
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                   
 

小中学生の土曜体験プログラム 

第３号 

２０１８年７月２７日（金）発行 
すかっ子セミナー2018 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」     すかっ子７名、サポーター７名 

第３回：６月１６日（土） 富浦海岸から川間川、轡堰で遊ぶ 

 

■９時半、三崎口駅集合、荒崎ゆきバスに乗り富浦公園で下車、長井の霜鳥 

一家４人がお出迎え。全員集まったところで朝の挨拶、今日の予定･注意の 

後、早速、小田和湾の波打ち際に下りて海辺を歩き、海水に浸って遊ぶ。 

■浜辺の遊びを切り上げて川間川へ。公園前を流れる水路を覗くと、大小の 

クサフグが群れ泳いでいた。川間川の河口にかかる新川間橋では、小さな 

クサフグの群れのほか、20 cm ほどの大きなスズキも見られた。 

■住宅地を迂回して川間川に出る途中、住宅横の草が生えた水路にたくさん 

のカニの群れを発見。すぐに水路に下りて手網を振り回し追いかけ始めた。 

最大 7 cm ほどもある青黒い四角いカニ 8 匹、少し小型の赤いカニ 2 匹を 

捕まえ、逃げられないようにチョウチン型容器に入れる。幸い誰も大きな 

ハサミに挟まれることなく、しっかりと観察後、逃がしてあげた。思いが 

けない“カニ捕り”で 15 分ほどの大騒ぎ、興奮のひとときだった。 

■川間橋に出ると田園風景が広がる。川間川は真っすぐな水路で、擬木の柵 

で仕切られている。空にはヒバリも鳴いていた。コイが泳ぐのを見つけると、護岸を下りて川に入り手網を

持って追いかける。すばやく逃げる大きなコイは捕まえられなかった（昨年は捕まえたのだが･･･）。川沿い

の道は伸び放題の雑草でお手上げ、畑に逃げ込み迂回する。道端に間引いて放棄された小ぶりのスイカを見

つけ半分に割ると、真っ赤に熟れていて美味しそう。思わず少しだけ試食。甘くて美味しかった。 

■途中遊び過ぎて、轡堰に着いたのは 12 時を大分過ぎていた。堰の出口付近にかかるウッドデッキの上で昼

食。風があって心地いい。轡堰の中央にある築島には、アオサギ、コサギ、それに多くの子育てを終えたカ

ワウが群れていた。カルガモも数羽見られた。飛び立ったカワウがこちらに向って飛んでくる。大きい。 

■昼食の後、“すかっ子”は堰の出口下の深みに入って遊び、泳ぎ始める。この先、須軽谷･鶴郷堰まで行くの

はきつそうだったので、ここでしばらく遊んで、バス停（少年工科前/小根岸）から帰途についた。（中村） 
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カニ捕りに夢中！ 

コイを追いかけるが･･･。 轡堰の下で泳いで遊ぶ 轡堰のウッドデッキで 



左から、「集合した時」、「トンネルの中」、「砂浜の上」の温度  

わき水の川にダムを作る  

 

天気予報で分かっていたとはいうものの、やはり外は暑い！馬堀海岸駅で集合したのは 9 時でし

たが、日の当たるところで気温をはかってみたらすでに 38 度になっていました。すかっこみんな

にミニ温度計をくばり、走水水源地へ向ってスタート！ 時々、温度を確認しながら進みます。 

 少し行くと黒い口を開けけ 

たトンネルが姿を現わしてきす。これが走水トンネル。あまり広くない道ですが、バスもとおって

きます。中に入るとひんや 

り。トンネルの中の温度は 

28 度でした。 

目的地の走水水源地(水 

が湧き出しているところ) 

に着くと、海岸に何やら人 

だかりが・・・。 

とある団体が海岸のゴミ拾いイベントをや

っていました。“エコニコ・サークル”として

は参加しないわけにいきません。いっしょにゴ

ミを拾いました。細かいプラスチックゴミがた

くさんありました。すかっ子はどんなゴミを拾

ったのかな？  

 参加賞のジュースで水分補給したら、そのま

ま海岸で自然体験＆観察。靴を脱いで砂浜に足

を置くと「熱い！」それもそのはず、砂浜の上

に置いた温度は 50 度を超えていて、ミニ温度

計では計測不能。でも水源地から流れてくる湧

き水の川に足をつけると「冷たい！」 水をは

かれない温度計だったので何度かはわかりま

せんでしたが、わき水の冷たさを肌で感じるこ

とができました。 

 お弁当を食べた後、もともとは走水神社へ向

かう予定でしたが、熱中症の危険も考慮して、

海岸にとどまることにしました。 

「湧き水」と「海」という自然の力で体を冷

やす、これぞエコ！ それでも、湧き水の川に

ダムを作ったり、海に住んでいる生きものを調

べたりして、終了時刻まで飽きずに過ごすこと

ができました。 

（記：江口） 

●１コース：生活環境系 “エコニコ・サークル”  すかっ子４人、サポーター３人 

第３回(７月１４日)  走水トンネルを抜けて走水水源地へ 

 

 

 

海岸のゴミ拾いイベントに参加  
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都合により第２回の予定を午後に、第３回の予定を午前

に行いました。お茶の先生のお孫さんも一緒に参加しての

お茶会体験となりました。なんとその方と幼稚園が一緒だ

ったことが分かりました。うれしい偶然でした。 

初めに茶人・千の利休の紹介と、茶道に使う道具の名称

を教えていただきました。 

大人に囲まれて緊張していた二人でしたが、だんだん慣

れ、お茶の味も覚えてサポーターにも点ててくれました。 

最後に「先生にも点ててあげたい！」と、６回もお点前 

を楽しみ、すっかりお茶の魅力に取りつかれてしまったようです。 
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一足早く七夕飾りを作りました。 

会場は、北下浦コミュニティセンター。笹の葉が落ちたり

汚れたりするといけないので「美術工芸室」を使いました。

聞きなれないお部屋の名称ですが、ここでは陶芸もできる設

備があるのです。 

 折り紙で、ひまわり、はす、貝がら、星、ちょうちん、輪

かざり（２個）、短冊、天の川（３個）を作って、竹の枝に

つけました。 

 短冊や天の川は細かい切込みが難しそうでしたが、サポー 

ターも手伝ってみんなで楽しく作り、素敵な七夕飾りができ 

上がりました。                           （報告：三澤幸子） 

●３コース 郷土文化 「北下浦の良いとこ見つけたい！」   すかっ子 1名 

第２回 ６月３０日(午前) “お茶会体験” サポーター２名  茶道教授２名 

 

●３コース 郷土文化 「北下浦の良いとこ見つけたい！」  すかっ子 1 名 

第３回６月３０日(午後)“七夕飾りづくり”サポーター２名 茶道教授２名 

 

初めて飲むお抹茶のお味は？？！ 

 
 

洗ったお水を懸垂に戻すのが難しい 

最後に、先生にもお点前！ 
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願いを込めた短冊を飾りました。 
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連日の酷暑の続くなか浦賀駅に集合し、今日は江戸時代に創設された燈明堂とその周辺に向かいます。 

メンバーの内 1 名は午前中、学校の授業で参加できず、“すかっ子”は 1 名と少々寂しかったのですが元気に

出発しました。また、昼ころは満潮のため潮遊びには不適と思われるため、ちょうど本日一般公開している長

瀬の港湾空港技術研究所が通り道にあるので見学することにして出発しました。 
                     駅を後に浦賀ドックを横手に見ながら、丘の上の浦賀文化セン

ターを訪れました。ここは浦賀奉行所関係の資料、ペリー艦隊の

サスケハナ模型、燈明堂の資料な 
ど展示されており、空調も効いて 
いて快適でした。                    し 

                     涼しいセンターから、西浦賀の 
                    海岸遊歩道を、９コースの停泊し 
                    ているレッドシャークⅡを探しな 

がら歩き、現在修理中の西浦賀神 
社を道路越しに参拝しつつ浦賀病 

院前広場の四阿の日陰で小休止しました。地元のおじさんがいた 
ので談笑し、昔の浦賀のお話も伺いました。 
休憩の後、「虎踊り」で有名な為朝神社と「鏝絵」の川間町内 

会館、その奥にある浦賀奉行所跡を訪ねました。奉行所跡は住 
重のアパートが撤去され更地になっており、石垣、水路を残す 
のみでした。早く奉行所復元計画が実現することを期待しその 
周りを探索しました。その後暑い中、燈明堂に向いました。 
 燈明堂の海岸で東京湾を往来する船を眺めながらお昼。案の定、 
満潮のため磯遊びを断念し、早々と次の港湾空港技術研究所見学に向いました。 
研究所の公開は、毎年夏休み初めの今の時期に開催されています。研究所に入ると、建物のあちこちでいろ

いろな展示、実験が行われており、ラッキーなイベントでした。特に、巨大津波を体験しようというコーナー

にも参画しました。下の左の写真は津波発生実験前の実験水槽の状態です。右の写真は高さ 1.5 ｍの津波を発

生させた実験中のもので、写真は少々不 
鮮明ですが波しぶきもかかり余りの迫力 
でびっくりしました。実際の地震に伴う 
津波発生時には、どのように対応したら 
いいのか考えさせられました。 
来年も開催されると思いますので、 

“すっか子”及び保護者の皆様には、是 
非来年見学されることをお勧めいたしま 
す。今回のすかっ子は１人だけ、サポー 
ター４人で少なかったのですが、充実 
した猛暑日の活動を終え、元気で研究 
所前からバスで京急久里浜駅に出て、 
解散しました。（小嶋 記） 
                 
                 
                 

●8 コース 自然系Ｄ 海っ子・山っ子“三浦半島の灯台を訪ねる”すかっ子１名、サポーター４名 

 第３回 （７月２１日）  咸臨丸もお世話になった「燈明堂」 
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浦賀湾遊歩道をいく（浦賀ドック） 
燈明堂の模型､実物カワラ 

燈明堂、中には入れない 

  
巨大津波実験前の状態 高さ 1.5m の津波実験中 

（４） 



●９コース・自然系Ｅ “すかっ子・ヨットクラブ”     
キャプテン正木 レッドシャークⅡと仲間たち 

 
出遅れましたが、今年は３人でスタート！！ 

 
第１回（6月 2３日）、第２回（6月 30日）、第 3回(7月 7日)、第 4回(7月 14日)、第 5回(7月 21日) 

■今年のヨットクラブは当初の募集期間には応募者がいませんでした。  

折角、係留費が高い油壺から、より安い浦賀の市立ボートパークに係留

出来たのに、すかっ子セミナーの活動が出来ないのは残念です。そこで

口コミや地元新聞など八方手を尽くすと共に、すかっ子のお母さんが動

いてくれて試乗会をやり、その結果やっと三人集まりました。 

■ご存じの通り「生兵法は事故の元」と言いますが、海での活動ですか

ら慎重に繰り返し体得しなければ

いけません。毎週土曜日に実施し

ますからスタートは遅かったけれ

ど、もう５回練習しました。さっ

そく船の乗り方から、倉辺先輩か

ら習いました。[写真-１]    

■次に、爪の付いた棒(ボートフック)の使い方です。桟橋の上のロー

プを棒の先の爪で拾い上げるのは、簡単そうで結構難しいのです。秋

ごろには自分達で船を動かしますが、入港する時に船を停めるために

急いでロープを拾わなければなりません。へたくそが船を入港させて

いるからロープ拾いも大あわてです。[写真-２] 

■それにしても今年は暑い日が続きますね。習ったことを忘れないよ

うに一応ノートに書くのですが、暑くて暑くて集中出来ま

せん。[写真-３] 

結局あきらめて[写真４]になってしまいます。 

■桟橋では、泳いではいけない規則があるんだそうです。 

しかし元気な子がいて、暑くて、海があって、

どうして飛び込まずにおられましょうか。 

桟橋の管理人さん   
ごめんなさ～い!! 

 
     （キャプテン正木 記） 

 
     

 

写真-１ 

写真-２ 

写真-３ 

写真-４ 
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◆“すかっ子ヨットクラブ”復活！ ３人の仲間が増えました。 

◆６ｺｰｽ自然系Ｂの７月の活動日は２８日（土）のため、報告は８月号になります。 

◆［すかっ子セミナー2018 参加学校名］   ＝２０１８年７月２７日現在＝ 

□ 横須賀市立小学校（１０校）          □ 市外小学校（１校） 

・粟田小学校  ・森崎小学校  ・鶴久保小学校    ・長柄小学校（葉山町） 

・望洋小学校  ・野比東小学校 ・長井小学校     □ 市立中学校（２校） 

・池上小学校  ・大楠小学校  ・神明小学校     ・長井中学校 ・長沢中学校 

・久里浜小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［プログラム実施団体］  １５ 団体 

・ゴミ･エコ･ネットワーク ・We  Love 平作川 ・万代会館プロジェクト ・横須賀学の会 

・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・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 ・We Love 自然ふれあいの森 

・レッド･シャークⅡと仲間たち ・（手作りオモチャの会） 

・NPO 法人よこすかパートナーシップ･サポーターズ（ＹＰＳ・事務局） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

［参加者学年別内訳］    [人] 

学年 男 女 合計 

小学校１年生 ０ ０ ０ 

２年生 ０ ０ ０ 

３年生 ０ ２ ２ 

４年生 ６ ０ ６ 

５年生 ２ ６ ８ 

６年生 １ ２ ３ 

小学生 合計 ９ １０ １９ 

中学生以上合計 １ ２ ３ 

  合 計 １０ １２ ２２ 

注：延べ参加者数  

［参加者コース別内訳］  [人] 

コース 男 女 合計 

１コース ３ ２ ５ 

３コース ０ １ １ 

５コース ３ ５ ８  

＊６コース ２ １ ３ 

８コース ０ ２ ２ 

９-１コース ３ ０ ３ 

９-２コース ０ ０ ０ 

１０コース ０ ０ ０ 

合 計 １１ １１ ２２ 

＊６コースは、葉山町の“はやまっ子”と 

いっしょに活動する。 

（６） 

◇すかっ子セミナー２０１８実行委員会◇ 

［事務局］ 

□NPO 法人よこすかﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ（YPS） 

 Tel ＆ Fax  046-823-1965 （藤澤） 

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

□発行：2018 年 7 月 27 日（実行委員長 高橋弘二） 

                  Tel  090-5499-0831  
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[編集後記]◇休講でスタートした９コ

ースは、キャプテン他の尽力で３名が参

加、5 ﾍﾟｰｼﾞに報告のように既に５回活動

を行っています。よかったですね。◇夏

休み開催のコースは、いずれも体験参加

を歓迎しますので、直接、コース責任者

に連絡をとり、是非、参加して下さい。

楽しい夏の思い出づくりのために。(高) 
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