぁ～～ ！！ここはラッシュ時の駅？ 
と、思えるほどの混雑と建物の小ささにビックリ！

　とりあえず、団体受付カウンターにてチェックインしたが、その後はゆっ
くりできるレストランもなく、航空会社受付が開くまでひたすら並んで待つ
事1時間。7時15分、やっと受付カウンターが開き、荷物を預け出国ゲート
を通過した。

　中に入って早く飯を食いながら一杯やろう～ゆっくりしようぜ！！
　そんな想いを抱きつつ、2階の出発ロビーに入ったのだが・・・
　出発ロビーは1軒の免税店がそのスペースの大部分を占有し？目的のレス
トランはなく、免税店以外は売店的なお店が2軒あるのみであった。
　この2軒も軽食程度で、まともな飯も食えず不満爆発寸前の私であった！！

　こんな 国際線建物ってある～ ？！！
　無理して羽田から国際線を飛ばそうとするからこんなターミナルになる？
これじゃあ、海外から来た人達は ここをどう思うのだろう～か？国際線ター
ミナルは日本の顔 じゃあないの～～ ！！！

　さて搭乗時間となり、日本航空臨時便JO8895に乗り込んだ。

　機は定刻より30分程遅れの21時30分羽田空港を離陸した。

パラオの海
（ジャーマンチャンネル付近）

待合室の一番前
ガラス越しに皆で乾杯！

その後、ワゴンにはシャンパンがある
ことに気付き これを頂く・・・

離陸して暫くすると飲物が配られた。
とりあえずビールを頼みほっと一息。
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機内食はこんな感じでした。
シャンパンを立て続けに4本飲み、最後には
もうありません(笑)と言われ、ビールをラス
トオーダーした。

ピックアップも判り易かった。 添乗員さんも日本人の女性でした。 パラオホテルの外観。

３．到　着

　夜中の2時頃、機はパラオ国際空港に到着した。
　流石に眠いし、今思えばかなりの酔っ払いでした・・・

　入国審査をし、バックを受け取り空港建物の外へ。

　ピックアップも判り易かった。添乗員さんも日本人の女性でした。

　空港からホテルへの送迎バスの中です。
　時間は2時半過ぎなのに・・・1人だけ テンション高！

　3時過ぎ 本日から4日間お世話になるパラオホテルに到着した。
　ホテル備品はエアコン・冷蔵庫・ケーブルテレビ・温水シャワー・タオル

（大小）・石鹸・歯ブラシ・シャンプー・ボディシャンプー・髭剃りと、我々
にしては充分である。

　それにしても、テンション 高かっ～！

　私は直ぐさま明日の準備をすると、シャワーを浴び、持参したカップ麺を
食すると4時就寝・・・爆睡でした。
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４．ダイビング1日目

　7時半起床（睡眠時間3時間半）ねむい～～！

　本日の朝食です。
　昨夜遅かった為、何のリサーチもできず
ホテル1Fのアサヌマストアー（コンビニ）
で買ったものです。
　スパムにぎりとチーズーバーガーはどち
らも$1位だったかな・・・？
　小さいドーナツは1個15セント位でし
た。まあまあのお味でした！

　昨夜の到着が遅れた為？ピックアップも約1時間遅れの9時10分であっ
た。

　早速、本日のダイビングである。
　ポイントは、ツアー基本パッケージであるが、基本と言っても遠くは40キ
ロも離れたポイントへ225馬力の船外機を2つ使った高速艇で40分程で行っ
てしまうほどアクティブだ！

　ポイントへ向かう途中では、5～6頭のイルカが船と一緒に泳いでくれて
船上の女性陣は大騒ぎであった。

2008.10.11（Sat）

ポイント名 in out 潜水時間 最大深度 透明度 気温 水温 天候 備考

1本目 ゲメリス コーラルガーデン 11:22 12:08 46分 20.8m 25m 30℃ 30.1℃ 曇り

2本目 ジャーマンチャンネル 13:52 14:48 56分 19.8m 15m 30℃ 30.0℃ 雨

1本目
　久しぶりのダイビングの人も居て、チェックダイブも兼ねて？ゲメリス 
コーラルガーデンに潜った。
　一番に潜行すると、透明度の良さに驚いた！
　きれいな珊瑚礁を眺めつつ、「のほほ～んだいびんぐ」で終わるのかと思っ
ていたら、ウミガメにナポレオン・サメさん達まで現れた。
　これからのダイビングに期待を持たせる、最初の1本であった。

＊見られた魚達
アオウミガメ、デバスズメダイ、パープルクイーン、パープルビューティー、
アデヤッコ、ヤガラ、サザナミフグ、オレンジフィンアネモネフィッシュ、
クマザサハナムロ、ツバメウオ、グレーリーフシャーク、その他多数...

アクアマジックの外観
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　1本目潜り終わって、時間は既に昼を
まわった。
　本日のランチです。
　予想もしてなかった日本食にびっくり
でした！これはランチと言うよりまさし
く弁当！アジアのくせのある味を覚悟し
ていた私でしたが、日本と何ら変わりな
かった・・・ちなみにパラオでは弁当の
事をベントウと言うらしい

　食後は ビーチで撮影会？！

ダイビング2本目「ジャーマンチャンネル」
　雑誌のパラオ特集があると、必ず出てくるポイントである。
　別名マンタポイントとも呼ばれているが・・・
　大体そんな名前の付く場所でも、なかなかマンタなんて見れないものであ
る。
　そう言いつつも、毎回バッチリ期待して潜るのだが。
　今回は・・・？

　まずは、イガイダさんの50本記念と言う事で、浅瀬で記念撮影をした。

休憩＆昼飯タイムにはきれいなビーチに上陸して頂いた。
名前はオモカン島ロングビーチです。

天候がイマイチの為 本来の綺麗さが・・・
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　さて、潜行すると1本目と違い透明度が良くない！
　そっかぁ～　それだけプランクトンが多いんだ！！マンタは現れるぞ！
　と、さらにその期待は高まっている自分であった。

　ですが、余りのプランクトンの数に透明度は良くなく、マンタは見えない？
　食べすぎで昼寝中だったのかな？マンタの姿を見ることが出来なかった…

＊見られた魚達
ギンガメアジ、クマザサハナムロ、マダラタルミ、テンジクイサキ、イス
ズミ、メアジ、グレーリーフシャーク、ホワイトチップシャーク、カスミ
アジ、その他多数...

　4時前ショップに戻るとホテルまで送って頂いた。
　その後当メンバー達はショッピングセンターでお買物・・・？

　その間私はガイド：ジンさんと明日のイベントの打合せやら会場視察へと
飛び回っていた！

　さて、本日の夕食は焼肉その名も“island ヤキニク Restarant”でした。
　以下、食事中？の様子です。
　残念ながら・・・今回料理の写真を撮るのを忘れました！

　カルビから始まって・・・何やかんやら・・・
　食って飲んで食いまくった！？
　ガイドのジンさんとリエさんも含め今回13名だったかな・・・
　で、気になるお値段は$400（¥43,000）位だったか。頭割りすると$30位・・・
　ホテルに戻って、我々数人は部屋で飲み直し・・・11時就寝
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5．ダイビング2日目

　今日は夕方からのイベントに備え、通常より1時間早いピックアップであ
る。6時起床 ねむい～～！

　本日の朝食です。
　昨日と同じアサヌマストアーに行った
のですが・・・弁当が売り切れ～～！
　仕方なく・・・・
　コーヒー (大)・・$1
　ゆでたまご・・・$0.85 ？
　ドーナツ・・・・$0.15　で終了！
　何か寂し～い～！！

　早速、本日のダイビングである。

1本目　ブルーホール
　パラオでのポイントでは有名所です。
　コーラルリーフに開いた4つの縦穴が、潜っていくと1つに繋がり、そこ
はまるで巨大ドームである。
　ドームの横穴から突然大きなカンムリブダイが出てきてお出迎え。
　その数は26匹までは数えられたのだが・・・

　ネムリブカが悠々と泳ぐのを見て、暗い壁にはウコンハネガイがネオンを
光らせていた。

2008.10.12（Sun）

ポイント名 in out 潜水時間 最大深度 透明度 気温 水温 天候 備考

1本目 ブルーホール 08:41 09:21 40分 27.1m 30m 33℃ 29.9℃ 晴れ

2本目 ブルーコーナー 10:27 11:17 50分 17.4m 25m 33℃ 30.1℃ 晴れ

　下から見上げるホールは何ともいえない幻想的な青さにうっとりした。

＊見られた魚達
ウコンハネガイ、ニチリンダテハゼ、フチドリハナダイ、ハナビラクマノ
ミ、ネムリブカ、カンムレブダイの群れ、その他多数...

2本目　ブルーコーナー
　パラオのNo.1ポイントと言っても過言でないこのポイントは、V字型の根
が外洋に張り出しており、潮あたりに良いこの場所に魚が集まる。
　満干により潮の流れは変化し、また南風の出る雨季にはポイントまで船で
来られない。
　当たりは無くともハズレはない、と言われるパラオ大物ポイントです。
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　ダイビングを始めて早18年、パラオを潜ってないダイバーはもぐりだ！ 
とも言われ、18年憧れたこのパラオのNo.1ポイントに潜れるなんて・・・
　期待はしていたが、この雨季に来られる事に感謝であった。
　天気は昨日の曇り～雨に比べ晴天である。

　一番に潜行すると、まずはカンムリブダイのお出迎えであった。
　オオメカマスの群れに目を奪われていると、後から大きなナポレオンが
こっちに近づいてきた！
　ギンガメアジが縦に長い群れを作り、ホワイトチップシャークが何度も旋
回をする。
　次から次へと大物が現れ時間を忘れるほどの 素晴しいダイビングでした。

＊見られた魚達
タイマイ、ロウニンアジ(特大)、ナポレオンフィッシュ、オオメカマス、ギ
ンガメアジ、カスミアジ、ヨスジフエダイ、オニハタタテダイ、ホワイトチッ
プシャーク、マダラタルミ、クマザサハナムロ、その他多数...

　さて、2本潜って昼近くとなり、本日の休憩場所ガルメマウス島に上陸し
た。

　本日のランチです。
　昨日に増して、今日の弁当は美味しかっ
た！
　焼きそば（ミーゴレン風？）
　肉団子に玉子焼き
　白身魚のフライ？
　切干大根・焼きスパム
　って感じだったかな・・・？

　本日も食後は ビーチで撮影会？！

　さて1時半頃ショップに戻ると、パラオホテルに送って頂いた。
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6．メイン イベント

　イベント準備を持って3時に会場入りした。

　これから、今回のメインイベント！
　一行くん・さっちゃんの結婚式を行なうべく、パラオ ロイヤル リゾート 
ホテル パーティールームにて、我々6名・ダイビングショップより3名・
ホテル側約10名が交じり合っての準備となった。

　大忙しの約2時間でしたが、何とか手作りの会場は出来上がった！

会場入口には ウエルカムボードも…

　準備も整い、結婚式の始まりです。

お願い神父さま（自称？）により、人前結婚式は始まった。

新婦と新婦の父入場！に2人を見つめる新郎

新婦と新婦の父。かなり緊張している様子？

我々の泊まるホテルとは、格が違う・・・
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父から一行くんへ バトンタッチ…

二人が壇上前に並び、式は進められた。

　まずはイダちゃんによります、
人前結婚式の説明です。

　神父から新郎新婦へ誓約が述べられた。
　その後、新郎新婦誓いの言葉を述べている
所です。

　次に指輪の交換。そして参列者に確認。

　次に婚姻証明書にサイン。

婚姻証明書にサイン。
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最後はお約束のキッスです！！ 　こうして、無事 人前結婚式は 整いました。
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　さてここからは、結婚式の後に行なわれた、披露パーティー in パラオの
様子です。

　まずは、新郎新婦入場です！

次に行なわれたのは ウエディングケーキ入刀です！

披露パーティー inパラオでの司会を
務めました新井さんです。

来賓挨拶・今回絶大なるお助けを頂いたア
クアマジックのガイド佐藤 仁さんに無理を
言いまして、お言葉を頂戴いたしました。

友人代表挨拶・新郎から頼まれもしな
かったが・・・勝手に喋っています。

（私です！）

乾杯の音頭・当チーム 一番の飲み師
芦谷君による乾杯～！でした。
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　そして、
　お互いに ケーキを食べさせあう ファーストバイトの儀式です。

　この後、参加者による余興が続いた。

　料理はこんな感じでした。
　本格的な料理に皆大変驚きでした！どれも素晴しく美味しかったです！！
　総料理長の堀江さんには感謝！感謝！！

ジミーちゃんによるイリュージョン
ではなくおめでとう！手品でした！！

芦谷くんによる風船を使った
テディベアー？作りでした。 

イガイダによるピンクレディの振付で
す。お馬さんのしぐさに会場は大爆笑
でした！

タムタムによる1ドル札争奪合戦でし
た。
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　さて、新婦によりますブーケトスでなく、ブーケブルズでもないな・・・
ブーケ争奪ジャンケン大会が行なわれた！
　そして見事、ジャンケンで勝ったイダちゃんにブーケは手渡された。

　披露パーティーの最後は、お二人から今後の展望とお礼の言葉を頂きまし
た！！

　新郎新婦 退場です！

　こうして、今回のメインイベント？の結婚式＆披露宴は盛大に楽しく行な
われた！ 

ロイヤル リゾート ホテル内で行なわれた撮影
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７．ダイビング３日目

　今日は通常の8時15分ピックアップである。

　本日の朝食です。
　ホテル斜め前 ショッピングセンター横
のYano's local food market（矢野さん
の総菜屋さん）で買ってきた
　コーヒー (大)・・$1
　サンドイッチ・・・$1.5
　いなり寿司とのり巻き・・$2
　ソーセージ入りのおにぎり・・$1.5
　皆美味しかったんですが…のり巻きの干
瓢が、マロニィちゃん？

1本目　ブルーコーナー
　昨日に続き2度目のブルーコーナーです！
　潮の流れにより、昨日とは逆の左側にドロップオフの壁を見てのルートで
あった。
　ドロップオフの縁につかまり、潮に流されないようにお魚鑑賞なのだが・・・
　次から次へとやってくるグレーリーフシャークは圧巻であった。

　中には妊ザメ（妊娠中）もいて、また何匹ものコバンザメをくっつけて泳
ぐ姿は迫力満点であった。

　もしこのサメ達が一斉に我々を襲ってきたら一溜まりも無いだろう～？
　そんな事を思いながらも食い入るように見ていた私でした。

＊見られた魚達
アカモンガラ、ナポレオンフィッシュ、まゆげクマノミ、ロウニンアジ、
カスミアジ、オオメカマス、ギンガメアジ、インドオキアジ、グレーリー
フシャーク、ロウニンアジ、カスミア・ジバラクーダ、ウメイロモドキ、
その他多数...

2008.10.13（Mon）

ポイント名 in out 潜水時間 最大深度 透明度 気温 水温 天候 備考

1本目 ブルーコーナー 09:46 10:39 53分 19.0m 30m 33℃ 30.2℃ 晴れ

2本目 ニュードロップオフ 11:34 12:24 50分 20.3m 15m 33℃ 30.3℃ 晴れ

3本目 ジャーマンチャンネル 15:12 15:54 42分 21.9m 15m 33℃ 30.5℃ 晴れ
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2本目　ニュードロップオフ
　ここもパラオでは有名ポイントの1つである。
　大物系・回遊魚等の魚影の濃さでは、ブルーコーナーと1・2を争うと言
われているポイントである。
　エントリーすると、クマザサハナムロ・カスミアジの群れが横切り、次は
カスミチョウチョウウオの群れに突入。
　ドロップオフの入り組んだ？（へこんだ？）所にはマダラタルミ・ホホス
ジタルミが渦を巻くかのごとく渋滞状態！？
　安全停止中には数十匹のバラクーダが目の前をゆっくり通り過ぎた。
＊見られた魚達

アカモンガラ、クマノミ、カスミアジ、カスミチョウチョウウオ、ネムリ
ブカ、グレーリーフシャーク、タイマイ、パープルクイーン、マダラタル
ミ、ホホスジタルミ、オオメカマス、ヨスジフエダイ、ノコギリダイ、バ
ラクーダ、アオウミガメ＆コバンザメ、その他多数...

　さて、2本潜って昼過ぎとなり、本日の休憩場所オモカン島ツゥドックに
上陸した。
　さて食後は今日も撮影会です！

オモカン島ツゥドック 本日のランチです。今日の弁当も美味しかった！
ハンバーグに白身魚のフライのたまねぎ炒め？豚肉とブロッコリーの炒め？

オイキムチって感じだったかな・・・？
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３本目　ジャーマンチャンネル
　初日の2本目に潜ったポイントである。
　ここでの見ものは何と言ってもマンタ である。
　前回お休み？だっただけに、今回は是非共見たいものである。

　ガイド：ジンさんも、時間をかけスキンダイビングで海底を覗いていた。
　ポイント海上で30分以上待っただろうか・・・
　次から次へとダイビングボートは増え、7艇位はいたかな？

　ようやくエントリー合図がでた！
　前回よりさらに透明度は悪く、とてもガイド無しには潜れる状態ではな
い！
　その上多くのダイバーがここ潜っていて、何か見えた！と思うと他のダイ
バーであった。

　ガイドを見失わないようについて行くと、居ました！
　大きなマンタに少し小さなやつ・・・
　ぐるんぐるんと縦回転の連続で泳ぎながら、プランクトンを食していた。

＊見られた魚達
マンタ、ウメイロモドキ、ロウニンアジ、マダラタルミ、クマザサハナム
ロ、イスズミ、テンジクイサキ、メアジ、カスミアジ、オニカマス、グレー
リーフシャーク、その他多数...

ダイビング終了後の船上では、初マンタに大はしゃぎの女性陣でした・・・
ガイド：ジンさんもマンタを見せられて一安心・・・

　本日の夕食はカフェ＆レストラン「ジャイブ」でした。
　シーサイドテラスで海を眺めながらの、良い感じのお店です。
　ここからの夕日はとても素敵らしい～
　が、我々の行った時はすでに時遅し。真っ暗と言うか、外を気にせず飲み
に食いに・・・花より団子状態でした！
　店の写真？がこれしかありませんでした。

我々 11名＋ガイド2名の13名で
本日の夕食代$461　1人頭 約$35でした。
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８．ダイビング４日目

　今日は事実上の最終日。夜にはホテルを
チェックアウトして帰路の移動となりま
す。

　ですが、そこは我々ダイバーの為にオ
プションでサンライズダイビング（$110）
と言うのが用意されている。
　飛行機搭乗12時間前にはダイビングを終
わらせなければならず・・・
　ピックアップは5時？5時半だったかな
・・・とにかく早い！

　4時起床。とにかく眠い！
　コンビニに弁当を買いに行く気力も無く

（開いてたのかな？）持参した、カップメ
ンを食べた。

　さて本題のダイビングです。

　最終日と言う事で、新婦幸子さんのパパママも無理に？乗船させての出発
である。
　これまで日中別だった為、2人の行動はここに出てきませんでしたが、
　初　日　半日観光・ショッピング
　2日目　1日島内観光
　3日目　シーカヤック・結婚式
と言った感じで、言葉は喋れなくともそれなりに楽しんでいた様です。

2008.10.14（Tue）

ポイント名 in out 潜水時間 最大深度 透明度 気温 水温 天候 備考

1本目 ブルーコーナー 06:48 07:38 50分 18.0m 30m 32℃ 30.2℃ 晴れ

2本目 ニードロップオフ 09:06 09:59 53分 17.7m 30m 32℃ 30.2℃ 雨
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1本目　ブルーコーナー
　今回3度目のブルーコーナーです！
　昨日と同じく左側にドロップオフの壁を見てのルートであった。
　透明度もよく、とにかくナポレオン三昧！
　バラクーダの群れ・オオカマスの群れ・ギンガメアジの群れと続き、合間
にはシャークにカメにと50分弱、飽きの無いダイビングでした。

＊見られた魚達
ナポレオンフィッシュ、バラクーダ、グレーリーフシャーク、ロウニンアジ、
カスミアジ、ヨコシマサワラ、クマザサハナムロ、イトヒキアジ、ギンガ
メアジ、オオメカマス、インドオキアジ、マダラタルミ、タイマイ、キヘ
リモンガラ、その他多数...

さて1本潜り終わって、休憩の為上陸した。
＊＊＊＊島（名前を聞くのを忘れました！）に上陸した。

本日のランチでなく、ブランチ？朝食です。
朝が早い為、朝食が付きました！（ランチは付きません！！）

見てのとおりサンドイッチとソーセージです。美味しかった！
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2本目　ニュードロップオフ
　昨日の2本目と同じポイントです。大物・回遊魚が多いこのポイント。
　カスミチョウチョウウオの群れから始まり、ホワイトチップシャーク、ナ
ポレオンにロウニンアジ・カスミアジ・マダラタルミ・グレーリーフシャー
クとバラークーダ・・・パラオで見れるものは一通り見れた？
　あっマンタはここには居なかった！
　ラストダイブに相応しいほぼ総出演のお魚さんたちでした！！

＊見られた魚達
グレイリーフシャーク(大中小・妊サメ)、モンガラカワハギ、タイマイ、
アオウミガメ、ツバメウオ、キヘリモンガラ、ハナビラクマノミ、カスミ
チョウチョウウオ、ヤガラ、ヨスジフエダイ、ノコギリダイ、オオメカマ
ス、マダラタルミ、ホワイトチップシャーク、その他多数...

　さてダイビングも全て終了し、それでも物足りない？我々は、スキンダイ
ビングに挑戦！と、誰か言った訳でもありませんが・・・

　ジェリーフィッシュレイクツアーに行った。
　名前のとおりクラゲの湖なのだが、世界でも珍しく毒の無いクラゲが無数
に生息しており、そこを泳ぐと言う物です。

　通常ツアーで来ますが、今回ダイビング帰りと言う事で$30だったかな？
　それにジェリーフィッシュ・パーミット（税）$35がかかります。

入口の桟橋
→

スキンダイビングの講習中

5分ほどで山頂
↓

今度は結構な下り坂です！
←

いきなり山登り
（聞いてないよ！）→

ようやく到着です
←
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　桟橋から先には小屋があり、そこで納税カードを渡し出発した。
　いきなりの山登りに、皆「聞いてないよぉ～！」
　足元は滑るし、第一普段運動してない我々がこの熱帯の炎天下の中、ウエッ
トスーツを着ての山登り。ハァハァ・・であった。

　5分ほどで山頂らしき所に到着すると、今度は結構な下り坂であった。
　ようやく湖の桟橋に到着！

　さて説明を受けた後は、湖中心に向かって泳ぎだした。

　なんだこりゃあ～！
　クラゲさんで一杯だぁ～～ ！！

　さて、次はここ。
　ミルキーウェイと呼ばれる入り江に
やってきました。

　名前のとおり、とてもミルキィそうな
ウェイじゃぁありませんか！？

　冗談はさて置き、ここはサンゴが物凄
く細かく砕け、泥の様になった物が海底
に沈殿してるそうです。
　その泥？は、海洋性ミネラルが豊富に
含まれており、エステサロンでも使われ
ているそうです。
　パラオクール・エ・コールでは、この
泥を使ったフェィシャルが90分$85（約
1万円）とか…また90グラム$45で買う
事も出来るらしい。
　と言った訳で、ミルキーウェイに初挑
戦！

　エステと言うより…これは既に銅像い
や白像？？？…

　さて充分に楽しんだ一行はショップに
戻り、ログ書きやら支払を済ませ、3時
過ぎホテルへ送って頂いた。

ミネラル豊富なこの泥を塗ります・・・タダだからと言ってそんなに・・・ 洗浄中・・・・
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９．帰　省

　今晩帰ると言うのに、何一つ土産を買ってなく・・・
　考えてみたら、ダイビング以外に行った所は、朝飯を買う為のコンビニと
総菜屋だけであった。それと、結婚式のホテル位かな・・・

　ホテル前のショッピングセンターに行き、土産を物色するも、何か日本と
同じ。もしくはそれ以上の金額に購買心が湧かない。
　そう思いながらも、何か買わないと・・・
　ありがちなマカダミアンナッツのチョコレートを結構な値段で買った。

　1Fのスーパーマーケットには日本食を始め、多くの国々の食材が並んで
いた。
　カップヌードルから味噌に醤油、スナック類に缶コーヒーと、私が日本か
ら持ち込んだツマミ類まであって、あれっ～って感じでした。
　ただ輸入品だけに決して安くなかった。
　但しスーパードライ・一番搾り等のビールは$1.2位と安く感じられた。

　さて、ホテルに戻ると帰省準備が始まった。
　最終日まで潜ると、ダイビング器材を乾かすのが大変である！
　何とか半乾きでバックに詰め込み、帰り支度を済ませた。

　本日の夕食は、居酒屋「喰喰」（モグモグ）
でした。

　新鮮な魚介類が食えるという事と、サプ
ライズパーティーが出来そうな場所と言う
事で、ここになりました。

　まずは、お疲れ様のかんぱ～い！です。

　そしてサプライズパーティーの始まり…

　この日、新婦さっちゃんの両親が結婚39
周年と言う事で、まずはケーキの贈呈です。

　となればここはこれしかないでしょう
～？
　ケーキカットもして頂きました。

猪木アイランド ホテル前のショッピングセンター
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　ここまでやらせたら、後は・・・

　ファーストバイトの儀式？介護中？（失礼！）

　参加メンバーからのプレゼントのマングローブカニですが・・・

　写真を大きめにしたけど、カニの大きさが伝わらない・・・
　これでどうかな？二人の口の大きさとカニの爪の大きさで・・・

　我々 11名＋ガイド2名の13名で、本日の夕食代＝$490。1人頭約$38で
した。（ケーキ別）

　さて、ホテルに送って頂くと、帰省に向けて最終片付けをした。
　夜12時ホテルチェックアウトして12時半ピックアップ。
　バスでコロール空港に送ってもらった。
　空港では、バックの重さを測るでもなく、中身のチェックも無く、簡単に
チェックイン終了した。
　ここの空港もたいしたレストランも無く（お腹一杯だが…）待合所も小さ
なお土産屋さんだけだった。

　3時25分、日本航空臨時便JO8896は定刻通りパラオを飛び立った。
　成田に着くまでぐっすりの睡眠であった為、機内食等は判らない・・・？

　7時45分成田到着。今回の旅は終わった。。。

さて、その他の料理は・・・　　　これしか写真に残っていなかった・・・　最後にはクス玉を割って頂きました！
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10．終わりに

　4月から始まった今回の旅行計画も、約半年がかりではあったが、無事楽
しく素晴しい旅行になったと思う。

　『パラオで式を挙げたい！』と言われた時に、現地に知り合いが居るでも
なく、ど～なる事かと頭を痛めたが、旅行会社：オキマリンが間に入ってくれ、
現地では、アクアマジックのスタッフ方々始め、ロイヤルリゾートホテルの
皆様に助けられ 、一生思い出に残る良い結婚式・披露パーティーになった
と思います。

　ダイビングにおいても、18年憧れたこの海に潜る事ができ、大物・魚影の
濃さ・海の色、全て素晴しかった！
　是非共また近い内に訪れたい！
　そしてもっと潜りたい！！
　今度はギンガメやバラクーダの渦が見たいですね！

　それと次回は、陸上の観光等も楽しんでみたいです。

　まだまだ奥深いパラオですが・・・
　皆さん、次はいつ行きますか～？

参加者の感想

　旅行の感想の前に、まず、お礼を述べさ
せて頂きたいと思います。
　今回の挙式に関して、企画していただい
た岡安さん、手配をしていただいた沖マリ
ン、現地でいろいろとムリを言ってご迷惑
をお掛けしたAQUA MAGICの方々、ニッ
コーホテルの方々、また、忙しい中、この
企画に参加して頂いた皆さん方、本当にあ
りがとうございました。皆さまのおかげで、大変いい想い出を作ることがで
きました。
　さて、初パラオについての私の感想ですが、率直に素敵な海を実感しまし
た。さすが、ダイビング誌に多く掲載されるのも当然でしょうね。いつもな
ら最後あたり、もうダイビングはいいかなとか感じるところ、今回はまだま
だ潜り足りない気すら、しました。
　また最後には、思ったよりも行きやすい感じが残りました。理由の一つは、
30㎏までの重量制限。これだけでもう、行き帰りの不安の一つがなくなって
しまうわけで、これはいいですねえ。
　あと、食事がウマかった。まあ、ちと高級な食事だったわけだから、当た
り前でしょうか。次はぜひ、もっとローカルな食にトライしたい。
　最後に旅費。オプションフィーが掛からないために、思ったよりも安くあ
がることを実感しました。（今回は贅沢をさせてしまい、すみませんでした。）
機内のスパークリングワインもいいですね、でも今回、実は飲めませんでし
た…残念。
　ちょっと、気になったところとしては、まずはホテル。レストランすらつ
いてないホテルで、みんなどう思ったかな。私はこういうホテルが結構好き
で、その分は、食で贅沢するぞといつも思っているので充分でしたが、また、
初めての足かがりとしては良かったと思うのですが（何事も最低レベルを知
らないと比べられませんから…）もし許されるなら、次はリゾートリゾート
している（せめてプールがある）ホテルがいいですかねえ。
　それと、夜の羽田出発。これが今回、「これから海外に行くぞ!!」という
勢いを殺してしまった気がします。駐車場も何とかして欲しいですねえ、あ
のダブルエレベーターは最悪です。
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　あと、6日でも短く感じるこの旅程、なんとかならないですかねぇ。6日
はなかなか休みづらいものです。
　でもまあ、いずれにしてもトータル的には、また初パラオとしては大成功
だったのではないかなと思います。
　またいつか、挙式を挙げた記念の地として訪れることができることを嬉し
く思います。本当にありがとうございました。

加藤いっこう

　私達二人の「パラオで結婚式がしたい」
という、誠に勝手な思いから始まった今回
の旅行は、一生忘れる事の出来ない位思い
出深い物となりました。
　我々の仲間の誰も行った事のない地での
挙式はどうなるかな？と不安もありました
が、憧れの地パラオは楽しい旅行になるに
違いないと期待の方が大きかったです。
　そして、その期待どおり、いや、それ以上にダイビングも挙式も大満足で
した！！
　それに、父母の39周年結婚記念まで出来て、本当に感動・感激の素晴らし
い旅行でした。
　ご協力頂きましたスタッフのみなさん、バーミリオンのみなさん、本当に
ありがとうございました。

加藤幸子

　初マンタをパラオでゆっくり見る事がで
きたのが一番感動でした！
　イルカと亀と鮫とナポレオンもにも沢山
会えて感動！
　さすが織田裕二の愛した海だと思いまし
た(^o^)
　ダメダメダイバーをずっと助けてくれた
リエちゃん！リエちゃんのおかげでパラオ

の海を満喫できました！感謝してます！！
　加藤夫妻の手作り結婚式も準備は大変だったと思うけど、その分想い出に
残る素敵な式になったと思います。

イガ

　一年ぶりのダイビング＆バーミリオンツ
アー、なんとか50本達成でき、念願のマン
タも見られ、感動しました！
　加藤君とさっちゃんの結婚式は心に残る
素敵な式で、自分も参加できたことがとっ
ても嬉しいです(^-^)
　ところで私は、お陰様でこの旅行で2㎏
は成長したようです!?
　次の旅行までには、痩せるぞー !!
　今回もホントにホントにありがとうございました。

イダ

　パラオの島々の景色も海の中も魚影のこ
さもすごくよかったです。
　ショップの方々も細かいところまで気を
まわしてくれて、安心して海も陸も過ごせ
ました。
　結婚式＆パーティーに関しても思いの外
すばらしいものになって安心？しました。
　今度はのんびり観光と現地の人とふれあ
いたいです。早いうちに(^^ ゞ　

★☆★としえ★☆★
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その他の参加者

タムタム 芦谷　和男

新井　克典

渡辺　アイ子渡辺　政雄

お世話になった、スタッフ方

　さて、こんな感じて、今回のレポートも終わりです。
　最後まで読んで頂いて有難う御座いました。

2008.11. 8 完成・記載

ほんとうに
　ありがとうございました！！


