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１９５７年 日本ダイビング協会設立 なんと申しましょうか

昭和３２年 翌年「潜水科学協会」に改名 デラックス 

神武以来

１９５９年 CMAS（世界水中活動連盟）設立 ながら族

昭和３４年 ファニー・フェイス

１９６１年 潜水科学協会関西支部発足

昭和３６年
不快指数

１９６６年 びっくりしたなあーもう

昭和４１年 ボクァしあわせだなァー

１９６７年 新「潜水科学協会」準備会発足 大きいことはいいことだ

昭和４２年 　（関西潜水連盟） ハプニング

１９６８年 2月11日 京都  新「潜水科学協会」発足 小笠原諸島、日本に復帰 昭和元禄

昭和４３年 イタイイタイ病・水俣病公害認定 ズッコケる

メキシコオリンピック開幕

GNP世界第2位

１９６９年  9月 エコノミックアニマル

昭和４４年 Oh!モーレツ

ニャロメ

10月 和歌山 白浜町で連盟主催の準指導員検定が行われ、32名が受講

１９７０年 アクアラング赤十字特殊奉仕団結成（参加者55名） 芸術はバクハツだ

昭和４５年
ＮＡＵＩ　日本に上陸

J・マイヨール　伊豆海洋公園にて７６ｍの素潜り記録達成

１９７２年 全日本潜水連盟発足加盟 日中国交正常化 死刑！

昭和４７年 沖縄返還 瀬戸の花嫁
日本列島改造論 ゴッドファーザー
第11回　冬季オリンピック札幌大会開幕 恍惚の人
ＰＡＤＩ　日本に上陸 ベルサイユのばら

１９７５年 沖縄 沖縄国際海洋博覧会・海洋レース参加 ベトナム戦争終結 世界同時不況

昭和５０年 兵庫 第13回　水中スポーツ大会（西代） 沖縄国際海洋博覧会 ソウル・ディスコ

静岡 全日本水中スポーツ大会（第14回)（伊豆海洋公園） スエズ運河再開 タワーリング・インフェルノ

須磨 UWNクラブ対抗全国大会（決勝戦） 第２次ベビーブーム

福井 準指導員認定講習会(敦賀半島) 複合汚染

沿沿沿沿　　　　革革革革　　　　史史史史

旧潜水科学協会の役員によりレジャーダイバーの育成を目的
に活動を話し合う

（2／11京都国際会館で関西のダイバー約140名参加、会長大野
敏一（京都）、副会長増田芳治（大阪）、山名実（京都）選出）

「潜水科学協会」は科学技術庁が主務官庁となり「社団法人
海中開発技術協会」を設立、潜水科学協会発展的解消

「潜水科学協会」「西日本水中スポーツ連盟（会長 玉置敏夫）合
弁」名称を「関西潜水連盟」とする  会長 玉置敏夫

わかっちゃいるけどやめられない

8／27ブルーオリンピック大会
主催　日本水中技術振興会
伊豆八丈島　参加6ヶ国230名参加

海の救助、捜索活動、クリーン作戦兵庫県防災訓練に参加
関西潜水連盟に指導員25名、準指導員47名、計72名が登録され
近畿、中国・四国での潜水教育が本格的にスタート

　(関東の「日本潜水会」「中部潜水連盟」「関西潜水連盟」「ＰＡＤＩ
潜水指導協会」の4団体で「全日本潜水連盟（ＪＵＤＦ）　(会長 玉置
敏夫)」が設立される)



１９７7年 3月6日 大阪 関西潜水連盟　第1回総会開催 山下泰裕19、才史上最年少「柔道日本一」 祟りじゃ～っ

昭和５2年 　　枚方市ヤングプラザ　125名参加 気象衛星「ひまわり」打ち上げ成功 天は我々を見放した

北海道「有珠山」爆発 普通の女の子に戻りたい 

王貞次「ホームラン756号」世界一

１９７９年 和歌山 全日本UWN大会 イラン革命 インベーダーゲーム

昭和５４年 徳島 救急再圧員研修（松山） スリーマイル島原発事故 エガワる

静岡 海洋フリッパーレース参加（伊豆） 東京サミット キャリア・ウーマン

大阪支部水中スポーツ大会実施 ソ連アフガニスタンに軍事介入 省エネルック

広島 海上自衛江田島潜水学校見学 共通１次学力試験（センター試験）が始まる ぶら下がり健康器

水中写真展（神戸サンチカギャラリ） NECがパソコン「PC-8001」を発売 夕暮れ族

指導員・準指導員講習会実施

１９８０年 関西潜水連盟会報第1号発刊 モスクワオリンピック不参加 竹の子族

昭和５５年 イラン・イラク戦争 とらばーゆ

「竹の子族」原宿歩行者天国で 漫才ブーム

ルービック・キューブ

１９８１年 京都 関西潜水連盟　第５回総会開催 ボートピア81開催 クリスタル族

昭和５６年 須磨 UWN春季大会 チャールス皇太子ダイアナ結婚 なめネコ

全日本海洋フリッパーレース エジプトサダト大統領暗殺 ハチの一刺し

UWN関西地区クラブ対抗第1～2回（和歌山小引）（竹野） 100歳以上1000人突破 窓ぎわのトットちゃん

春季スポーツ大会（マキノ）
兵庫 第12回水中スポーツ大会（西代）
静岡 全日本水中スポーツ大会（第13回）（伊豆海洋公園）
兵庫 UWNクラブ対抗全国大会（決勝戦）（須磨）
兵庫 準指導員認定講習会（浜坂）・（須磨）
兵庫 水中写真展（神戸そごう）

１９８２年 認定証基準制定　 フォークランド紛争勃発 逆噴射

昭和５７年 　　1スターダイバー（4級）～4スターダイバー（1級） 羽田空港沖日航機墜落 森林浴

大阪 春季スポーツ大会　（枚方市ヤングプラザ） ナショナル・トラスト ネクラ

第6回総合（神戸） 500円硬貨1億枚発行 ほとんどビョーキ

静岡 海洋フリッパーレース（伊豆海洋公園） ルンルン

 山梨 UWNクラブ対抗全国大会（決勝戦）（本栖湖）

１９８４年 全日本潜水連盟分裂 まるきん　まるび

昭和５９年 植村直巳がマッキンリーで行方不明 くれない族

グリコ森永事件 エリマキトカゲ

１９８５年  CMASに加盟（世界水中連盟） 青函トンネル貫通 投げたらアカン

昭和６０年 NTT・日本たばこ民営化 カエルコール

大鳴門橋が開通 ロス疑惑

日航ジャンボ機「御巣鷹山」に墜落 キツネ目の男



１９８６年 全日本潜水連盟より脱退 フィリピン「アキノ政権」樹立 ファミコン

昭和６１年 ソ連チェルノブイリ原発事故 亭主元気で留守がいい

土井たかこ社会党委員長に おニャン子

伊豆三原山噴火 地揚げ・底地買い
「チャレンジャー」が打ち上げに失敗

１９８７年 潜水安全協議会に加盟（警察庁・海上保安庁） ペレストロイカ マルサ

KDJapanインストラクターマニュアル作成。 JR発足（国鉄解散） 朝シャン

ニューヨーク市場史上最大の下げ サラダ記念日

アサヒスーパードライ大ヒット ゴクミ

１９８８年 フィリピン 第1回ＫＤJapan ＩＴＣをフィリピン・アニラオで開催。16名が参加 上海修学旅行列車事故 トマト銀行

昭和６３年 3月26日 大阪 第20総会　大阪・東洋ホテルで開催。約150名が参加 ソウルオリンピック開幕 シーマ現象

RDSに加盟（通産省） 瀬戸大橋・児島～坂出ルート開通 しょうゆ顔・ソース顔

社会スポーツセンターに加盟（文部省）
KDJapanインストラクターマニュアル加筆・増刷 地価暴落 ドライ戦争

１９８９年 海中安全協議会に加盟（RDS・潜安協解散） 昭和天皇死去 セクシャル・ハラスメント

昭和６４年 日本海洋レジャー安全振興会に加盟（運輸省） 消費税実施 オバタリアン

平成元年 中国「天安門事件」起こる 24時間タタカエマスカ

ベルリンの壁崩壊 オタク
NOと言える日本

１９９１年 聴覚障害者ダイビング活動NHK・TVで放映 湾岸戦争突入 地球にやさしい

平成３年 きんさん・ぎんさん100才・100才 僕は死にましぇ～ん

雲仙普賢岳大火砕流発生 若貴

ソ連消滅・ゴルバチョフ大統領辞任 損失補填

１９９２年 日本赤十字社より銀色有効賞授与 地球サミット開催（ディオジャネイロ） カード破産

平成４年 　（多年にわたる奉仕活動による） 日本新党設立 冬彦さん

大阪・海遊館が開館 上申書

複合不況

１９９３年 京都  関西潜水連盟　25周年記念総会開催 北海道西南沖地震 Jリーグ・サポーター

平成５年 イスラエル・PLO相互承認 規制緩和

新党ブーム細川政権誕生 コギャル

ナタ・デ・ココデザート流行 お立ち台

１９９５年 阪神大震災で事務処理変更 阪神大震災 無党派

平成７年 震災のため年次総会中止 都営地下鉄「サリン事件」 安全神話

震災復興水中スポーツ大会開催 野茂投手米ドジャースで初勝利 インターネット

第1回全国室内潜水スポーツ大会参加 フランス・ムルロワ環礁で地下核実験 ライフライン

１９９６年 平成7・8年度・年次総会 アジア・ヨーロッパ首脳会議 メークドラマ

平８成年 薬害エイズ産・官・学暴露 援助交際

ペルー日本大使館人質事件 ルーズソックス

第2回全国室内潜水スポーツ大会参加 タマゴッチブーム チョベリグ
アムラー

水中スポーツ大会・水中写真展・支部・委員会・クラブ便り同時開
催

 新生・関西潜水連盟としてロゴを「KDJapan」と名づけ継続する事
に決定



１９９７年 １月～５月 日本海 日本海流出重油調査および回収ボランティア活動 ロシアのタンカー「ナホトカ号」が日本海に沈没して重油が流出失楽園

平成９年 消費税が3%から5%に引き上げ たまごっち

香港がイギリスから中国に返還 もののけ姫

７月 創立３０周年を記念して関西潜水連盟規約改訂を提案 イギリス元皇太子妃ダイアナがパリのセーヌトンネルで事故死 郵政3事業

山一証券が3兆5000億円の負債を抱え自主廃業を決定 パパラッチ

１９９８年 3月29日 神戸 関西潜水連盟創立３０周年記念総会開催（神戸海洋博物館） 郵便番号が5桁から7桁に ハマの大魔神

平成１０年 　記念講演：東京医科歯科大学　眞野喜洋教授 明石海峡大橋が開通 だっちゅーの

　　　　　　　　　水中写真家　望月　昭伸　氏 貴乃花と若乃花、史上初の兄弟横綱が誕生 環境ホルモン

　　　　　参加人数　３０３名　　記念海洋クルーズ（明石海峡） アメリカのマイクロソフト社が「Windows '98 日本語版」を発売 貸し渋り

　聴覚障害者におけるスキューバダイビング指導マニュアル完成 長野冬季五輪で日本は金5・銀1・銅4のメダルを獲得 凡人・軍人・変人

モラル・ハザード

１９９９年 舞鶴支部発足 アメリカ・クリントン大統領のスキャンダル弾劾裁判で無罪判決ブッチホン

平成１１年 ４月 インターネット開設 トルコ大地震・台湾中部大地震が発生 学級崩壊

7月20日 KDダイビングマニュアル創刊 改正住民基本台帳法が成立 ミッチー・サッチー

9月5日 第３０回水中スポーツ大会開催 マカオがポルトガルから中国に返還 西暦2000年問題

11月11日 神戸 国際高気圧障害医学会（ICHM） プロ野球のオリックス・イチロー選手が元TBSアナウンサーと結婚だんご３兄弟

        サテライトシンポジューム「ナイトロックス　イン　神戸」 ｉモード

２０００年 ２月 KDホームページ開設 森喜朗 首相内閣が始まる おっはー

平成１２年 4月1日 新関西潜水連盟規約改正・関西潜水連盟規則制定施行 雪印乳業集団食中毒事件 IT革命

4月8日 第一回KD本部理事会開催（神戸勤労会館特別室） 沖縄県名護市で主要国首脳会議（サミット）・二千円札発行 Ｑちゃん

シドニー五輪で高橋尚子選手が大会新記録で金メダル ジコチュー

木村拓哉が歌手・工藤静香との結婚を発表 「官」対「民」

２００１年 KDオリジナルログブック作成 アメリカでジョージ・ブッシュ大統領が就任 米百俵

平成１３年 １０月 神戸市垂水沖：太閤岩海底調査 ハワイ沖でアメリカ海軍原子力潜水艦が実習船えひめ丸に衝突骨太の方針

10月27日 東京 第４回「安全潜水を考える会」発表 大阪府にユニバーサル・スタジオ・ジャパンがオープン 狂牛病

          ：村上名誉会長「聴覚障害者とスキューバダイビング」 アメリカ同時多発テロ事件（9.11テロ事件）」 改革の「痛み」

東京ディズニーシーがオープン 生物兵器

皇太子妃・雅子さまが第1子をご出産 改革の「痛み」

小泉純一郎 首相内閣が始まる

２００２年 指導認定基準改定作業着手 ユーロ圏12ヶ国で欧州単一通貨「ユーロ」が流通開始 タマちゃん

平成１４年 １月 KD会員証シールを発行 雪印食品が解散 内部告発

3月10日 KDインストラクタートレーナーセミナー開催 住民基本台帳ネットワークが稼動 ベッカム様

１１月 KDオリジナルカレンダー配布開始 歌手・宇多田ヒカルが写真家・紀里谷和明と結婚 ムネオハウス

        （水中写真コンテスト優秀作品使用） 島津製作所・田中耕一所員がノーベル化学賞 拉致

インドネシア・バリ島のディスコで爆発テロ Godzilla

２００３年 KDトレーニングセンター制度創設 朝青龍がモンゴル人として初めて横綱に昇進 毒まんじゅう

平成１５年 第２６回CMAS世界大会（中国・海南島三亜）出席 スペースシャトル「コロンビア」が大気圏突入の途中で空中分解マニフェスト

宮崎駿監督「千と千尋の神隠し」がアカデミー賞を受賞 勝ちたいんや！

日本郵政公社が営業開始 コメ泥棒

東海道新幹線品川駅が開業 SARS

柔道・谷亮子選手がオリックスブルーウェーブの谷佳知と結婚

水中スポーツ大会・水中写真展・支部・委員会・クラブ便り本部主
催同時開催



２００４年 スノーケリングスクール・ディレクター登録 自衛隊がイラクへ派遣 韓流

平成１６年 （社会スポーツセンター・日本スノーケリング協会） アメリカでの狂牛病発生影響で、吉野家が牛丼の販売を中止 気合だー！

東京都心で38日間連続真夏日の最長記録 セレブ

イチロー選手がシーズン最多安打記録を84年ぶりに更新 電車男

新潟県中越で震度6強の地震・上越新幹線で開業初の脱線事故鳥インフルエンザ

スマトラ島沖のM9.0の地震が発生、津波で約29万人が死亡 マツケンサンバ

２００５年 沖縄支部発足 愛知県で愛・地球博覧会が開幕 小泉劇場

平成１７年 KDホームページリニュ-アル JR福知山線脱線事故（JR尼崎脱線事故） mixi・電車男

CMAS　non　vote　メンバーに登録（CMASと直接契約） 第44回衆議院選挙で自民党率いる与党が326議席を獲得し大勝受信料不払い

CMAS日本協議会発足と加盟 「耐震強度偽装問題」 マツケンサンバ

２００６年 「ライブドアショック」・「ライブドア事件」 ハンカチ王子

平成１８年 心肺蘇生法AHA２００５導入 神戸国際空港が開港 メタボリック症候群

2月26日 指導員研修会「安全潜水」KDレスキュー教本創刊 電気用品安全法（PSE法）が施行 イナバウアー

10月1日 のじぎく国体トライアスロン大会アクアサポート 耐震強度偽装事件に関与した元建築士ら8人が逮捕 デイトレーダー
秋篠宮紀子さまが「悠仁（ひさひと）」さまをご出産。 亀田三兄弟

２００７年 CMAS日本協議会会則制定 第1回東京マラソン 中国・模倣遊園地騒動

平成１９年 KDトレーニングセンター登録更新（５施設） 大リーグのオールスター戦でイチロー選手が日本人初のMVP ナントカ還元水

「新潟中越沖地震」新潟・長野で震度6強の地震が発生 そのまんま知事

「大阪世界陸上」世界陸上選手権が大阪で開催 サブプライムローン問題

郵政民営化がスタート

２００８年 中国製ギョーザ食中毒問題 次世代DVD規格競争

平成２０年 2月24日 関西潜水連盟４０周年記念総会開催 海上自衛隊のイージス艦「あたご」が民間の漁船と衝突事故 タスポ

指導認定基準改定（CMAS基準との整合性） 橋下徹弁護士が大阪府知事に当選 原油先物相場急騰

5月 Cカード協議会加盟 リーマン・ブラザーズが経営破綻・金融危機が世界的に拡大北京オリンピック

バラク・オバマ（民主党）第44代アメリカ合衆国大統領に当選世界同時株安



総会回数総会回数総会回数総会回数 年号年号年号年号 西暦西暦西暦西暦 日日日日 担当支部担当支部担当支部担当支部 場所場所場所場所
19 昭和62年 １９８７年 3月8日 兵庫 神戸マンダリンパレス

20 昭和63年 １９８８年 3月26日 大阪 東洋ホテル

21 平成１年 １９８９年 3月12日 京都 東天紅

22 平成２年 １９９０年 3月27日 兵庫 阪急三宮

23 平成３年 １９９１年 3月16日 大阪 青少年会館

24 平成４年 １９９２年 3月8日 新大阪 マジィイン江坂

25 平成５年 １９９３年 3月7日 京都 パークホテル

26 平成６年 １９９４年 3月27日 兵庫 タワーサイドホテル

27 平成７年 １９９５年 震災のため中止 （大阪）

28 平成８年 １９９６年 3月24日 大阪・新大阪 大阪マンダリン

29 平成９年 １９９７年 3月23日 京都 京阪ホテル

30 平成1０年 １９９８年 3月29日 兵庫 神戸海洋博物館・パルデメール

31 平成１１年 １９９９年 3月28日 大阪 アサヒビアケラー

32 平成１２年 ２０００年 3月26日 新大阪 新大阪ワシントンプラザ「宝島」

33 平成１３年 ２００１年 2月25日 舞鶴 敦煌（大阪・南）

34 平成１４年 ２００２年 2月10日 京都 京都国際ホテル

35 平成１５年 ２００３年 2月23日 兵庫 神戸舞子ビラホテル

36 平成１６年 ２００４年 2月22日 大阪 ホテルグリーンプラザ大阪

37 平成１７年 ２００５年 2月27日 新大阪 PARTY　SPACE　COSMOS

38 平成１８年 ２００６年 2月26日 舞鶴 神戸舞子ビラホテル

39 平成１９年 ２００７年 2月10日 沖縄 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

40 平成２０年 ２００８年 2月24日 兵庫 神戸舞子ビラホテル

41 平成２１年 ２００９年 2月22日 京都 京都国際ホテル


