
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                   
 

小中学生の土曜体験プログラム 

第１号 

２０１７年５月２６日（金）発行 
すかっ子セミナー2017 実行委員会 
連絡先 事務局（ＹＰＳ） 
Tel＆Fax  046-823-1965 （藤澤） 
e-mail  ypshirof@aol.com 

１６年目『すかっ子セミナー2017』がスタート 
＝オリエンテーションに吉田市長も激励に＝ 

 ５月１３日（土）10 時から、まなびかん（生涯学習センター）大学習室においてオリエンテーションを行

い、16 年目を迎えた“すかっ子セミナー2017”がスタートしました。真夏のような前日の青空と打って変わ

り朝から雨模様でしたが、定刻には“すかっ子”とその保護者、スタッフ約 80 名が集合しました。 

今年の参加者は、リピーターに加えフレッシュな“すかっ子”も加わり、市内 13 小中学校（他に市外 2 校）

の小学１年生から中学３年生までの 24 名（受講延べ人数 32 名）です。＜5 月 14 日現在＞ 

 オリエンテーションは藤澤事務局長の司会で進められ、高橋実行委員長の挨拶の後、後援をいただいている

横須賀市からは環境教育を担当している環境企画課山中さんから“すかっ子”に対する期待と励ましの挨拶を

いただきました。続いて“すかっ子セミナー”の趣旨を再認識するために、記録ノートに書かれた「はじめに」

の文章を、藤澤事務局長に続いて全員で復唱しました。最初は小さな声でしたが、次第に大きな声で読み上げ

ていました。この後、１コース生活環境系“エコニコ・サークル”から、コースの目的、プログラム内容など

についての説明、スタッフの紹介が行われました。９コース自然系Ｅ“すかっ子ヨットクラブ（体験組、根性

組）は、昨年の活動を映像で紹介しながら説明されました。残念なが 

ら３コース郷土文化“むかしあそび in万代会館”は応募者がなく休 

講となりましたが、“お茶会”など企画していたプログラムを、参加 

者を募って特別開講するとのことですので、ぜひ参加してください。 

 各コース説明が終わった 10 時 40 分過ぎ、お忙しい中、吉田市長が 

顔を出して下さいました。日頃から“すかっ子セミナー”に対し、ご 

理解ご支援をいただいており、昨年度、“すかっ子セミナー”は、「環 

境省第４回グッドライフアワード実行委員長特別賞」、 

「かながわボランタリー推進基金２１奨励賞」を受賞し 

たこともあって出席をお願いしたところ、ご都合をつけ 

て出席“すかっ子とスタッフ”を激励してくださいまし 

た。実は 2011 年、「よこすかＥＣＯ大賞」を受賞した時、 
その副賞として吉田市長に８コース自然系Ｄのプログラ 
ムに参加していただき、佐島の“釜あげシラス工場”を 
一緒に見学したことがありました。 
 この後、各コースごとに分かれ、保護者を交えて、詳 

しい説明、注意、質疑応答が行われました。（高橋） 
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オリエンテーション会場の様子 

吉田市長のあいさつ 



               「まなびかん」でのオリエンテーションを終えて、例年通り５､８コースと

一緒に浦賀道を歩く予定でしたが、あいにくの雨のため中止。そこで急遽、

池子にある理科ハウスへ“レッツゴー！”。 

ここもエコニコでは恒例の場所なのですが、い 

つも時間が足りず悔しい思いをするので、今回 

はゆっくり時間が取れるよい機会です。 

 すかっ子３人は電車で着いた神武寺駅で見つ 

けたツバメの巣に“ワーワーキャーピー”言っ 

てなかなか離れようとしませんでしたが､13 時開館の理科ハウスに急がなくちゃ。 

いつもながら理科ハウスはワンダーランド。■化石が出たら持って帰れると聞 

いて、石を根気強く顕微鏡で観察してシャーペンで忍耐強く削ったり（隣にいた 

中 1生はサメの歯の化石を発見）、■穴の開いたペットボトル振子の中に砂を入 

れて揺らして、思いもよらぬ美しい模様を描いたり、■白い粉８種類（片栗粉、 

砂糖、グラニュー糖、小麦粉、天ぷら粉、重曹、食塩、クエン酸）が、それぞれ 

入れられたゴム風船を手で触ってどれがどれかを当てたり（手触りの後は水 40g 
と共に試験管に入れられた粉の様子を見て確 

認）。■Ａ４用紙 3 枚で橋を作り何ｇまでの錘 

を釣るしても耐えることができるかを競った 

り（１人の“すかっ子”は偶然の賜物作品で 

ランクイン！）。■人間以外は､みーんな本物 

という動物（虫も含む）のウンチを観察して 

誰のものかを当てるゲームでは、ウンチに残 

った食物を観察して推測しました。コアラ、 

チョウ、ミミズが難しかったかな。 

                さあ、そろそろ帰らなくちゃと言った頃に、 

スタッフの方から「植物ゲームどうですか？」 

とお誘いがありました。本物の草花（シロツ 

メクサ、ハルジオン、キショウブ、ツツジ、 

 スギナなど）を手にどこに生えている 

 か（海陸）、種に覆いがあるか（被子 

植物 or 裸子植物）、葉の形（平行 or 
網状）、花の形合弁 or 離弁）などで分 

けながらコマを進めました。 

                   1時間オーバーの滞在でも「また来 

                  たーい」と口々に、後ろ髪を引かれる 

思いで理科ハウスを後にしたのでした。・ 

（記:田中） 

 

●１コース：生活環境系 よこすかエコニコ・サークル 

第１回(５月１３日)オリエンテーション・理科ハウス （すかっ子:３人 サポーター:２人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

神武寺駅にいたツバメ 

（２） 
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植物ゲーム。単子葉？離弁花？ 

大小 16 種類のウンチ。誰のかな？ 

振り子を揺らし砂絵が描く 

もくもくと読書にふける 

 

顕微鏡で化石探し 

 

お弁当中も笑いっぱなし 

 

担当団体：ゴミ・エコ・ネットワーク 

     We  Love 平作川 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 オリエンテーションを終えても雨は止まず、午後から予定し 

ていた「浦賀道を歩き、諏訪公園で遊ぶ」は中止しました。代 

わりに、まなびかんの大学習室が午後１時まで借りていたので、 

お昼を食べ終えた５コース、８コースの“すかっ子”と保護者 

の方は、大学習室に集まって「机上のガイドツアー（勉強会）」 

行いました。 

 まず今日いただいた「三浦半島ガイドマップ」を机の上に広 

げて、今いる「まなびかん」の場所を探してもらいました。 

小学校低学年の子には難しいかな？ 次に横須賀市の北側は葉 

山町、逗子市、横浜市、南側が三浦市、そして三方が東京湾 

（内湾・外湾）、相模湾で囲まれていることを学びました。 

 続いて５コース自然系Ａ“川がき探検隊”が訪ねる予定の高熊川（６月）、川間川（７月）、荻野川（８月）、

前田川（９月）、関根川（１０月）を地図上で見つけ、河口から源流へたどりました。そして途中に立寄る

公園、ため池などについて紹介しました。 

次に、８コース自然系Ｂ“海っ子・山っ子”が訪ね 

る予定の走水・観音崎（６月）、燈明堂・久里浜海岸 

（７月）、佐島・天神島（８月）、和田長浜・佃嵐・荒 

崎（９月）、城ケ島（１０月）を見つけました。今年は、 

特に潮だまりを中心にして色々な生き物を観察するこ 

とに重点を置いています。貝、海藻、タコ、小魚が採 

取できると思われます。その他には海辺の植物にも目 

を向け岩礁ばかりでなく、海浜植物にも関心を持って 

もらいたいものです。さらに、それぞれのコースの歴 

史も前もって勉強して頂けるといいですね。 

第３回のコースにある燈明堂（江戸時代の灯台）は、浦賀奉行の管轄であり東京湾で一番狭い海の道に船

の航海安全の目的で、菜種油や近くでとれるイワシからの油（魚油）を燃料とした灯台（大きな「あんどん」

のようなもの）を造りました。第４回の天神島には、横須賀市立の臨海自然教育園があり魚の標本とか生き 

              た小さなカニ，貝、小魚などが展示してあります。ま

たこの磯には数多くの生き物が観察できます。また、

植物にも横須賀の花である「ハマユウ」をはじめとす

る色々な種類も観察できますが、この園内では、動植

物の持ち帰りは禁止されていますし、どのコースでも

生き物の採取は構いませんが、帰る時にはすべて逃が

してあげましょう。地図上（机上）の説明も事前

知識を身につけられるということで、とても大

切である。次回からは、それぞれ現地で楽しん

でください。［５ｺｰｽ中村、８ｺｰｽ小嶋（記）］ 

 
 
 

● ５コース 自然系Ａ “川がき探検隊” ●８コース 自然系Ｄ “海っ子・山っ子” 

第１回（５月１３日）  三浦半島ガイドマップで 

訪ねる予定の川、海辺をたどる 
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雨のためロビーでお弁当 

地図の上で川、海辺を訪ねる 

５ｺｰｽ、８ｺｰｽ担当スタッフ：横須賀｢水と環境｣研究会 

We Love 平作川、かながわ環境ｶｳﾝｾﾗｰ協議会 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●９コース 自然系Ｅ“すかっ子・ヨットクラブ” ９-１「体験組」、９-２「根性組」 

キャプテン正木 レッドシャークⅡと仲間たち 

 第１回（５月１３日）、第２回（５月２０日）１５期生は７人でスタート！! 
 

■午前中のオリエンテーションでは、昨年のヨットコースの活動のハイライト動画を会場の皆さんに見ていた

だきました。楽しく元気いっぱい活動していた様子が伝えられたことと思います。午後は、残念ながらあいに

くの大雨だったため、会場で記念の集合写真を撮って、次回を楽しみに・・・と解散しました。 

今年は、昨年から継続して参加の「体験組」４名と、初参加、やる気満々の６年生３名の「根性組」、合わせ

て７人でスタートしました。 

■待ちに待った翌週の２０日は晴れ！全員東浦賀ボートパークに 

集合。この日を待ちきれなかったらしく、早めに集合している子 

もいました。全員で輪になってまずは自己紹介。大きな声ではっ 

きりと、自分の名前・学校名・学年を言いました。そして、はじ 

めての桟橋での活動なので、気をつけなければならない大事なこ 

と（走らない、落ちた時にどうするか）などの話をキャプテンか 

ら聞きました。 

夏のような日差しのもと、船に乗り、まずは水分補給。船内でお 

茶を飲んだり、話をしたりしながら体を慣らしました。 

■初参加の根性組３人は、まず船のスケッチから始めました。船 

のあちこちの名前や役目を２期生の倉邊先輩から教わりました。 

今年は６期生の小宮先輩も参加してくれています。「船の上は手 

で歩く」安全な身のこなしなど教わりました。 

■体験組の４人は、今までもお世話になっている田口さんのヨッ 

ト「彩雅」に乗せていただき、舵を動かしたり、両方の船を行き 

来したり、桟橋では海藻を採ったりカラス貝を採って草フグにあ 

げてみたりと大人の作業を横目に楽しそうに過ごしていました。 

■楽しみの一つでもあるお昼は、田口さんの協力を頂いて、焼き 

そば・おにぎり・から揚げ・サラダ・わかめのピリ辛スープ・・・ 

と大変なごちそうになり、みんな大満足。片づけは６年生が率先 

して食器を洗い、５年生も協力。そしていよいよ船を出すことになりました！ 

■セールを揚げて、浦賀湾から東京湾へ！目の前には漁船やフェリー、大きなタンカー、カーフェリーなどが

たくさん行き来していました。そしてその向こうには、千葉 

県（房総半島）、鋸山や東京湾観音も見えていました。 

■初参加の６年生たちは、まだ何がなんだかわからなかった 

とは思いますが、「このロープを引け！」「ウインチを回せ！」 

「もっと引けー！」のキャプテンの指示のもと、ぐんぐん船 

を走らせました。風を受けて気持ちのいいこと！ 

みんな緊張の面持ちかと思いきや、意外なほど笑顔･笑顔！！ 

体験組は、船の一番前（特等席と言っています）にしっかり 

陣取って、楽しそうにおしゃべりが弾んでいました。 

                 （村松志津枝 記） 
 
 

 

 

 

 

 

キャプテンの注意を真剣に聞く”すかっ子“ 

最初の船出で緊張！（体験組） 

セールを揚げ、いざ東京湾へ！（根性組） 
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●１０コース 伝承文化  [創作・科学クラブ] 

    第 1 回（5 月 13 日） 『簡単なオモチャ作り』 

 

今年もオリエンテーションのあと、会場で簡単なオモチャを２作品作りました。  

初めは『ギーギーセミ』。科学のりを使うのと、折り紙でセミを折っている時間がないと思ったので、音だ

け出るようにしました。他のコースの人や、弟さん・妹さんも参加していっしょに作りました。昨年も音を

出すオモチャ『鳴き鶏』を作りましたが、原理は同じで操作が異なるものです。製作希望者が７名と多かっ

たのですが、材料の数を多く用意していったので、全員、作るこ 

とができました。音を大きくするには、糸と棒の摩擦が大きくな 

るようにすることをアドバイスしました。 

２作目は『がりがりトンボ』。簡単に作れるオモチャです。１０ 

コースの人には、右の写真の真ん中の仕組み棒も渡しました。 

今年の１０コースは２年目の菅野君と初めての秋田君。オモチ 

ャつくり中、９コース（ヨット）にも参加する菅野君は、９コー 

スの記念写真撮影に参加していました。でも材料さえあれば工夫 

して完璧に仕上げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリエンテーションのときにもお伝えしましたが、今の時代はわからない 

ことはネットで調べれば答えが簡単に得られます。しかし体験すると、表現しにくい感覚として身に付き、

将来、必ず役に立つと思います。これからの１０コースの課題の中に、体験したいものがありましたら、お

知らせください。数名でしたら、用意しておきます。内容と実施場所は、通信でお知らせします。 

 参加をするときは、『筆記用具』と『雑巾または手拭き』を持ってきてください。 

次回の予定 日時：6 月 10 日（土）9:30～11:50  『 ①酸とアルカリ、②「火虫」 』 

      会場：逸見コミュニテーセンター ３階、調理室   

連絡先  Tel./Fax. 835-9602    昼間は、留守電にお名前と連絡先をお話しください。   (記 沖) 

                  

  

 

 

 

今年の作品「ギーギーセミ」 

今年の“すかっ子”２人 

弟さんも体験参加 

 

オモチャ作り体験 

（５） 
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◆◆６コース自然系Ｂ“自然博士になろう”◆◆ 
 ６コースの最初の活動は、５月 27 日（土）に「野鳥やノウサギを探して広い“めぐりの森”を歩く」

を開催します。そのため、今月号の“すかっ子セミナー通信 2017 No.1”には活動報告が間に合いませ

んので、６月号に掲載いたします。 （６コース：野崎） 担当：三浦半島「自然ふれあい楽校ほか 

担当団体：手作りオモチャの会 



［すかっ子セミナー2017 参加学校名］    ２０１７年５月１４日現在 

◆横須賀市立小学校（１２校）         ◆市外小学校（２校） 

・粟田小学校  ・高坂小学校  ・長井小学校    ・初声小学校（三浦市） 

・野比小学校  ・野比東小学校 ・望洋小学校    ・長柄小学校（葉山町） 

・鶴久保小学校 ・浦賀小学校  ・田戸小学校   ◆市立中学校（１校） 

・豊島小学校  ・池上小学校  ・城北小学校    ・長沢中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             ［プログラム実施団体］  １５団体 

・ゴミ･エコ･ネットワーク・浦賀文化史サークル・横須賀学の会・Ｗe  Love 平作川 

・万代会館プロジェクト・津久井の自然を守る会・よこすか海遊クラブ 

・横須賀｢水と環境｣研究会・三浦半島自然保護の会・レッド･シャークⅡと仲間たち  

・手作りオモチャの会 ・三浦半島｢自然ふれあい楽校｣・NPO 法人三浦半島生物多様性保全 

・かながわ環境ｶｳﾝｾﾗｰ協議会横須賀三浦支部 

［事務局］  ・NPO法人よこすかパートナーシップ･サポーターズ（ＹＰＳ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

［参加者学年別内訳］    [人] 

学年 男 女 合計 

小学校１年生 1 ０ 1 

２年生 １ ０ １ 

３年生 ０ ０ ０ 

４年生 ４ ４ ８ 

５年生 ０ ３ ４ 

６年生 ６ ４ １０ 

小学生 合計 １２ １１ ２２ 

中学生以上合計 1 ０ １ 

  合 計 １３ １１ ２４ 

注：参加者実数  

［参加者コース別内訳］  [人] 

コース 男 女 合計 

１コース ０ ３ ３ 

３コース － － － 

５コース ５ ２ ７  

６コース ３ １ ４ 

８コース ６ ４ １０ 

９-１コース ０ ３ ３ 

９-２コース ３ ０ ３ 

１０コース １ １ ２ 

合 計 １８ １４ ３２ 

［注］［－］は催行人数に満たず休講 

 ６コースは、ほかに葉山町から“はやまっ子”

が加わって活動する。 

（６） 

◇◇◇すかっ子セミナー２０１７実行委員会◇◇◇ 

［事務局］ 

□ 特定非営利活動法人 

     よこすかパートナーシップサポーターズ（ＹＰＳ） 

               Tel ＆ Fax  046-823-1965 （藤澤） 

     ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://ｗｗｗ.yps．or.jp／sukasemi 

□ 発 行： ２０１７年 ５月２６日（実行委員長 高橋弘二） 
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