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砂浜を訪ねて遊ぶ！

浦賀･燈明堂から長瀬､久里浜海岸へ

■すかっ子８名＋サポーター他４名、浦賀駅に集合。浦賀ドックの塀に

張られた幕末の浦賀の出来ごとを描いた絵を見ながら「浦賀文化セン
ター」へ。冷房の効いた展示室で「黒船来航と浦賀奉行所」などにつ
いてちょっぴり勉強し、水分補給・休憩しました。
◇「浦賀の渡し船」までの浦賀湾西岸に新しい遊歩道が完成し、海を
みながらゆっくり歩けるのでとても気持ちよかったです。立入禁止に
なっている未整備の道路側が、どんな姿で完成するのか楽しみです。

◆信号を渡って西叶神社にお参り、天井絵、彫りものを見学。浦賀病
院前の海岸でひと休みして、燈明堂へ。まだ 11 時過ぎたばかりなのに

新しく出来た浦賀湾西岸の遊歩道

“お昼まだ～”という子も。燈明堂に着いて、建物を一回りして海辺に降り、荷物を置いてお昼まで磯遊び。
“タコを捕まえる”と張りきった歩武くん、岩場で頑張って探したけど見つからず捕まえられませんでした。
■お昼を食べた後、岩場・潮だまりでお魚、カニを捕まえて遊びました（泳ぐ子なし）。たっぷり遊んだ後、
今日最初の砂浜・①燈明堂海岸の砂浜を、東京湾に出入りする船を見ながら千代ヶ崎に向って歩きました。こ
の後の古い真っ暗な長瀬隧道の中では、大きな声を張り上げて声が響くのを楽しみながら通り抜けました。
◆国交省の研究所を過ぎた海辺に小さな②長瀬の砂浜がありますが、浜辺は今夜の花火大会の観覧用にブルー
シートで席取りされていました。草むらの小さなショウリョウバッタを捕まえたり、波打ち際で遊びました。
■平作川の河口にかかる開国橋を渡ると、海岸通りは「久里浜ペリー祭と花火大会」のため、屋台が続き、③
久里浜海岸の砂浜は歩くことが出来ませんでした。ペリー公園では、ペリー祭の式典が行われており、ちょっ
とだけ覗いてから京急久里浜駅へ向い、車での迎えもあって、途中で解散しました。

燈明堂海岸の岩場で遊ぶ

燈明堂海岸の砂浜を歩く
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（記：高橋）

長瀬の砂浜で遊ぶ

（２）

●１コース生活環境系

エコニコ・サークル

第３回（７月２３日）

“日本の原風景が残る舞岡公園へ”

■7 月 9 日の活動が雨で今日に延期となったので、都合がつかない
人もいて、今回の参加者はすかっ子４名にサポーター２名。9 時半少
し前に全員が上大岡駅の西口出口に集合しました。ここから横浜市
営地下鉄ブルーラインに乗り換え、３駅目の舞岡まで行くのです。
■地下鉄出口の階段を上ったところに「ふるさと舞岡ぶらりマップ」
が表示されていました。その地図を見て、まず現在地がどこかを確
認し、目的地がどちらの方向にあるか、どのルートでそこまで行く
かをみんなで相談して決めました。
■駅からほんの少し行くと、もう田んぼが広がっています。50〜60

たんぼの虫たちを見つけてと遊ぶ

cm に育った稲が緑色に波打って、畔ではショウリョウバッタがたく
さん跳ねています。その上をシオカラトンボがすーいすーい。サポー
ターにとっては昔懐かしい田んぼの匂いも・・・。

舞岡八満宮に、

“今日の活動が無事にできるように”お参りをしてから、小川に沿っ
て進んでいくと、「舞岡ふるさとの森」総合案内所に着きました。
ガイドマップをもらい、展示「舞岡のテントウムシたち」を見て、さ
あ、先へ進みましょう。道端のお地蔵さんのそばでトカゲが日向ぼっ
こをしていたり、川には大きなニシキゴイやアメリカザリガニの姿も
見えます。そのあと、舞岡川と梨畑にはさまれた木陰の涼しい道では、
たくさんのセミの抜けがらやルリ色のきれいなガ（カギバアオシャク）

八満様では鳥居の外からお参り

に出会って、そしてやっと舞岡公園の門に着きました。
■門の中には、ため池や畑や田んぼが広がっていて、ウシガエルの声がグ〜グ〜聞こえてきます。さっきから
「おなか、空いた！」と言い続けている誰かさんのおなかが鳴っているみたいな音です。大きなハスの花の咲
いた池の奥の「小谷戸の里」に着いたのが 11 時 50 分。その古いカヤぶき民家の軒下で、待ちに待ったお弁当
タイムとなりました。
■午後は、古民家の中で日本の昔の暮らしに触れたり、昔の横書きの教科書は右から読むことを知って驚いた
りして、それから前庭で「竹ぽっくり」と「竹とんぼ」で 1 時半までたっぷりと遊びました。
■帰り道は、瓜久保池まで山道を行き、それから来たときと同じ小川に沿った道をゆっくり戻って、舞岡駅に
着いたのが 2 時 50 分。上大岡から京急の快特で堀ノ内駅に 3 時 30 分に着き解散となりました。（記／野崎）

涼しい川沿いの道を歩く

かわいいお地蔵さん
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竹ぽっくりに乗って走れるよ！

（３）

●５コース自然系Ａ
第３回

川がき探検隊

７月２日“野比海岸･野比川からＹＲＰ水辺公園へ”

■ YRP 野比駅、9 時 30 分、“すかっ子”全員 10 名が集合、「こ
どもエコクラブ“のバッチや資料をもらい、朝の挨拶もそこそこ
に野比海岸へ向いました。川を覗きながら昨年完成した遊歩道を
歩くと、たくさんのカルガモや、コイ、モクズガニが、河口では
10cm ほどのフグが群れ泳いでいるのを見ることができました。
■ 野比海岸に出ると、千駄ヶ崎は海で発生した霧でかすんでい
ました。河口右手に、離岸堤の効果によって出来た広い砂浜に降
りて、波と戯れ、きれいな貝や石を拾い、高い急傾斜の護岸を駆
野比海岸の傾斜防波堤を駆けて登る

け登って遊びました。
■ 駅近くまで戻り、右岸の野比川遊歩道を遡り、四つ田橋で川

原に降りて“水生生物調査”、ヨシノボリ、テナガエビ、ヌマエビ、サワガニなどが捕れました。ここからさ
らに奥まで川の中を歩いて遡ると、階段状の水路の下に出来た広い淵（滝壺）に出ました。今日は曇り空で
水も冷たかったので、そのまま引き返す積りでしたが、少しずつ深みに入って行った弘輝くん、ついに泳い
でしまいました。ちょっと寒かったようです。
■ 12 時を過ぎていましたが、野比川を後に畑の丘陵地を登って YRP 水辺公園に行き、四季の池の畔の木陰
でお昼にしました。お昼もそこそこに、みんなで池のまわりで鬼ごっこをして遊びました。普段はゲートが
閉まっていて奥には入れないのですが、ハンゲショウ（半夏生）が見頃ということで一般開放されており、
ゲートの所に置いてあった蛇除けの竹杖を持って奥の聖なる池まで見学しました。
■ みんなは半夏生にはあまり興味がなく、籠で捕獲したアメリカザリガニが興味の的、「水辺友の会」の方
の許可を得て、光瑠くんはペットのカメの餌にするのだと小さなザリガニを貰って帰りました。所々の木陰
に珍しい緑の葉を持たないタシロランも咲
いていました。
■ 帰りは急な階段を降りて「深井堰」へ。
コイがたくさん泳いでいました。ここから
は以前はタンボだったところ、畑の中の道
を歩いて長沢中学校前に出て、通研通りを
歩いて YRP 野比駅に戻り解散しました。
（高橋）
タシロラン

野比川遊歩道（国道下）

ザリガニがいる！水辺公園奥の池で
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四つ田橋川原で水生生物調査

長沢川源流のひとつ深井堰

●９コース自然系Ｅ

すかっ子ヨットクラブ（体験組＆根性組）

第３回（７月）

“雨を嫌（きら）っちゃダメだよ！”

[９-１コース：体験組]
7 月 9 日は３回目の練習日でしたが、生憎（あいにく）の雨が降りました。
『雨が嫌いな人?』…「ハーイ！」「ハイ！」
『みんな嫌いなんだね、なんで？？？』・・・
「だって濡れるじゃん！」「つめたいじゃん！」
『ちょっと待って、雨が降らないと人間は死ん
じゃうんだよ、植物も、動物も』そうです、雨
はとても大切なものです。広い宇宙の中で、雨
が降って生命体を活かしてくれるのは、今のと
ころ地球だけで、とても、とても、有難いこと
なのです。
この後、みんなしっかり雨着を着ていつも通り
船に乗り込みました。

雨具を着てサア～行くぞ！！

船の中では、頭がこんがらかるロープの結び方
や、これから夏になって泳ぐ時に気をつけなく
てはいけない「危険な生き物」について勉強し
ました。

[９-２コース: 根性組]
小学校６年生の根性組４人は（第２土曜日を除
く）毎週末に練習を重ねています。
だから、体験組がやっているロープワークなん
てお茶の子さいさい…のハズです。

ロープ結び、えーと、えーと、あれっ？

「ホラ、巻き結び」、「ホラ、８の字むすび」、
「ホラ、もやい結び…アレッ？」
同じ小学校の同級生、仲が良過ぎて、泳いで遊
んでばかり、気合を入れるために 16 日には城
ヶ島一周に挑戦しました。
２年目の基起と和生が今年入った壮と一真の先
生で、セールの揚げ方や降ろし方、たたみ方な
どなどを教え、けっこう気合が入りました。
海の「根性組ものがたり」はまだまだ続きます。
(キャプテン・記)
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そっちを押さえて、こっちをこうして・・・

●１０コース

伝承文化

［創作・科学クラブ］

第３回（７月９日）

すかっ子５名、サポーター２名

「簡単なモーターづくり」

今回の実習は、本町コミセンの調理室で行いました。
初めに作業の手順をプリントした用紙を配りました。
まず、「モーター」が使われている物を聞いてみました。つぎ
は、「モーター」を動かすのに使うもの＝動力になるものは？
質問が抽象的だったのか、発言が少なかったので、用意した
「モーターで回る風車」や、簡易発電機をいじってもらいまし
た。簡易発電機は人の力でモーターを回すと、電池の代わりに
なることを体験してもらいました。４年生だと乾電池の「＋」
モーターを使って

「－」がわかり回路もわかるので、今回は乾電池を使いました。
いよいよ、「モーター」を作る材料です。「回転子」には導線・銅線
を使いました。銅線は「エナメル線」と書いてないものもあります。
なぜ銅線を使うのかは、電池につなげ
た銅線の近くに磁石を持って行くと、
銅線が動くことを調べました。銅線の
近くは磁石の性質になっていることを
確かめました。この銅線に電気を流す
回転子小

と磁石になることを利用して、Ｓ極と

説明図と組み立て

Ｓ極がはんぱくしあう性質を利用してモーターが作られていることを説明しましたが、理解できたかどうか？
「支柱」は回転子を支える物です。支柱に適する金属を調べました。鉄は磁石にくっついてしまうので不適当
です。今回は電気を通し、加工するのが簡単で、安価な金属のアルミニュウムを使いました。
最後は「簡易モーター」の組み立てですが、サポーターが一番心配したのは、全員の回転子が廻るかどうか
でした。準備した材料で、モーターになるか？

60 年前は電流の流れを変えるために「整流子」を作ってい

たのですが、最近は強い磁石があるので、Ｓ極どうし、Ｎ極どうしが反発する力が強いので、「整流子」は省
きました。右下は完成した「簡易モーター」です。
「回転子」は廻って
いるので、ぼやけて
います。
５人とも「モータ
―づくり」に満足し
てくれたようで、ニ
コニコして帰ってい

何を調べているの？

きました。
( 記

沖

予告 9 月 10 日 9:15～11:50 場所：逸見 C.C.

)
完成したモーター
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『電池・電流』を作ってみよう

（６）

●３コース

地域Ｂ「むかしあそｉｎ 万代会館」

□ 特別講座

すかっ子１名

体験参加 2 名

裏千家のお茶体験

（７月２日）

今年度３コースは参加者がなかったので休講。でも、せっかくなので６月のお茶体験と８月の縄綯いを
特別に実施することにしました。今回の「お茶体験」は、９コースのすかっ子１名と地元の小学生２名、
その保護者１名ずつ、計５名のお茶体験となりました。講師は昨年同様、裏千家の牛山さんと山崎さんに
来ていただきました。はじめに一服立てていただき、茶道を完成させた茶人・千利休について、お道具の
名前などをわかりやすく説明していただきました。

①

この人がお茶を広めた千利休さんですよ

②
初めていただく「お茶」ちょっと苦いかな
いよいよ一人ずつお点前を体験。緊張しながら「茶杓でお茶を

すくって」「柄杓でお湯を注いで」「頑張って泡立てましょう！」
と、指導していただきました。少人数でしたので保護者も体験し
ました。子どもたちは、慣れてくると「もう一度やりた～い」と、
４回も体験させていただき、帰宅後も「お茶、点てる！」と言っ
て、毎日お茶を点てて飲んでいるそうです。

（三澤）

むずかしそうだね・・・
なかなか手つきが良いね！

お抹茶を茶杓ですくって！
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みんな上手にできました

（８）

夏休み､ 他のコースを体験参加してみませんか！
関東地方の梅雨明け宣言はまだですが、これからが夏本番です。三方海に囲まれ、山あり、川あり、自然豊か
な三浦半島で“すかセミ”の各コースが下記のようなプログラムで活動しています。
お友だちといっしょに、他のコースに「体験参加」してみませんか。＊事前に各コース責任者に電話・メール
連絡をとり、参加の受入、集合場所・時間などを確認してください。
（体験参加費：500 円）

月日

コース

8 月 6 日（土）
9:30～
8 月 6 日（土）
9:30～

横須賀の古民家・万代会館で、わら縄を作っ

田中敦子

エコニコ・サークル

て縄跳び

（080-5405-2671）

５コース

「荻野川」
：斎田浜から親水公園、沢山池＊１の

中村修二郎

川がき探検隊

里山で遊ぶ

（090-9812-2009）

油壺湾

8 月 13 日（土） １０コース

集合：市民病院前

※必ず事前の了解を！
集合：三崎口駅

２種類の「万華鏡」をつくろう！

創作・科学クラブ

8 月 20 日（土） ８コース
9:30～

海っ子・山っ子

8 月 27 日（土） ６コース
10:10～

＊１

集合：津久井浜駅

ヨットクラブ(体験組)

9:15～

責任者（Tel）

１コース

8 月 13 日（土） ９－１コース
9:30～

プログラム

集合：安浦コミセン

キャプテン正木
（090-4747-5355）
沖

暁美

（046-835-9602）

千駄ヶ崎から、長～い野比海岸、北下浦海岸

高橋弘二

を歩く（遊ぶ）

（090-5499-0831）

集合：京急久里浜駅

樹液に集まる虫調べ「給蜜トラップ採集調査」 野崎章子
集合：湘南国際村＊２センターバス停

自然体験

沢山池の里山：たんぼを復元し、上流部
では川遊び、草原遊びが楽しめます。

＊２

（080-5475-1395）

湘南国際村めぐりの森：「自然ふれあい
楽校」でいろいろな催しを行っています。

◇◇◇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
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２０１６年
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