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“すかっ子・ヨットクラブ”

夏休みに､たくさんヨットに乗りました！

□ 7 月 23 日(土) 根性組の 4 人は、いつもお世話になる田口さんの「彩
雅」を浦賀から油壺に回航するお手伝いをしました。朝、浦賀を出港し、
お昼の「朝獲れ寿司」を目指して東京湾を横断、千葉の保田漁港で美味
しいお寿司とイカのかき揚げをいただいて満腹、油壺に戻りましたが･･･、
その途中で大きなサワラが釣れました。
□ 7 月 29 日(金)・30 日(土) 折角の夏休みですから船に泊まろうと根性
組の希望者(基起、和生)と OB の一冴が練習（泳ぎ?）に来ました。しか
し、和生は翌日予定があるので夕方お母さんが迎えに来て、泣く泣く家
に帰りました。翌日の 30 日は壮が加わり、順風に乗って気持ちの良い
セーリングをした後、村松さんが冷たいおソーメンを作ってくれました。
□ 8 月 6 日(土)・7 日(日) 日曜日にすかセミ事務局が観音崎で「船の観
察会」を企画しているのでヨットも観察して貰うことにしました。前日
の 6 日、根性組（基起欠）が「レッド・シャーク」を浦賀に回航、倉邊

釣り上げた大きなサワラ

先輩とキャプテンが船に泊まり、翌 7 日根性組（一真欠）と体験組（帆楓・杏奈欠）及び希望する OB（錬・
歩夢・太一・響翼）が「彩雅」と「レツド・シャーク」に分乗して観音崎沖に向かいパレードしました。
観音崎の沖は暗岩（水中の岩）が多く、また潮流が速いのであまり近づけませんが、海岸にいる藤澤事務局
長たちに精一杯の声で挨拶し、手を振りました。この日は台風が近づき昼から風が強くなる予報だったので、
体験組の「彩雅」は浦賀へ、根性組の「レツド・シャーク」も油壺に急いで帰りました。
「レッド・シャーク」
は台風の先駆けの風で舷が海面に浸るほど傾き油壺に逃げ込みました。（つづく）

観音崎に向って“オ～イ！”
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真剣にキャプテンの注意を聞く

（２）
＊＊＊＊＊９コース自然系Ｅ

すかっ子・ヨットクラブ（つづき）＊＊＊＊＊

□ 8 月 11 日（木・祝）
祝日（山の日）なのでお父さんや
お母さんに、
「子どもと一緒にヨッ
トに乗ってみませんか」と呼びか
けたところ、杏奈のお母さんと千
春のお母さんとお兄ちゃんたちが
来てくれました。
みんな大騒ぎ、泳ぎ終わったらお
日様で温めたペットボトルのお水
でシャワーです（笑）

祝日で体験参加も加わり楽しそう

泳ぎ終わって
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのシャワー

□ 8 月 13 日(土) 体験組（颯真欠）の練習日です。
体験組は力がないので船を走らせません、杏奈の兄大輝先輩が助っ人に来てくれて、油壺の水族館を海から
眺めながらセーリング。戻ってブイに着け、ハムや野菜や卵焼きなど、自分で作る手巻きサンドイッチでひ
と騒ぎ、また諸磯湾に行って錨を降ろし水泳訓練、初めはライフジャケットを着て泳いでいましたが，飛び
込みを始めたら脱いでしまい、帆楓も千春もみんな次々にキャー！！ザブン、ザブン！！
□ 8 月 18～22 日

年に一度の船を陸上に揚げて船底のお掃除、
“エーッ、これをどうやって綺麗にするの？”

船は人を護り、人は船を護るのです。
子どもでも、こんな事が出来るのです。

“どうやってきれいにするの？”

掃除のお手伝いを終えてご満悦

□ 8 月 25 日(木)
大輝先輩が友達を連れて乗りに来ましたが
説明は省略します。
（無事夏休みを終え、すっかり疲れた
キャプテン記）
●８コース自然系Ｄ「海っ子・山っ子」は
8 月 20 日(土)“長～い野比海岸から北下浦海岸を歩
く”予定でしたが、三浦半島に大雨注意報が出たた
め中止しました。9 月 3 日(土)、５コース自然系 A
年に一度の船底掃除ため陸に上げたヨット
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「川がき探検隊」の“前田川”に参加します。

（３）

● １コース：生活環境系 よこすかエコニコ・サークル
第４回(８月６日)

すかっ子４人、サポーター３人

“古民家･万代会館で、縄ない体験”

夏休み真っ最中、リオ・オリンピック開会式の日、そして 71
年前の広島原爆投下の記念日である 8 月 6 日に、私たちは津久井
浜駅に集合し、横須賀に残る古民家「万代会館」に向かいました。
駅からほど近いのに、木造平屋、茅(かや)ぶき屋根の日本家屋と
灯篭のある庭園は、突然私たちを懐かしい時代に引き戻します。
今回の活動は３コ
ース「地域文化」が
開催する特別講座と
のコラボレーション。

今では珍しい茅葺屋根の「万代会館」

到着すると、すでに縄ないを教えてくださる方たちが庭に大きな
ビニールシートを敷き、蚊取り線香も炊き、準備万端整えてくださ
っていました。ありがとうございます。
まず最初にすることは、カヤの束を一人ずつ片手に持って反対の
最初の作業、カヤの「ハカマを払い」

手で細かい葉を落としていきます。これが「ハカマ払い」
、そして

次にそれを水で濡らして小づちで叩いて柔らかくします。これが結構力とわざが必要でした。そしていよいよ「縄
ない」です。いやあまたこれが一筋縄ではいかない。お手本を見ているとスルスルと簡単そうなのに、いざやっ
てみると捩ったはずなのに、また元通りになっていたりとうまく進みません。それでも根気よく教えていただい
て完成させました。最後のみんなの集中力はすごかった！よくがんばったね！それぞれできた縄の長さは様々で
頭にのせて王冠気分の子もいれば、ネックレスにしたり、縄跳びをする子もいました。最後は大人の作った「な
がーい縄で大縄跳び」。頭と体を使った後は、エアコンの効いた室内でお弁当タイム。
午後一番には「万代会館」について説明していただき、この家に住んでいた万代順四郎さんとトミさんのこと
を聞きました。お茶の道具を見たり、現代のものとは違う波打ったガラス窓を見たり、戸袋のある木の雨戸を触
ったり、穴にねじって差し込む鍵を体験したりと、古民家には発見がたくさんあります。トイレというより“お
便所”もなかなか趣きがありました。
最後に余った時間はゲーム大会。といっても誰もトランプも何も持ってきていません。帽子と紙を丸めて「叩
いてかぶってジャンケンポン」から始まり、目の前にあったお菓子を使ったゲームで盛り上がる、盛り上がる！
ポッキーをくわえて輪ゴムをリレーしたり、クッキーをおでこから口まで手を使わずに運んで食べるゲームでは
笑いを堪えられないほどかわいい表情を見せてくれました。 （記：田中）

＜ﾅｲｼｮﾉｵﾏｹ＞

難しかった縄ない。でも頑張ったね！

それぞれ完成した縄を持って記念撮影
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クッキーゲーム

（４）

●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４名

第４回 ８月６日（土）斎田浜から荻野川へ､沢山池里山で遊ぶ
□ ８月第１土曜日晴れ、各地で猛暑が心配されているようだが、
横須賀の西海岸は風もあり汗がにじみ出るほどではない。市民病
院前 9 時 30 分に集合し、早速、松越川沿いに斎田浜に出てひと
遊び。生き物はじめ貝殻も漂着物もほとんど見られず淋しい。
□ 国道 134 号前耕地橋に戻り荻野川を遡る。川床は堆積土にアシ
などが繁茂して水の流れが見えない。釜田橋の淵でたくさんのコ
イが泳ぐのを見た後、旧道に出て庚申塔の三猿にご挨拶。荻野橋
から川沿いに歩き大堰橋でひと休み。遊んでいた６羽のカルガモ
が邪魔者が来たとでも思ったのか、隊列を組んで退散する。

誰もいない斎田浜の波打ち際で

□ 途中で子カメを発見。体形からしてイシガメのようだが、草陰
に隠れてしまい写真も撮れず謎のまま。この後、親水施設へ。四
阿のベンチに荷物を置いて着替え、手網を持って川に入り生き物
を探すが収獲なし（真剣に捕っていない？）。水遊びの方が好き。
12 時になったので「お昼にしよう！」と声をかけたが、まだ遊び
たいという。
「水が濁っているので、お昼を食べて水のきれいな沢
山池の上流へ行って遊ぼう！」となだめて、昼食にする。
□ 自販機で水分補給したい子もいて、早めに昼食を切り上げて沢
山池に向う。谷戸橋から雑草の生えた川沿いを歩き、滝（堰出口）

大堰橋の親水施設でひと休み

の右手の細い坂道を登ると沢山池堰堤下の広場に出た。池はすっかり水が干上がり、細い流れとなっていた。
□ 長坂沢山池里山づくりとして復元した田んぼを見て川沿いの広場へ。荷物を置いて目の前のきれいな川で
「水生生物調査」「川遊び」、木に吊るした長いロープのブランコで遊ぶ。水生生物では、カワゲラ、カゲロ
ウ、トンボのヤゴがたくさん、その他、サワガニ、ヌマエビ、ヘビトンボ、ウズムシ、ゲンゴロウなどが捕
れた。２cm ほどのザリガニが捕れたが、大きなのを捕まえたいというので、奥の堰堤下で探す。先月末、市
民協働で“ザリガニ撲滅作戦”を行ったので捕れるかなと心配？したが、体長 10～15cm のザリガニ５匹を
捕まえた。処分方法に迷っていたら、光瑠くんが飼っているカメのエサにしたいといって持ち帰った。
□ 川遊び（堰堤づくり）に余念がなく、まだ遊びたいといい張る子にも諦めてもらい、14 時を過ぎ帰り支度
して帰途につく。長坂公園のところで“少し遅くなっても関口牧場に寄りた
い人”と尋ねたが、遊び過ぎて疲れたようで、
“行きたい！”と返事する子が
いなかった。坂を下り大楠高校－荻野小学校の間の道を通り、朝通った釜田
橋を渡って、15 時少し前に市民病院前に戻り解散した。（高橋）

親水施設で魚すくい？

魚道の深みで水遊び
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沢山池上流の小川で生き物調査

（５）

●６コース：自然系Ｂ

自然博士になろう

（小学生:４人

サポーター:７人）

第３回(7 月 30､31 日) フィールドキャンプ“セミの羽化の夜間調査”
夕方の 4 時 30 分、リュックや寝袋を背負ってメンバー全員が集合。めぐ
りの森の野原の中を、キャンプ地「自然ふれあい広場」を目指して元気に
歩いていきます。うす曇りの空から、ほんの少しだけ雨つぶが・・。でも、
すぐに止んで、涼しい夕風が吹いてきます。
広場に着くと、皆で手分けをしてテント、トイレ、キッチンの設営に取り
かかりました。火打石で火を起こす方法を習い、２つのかまどの薪が勢いよ
く燃えだして、ご飯炊きとカレールー作りの係がつきっきりで火の番です。
出来あがったのはカレーライスならぬ、カレーピラフかカレーおじや？ の

夕めしはチキンカレーに野菜スープ

一皿でしたが、その美味しかったこと！ 大好評の「夕めし」となりました。
日が落ちてあたりがすっかり暗くなると、手に手に懐中電灯を持って集合。いよいよ夜の森の調査に出発です。
木の根っこにつかまりながら急斜面を登ってから、大タブノキのそばまで森の中を進みます。羽化を終えたばかり
のヒグラシゼミやアブラゼミが、自分の抜け殻につかまってじっとしているのに何度も出会いました。１ぴきの幼
虫の背中が割れてセミが出てくるようすを観察することもできま
した。小さく縮んでいる羽に体液が流れ込み、うす緑の半透明な
羽が少しずつ広がっていって、ヒグラシの体型が闇のなかに青白
く浮かび上がります。「すごい！」
「生命の神秘だ！」
「きれい！」
と、みんなの口からはため息まじりの感嘆の声がもれました。

ヒグラシの羽化

キャンプ場への帰り道では、カラスウリの白いレースのような
花が咲いていたり、何匹ものキリギリスが産卵のために道の上で
羽化のようすを静かに見守ります

じっとしている姿に出会いました。その夜、9 時 30 分から翌朝の
5 時 30 分までの８時間にテントの中でどんなことが起きたかは、
となりのテントで 1 晩を過ごした２人のサポーター（天白さん、

カラスウリの花

中村さん）しか知りませんが、「きれいな星空を見ながら森の外へ
２回も散歩に行った」とか、「そのとき、流れ星を見たんだよ！」
とかいうすばらしい体験談を、翌朝５時に再合流した４人のサポ
ーターは聞かされたのでした。
キャンプ２日目は晴れて、夏の日差しがいっぱいの朝でした。 キリギリスの産卵
キッチンで朝めしの準備

パンに細切りキャベツとウインナーをはさみ、アルミホイルに包んで牛乳パック

に入れ、火をつけます。パックが燃えてしまってからパンを取り出すと、
焼きたてのホットドッグのでき上がりです。1 人２本のホットドッグと野
菜スープで「朝めし」をすませると、帰り支度に取りかかりました。
各自の荷物をまとめ、テントをたたみ、トイレとキッチンの片付けを済
ませてから、昨晩の観察ルートをたどって羽化したセミの様子を見に出か
けました。セミは１匹も残っていませんでした。きっと夜のうちに、どの
セミもしっかりとした羽と体になって、夏の空に飛び立っていったに違い
ありません。
「がんばれよ！」とセミにエールを送り、「また来月な」と仲
間どうしの挨拶をして、みんなは家路に着いたのでした。—記・野崎—
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早朝の広場で記念撮影

（６）

夏休み企画 [2] 8 月 7 日(日)

“船の観察会”

参加者：6 名（大人 4 名，講師 2 名）

観音崎レストハウス前に 10 時集合、お昼までの 2 時間、今回の観察会のために作成して頂いた特製配布
冊子を手に、公園内の海辺の遊歩道を歩きながら、横須賀学の会の齋藤さんと大浩さんから、東京湾と観音
崎、行きかう船についての興味深いお話をお聞きし、湾内に入って来る船、出ていく船を観察しました。
絶好の行楽日和で、海水浴やバーベキューを楽しむ観光客で大賑わいの海岸、集合場所から海が見える場
所に移動して、まず左手に見えるのはかつての観光船の船着き場。昭和 35 年頃につくられた桟橋だそうで
す。ここから遊歩道を歩き、しばらく木陰で船観察。遊歩道では、2 羽のモンキアゲハが羽を震わせて給水
中でした。木陰から見えたのは、入ってくるコンテナ船と、予定より少し早目に出ていく油タンカー。船が
見える時間は、Web 公開されている東京湾海上交通センターの「大型船入航予定情報」の本日分をプリント
配布・解説して頂きました。大型船とは全長 160m 以上の船舶、南口入航予定船（北航船）とは浦賀水道に
入って来る船、北口入航予定船（南航船）とは太平洋に出ていく船、予定表の種別の欄に「巨」と書かれて
いるのは「巨大船」のことで 200m 以上の船をいうそうです。配布冊子の中の図鑑には、タンカーは「外国
へ向かうときはタンクが空なので船体が浮き上がるため、下の方の赤いさび止め塗装が見えます」と書かれ
ています。今日見えた油タンカーは巨大船で、赤い塗装が本当に良く見えました。

観光船桟橋、特製冊子には手描きの船図鑑、

給水中のモンキアゲハ、木陰から船観察、 油タンカー、 レッドシャークⅡ号と雑賀号登場！

木陰での観察中、ヨットコースの正木キャプテンから、携帯電話に「まもなく観音崎に到着します。船の
一種であるヨットも観察してください！」との連絡が。海が見渡せる場所に移動し観察していると、根性組
が操船するレッドシャークⅡ号と、体験組が乗船させて頂いている雑賀号が登場。船上と岸辺から、お互い
手を振り合って交信しました。ヨットコースの皆さん、楽しいサプライズをありがとうございました！
観音崎は地名では「崎」
、灯台の名称では「埼」を用います。灯台は明治 2 年に誕生したわが国初の洋式
灯台で、2 度地震の被害に遭い現在は 3 代目。岩場には、1 度目の地震後 1 年で再建された直後、関東大震
災で落下した２代目の残骸が。
昔はこの辺りに人家や茶店等があり、
岩場には茶店の柱の跡も残っています。
東京湾と観音崎、船について、楽しく詳しく学び、いろいろな船を観察できた半日でした。
（事務局・藤澤）

観音崎園地と観音埼灯台、2 代目灯台の残骸、 岩場に残る茶店の柱設置跡、海に浮かぶ検潮所跡、 貨物船、タグボート、コンテナ船…
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（７）

●６コース自然系Ｂ

“自然博士になろう！”

小学生３人、サポーター５人

第４回（８月２７日）樹液に集まる虫を調べる｢給蜜トラップ採集調査｣
太平洋上を北や南にウロウロ迷走している台風 10 号のせいか、風の涼
しい曇り空。暑すぎなくて、これなら調査もしやすいねと元気よく出発
しました。道は、大駐車場の横を通ってから左に折れ、石ころだらけの
坂を下りていきます。その坂の途中にアブラギリの木が１本あって、枝
にオオキンカメムシの幼虫がたくさん寄生していました。オオキンカメ
ムシは、この木の実から樹液を吸って成長するのです。
先月キャンプをした「自然ふれあい広場」を目指して、野原の中の道
を進みます。何度も往復していて見慣れた道ですが、両側の草むらで跳

○○バッタ、図鑑でしらべよう

ねているバッタの仲間はどれも先月よりずっと大きくなっていて、つかまえようとすると力強いジャンプをく
り返して逃げて行きます。追いかけて捕まえ、トノサマバッタ、クルマバッタ、クルマバッタモドキはどこで
見分けるかを、昆虫図鑑と見比べながら確認していきました。
自然ふれあい広場では、センニンソウやクズの茂みが白と赤紫の花をいっぱいつけていて、クサギの木も満
開の花ざかりです。この花のあまい香りに誘われ、チョウや虫たちが蜜を吸うために集まってくるのです。こ
の木の根もとに、昨夕から仕掛けておいたベイトトラップ（地面に埋めたプラスチックコップのワナ）１号を
発見。中にどんな虫が落ちているかを調べると、ハサミムシとゴミムシが１匹ずつかかっていました。
「あっ！」と言いながら天白さんが空を指差したので見上げると、２羽のサシバが上空を舞っています。と
ても速い飛空で、すぐに姿が見えなくなりました。例年は 10 月頃の「渡り」が、今年はとても早い時期に始ま
りそうな気配です。
広場から急斜面を登るいつものルートを、仕掛けられた給蜜トラップ（フル
ーツを入れて木の幹に仕掛けたプラスチックコップのワナ）とベイトトラップ
を調べながら進んで行きます。給蜜トラップは、蜜をなめに来た昆虫たちが飛
び去ってしまった後なのでしょう、どれもカラッポになっていました。そして、
３個のベイトトラップごと誰かに持ち去られていました。コップを持って行っ
たのは誰か？
たのか？

もしタヌキやアライグマの仕わざなら、どんな持ち去り方をし

この謎を解明するのに探知カメラをセットしたらどうか？等などと

ワナに落ちた虫を調べる

話しは尽きません。大タブノキの広場に着く手前の「もやしの森(ひょろひょろと細い照葉樹が密生している
森)」のスダジイの根もとに仕掛けたベイトトラップに、たくさんの虫が落ちていました。タブノキの下のコン
クリートの台の上で数えた結果は、センチコガネ 5、エンマコガネ 2、シデムシ幼虫 1、シデムシ 47 匹でした。
雨が降ってきたので、湘南国際村センターの一室を借りてお弁当を食べ、午後１時から２時半までの活動は、
今日観察した虫の絵を描いてまとめとしました。観察した虫の姿や形を思い出しながら、撮った写真や図鑑で
確かめたりしながら描いた絵は、どれもみな傑作。合同発表会で展示
するまでサポーターが大切に保管することになりました。
（記：野崎）

先月と同じ場所で記念撮影、違いはどこ？
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●１０コース

創作・科学クラブ

第４回（８月１３日）

すかっ子４名、体験参加１名、ｻﾎﾟｰﾀｰ３名

“２種類の万華鏡づくり”

今回は事前に 1 名のすかっ子から欠席の連絡がましたが、代わりに手作りオモチャの会から 1 名の体験参加
があり、定刻通り 9 時 15 分に始めました。
子どもたち 4 人は、感心するほど物作りが好きで、
「説明します。」と告げると、作業していた手をすぐ止め
て聞いてくれます。そのため何回も説明することがほとんどないので、早く進みました。
また、使用する材料は、費用がかからないようにするために、リサイクル材で作って利用します。写真では
分かりにくいですが、鏡をカバーしている台紙は、空の牛乳パックです。
作る部品の種類が多いと、サポーターは準備が大変です。今回は人数分用
意してあるか、ちょっと心配した場面もありました。部品が多くても人数
が少ないので、部品を配る時間も少なくて済みました。
1 時間半もかかることなく、市販されている『万華鏡』とは少し違った
万華鏡を、それぞれ作り上げました。
『テーパードミラー型を応用した万華鏡』です。

わたしの万華鏡

入るかな？

どれにしようかな？

わたしの万華鏡

熱心に万華鏡を作成するみなさん

もう一つの万華鏡は、鏡を使わないで、『分光シート』を使ったものです。正式
な呼び方は解りませんが、『虹色万華鏡』とも呼ばれているようです。作り方はい

虹色万華鏡

たって簡単。ただ、カッターを使わなけれ

◇すかっ子セミナー２０１６実行委員会◇

ばうまくできないので、サポーターはドキ
ドキでした。大人はともかく、子どもたち
は喜んでいましたので、作ってよかったな
と思いました。

［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）

(沖)

Tel&Fax 046-823-1965（藤澤）

［予告］
10 月 8 日『ブーメランを作って遊ぼう』
本町 C.C. 調理室

9:30～12:00 予定

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

http://www.yps.or.jp/sakuramal

□発行：2016 年 8 月 30 日（担当：実行委員長 高橋弘二）
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