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第２回(６月１１日)“鷹取山から神武寺理科ハウスへ”
追浜駅の改札口に集合したのは、すかっ子６名に保護者２名、サポーター３名と
エコニコ・サークルとしては近年にない大人数。今日は梅雨の合い間のお日様にも
恵まれて、みんなの顔も晴れやかです。元気よく駅を後に追浜の街を抜けると､追
浜小学校の前から少しずつ上り坂、湘南鷹取団地の中の坂道を登りきったところの
スーパーでトイレタイムと水分補給をして、さあ、いよいよ鷹取山の磨崖仏目指し
て急階段を上がります。岩山に彫られた巨大な弥勒菩薩（ﾐﾛｸﾎﾞｻﾂ）さまに向かっ
て手を合わせてから、ロッククライミング中の人たちの横を進んでいったのですが
「私たちだって登っちゃおう！」と全員女子の“すかっ子”が神渡さんに助けられ
てクライマーに変身。岩場を登ったところで、みんなＶサインのポーズ！
それからは細い尾根道が神武寺まで続きます。昨日の雨で苔むした岩が滑るのに、

いつ誰が彫ったの？

すかっ子たちは余裕でかなり早いペース。保護者とサポーターは後から用心深くそ
ろそろと。神武寺の山門をくぐって鐘つき堂に到着したのがちょうど正午。石垣の
上に腰掛けて、すぐにお弁当タイムとなりました。神武寺からは水の流れに沿った
山道を神武寺駅へ。涼しい山の中から住宅街に出ると下界は暑く､2〜3℃は違う。
さあ！いよいよ待望の、世界一小さい科学館「理科ハウス」に到着です。入り口
で靴を脱ぐのももどかしく、すかっ子も保護者もサポーターも館内になだれ込みま
した。受付の横にリュックを放り出し、それぞれ興味のある展示や実験のコーナー
に向かいます。磁石や重さ、触感や匂いや体温、色や形や音、天秤（ﾃﾝﾋﾞﾝ）と振
り子など、科学のいろいろな遊びやクイズが部屋いっぱいに仕掛けられていて、時
間の経つのを忘れてしまうほどです。そして、ハウスでの２時間はアッという間に
過ぎ、3 時半、解散となったのでした。

クサリにつかまって､慎重に
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（記・野崎）

神武寺の鐘楼

イェイ、登ったぞ！

また来ようね、「理科ハウス」

（２）

●５コース自然系Ａ“川ガキ探検隊”

すかっ子１３名＋サポーター５名

高熊川で源流探検、そして塚山公園、西逸見ホタルの里へ
■６月４日（土）晴れ、９時横須賀中央駅前Ｙデッキに集合し、バスで田
浦郵便局前へ。JR 田浦駅から来て待っていた人たちと合流。“すかっ子・
川がき OB”も参加してくれ、サポーターを含めると総勢 18 名。
朝の挨拶の後、ボラの稚魚が泳ぐ高熊川を遡りました。田浦梅の里入口
にあったクワの木が伐採されていてクワの実を食べることができませんで
したが、奥に入った所の大粒のグミが食べ頃で美味しくいただきました。
温泉谷戸の突き当りで川原に降りると、各人小さな手網を持って川の生
き物調査。サワガニ、ヌマエビ（仔持ちも）がたくさん捕れ、ヘビトンボ、
コオニヤンマのヤゴ、カゲロウ、カワゲラなども。
有志 9 人（２人途中で脱落）はここから源流探検へ。クモの巣を払い木
の枝を掻き分け倒木を乗り越えて渓流を遡るが、ついに藪がひどく遡るの
が困難。水の流れも少なくなり、この先登るのは無理と判断し、記念撮影

高熊川の源流を制覇！

して引き返しました。途中、カワトンボがたくさん飛んでいて、カゲロウの成虫も見つけました。
■高熊川を引き返し、途中から“しごきの 330 段の階段”を登ります。元気な“すかっ子”は一気に登り切り、
上の広場で腰を降ろしてひと休み。サポーターは後から、息も絶え絶え休み休みしながら到着。ここからさら
に、左手に「田浦梅の里」を見ながら坂道を登り切ると、遠くに東京湾、シーパラが見えてきました。ここで
近くの畑に入る木陰の道に腰を降ろして、お待ちかねのお昼にしました。
■午後からは、配水タンクの下を通り浦賀道に出て、十三峠を過ぎて塚山公園へ。道端にはホタルブクロが咲
き、たくさんのアジサイも咲き始めていました。三浦按針夫妻のお墓にお参りして、県立塚山公園の広場に出
て休憩。四阿に荷物を置いて、山を掛け登ったりしてしばらく遊びました。
この後、山の中の道を進み、西逸見ホタルの里へ下る道は踏み跡程度で急
な下りとなり、滑り落ちないように草につかまり何とか無事に「西逸見ホ
タルの里」に着きました。
■ここからは足も軽やかに階段を下り広い道路に出ると、西逸見町内会の
お祭りのお神輿行列に出会いました。懐かしいいろいろな屋台が並ぶ賑や
かな通りを、ちょっとだけ覗いて逸見駅に到着、解散しました。（高橋）

小川の生きものを採取

左：しごきの 330 段の階段を登る。
ここから右に折れ、まだ先が長い。
上：西逸見ホタルの里に下る急な藪道
サワガニ､ヘビトンボ､エビ､トンボのヤゴ
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（３）

●８コース自然系Ｄ“海っ子・山っ子”

すかっ子９名＋サポーター他８名

馬堀海岸から走水海岸､観音崎､鴨居へ、７つの砂浜を歩く
■６月２５日（土）、梅雨の中休み、初夏を思わせる暑い陽射し。
定刻 9 時半、すかっ子・サポーター他 17 名が馬堀海岸駅に集合、
近くの公園に場所を移しました。今日はアクシン君のお家にホー
ムスティしているアメリカ人､メキシコ人の男性が体験参加したの
で、全員“My name is ○○”と英語で自己紹介しました。
■５分ほど歩くと、猿島が目の前に見える馬堀海岸高潮防潮堤に
出ました。富士山は見えなかったが、MM21 のランドマークタワ
ー、対岸の君津、姉ヶ崎の工場、房総の山々、第二海堡などがよく
馬堀海岸高潮防潮堤で（猿島が見える）

見えて、しばしみんなで眺めていました。

■①走水海岸は浸食対策工事中で海辺が歩けず、走水水源地の水道で喉を潤してから海岸に出ました。荷物を
置いて早速、水遊び・砂遊び。水着に着替えた歩武君は泳ぎ出す。カニを捕まえアサリを採り、浅い海の砂地
を走るマゴチ、カレイを見つける。まだまだ遊んでいたいが、着替え履き替えて先を急ぎました。
■階段を登って破崎展望台へ。さっき遊んだ走水海岸、歩いた馬堀海岸防潮堤が続き、横須賀の街並みが望め
ます。坂を下って御所ヶ崎公園へ、フェンス越しに整備を終えたが未公開の低砲台跡を覗いた後、木陰でお昼
にしました。お昼もそこそこに、目の前の②走水小学校前の砂浜へ。遠浅の海で歩武、アクシン君は泳ぐ。走
水海岸に比べ少し波があるので注意して泳ぎ、浜辺では波と戯れ、打ち上げられた海藻を投げて遊びました。
■走水２丁目は古い裏通りを通って大泉寺へ。裏の展望広場でひと休みした後、参道坂の脇を水が流れる樋、
水車などを見て、道路沿いの水琴窟では耳を傾けて澄んだ美しい音色を聞きました。持ってきた水筒も空にな
り、走水神社の手洗舎に流れ出る地下からの霊水を水筒に詰めました。階段を登って本殿にお参り。
■国道 16 号の終起点を確認し、京急観音崎ホテル裏のボードウォークを歩き、③横須賀美術館前の砂浜を通
り、観音崎の④旧レストハウス前の砂浜を過ぎた散策路入口に着くと 14 時半。ここで今日の「砂浜を訪ねて
遊ぶ」の総括をして解散としました。ここからは、横須賀駅か浦賀駅ゆきバスに乗って帰途に。
■当初の計画通りの砂浜を歩くという元気な歩武君とサポーター３人は。この後、昔ゴジラの滑り台があった
⑤たたら浜を上から見て、⑥観音崎大橋下の砂浜に寄り、⑦鴨居漁港の砂浜まで歩きました。（高橋）

浅い走水海岸で遊ぶ

水琴窟の音を聞く
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破崎展望台で

京急ﾎﾃﾙ裏のﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｯｷで

走水小学校前の浜で

たたら浜

（４）

●
コース: 自然系 E 自然系Ｅ
“すか
●99-１、9-２コース:
第２回（６月）

“すかっ子ヨットクラブ ”

もう泳いじゃったー!!

［９-１コース：体験組］
今年度の「すかっ子ヨットクラブ」も、何とか順調に滑り
出しました。今年で 14 年目になります。6 月 11 日（土）に
初めて体験組（9-1 コース）の本格的な練習をしました。
メンバーは小学校４年の女の子二人と、小学校３年の男の
子と女の子、おまけに（試験的）に希望した小学校 1 年の男
の子を加えて計５人です。
普段は気にもしていなかったテンダー（足舟）と桟橋との
高低差が、この子たちにとってはよじ登らなければいけない
ので大変です。一時が万事、何をするにも大変で、一瞬も目

慎重にカウンセリング中

を離せない一日でした。
それでもテンダーの漕ぎ方を助っ人に来た大輝
先輩や一冴先輩の指導で真剣に練習しました。お
昼も自分たちでお湯を沸かして、即席の焼きそば
を作って食べました。
「一人で一個食べられる？」と思案していまし
たが、食べ始めたらアッという間に全部食べてし
まいました。体を動かして、よほどお腹が減って
いたのでしょう。
その後、先輩たちがセーリングに連れて行って

テンダーの漕ぎ方の特訓中

くれたり、マストや舵など船体の名前も少し覚えて終わりました。
［９-２コース：根性組］
根性組（9-2 コース）は、第二土曜日を除く毎土曜日に練習していますが、まだまだ動作が遅く、食事やお
やつが終わったら「次のことをする前に、後片付けをしろッ！！」とか、「言われたら直ぐ腰を上げてやれ
ッ！！」とか、キャプテンや倉邊先輩にしごかれています。
6 月 18 日は暑かったのでセーリングの後、諸磯湾に錨を入れて今年初の水泳訓練をしました。二年目の基
起や和生が水中メガネをしていると「ダツ」というサヨリを大きくしたような魚が、光るメガネに突進して
くるんだよ。沖縄の漁師さんたちは、サメより怖いとおそれているそうだよ・・・等と、先輩風をびゅー・
びゅー。実際、温暖化で南の海にしかいなかっ
たヒョウモンダコなどの生物が相模湾でも見つ
かっているし、磯のイソギンチャクにもコブラ
よりも何倍も強い毒を持ったものが「たまには」
いるから触らない方が良いですよ。
あんまり子どもたちがはしゃぐのでキャプテ
ンも海に入ってみたけど、冷たかったなぁー。
これが本当の「年寄りの冷や水」でした。
（キャプテン正木

記）
ターザンごっこで遊ぶ
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●１０コース

創作科学

第２回（

６月１１日

[創作・科学クラブ]
）

『空気』を見よう、遊ぼう！

今回から新たに２名の“すかっ子”が加わり、５名で逸見 C.C の調理室で行いました。
見えない『空気』をどのように調べるか、記入式のプリントを渡し、実習したことを記入しながら作業を進
めていきました。
まず、物を調べるには、感覚を利用すること。「視覚」
「臭
覚」「触覚」
「聴覚」「味覚」の五感を使って調べてみます。
しかし、調べてもわからなかったときはどうしたらいいか。
ここからは、人にしかできないこと、他のものをいろいろ
使って、六感で理解していきます。
実験開始前

まずは簡単な実験から、始めました。
『空気』は見えないから見えるようにするには、どうした
らいいか。見えないけれど、そのものの持っている性質を調
べてみて、性質がわかれば、その性質を使ってみる。
後半は、空気の性質を利用したオモチャを作って、遊びま
した。『紙玉鉄砲』は経験している子もいましたが、はじめは
上手に玉をセットすることができませんでした。空気が漏れ
ないように押しこんで、
「ポン」と音がして玉が飛び出したと

煙を混ぜて

きは、嬉しそうでした。
『ホーバークラフト』は、空気吹き出し口の大きさが微妙で、
子ども自身で作ったものが、うまく動くか心配でしたが、少し
は動きました。少しの動きでも、オモチャを上手に扱えたとき
の“すかっ子”の笑顔は、担当していて励みになります。
『ホーバークラフト』を動かすには、つるつるの平面・鏡の
面のようになめらかな面が必要なので、家で遊ぶには、場所の
確保が難しいのではとないかと思いました。

空気を見る

『紙玉鉄砲』また『空気鉄砲』、
『ずい鉄砲』は、もっと練習をして、上手に遊べるようになって欲しいと思
います。理科実験でする学校もあるようですが、用具は市販品を使っているようです。もっと身近にあるもの
を工夫して使い、遊んでほしいです。（沖
★★予告★★

記）

テーマ：２種類の『万華鏡』づくり

■日時：８月１３日（土）
９時１５分から
■場所：安浦コミセン
＊体験参加を希望者する方
８月６日まで
Tel 836-9602

（沖）
難しいね
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動くかな

（６）

●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！”

湘南国際村めぐりの森ってどんなところ？

第 1 回(５月２８日)

今日からは、葉山町と逗子市からの参加者もいっしょに活動をする予定
でしたが、学校の運動会と重なったため、子どもたちは２名だけの参加と
なりました。まず、湘南国際村センター研究棟の１室で簡単なオリエンテ
ーションを行いました。全員の自己紹介に続いて、「めぐりの森」の地図
と資料“横須賀の外来生物”、“横須賀の身近な自然環境から消えつつあ
る生きもの”が配られ、それを手にめぐりの森へ出発しました。
薄曇りの空の下に、昨日の雨で洗われた緑の草地や林が広がっていま
す。観察路のあちこちにはサクランボやクワの実が熟れていて、どうや
ら食べ頃のようです。次々に口に入れてみては、甘い！ 渋い！ まあま

スイカズラの蜜は甘～い。

あ！など、味を確かめながら進んでいきます。スイカズラの白と黄色の花がよい匂いを放っていて、その花
を摘んで芯を吸うと、甘い蜜が出てきました。みんな、ちょっとミツバチになった気分・・・。ヘラオオバ
コの茎で力くらべをしたり、トノサマバッタを追いかけたりと、野遊びを楽し
みながら進んでいくと、太くて大きなオオシマザクラやマテバシイが茂る森に
着きました。この森の中でひときわ目立つのが、樹齢 400 歳のタブノキです。
「めぐりの森」で里山づくりをしている三浦半島『自然ふれあい楽校』（６コ
ースの担当団体の１つ）が、今年の２月、このタブノキの保護のため根もとに
設置した木道の上に座ってお弁当を食べることにしました。
午後は、この森の出口で記念撮影をしたあと、木の根につかまりながら急な
斜面を下り、「自然ふれあい広場」にでました。ノウサギが生息している証拠
のフンを捜してみましたが、乾いて色も匂いも抜けた古いフンしか見つけるこ
とができませんでした。ノウサギたちは、ど
木道の上でお昼ごはん

こか他の場所に移住したものと思われます。

畑の中の道を進んでいくと、農業法人「森と畑の学校」がヤギを飼ってい
るところに出ました。道端に咲いている特定外来植物のオオキンケイギクを
根こそぎ抜いて差し出すと、おいしそうにムシャムシャと食べてくれました。
ヤギの目は金色で、濃い茶色の瞳が横長に開いています。りっぱなツノがち
ょっと怖い感じですが、やさしい顔つきをしています。かわいいなア！ が
みんなの感想でした。
「めぐりの森」からの帰り道、国の研究機関「地球環境戦略機構」の前庭
オオキンケイギクが大好物？

にあるビオトープに寄りました。
手入れが行き届いていて、なか
なか居心地の良い空間になって
います。池の中にはアメリカザ
リガニのほかに、驚くほど大き
なドジョウの姿も見えて、解散
までの時間をここでゆっくりと
楽しむことができました。
（記・野崎）

でっかいドジョウがいるよ
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森の出口で記念撮影

（７）

●６コース自然系Ｂ
第２回

自然博士になろう

６月２５日

小学生４名＋ｻﾎﾟｰﾀｰ他８名

小川の生きものを観よう

□前日の予報は雨、朝方には雷も鳴りましたが、家を出る８時半過
ぎには雨も上がったので、“小川の生きものしらべ”と“室内での
学習会”両方の用意をして出かけました。
□10 時過ぎ、湘南国際村センターバス停に集まった小学生は４名
（欠２）、サポーター他大人は８名、野崎リーダーの挨拶の後、全
員が自己紹介してから“めぐりの森”へ向いました。
□どうやら雨は上がったようですが、風が強く帽子が飛ばされそう
になりました。道端の水溜りには、足が出かかったヤマアカガエル
のオタマジャクシが泳いでいました。道端には所々に外来種・ハル

尾形瀬川上流で生きもの調べ

シャギクが咲いていましたが、それほど多くありませんでした。
坂道を下って尾形瀬川上流の小川に出ました。ここで“湘南国際
村めぐりの森”を源流として相模湾に流れ込む２本の川があり、
尾形瀬川は途中で本流の前田川に合流するとの説明がありました。
□自然ふれあい楽校のみなさんにより、川辺はきれいに草刈りされ
ていました。早速、それぞれ小さな手網をもらって川に入り、生き
もの調べ（すくい）を行いました。
捕れた水生昆虫などはトレイに入れて、後で解説してもらいました。

捕れた生き物の説明を聞く

［主な生きもの］●ヌマエビ（仔持ちも）●カワニナ●マメゲンゴロウ●アメンボ(2)●トンボのヤゴ(3)
・プラナリア・カゲロウ・カワゲラなど、＜モクズガニ：見かけたが捕獲できず＞
残念ながらサワガニが捕れませんでした。観察を終えると、すべて小川へ帰してあげました。
□場所を移して湿気のないところでお昼をいただきました。食事を終えると、近くの竹やぶでタケノコ採り。
盛りを過ぎているので採ったのは２､３本。持ち帰る訳ではなく皮をむくのが面白そう。
□食後の急坂のぼりは（大人にとっては）ちょっときつい。登りきったところにあるケヤキ広場でひと休み。
すぐに枝に飛びついて木登りしたのは 1 人だけ。他の子は後に続かず、丸太ベンチを平均台代わりにして遊
びましたが、それも躊躇する子も。
帰りはお土産の餌（クズの葉）を持ってヤギさんに会いに行きました。前回は外来種・オオキンケイギクを
食べたので、外来種・ヒルザキツキミソウをあげたけど食べてくれませんでした。
□この後、
「畑の学校」に寄って畑を見学、そして地球環境戦略研究機構（IGES）のビオトープへ。スイレン
が咲く池にはカルガモが２羽いましたが、私たちが近づくと飛び立っていきまし
た。予定の 14 時 30 分、湘南国際村センターバス停で解散しました。
（高橋）

川の生き物調べを終えて
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ヤギさんと遊ぶ

木登り大好き

（８）

すかセミ・夏休み特別企画のお知らせ
各コース毎月１回（9-2 コースを除く）のプログラムを実施していますが、夏休み期間に下記の特別企画
のイベントを開催します。“すかっ子”はもちろん、保護者の方、お友だちをお誘いして参加ください。

◇浦賀歴史さんぽ◇

◇万代会館で縄ない体験◇

＜浦賀歴史研究所所長山本詔一先生の案内＞

＜稲わらを使って“縄ない”を教えてもらいます＞

■担当：２コース・郷土史地域学／事務局

■担当：３コース・地域文化

■期日：７月２３日（土）

■日時：８月６日（土）１０時～１２時

■集合：９時３０分、浦賀駅改札口前

■集合：直接、万代会館へ

１２時、解散予定

（京急津久井浜駅から徒歩約５分）

■募集人員：１５名（先着）

■募集人員：１５名（先着）

■参加費：１人５００円、当日徴収

■参加費：１人５００円、当日徴収

※飲み物、暑さ対策

※ズボン着用、飲み物

［主な見学先］

■問合せ：090-1439-7813（三澤）

・西叶神社・東福寺・浦賀奉行所跡・為朝神社他

E-mail：hey_wa_2010@yahoo.co.jp

■問合せ：090-4428-9443（藤澤）
E-mail：sakuramal@aol.com

◇観音崎海の生き物観察会◇
◇東京湾をいく船の観察会◇

■担当：よこすか海遊クラブ（８コース自然系Ｄ）
■期日：８月７日（日）
■集合：９時４５分、観音崎バス停付近

■担当：横須賀学の会／事務局

１４時３０分、現地解散予定

■期日：８月７日（日）

■募集人員：１０名（先着）

■集合：１０時、観音崎(旧)レストハウス前

（５、８コースのすかっ子を除く）

１２時、現地解散予定
■募集人員：１５名（先着）

■参加費：１人３００円、当日徴収

■参加費：１人５００円、当日徴収

※水着(濡れてもよい服装)、靴、暑さ対策
お弁当、飲み物／美味しいみそ汁サービス

※飲み物、双眼鏡(あれば)、暑さ対策

■問合せ：090-5499-0831（高橋）

■問合せ：090-4428-9443（藤澤）

E-mail：hirojit@jcom.home.ne.jp

E-mail：sakuramal@aol.com

◇◇◇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
□
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