
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                   
 

小中学生の土曜体験プログラム 

第２号 

２０１７年６月３０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 

●５ｺｰｽ 自然系Ａ“川がき探検隊” 

高熊川から塚山公園を越え西逸見ホタルの里へ 
 すかっ子 10 名、サポーター8 名、田浦郵便局前に集合。 
すかセミ通信、コースマップやこどもエコクラブのバッチが配 
られ、挨拶と注意・説明の後、国道 16 号を横断して高熊川上 
流に向いました。古い商店が立ち並ぶ田浦の街を通り、京急線 
ガードを抜けた田浦梅林入口でトイレ休憩。さらに進み高熊川 
沿いの裏道に入ると、たわわのグミの実、赤黒く熟したクワや 
サクランボ、橙色のキイチゴを見つけて味見し、みんなで“お 
いしい”“まずい”と言い合いながら一向に先へ進みません。 
 谷戸の突き当りで川に入れる靴に履き替え、渓流に下り高い 
横横道路の高架橋の下を通って奥に進みます。少し広くなった川原に荷物を置いくと、手網をもらって「水生

生物調査」、サワガニ、ウズムシ、ヘビトンボ、カワゲラ、カゲロウ、トンボの幼虫などたくさん捕れ、みん

なで確認後、放してあげました。元気組はここから源流探検、灌木を掻き分け細い渓流を遡ること約 20 分、

３ｍほどの滝を登ったところで記念写真を撮って戻りました。途中、たくさんカワトンボが飛んでいて、可憐

なカゲロウの成虫も見つけました。 
 谷戸を出て靴を履き替えた後は、恒例の“しごきの階段”、急な 

330 段の階段も“すかっ子”は平気、一気に登りました。さらに急 

な舗装された坂道を登って、田浦梅林、東京湾が望める畑地入口で 

ようやく待望のお昼になりました。 

 午後からは浦賀道に出て十三峠から塚山公園へ。三浦按針の碑に 

お参りして公園広場へ。ｻﾎﾟｰﾀｰは木陰のベンチでひと休み、すかっ 

子は鬼ごっこで駆け回っていました。 

 たっぷり遊んだ後、山道を歩き滑 

る急坂では声をかけながら慎重に下 

って西逸見ホタルの里に出ました。 

整備されたホタルの里でひと休みする 

と、“すかっ子”は早速、フジ棚に登 

って遊ぶ、まだまだ元気でした。 

 細い急な坂道を下ると逸見のまちは 

お祭りで、たくさんの露店が並んでい 

ました。途中、“すかっ子”は道草す 

ることもなく京急の逸見駅まで歩き、 

そこで解散しました。(中村) 
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長浦湾･横浜方面を望む所でお昼 

捕れた水生生物の観察 

県立塚山公園広場で遊ぶ 
高熊川源流の滝登り 



 今回、新しく沢山池を中心にコースを組んでみました。心配だったのが、 

武山バス停から沢山池までエコニコの“すかっ子”は歩けるのか？というこ 

と。そこで、途中にあるヤサイクルさんに立ち寄り、お願いしてヤサイクル 

の社長・横溝さんにお話を伺うことになりました。 

ヤサイクルは野菜を中心としたレストラン。お店から出た生ごみをお店の 

横にある処理機で畑の肥料に熟成させ、契約した農家さんの畑に持っていき、 

その畑でとれた野菜をヤサイクルのお店で販売したりお店のメニューに出し 

ているそうです。つまり、『生ごみ➡処理機➡たい肥➡農家の畑へ➡野菜がで 

きる➡お店で食べる』この仕組みがヤサイクル！大人たちは「素晴らしい！」 

と機械をのぞきこんでいましたが、エコニコの“すかっ子”は、独特の発酵 

のにおいに後ずさり。お話が終わって、お小遣いでソフトクリームを食べて 

ご機嫌、これからの道のりに英気を養いました。 

              道すがら野草を愛でながら沢山池に到着。涼 

しい！さぞ疲れたかと思いきや、小川で遊んだ 

り、木のハンモックでおおはしゃぎ。 

             お昼休憩をはさんで、こんどは沢山池の案内人・ゆうさんによるエコツアーです。

ゆうさんからエコニコキッズに問題が出されました。「直径 30 センチのボールが地

球だとして、120 ミリリットルが水の量になるそうだよ。そして、この 120 ミリリ

ットルの水のうち、飲むことができる水はどれぐらいだと思う？」と、３種類のス

プーンが出てきました。みんな真剣に考え、スプーン大さじ 1 杯・中さじ 1 杯・小

さじ 1 杯にそれぞれ手があがりました。みなさんは、どれぐらいだと思います

か？・・・正解は、小さじ１杯もなくてほんのちょっぴり。この答えにエコニコキ

ッズ、しばし目を丸くしていました。 

              そして、いよいよ山越え。涼しい小川の源 

             流コースです。山登りはハードに思えました 

が、ゆうさんがコースを整えてくださったお 

かげで、一同無事山越えできました！ 

南葉山霊園で休憩してから、市民病院まで 

下りました。途中荻野川わきを歩きながら、 

       「さっきの源流からここまで 

つながっているんだね。」と話 

すと、「へえ～」。川の水も少 

し身近に感じられたかな？ 

今日は、ヤサイクルや水の 

ことなどたくさん学びました。 

（記：兼尾） 

（記 兼尾） 

● １コース：生活環境系 よこすかエコニコ・サークル     すかっ子３人＋体験１人 

第２回(６月 10 日) “武山・ヤサイクル”から沢山池へ  サポーター４人 
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ヤサイクルの話 

ｿﾌﾄｸﾘｰﾑでご機嫌 

沢山池、まだかな 

木陰のハンモックで 

篠竹のトンネルを抜ける 

沢山池上流広場の木陰で 

いよいよ山越え！ 



湘南国際村センター前バス停に 10：10 に集合する。今日は“すかっ子”、“はやまっ子”、“ずしっ子”のみん

なが初めて顔をそろえてのオリエンテーションをセンター206 号室で実施。子ども達もサポーターも配られた

名札を胸につけて全員が自己紹介をした後、活動スケジュール表、めぐりの森の地図、記録シートなどの資料

を各自のクリアファイルに挟んで観察会の準備が整うと、高橋サポートリーダーの号令で、「湘南国際村めぐり

の森」がどんな所でどんな体験ができるのかを確かめる今日の活動がいよいよ始まった。 

 最初はセンターの裏丘へ。天気も良く富士山が相模湾の向こうに見えた。 

裏丘からは歩道を歩いて大駐車場を通り、樹齢４００年の大タブノキを目 

指す。少し歩くとサクランボとクワの実銀座で皆は楽しく味見をしていた。 

ヤマボウシの花も咲いていた。ニホントカゲ、ヘップリムシ（カメムシの 

1種）も発見。特定外来植物のオオキンケイギクが花を咲かせていたので、 

皆で協力して引き抜き、袋に入れて持ち帰り焼却処分することにする。な 

ぜ焼却処分をするのかと言うと、在来植物の減少や消滅を防ぐためです。 

                     オオバヤシャブシ、マテバシイ、オオシマザクラなどの雑木林を抜け 

                    ると、根もとにぐるりと木道が敷かれた巨大な古木のタブノキが姿を 

                    現した。力こぶが浮き出た腕みたいに逞しい枝には、ノキシノブやウ 

                    メノキゴケが貼りついている。大タブノキの下でちょうどお昼になっ 

                    たので、皆それぞれに好きな場所でお昼ご飯を頂きました。 

周りを見ると、木漏れ日がスポットライトになって、朽木の舞台の上 

に咲く２本のサイハイランを照らしていた。 

                     昼食後は大楠小の６年生が植樹したコナラとクヌギの育ち具合を観 

                    察し、野鳥の声を聞きながら山道を通って「自然ふれあい広場」に向 

かう。途中でニワトコの木の赤色の実や、ウツギの白い花を発見。また、 

畑のそばの柵の中にヤギさんもいたので皆でクズの葉をあげる。ヤギも 

子ども達も大喜びでした。 

楽しく歩いて「自然ふれあい広場」に到着。ここではノウサギの生存確 

認（ノウサギは夜行動するため昼間は姿を現さない）のためのフン探しを 

するが新しいフンは無かった。フンが少ないということはノウサギが減っ 

てきているのか･･････。 

７月のフィールドキャンプでは、子ども達とサポーターが協力してこの 

広場にテントを張り、七輪かまどに火を焚いて夕食づくりもし 

ますと、野崎サポーターから説明があった。 

                         楽しい時間はあっという間に過ぎて、いよいよ帰る時間に 

                        なってしまった。草の茂った野道をたどって解散場所のバス 

                        停まで戻ってくると、全員の服もズボンもヤブジラミの種だ 

                        らけになってしまっていて、大変だった。 

                          今日は、こども８名、保護者５名、サポーター１０名で活 

                        動しました。次回もよろしくお願いします。（記：結城） 

 

● ６コース：自然系Ｂ “自然博士になろう！”  （こども自然ふれあい楽級）   

 第１回（５月２７日）「湘南国際村めぐりの森」ってどんなところ？ 
 

 

 
オオキンケイギクの引っこ抜き 

 大タブの木の枝、太いな～ 

 
あったぞ！ サイハイラン 

 
自然ふれあい広場で、ノウサギのフンの調査 
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今日は豊島小学校の土曜参観日なので２名のすかっ子が欠席です。乗るバスを間違えて遅れるとの連絡があ

った“はやまっ子”1 人を除く全員が時間どおり湘南国際村センター前バス停に集合しました。昨夜の大雨が

上がって、今朝の湘南国際村は緑が爽やかです。「めぐりの森」に入ると、騒々しく鳴く鳥の声に迎えられまし

た。外来種のガビチョウです。今日の目的地の小川を目指して野道を行くと、ピンクの優しい花を開いたヒル

ザキツキミソウや、紫色の小さな花をつけた背の高いアレチハナガサ、黄色いコスモスに似た花を咲かせたハ

ルシャギクなどの外来植物が目につきます。一方、道の脇にひっそりとうつむいて咲くホタルブクロ・・・こ

れは大切な在来植物です。 

 途中、ケヤキ広場でサポーターたちは小休止。でも、子どもたちは 

木登りに興じて元気、元気！ 男の子たちを尻目に一番高くまで登っ 

たのは女の子でした。底生動物の調査をする尾形瀬川（おがたせが 

わ）へと坂道を下りていきます。今日の観察会のため、１週間前に、 

自然ふれあい楽校のボランティアメンバーが道の草刈りをしてくだ 

さったので、かなり急な下り坂も安全に歩けるようになっていました。 

 尾形瀬川に到着したのが 11 時半頃。飯塚サポーターと川下サポー 

ターが遅れて来た子どもを案内してきてくださり、今日の参加者が 

全員そろいました。靴を履き替えたり水着に着替えたりして身支度 

を整えると、手に手に中村サポーター用意の網を手にして、みんな小川の中に。三浦半島では珍しい石灰華（せ

っかいか）の層が小さな堰のように流れをせき止めていて、それを壊さず活動するようにとの注意が高橋サポ

ーターからありました。お昼近くなると、観察トレーの中では皆が集めたたくさんの水生生物が這ったり泳い

だりしています。その種類や名まえを、中村サポーターが詳しく説明してくださいました。 

【見つかった水生生物】オニヤンマ、ギンヤンマ、ヤマサナエなどヤゴ５種、カワニナ、モノアラガイの貝類、

ホタルの幼虫３匹、マメゲンゴロウ、アメンボ３種、たくさんのカワゲラとヌマエビ。 

今日の調査結果をしっかりと記録シートに記入してから、お昼ご飯にしました。 

                    葉山町の御霊神社のお祭りで篠笛を吹いている“はやまっ子”が、

お昼休みに祭囃子を吹いて聞かせてくれました。澄んだ笛の音が小

川の上に流れ、空中には何頭もの蝶が舞っていて、森の午後のとっ

てもすてきな小演奏会となりました。 

竹林で採ったタケノコを、家へのお土産にかついで帰ることにな

りました。重い荷物にもかかわらず、子どもたちは急坂を元気に登

っていきます。来たとき同様ケヤキ広場で一休みとなりましたが、

なんとここで、立ち枯れたケヤキの活用方法を考える『プロジェク

トチーム』が結成されました。広場にハンモックを吊るし会議用の

テーブルや椅子も置いてと、設計図までも描いて、チームの夢はど

んどん広がっていきます。 

帰る時間になったので、続きは来月のキャンプで話し合うことに

して、今日のケヤキ会議はひとまず終了したものの、さて、キャン

プの夜はセミの羽化の観察があるし、ケヤキ会議も開くとなるとな

かなか大変だね、という声がサポーターの口から漏れたのでした。 

                    バス停までお迎えに来られていた保護者の方から、「まるでもう夏

休みになったみたい、みんな楽しそうネ」という感想が聞かれたの

でした。（参加者：子ども 10 名、サポーター 9 名） —記・野崎— 

 

●６コース：自然系Ｂ“自然博士になろう！” （こども自然ふれあい楽級）   

 第２回（６月２４日）小川の生きものを観察「底生動物の種組成調査」 
 

 

ほら、大きなヤゴが見つかったぞ！ 
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優しくてどこか懐かしい横笛の音色です 

 ケヤキ広場の設計プランを真剣に協議 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

梅雨の合間の晴れの 1 日、かなりの暑さのなかで馬堀海岸駅に集合しました（小学 1 年生の男子 1 名が体験

参加）。馬堀３丁目公園で挨拶の後、高潮防波堤のある馬堀海岸に出て「うみかぜの路（JR 横須賀駅から観音

崎までの約 10km の道を言います）」を歩き始めました。 
 海岸からは、目の前の東京湾唯一の無人島・猿島や、遠くに第 
一、第二海堡の島影や横浜のランドマークが見られ、風は少々あ 
りましたが気持ちよい潮風です。ここは国内初の高潮対策の護岸 
とのこと、説明用の看板が立っていました。 
海は満潮のようで、横横道路入口を過ぎ走水水源地に到着しま 

した。ここは明治の初め、ヴェルニーによって走水の豊富な湧き 
水を水道水として活用したものです。駐車場隅の水道で、出来た 
ての美味しい水をたくさん飲みました。 
 この後、伊勢町海岸の砂浜に出て、貝殻やクラゲを探したり、 
草むらでまだ小さなバッタを見つけたりしました。 
ここから、天気の良い日には富士山が見える破崎展望台に登り、走水小学校前の小さな浜に寄って少しだけ

遊んだ後、走水漁港の奥にある磯に向いました。ここは御所ヶ崎で、すぐ後ろには走水低砲台跡の丘がある、

あまり知られていない絶好の浜で、潮だまりの観察や海の探険ができる最高の場所でした。 
早速、荷物を置くと磯遊びを開始しました。潮もだんだんと引きはじめ、いい調子のようです。さっきまで 

“お昼まだ～”といっていた子も、海辺に来たら我を忘れたよう 
に靴を履き替え海へ入っていきましたが、直ぐに引き返し手網 
を持って「生き物」すくいを始めました。そして間もなく潮だ 
まりからハゼの稚魚を面白いようにすくい上げて水槽に入れ 
ていきました。サポーターの一人が磯の生き物の小さな図鑑を 
持参したので、参考にさせ 
て頂きました。 

                      あまりにも捕れたため、 
誰からともなく醤油があれ 
ばな～と、皆で笑いました。 

また皆で海に飛び込んだり、カニ、ヤドカリ、エビを捕ったりして楽しみ 
ました。昼食後も、磯遊びでたっぷりと遊びました。小さなエビやカニが 
卵をびっしりと抱いていたのには驚きました。 
その後、走水神社を 

横に見て観音崎を目指 
して歩き始めました。 
走水で余りにも遊び 

過ぎて疲れたために、 
観音崎では遊ばず、バ 
スに乗り帰途につきま 
した。 （小嶋 記） 
 
 
 
 

●８コース 自然系Ｄ 海っ子・山っ子“潮だまりで遊ぶ”  すかっ子 10名、サポーター8 名 

 第２回（６月１７日）    馬堀海岸から観音崎公園へ 
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東京湾を前に馬堀海岸高潮防波堤で 

走水漁港奥の絶好の海遊び場 

たくさん捕れたハゼの稚魚 

魚（ハゼの稚魚）すくいに夢中 みんなで岩から飛び込んで遊ぶ 

（５） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●９コース自然系 E “すかっ子ヨットクラブ” レッドシャークⅡと仲間たち 
第３回（５月２８日）、第５回（６月１０日） 海の季節になってきました！！ 

 
■待ちに待った３回目の活動日：根性組の３人が参加です。天気は晴れ、いや～５月ですが暑かったです！ 

午前中は３人の、たっての希望でセーリングに東京湾へ！ 

この日は大型船が少なく、３人共、対岸の房総半島にある東京湾 

観音を目標に舵取りをしました。あれれ？東京湾観音が居ない！ 

もしや歩くのか？？ ヨットが別方向に向いていました・・・。 

目標を見失わないようにッ！ 

■この日はあまり風がなく、ぐんぐん走るとまではいきませんで 

した。残念！戻ってきて、楽しみの一つのお昼です！今日の昼食 

はいつも通り、中華料理！ カップ焼きそばです！３人で協力し 

て作りました。 

午後は浦賀湾内に投錨し、ヨットでの基本作業の一つ、メインセ 

ールの揚げ降ろしを訓練しました！ 

しっかり覚えられたかな？イメージトレーニングをしてみよう！船内でお茶をしてこの日は終わりです。 

■第５回目の活動日：この日は体験組の活動日です！体験組の４人が参加しました。                 

この日はヨットや桟橋から海に落ちた際の対処法を学ぶため、浦賀湾内で着衣水泳をしました。天気は晴れ！ 

ちょっとセーリングをしたかったところですが、東浦賀ボートパークには、強風のため「出港注意」の黄色い

旗が出ていたのでセーリングは断念しました。残念！！                      

■市立ボートパークの桟橋は、フロートが桟橋の端より引っ込ん 

でいるのて、海から桟橋に上がる時、普通のハシゴではオーバー 

ハングになって使えません。そこでみんなでアイデァ出し合い仕 

掛けを考えましました！！そして必要な大きさに板を切り出し、 

ロープを通す穴と足を入れるところを作り完成です！ 

■楽しみの一つのお昼は、カップうどんと野菜スティックです！ 

野菜は村松さんの指導のもと、みんなで食べられるサイズに切り 

ました。ヨットの上で食べるご飯は一味も二味も違っていて、今 

日も美味しかったです！食べたらみんなで協力して食器洗いです。 

■ハシゴが完成したところで、さっそく着衣水泳です。ハシゴが使い物になるか試しに使ってみました。先ず

は浮いているハシゴにつかまって、足をかけると上手く桟橋に登ることが出来ました。みんなで考えて改善し

たので良いハシゴが出来て、管理人さんから感謝されました！！ 

（みんなのために役立つものを造り誉められてよかったネ＝編集人） 

■子供達は服を着た状態で海に落ちた際の対処法を学びました。 

イヤだイヤだと騒いでいる子は、倉辺先輩に抱えられて海に投げ 

込まれた子もいました。なんだか楽しそうです！！ 

■最後に着衣水泳で冷えた体を温めるため、温かいお茶とお菓子 

を食べて、この日は終わりです。 

■そろそろ、海水浴の季節です！子供達は沖に出て泳げる日が待 

ち遠しいことでしょう！！ 

（小宮一明 記） 
 
 
 

 

 

 

東京湾観音を目指して、東京湾を横断中 

みんなのアイデアでハシゴをつくる 

着衣水泳のあと、アイデアはしごを登る 

（６） 
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●１０コース 創作科学  [創作・科学クラブ]        すかっ子 ３名 

 第２回：6 月 10 日   『酸とアルカリ』・『火虫』 
 

今回は火を使う実験を行うので、調理室のあるコミュニティセンターを予約しておきました。 

 横須賀市の公共施設で火を使う場合は、前もって手続をしておく必要がありますが、調理室は火を使う場所

なので、その点、理科的実験を行うのに使えるので便利です。 

 初めに、今日の実習の『酸とアルカリ』に関係があり、後半に行う 

『火虫』の試料を乾かしておく必要があるので、半紙に『灰汁』で字を 

書き、乾くように干しておきました。 

 それから配布したプリントにそって、持ってきた試料(水溶液) の「酸 
性・アルカリ性}」を、リトマス紙(リトマス試験紙)で調べました。調べ 

た結果を記録ノートに書いた後、戦後の安い炭酸飲料が、「クエン酸」と 

「重曹(炭酸ナトリウム)」を混ぜて作られていたことを話しました。 

また、現在売られている「重曹」は、食品として使えるものと、掃除用 

に使うものがあるので、間違えないようにと、つけ足しました。 

 赤い花にアンモニア水をつけると青くなることに、驚いたようです。 

 

 

 

 

 

 

  

『火虫』は、「植物の灰汁」で、紙に絵や字をかいて、乾かしたものが試料になります。試料が上手に作れ

ると、何が書いてあるかわからなくなります。そこで文字などが書かれていると思われるあたりに線香の火を 

 つけると、火はだんだんに広がっていきます。左の写真がカラーですと、よく 

わかるのですが。『灰汁』をつけたところが燃え、つけないところは燃え残り 

ます。上手に作れるようになると、秘密の手紙が作れます。 

               ただし、この『火虫』の遊びは火を使うので、遊ぶときは、次のことに注意 

しましょう。①容器に水を入れてそばに置いておくこと。②大人の人にそばに 

いてもらうこと。③風のある日は外でしないこと。また、この試料を使って、 

『あぶり出し』も出来ます。試料にアイロンをかけると焦げます。火よりも安 

全です。下右の写真は、最後のまとめをしているところです。                                                                                  

【予告】 

□日時：８月１２日（土） 

    9:15～12:30 
□内容： 

仕掛けのあるおもちゃ作り 

□場所： 

本町コミュニティセンター  

（７） 

 

 

  

 

  

 

リトマス試験紙 

火虫の試料 

調べた試料 酸性･アルカリ性の判定 色が変わるよ 

木灰 

火虫体験中 

結果を記録しました。 
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夏の市民活動・ボランティア体験２０１７  主催：横須賀市市民活動サポートセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［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 ２ ０ ２ 

３年生 ０ ０ ０ 

４年生 ５ ６ １０ 

５年生 ０ ４ ４ 

６年生 ５ ４ ９ 

小学生 合計 １３ １４ ２７ 

中学生 合計 1 ０ １ 

  合 計 １４ １４ ２８ 

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 ４ １ ５ 

８コース ６ ５ １１ 

９-１コース １ ３ ４ 

９-２コース ３ ０ ３ 

１０コース １ ２ ３ 

合 計 ２０ １６ ３６ 

注：複数コース参加あり 

（８） 

◇◇◇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 ６月３０日 （実行委員長 高橋弘二） 

［参加学校名］ 

粟田小学校・高坂小学校・長井小学校 

野比小学校・望洋小学校・浦賀小学校 

田戸小学校・豊島小学校・池上小学校 

野比東小学校・鶴久保小学校 

城北小学校・長沢中学校 

（以上、横須賀市１４校） 

初声小学校（三浦市） 

長柄小学校（葉山町） 

【オモチャ作り体験】 

□もの作りをしたことがない人、ある人、それぞれ

の参加者に合わせて簡単なオモチャを作り、持っ

て帰ります。 

□7 月 17 日（月･祝）：アイクル 
□7 月 20 日（木）、8 月 10 日（木）、17 日（木）、 

24 日（木）：青少年会館 
□持ち物：筆記用具、ハサミまたはカッター 
□事前申込不要、開催時間は問合せのこと 
□問合せ：手作りオモチャの会 046-835-9602（沖） 

【海辺で遊び＆渓流で遊ぶ in前田川】 

□川の水質調査、水生生物調査の体験 
 横須賀の豊かな“海･川･みどり･生き物”を知る 
□日時：8 月 1 日(土)、9 時 30 分、前田橋バス停 
□持ち物：お弁当、飲み物、水に入れる靴、濡れ

てもいい服装（着替え） 
□参加費：300 円（資料・保険代） 
□申込み：横須賀「水と環境」研究会 高橋 
     Tel 090-5499-0831／7 月 30 日まで 

【走水のアマモ場で海の生き物観察会】 

□アマモ場は海の生き物が育つ海のゆりかごと呼

ばれる貴重な場所です。箱メガネを使ってアマモ

場の生き物を観察します。 
□8 月 6 日（日）9:00～13:00 
□集合：9 時、走水伊勢町海岸 
□持ち物：弁当・飲み物、濡れてもいい靴、服装 
□参加費：300 円（保険料を含む） 
□小学３年生以上 15 人程度（抽選）、8 月 4 日迄 
□申込み：よこすか海の市民会議 川口 
  Tel  090-2455-3461 

【編集後記】 

◆６月は梅雨の季節ですが雨で中止となったコース

はなく、全コースの元気で楽しい報告を掲載するこ

とができました。◆１コースのエコニコサークルは、

地球にやさしい“ヤサイクル”を見学しましたが、

３年前に“自然系 A&D コース”が神奈川新聞社から

選ばれて、横浜ベイシェラトンホテルの「食品廃棄

物肥料化システム＝ヤサイクル」を見学し、“かなが

わ子ども環境サミット”で発表したことがありまし

た。◆あと３週間で夏休み、特別企画が計画されて

いますので是非、参加を。また余裕がありましたら

他のコースにも体験参加してみてください。（高橋） 
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