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小中学生の土曜体験プログラム
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“すかっ子セミナー２０１６”がスタート
～１０小中学校３６名（延べ）の“すかっ子”が参加～
さわやかな五月晴れの 5 月 15 日（日）、10 時から逸見の生涯学習セ
ンター(まなびかん)大学習室において、15 年目を迎えた“すかっ子セミ
ナー2016”のオリエンテーションを開催いたしました。参加申し込みの
あった横須賀市内の 10 小中学校から（延べ）36 名、当日はほぼ全員
（１名欠席）と保護者、スタッフを合わせて約 70 名が出席しました。
定刻 10 時、藤澤事務局長の司会進行で始まり、高橋実行委員長の挨
拶に続き、後援いただいた横須賀市から環境教育を担当する環境政策部
環境企画課の大場さんから挨拶をいただきました。
その後、「記録ノート」の最初に書かれている「はじめに」を、藤澤

市環境企画課大場さんの挨拶

事務局長が１行ずつゆっくりと読み上げ、“すかっ子セミナー”の開催主旨をみんなで確認しました。
続いて全７コースの責任者から、コースの活動内容、スタッフの紹介が行われました。その後、注意事項の
説明があり、全体にかかわる質疑は特になく、10 時 35 分、全体オリエンテーションを終了しました。
10 分間の休憩をとった後、各コースに分かれてコース責任者から“すかっ子”と保護者に対してプログラ
ムの詳しい内容や集合／解散時間・場所、注意事項などの説明があり、質疑応答が行われました。
“すかっ子”のみなさん、これから半年間、学校も学年も違う仲間と一緒にスタッフの指導のもとで活動し
ます。学校では得られない、いろいろ貴重な体験・経験をいっぱい積んでください。気づいたこと、思ったこ
となど「記録ノート」にメモしておいて 11 月の合同発表会で発表してください。期待しています。（高橋）

オリエンテーションの様子
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コースごとに分かれて説明（５＆８ｺｰｽ）

（２）

［生活環境系 エコニコ・サークル］ (すかっ子４名、サポーター２名)
第１回（５月１５日） “逸見から浦賀道、諏訪公園、横須賀中央へ”

● １コース

最近人数が少なかった”エコニコ・サークル“でしたが、今年は 6 名のすかっ子が集まりました！オリエンテ
ーションにはそのうちの 4 名が参加。お弁当を芝生で食べた後は、お父さんを含めて鬼ごっこで、盛り上がり
ます。いよいよ初回の活動、
「うらが道」を通って汐入サポートセンターへ。急な階段を上るともう「疲れた」
の声。いえいえまだ始まったばかりです。外来種のトキワツユクサ、ムラサキカタバミを観察しながら、住宅
地である逸見の丘を歩き、汐入の脇を上っていくと「諏訪公園」。原っぱでは恒例の崖すべり。みんな泥だら
けになりながら夢中で崖と格闘していました。横須賀に動物園があったことを知っている人はあまりいません
が、公園内にある「動物愛護の碑」がそのことを物語っていました。帰りの道ではスイカズラのあまーい香り
をかぎ、なじみのあるベース前に。
「あと一山」
「あと一山」と励まし、すかっ子たちはよくがんばりました。
2 人が帰った後、実はもう一山越えましたよ。（田中）

浦賀道を歩く、歩く

諏訪公園の崖で遊ぶ

動物愛護の碑（諏訪公園）

スイカズラの香りは？

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１５日） “逸見から浦賀道、諏訪公園、横須賀中央へ”

● ５コース 自然系Ａ

５コース“川がき探検隊”と８コース“海っ子・山っ子”のサポーターはいっしょなので、オリエンテーシ
ョン後の第１回のプログラムはいっしょ、16 名のすかっ子（2 人は両コース登録）と保護者が参加しました。
オリエンテーションが早く終わったので、まなびかん前広場でゆっくりお弁当、昼休み＆ひと遊び。
（１）浦賀道：12 時 20 分、早めに出発しました。１コースといっしょ、お父さん、お母さん、チビっ子も参
加、長い列になりました。国道 16 号を渡り、古い逸見の裏道から長い階段を登ります。逸見子育地蔵尊を過
ぎて横須賀本港の展望地へ。眼下に JR 横須賀駅、その先の海上自衛隊基地の岸壁には大きな護衛艦｢いずも｣
が横付けされていて、
軍港めぐりの遊覧船
が満員の観光客を載
せてゆっくりと遊覧
していました。
（２）長光寺：汐入
郵便局横に出る予定
が手前の坂を下りて
長光寺（子育・子授

「まなびかん」前で楽しいお弁当
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JR 横須賀駅､海上自衛隊基地を望む

（３）
かり、ぼけ封じにご利益）前に出たので、寄ってみました。
崖の上に見える本堂まで急な階段を登り、崖からせり出した回廊
から汐入一帯を望むすばらしい眺望にしばし見とれました。
（３）諏訪公園：サポートセンターに立寄りトイレ休憩。すぐ前
の細い坂道を登ると、これまでにないもっと急な古い石段、登り
切った所に東郷平八郎元帥揮毫の「明治天皇御駐驛」の石碑があ
りました。そして緑ヶ丘高校前の階段を登ると諏訪公園の山上広
場に出ました。いつもにくらべ草が茂り、サクランボもクワの実
もまだ未熟で食べられませんでした。
広場に出ても駆け回る子はおらず、みんな崖の登り降りに挑戦、

長光寺の回廊から汐入の街を望む

最初は怖がっていた“すかっ子”も要領がわかるとお尻が泥だらけになるのも気にせず声を掛け合いながら楽
しんでいました。今回はこの後の予定もあるので、まだ遊
び足りない子も急かせて落ち葉が積もる坂道を下りて諏訪
神社の本殿前に出ました。
参道を下りホテル横の鳥居のところで一次解散、希望者
は次の「横須賀中央アルプス」へ向いました。
（４）横須賀中央アルプス：このコースは５年ぶりくらい、
近くの良長院前左手、またまた石段を登ります。急斜面に
建つ住宅を抜けると静寂な林道、すぐ左手下に大滝町の繁
華街があるのがウソのようです。
「大勝利山」の標識手前で坂を降りた豊川稲荷・成田不動

諏訪公園の崖で登り降り

尊分室の境内でひと休み、
目の前にタワーズが、東
京湾はビルの間からわず
かに望めるだけでした。
この後、丘の上（下を
京急のトンネルが通って
いる）に続く住宅の中の
細い道を歩き、階段を下
りると古い中里神社に出
ました。
ここからは横須賀中央
駅まで５分ほど、駅前で
解散しました。（高橋）

“チビっ子”も元気に落ち葉の坂道を下る

丘の中腹の豊川稲荷社から

●６コース 自然系Ｂ “モニタリング調査で自然博士になろう！”
オリエンテーション後の活動はなく、最初のプログラム・湘南国際村めぐりの森での「野鳥やノウサギを
探して広い“めぐりの森”を歩く」は、すかセミ 2016 通信 No.１発行後の 5 月 28 日（土）に開催するため、
本号に掲載できませんでした。6 月 25 日開催の「小川の生き物観察（底生動物の種組成調査）」と合わせて、
６月号に掲載いたします。６コースは、逗子、葉山の仲間と一緒に活動します。
（コース責任者：野崎）
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（４）

●９コース:

自然系 Ｅ “すかっ子ヨットクラブ ”

第１回 ５月１５日

みんなのヨット「レッドシャークⅡ」へ

今年の“すかっ子ヨットクラブ”は、月に１回の
「９－１コース：体験組」と、月３回の「９－２コ
―ス：根性組」の２コースです。参加者は「体験組」
５人と「根性組」４人の合わせて９人です。
「まなびかん」でのオリエンテーションを終える
と、早速“すかっ子”と保護者はキャプテンほかス
タッフの案内で三浦市の油壺湾へ向いました。
たくさんのヨットが浮かぶ油壷湾に着いて、緑の
森に囲まれた鳥のさえずりが聞こえてくるマリーナ
に腰をおろし、まわりの景色を眺めながら、まずは
みんなでお弁当を食べました。
その後、中学生の先輩たちが船を桟橋に横付けし
てくれました。早く乗りたくてうずうずしている様

写真１ 中学生の先輩が横付けするヨットを
見守る今年の“すかっ子”と保護者たち

子のすかっ子たちでしたが、まずは体に合ったライ
フジャケットをつけ、名札を付けてもらい、船に乗りこむ時の正しい（安全な）乗り方から教わりました。
海の上では安全な身のこなしがとても大切ですからね。その後、すかっ子たちは乗船して先輩たちの操船で
油壷湾の出口に向かい、これからの活動場所である広い相模湾を眺めてから元の桟橋に戻りました。
初めてヨットに乗った“すかっ子”は緊張した表情でしたが、それでもカメラを向けるとニッコリ！これか
ら始まる冒険への緊張とワクワクが感じられる、とてもいい表情をしていました。
“すかっ子”と交代でお母さんやお父さんたちにも乗船してもらい、これからどんなところで子ども達が活
動するのかということを目で見て肌で感じてもらいました。子どもたちだけでなく、おうちの方たちにも同じ
ように、これからの活動を楽しみに思ってもらえたことと思います。みなさんとってもいい笑顔をしていらっ
しゃいました！

(村松・記)

写真２ 初日の試乗会に参加した“すかっ子”と保護者・
スタッフたち（レッドシャークⅡ号の上で）
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（５）

●10 コース

伝承文化

[創作・科学クラブ]

第 1 回（5 月 15 日）

すかっ子３名、サポーター２名

『簡単なオモチャ作り』

今年は全体オリエンテーションが予定より早く終わったため、各コースごとの説明の時間に余裕があった
ので、簡単なオモチャを三作品作りました。“すかっ子”は３人と少なかったので、お母さん方も参加して
いっしょに楽しんでいただきました。
最初は「鳴き鶏」と「絵合わせパズル」、時間があったので、
もうひとつ「キャップゴマ」も作りました。
“すかっ子”用の「鳴き鶏」は小型だったのですが、見本に
用意した大きな「鳴き鶏」は、鳴き声も大きなものでした。
会場内では、まだ他のコースが説明会の最中だったので、大き
な鳴き声はちょっと迷惑かなと思いました。が、鳴き声を聞い
た委員長の高橋さんが、
「また鳴かせてみて！、みんな聞いて！」と会場のみなさんに
声をかけてとくださったので、安心してまた一鳴き。その後は
それぞれが作った「鳴き鶏」を鳴かせました。
次に、「絵合わせパズル」。仕掛けはたった一枚の紙で作りま
鳴きニワトリ
すが、折り方によって６匹の動物が作れます。いろいろ工夫し
て、自分だけのパズルを作ってみてください。

絵合わせパズル

●１０コースの体験参加を希望する方は、どうぞ。
資料・教材の準備をする都合がありますので、早め
に申し込んでください。
□申込先：046-835-9602（沖）

次回の予告
□ テーマ：簡単な「モーター」をつくろう
□ 日 時：7 月 9 日（土）9 時 15 分から
□ 場 所：総合福祉会館 調理室
(記

沖)
コアラ（絵合わせパズル）
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［すかっ子セミナー2016 参加学校名］
◆横須賀市立小学校（８校）

２０１６年５月１４日現在
◆横須賀市立中学校（２校）

・粟田小学校

・高坂小学校

・長井小学校

・長沢中学校

・野比小学校

・野比東小学校

・大津小学校

・野比中学校

・鶴久保小学校

・浦賀小学校

［参加者コース別内訳］

［参加者学年別内訳］

[人]

コース

男

女

合計

１コース

０

６

６

３コース

－

－

－

５コース

９

１

６コース

１

８コース

男

女

合計

１

０

１

２年生

０

０

０

１０

３年生

４

１

５

０

１

４年生

０

２

２

６

２

８

５年生

８

７

１５

９-１コース

２

２

４

６年生

７

１

８

９-２コース

４

０

４

小学生

２０

１１

３１

１０コース

２

１

３

中学生以上合計

４

１

５

２４

１２

３６

２４

１２

３６

合

計

［注］［－］は催行人数に満たず休講

学年

[人]

小学校１年生

合

合計

計

注：延べ参加者数（実数 ３１名）

６コースは、葉山町、逗子市からの参加あり

［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）

◇◇◇すかっ子セミナー２０１６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：

２０１６年
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５月２７日（実行委員長 高橋弘二）
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