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クモの巣はどこにある？

『円網の分布調査』

あの夏の暑さはどこに行ってしまったのでしょう。今日は薄曇りの空の下、「めぐりの森」にも秋が静かに
近づいてきているのがわかります。今日は小学生よりサポーター（大人）が多いパーティーで出発しました。
森の入り口から、道の両側に茂る草木の中を探しながら進んでいくと、すぐにジョロウグモの大きな巣が見
つかりました。地面から、同じくらいの高さに同じくらいの間隔で、いくつもの巣がかかっています。どの
巣の真ん中にも、黒と黄色の縞もようの胸に長い足、赤い腹をした大き
なクモが陣取っています。獲物が巣にかかるのをじっと待っているもの、
円網を揺すって巣にかかった獲物の場所を
確かめているもの、夢中で食事をしている
ものと、どれもたくましいメスのクモです。
円網のあちこちに小さな銀色のつぶつぶ
がくっ付いていて、それはジョロウグモの
食べ残しをねらっているシロガネイソウロ ジョロウグモの家って３階建てだね
大きなジョロウグモ

ウグモだと教わりました。

赤い食紅の液を巣にスプレーして円網の拓本をとってみると、巣の縦
糸と横糸がどんな具合に張られているかがよくわかります。そして一人
１枚ずつもらった拓本は、きっと今日の調査のよい思い出となることで
しょう。野原のあちこちには、アキグミの木が赤く熟れた実をたわわに
つけていました。あっちの実は渋いけど、こっちの実は甘いぞ！

食べ

比べながら、背の高い秋草をかき分けるようにして進んで行くと、トノ
サマバッタやオオカマキリ、産みつけられたばかりのカマキリの卵嚢

アキグミが実った森で記念撮

（らんのう）に出会いました。丘の上のカヤ場に登っていくと、ノウサ
ギの糞がたくさん落ちていて、カヤの堆肥場の中からは丸々太ったカブ
トムシの幼虫が見つかりました。そして２人が、大切に育てることを約
束して、カヤのチップの布団にもぐったカブトムシのオスとメスの幼虫
を１組ずつをそっとビニール袋に入れて、持ち帰ることを許されました。
お昼の休憩の後は、湘南国際村センターの室内で、きょう出会った虫
や植物の絵を描いてまとめとしました。そして最後に、このコースを担
当した三浦半島「自然ふれあい楽校」から、小学生一人一人に修了証が
渡され、今年の活動を締めくくったのでした。
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— 記・野崎—

修了証を手に“自然博士になったぞ”

（２）

●１コース：生活環境系
第６回 (１０月８日)

よこすかエコニコ・サークル

すかっ子５人、サポーター３人

‘アイクル 古Ｔシャツで草履作り’
晴れていたら追浜駅からリサイクルプラザ’アイクル‘まで
歩いて行くのですが、あいにくの雨。バスに乗っていくこと
にしました。途中バスの中から見えた園庭。運動会を予定し
ていただろう万国旗が雨に濡れていました。横須賀の小学生
は 4 年生の時にアイクル見学を経験済みのはずなのですが、
学校から直接バスで来たということで「どこにあるの？」
「ま
だ？」
「どれ？」と全く初めてのよう。大きな立派な建物に驚
いていました。中に入って今日案内してくださる方と草履づ
くりを教えてくださるスタッフ 4 人の方にご挨拶。建物がで

雨の中、アイクルに到着

きた 15 年前にはすかっ子たちはまだ生まれていなかった
と知り、時の流れを感じたサポーターたちでした。はじめに

アイクルで行われている作業の流れを知るビデオを観ます。
1 日に１人が出すごみの量は 1kg 以上！今では少しは減って
いるのでしょうか？さあ次はいよいよ草履作りです。家に着な
くなった古い T シャツがある人は持ってきましたが、今回は用

ビデオ鑑賞
意してくださった T シャツを細く裂いたものを
使います。おしゃれなみんなは色を選ぶのにもた
っぷり時間をかけました。カラフルな色を選んだ
説明を聞きながら草履を編みます

サポーターに比べ、すかっ子たちは渋好み。
（スタッフさんたちの？）苦労の
甲斐あってどれも力作ができあが
りみんな満足そうでした。
最後に１人が今年度の活動 1 回
分を担当して 1 年間のまとめをし
ました。それぞれの個性あふれる
オリジナルなまとめができあがり
ました！

完成した草履
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1 年間のまとめを作成

（記：田中）

（３）

●５コース自然系Ａ
１０月１日（土）

川がき探検隊

すかっ子４名

サポーター４名

関根川で遊んだ後、電力中央研究所の見学

□午前中は傘マーク、降水確率 50％なので、計画では中止なのですが、ネットの降水量は 0mm でプログラム
最終回ということもあって、朝７時、開催を決定しました。お天気のせいではなくインフルエンザや都合が
あって、9 時 30 分、久留和バス停に集合したのは半数の４人でした。
□まずは海岸に降り、関根川河口付近で遊びました。相模湾の上には
鉛色の雲が広がり、富士山はもとより伊豆半島、箱根連山も望むこ
とができませんでした。海に入って遊ぶには気温が低く、少しだけ
遊んだだけで子安の里への旧道を関根川親水施設へ向いました。
□坂を下り、飛び石を渡って石段のところに荷物を置くと、手網を持
って川に入り“お魚すくい”。岸辺の草陰を網ですくうと、小さなテ
ナガエビがたくさん捕れました。大きなヨシノボリ（8cm）、大きな

関根川河口の流れを飛んで渡る

テナガエビ（10cm）が数匹、小さなものがたくさん、そのほかはモクズガニ、トンボのヤゴ（2 種類）が捕
れました。流れが早く生息環境が適さないのか、サワガニやカワゲラ、カゲロウ、ヘビトンボは見つかりま
せんでした。みんなで観察した後、川へ戻してあげました。
□ここからは弘輝君だけが川の中を、ほかは右岸の遊歩道を遡りました。
関根不動尊下では、左岸斜面の落ち葉を取り除いて湧き水を掘り出すと、
竹の樋から勢いよく流れ出ました。しばらくすると濁りもなくなったの
で、美味しく試飲しました。遊歩道の終点付近で、待望のアケビ２個を
見つけました。上を見上げると、美味しそうな実が１個と、４､5 個が
房状になっているのが見えましたが、手が届かずあきらめました。
□この後、新子安橋から関の渡り川遊歩道を遡り、途中から引き返して
関根川のトンボ池をひとまわりして、排出口上の砕石舗装でお昼にし

関根川親水施設で“お魚すくい”

ました。途中から傘をさすほどではないが霧雨が降ってきました。どうしても気になって、帰りに「アケビ
採り」に挑戦、長い木の枝を使って見事、２つとも採ることができました。
この後、例年であればトンネルを抜けて立石公園に出て海岸・磯で遊ぶのですが、今日は海で遊ぶには気
温が低く肌寒かったので海は中止。旧道を歩いて久留和バス停に出て、バスで今日一般公開している電力中
央研究所に行くことにしました。途中、関根不動尊の湧き水に寄って、名水で喉を潤しました。
□広い電力中央研究所で偶然、弘輝君の弟とお母さんに会いました。見学ポイントは 10 箇所ほどありました
が、どこも見学者が多く、特に体験コーナーは順番待ちの長い列が出来ていました。体験コーナーは避けて、
「雷実験」、
「放電実験」
、「洞窟探検」などを見て、15 時前、市民病院前バス停で解散しました。

アケビ採りに挑戦

三次元画像顕微鏡に見入る
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洞窟探検で説明を聞く

（４）

●８コース自然系Ｄ

“海っ子・山っ子”

第６回 １０月１５日

すかっ子８名、サポーター他８名

“城ケ島大橋を渡って城ケ島公園で遊ぶ”

□最後のプログラム“城ケ島”は久し振りの快晴に恵まれ全員参加。
すかっ子 OB の原田君（中３）が１年半ぶりに参加してくれました。
三崎口駅からバスに乗り椿の御所バス停で下車し、城ケ島大橋を歩い
て渡りました。橋の上からは富士山、箱根連山、伊豆半島が霞んで見
えました。海は澄んでいて大きなエイが泳いでいるのが見えました。
□白秋記念館を見学した後、大橋の下の磯で生き物すくい。ウニ（大
３、小１）、カニ、ヤドカリ、そして 10cm 位のオコゼを捕まえました。
城ケ島大橋下の浜で遊ぶ

□白秋碑の浜を後に、坂道を登って城ケ島公園へ。可愛いネコが出迎

えてくれました。松林を抜けて芝生広場へ出て休憩、展望台へ行く人、木登りし
て遊ぶ人。赤トンボがたくさん飛んでいたので、誰が速く捕まえるか“トンボ捕
り競争”、誰も１分以内で捕まえることができませんでした。
□芝生広場を横切り階段を降りて安房埼灯台の磯へ。12 時を過ぎていたので岩や
砂浜に腰をおろしてお昼にしました。食べ終えると早速、網を持って逃げ場のない
潮だまりに泳ぐ小魚をゲット。その後、すかっ子(男)は安全な入江の奥で、最初は

ウニ､カニ、ヤドカリ

恐る恐る膝まで、そして腰まで水に入っていましたが、覚悟ができたらとうとう泳
ぎ始めました。アクシン君は岩の上から前向き・後ろ向きで何度も何度も飛び込ん
でいました。狭くて奥まった入江なので、サポーターも岩の上から安心して見守る
ことができました。気温は 22～23℃でしたが海辺で少し風があったので、上がると
ちょっと寒かったようですが、水遊びを止めようとしませんでした。
□この後、近くの岩場にできた水溜りで動くものを見つけて網ですくう

オコゼを捕まえる

と、珍しいマメゲンゴロウがたくさんとトンボのヤゴが捕れました。
「岩の顔探し」は時間がなくてゆっくり探すことができず、ウミウ展
望台に寄って馬の背洞門へ向いました。
□今日は「白秋の碑の浜」「安房埼灯台の入江」でたっぷり遊んだので、
馬の背洞門での磯遊びはなし。馬の背洞門をバックにして記念写真を
撮ると、そのまま磯浜を歩いてバス停に向いました。
□バスは混んでいたので次のバスまで待って（その間、裏の岩場で遊ぶ）
全員座って三崎口駅に戻り、16 時、駅前で解散しました。＜高橋＞

安房埼灯台近くの入江で泳ぐ

水溜りでマメゲンゴロウを捕まえる
崖の道を登る

馬の背洞門をバックに記念撮影

（５）

●１０コース

創作科学

第６回（１０月８日

[創作・科学クラブ]

すかっ子３名

サポータ２名

“ブーメランを作って飛ばそう”

）

朝、雨がパラパラと降り出したなか、材料を持って出かけました。２名の欠席がわかっていたので、定刻よ
り早い９時１５分に始めました。
紙で『ブーメラン』を作るのは簡単です。作る前に『ブーメラン』について知っているかどうか、配布した
プリントに従って、尋ねてみました。言葉は聞いたことがあると言っていましたが、オーストラリアの先住民
が生活道具の一つとして使っていたのは、知っていませんでした。世界に広まったのは 18 世紀になってから
のようです。今では狩猟道具も発達して、『ブーメラン』はオ
モチャとして、遊び用具の一つとして世界中の子どもたちに使
われています。『ブーメラン』の型は、３つ用意しました。室
内で飛す大きさ（3～5ｍ範囲を飛ぶものを想定）のものにしま
した。
左の写真は３作目の型紙を厚いのに写している場面です。３
人が一所懸命に制作に打ち込んでいるようすを、皆さんに伝え
られのではないかと思います。
一生懸命に型どり中

切り取り作業中（１）

切り取り作業中（２）

『ブーメラン』の型は、同じ形の羽が３枚、中心を 120 度の角度で貼り合わせます。120 度は分度器で測れ
ばいいのですが、ちょうど写真のようなケーキカッターシートがありましたので、使いました。これは、とて
も便利でした。
作っては飛ばし、作っては飛ばしまし
た。飛ばし方は男子の方が上手で、３人
とも戻ってくるようになりました。幸い
８階が使われていなかったので、最後の
もう少しで完成

方は、迎えに来ていた保護者の方たちと
８階に移動して遊びました。
12 時、調理室に戻り、自分の持って

角度は正確に

きた厚紙も作りたいと、続けていたのが、右下の写真です。
外の広い場所で、もっと大きな『ブーメラン』を作ってサポータ
―も一緒に、飛ばして遊んでみたいです。(記
□ 次は、11 月 19 日（土）13 時～
12 月 10 日（土）10 時～

沖)

合同発表会、まなびかん

参加者交流会、総合福祉会館
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８階で遊ぶ

（６）

●９コース自然系Ｅ
１０月２､９､１５日

すかっ子ヨット・クラブ

根性組・体験組合同で練習しました。

すかっ子ヨット・クラブでは、普段は根性組と体験組は別々の日に練習していますが、天候や学校行事の
都合で 15 日は一緒に練習しました。
両組のすかっ子の技術レベルを合わせるために、主として水泳訓練を行い
ましたが、午前中に良い風が吹いていたので、根性組が操船して一っ走りし
ました。体験組のすかっ子は、根性組が上手に船を走らせるので尊敬のまな
ざしで見ていました。
油壺湾に戻ってから
食事をしましたが、大
勢なので大変。中華料
理（即席ラーメン）を
作るだけでも、一番大
きなお鍋でお湯を沸か
さなければなりません。
あざやかな操船、さすが根性組の“すかっ子”

腕をふるって中華料理？づくり

体験組のすかっ子も出来ることは積極的に、後片付け
をしてくれました。

食事が終わったら、早速、隣りの諸磯湾に錨をおろして水泳訓練
をしましたが、大人でも重たい錨を子どもたちだけで、力を合わせ
て扱えます。
一日が終わって遅くなったけど反省会をしました。

遊びが得意、体験組の“すかっ子”

厳しい練習？を終えて、反省会

［編集後記］5 月のオリエンテーションで始まった
◇すかっ子セミナー実行委員会◇

“すかっ子セミナー”も各コース全６回のプログラ
ムを終了しました。すかセミ通信では各コースの活
動の様子をスタッフ(大人)の目線で報告してきまし
た。11 月 19 日(土)の合同発表会は、参加した“す

［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

かっ子”全員が半年間、学校、学年の違う仲間とい
ろいろ体験した内容や感想を発表してくれます。ど
んな発表をしてくれるか楽しみにしています。
（高）
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2016 年 10 月 28 日（実行委員長 高橋弘二）

