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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：４名、ｻﾎﾟｰﾀｰ：４名

走水あちこち巡り

今回のエコニコは、馬堀海岸駅がスタート。馬堀小学校の先の通称“お
ばけトンネル”を抜けて走水へ。“おばけトンネル”と呼ばれていますが、
実際は水道管を通すためにヴェルニーが造った近代遺産のトンネルです。
中は涼し～い！そして走水水源地、走水海岸へ。砂浜には水源地から流れ
出る水路があって、冷たくて気持ちいい。あまりの気持ちよさに、すかっ
子たちはのんびり。この後、そこか
ら走水小学校脇の旗山崎公園を目指
しましたが、途中のアスファルト上
の空気は 37℃！。アスファルト表面

おばけトンネルをいく

は 50℃！、それにくらべお昼を食べた旗山崎
の木陰の地面の上は 27℃で快適。身近なとこ
ろでの温度の違いを学ぶことができました。
や ま と たけ る

冷たい湧水に入って遊ぶ

ここは御所ヶ崎とも呼ばれ、日本武尊が東
征のおりに宿所としたという説話もあるそう

です。明治時代に東京湾防備のために低砲台が造られた
ところで、岬になった眺めの良いところです。
お昼を食べて元気になり、みんなで探検してみました。

旗山崎の探検

その後、走水神社に向いました。走水神社隣の大泉寺の
前には水琴窟がありました。かわいらしいお地蔵さまがあり、小さなひしゃくで水
をかけると、水が流れ落ちて地中に埋められたかめの奥から涼しい水の音が聞こえ
てきます。すかっ子たちは大変気に入り、しばし暑さを忘れて聞き入っていました。
やっと走水神社でお参りし、境内にある湧き水を飲んだり汲んだり。
水琴窟を聴く

そして今日の最後、観音崎公園のローラー滑り台を目指す予定でした
が、あまりの暑さに京急観音崎ホテル裏のボードウォークに変更し、
海で涼を取りました。海は透明で気持
ちよくて「泳ぎたいくらい」。
大人は東京湾を往来するシップウォ
ッチングを楽しみました。
とても暑い日でしたが、自然の土や
木陰、水はとても心地よく、水と緑の
効用を学んだ楽しい一日でした。

走水神社境内の湧き水
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（記：兼尾）

東京湾のシップウォッチング

（２）

●５ｺｰｽ

自然系Ａ“川がき探検隊”『川の上流で自然を体験』

□第３回

すかっ子 ８名、ｻﾎﾟｰﾀｰ ７名

７月１日“富浦公園から川間川（轡堰･鶴郷堰）を遡る”

三崎口駅前に集合、9 時 30 分までの電車を待ってバス乗り場へ移動
しました。荒崎ゆきバスに乗車、YMCA 三浦ふれあいの村へ行くサッ
ッカー少年のグループで満員になりました。富浦公園バス停で下車し、
道端を流れる武川を覗き込み、魚を目で追いながら富浦公園へ。川が
き OB の原田君が大きな網を持って待っていました。
護岸を乗り越え砂浜に出ると、波打ち際で遊んだり貝殻拾いをする
子、砂浜を駆けまわる子、自由に遊び廻っていました。その間に原田
君が前を流れる武川から大きなクサフグを捕ってきてくれました。
（昨年は立派なウナギを捕ってくれました）。

富浦公園の海岸で遊ぶ（小田和湾）

公園を後にして少し進むと、川間川の河口へ。右手に海（小田和湾）を見て左に折れて川間川を遡りました。
川には小さなボラの群れがあちこちで見られました。住宅街を抜けると、広々とした畑の中の直線的な川間川
（水路）沿いの道を進みます。のどかな風景で、途中からは舗装されていない川沿いの土手ですが、今年は草
刈りが済んでいて歩きやすくなっていました。足元に気をつけなが
ら慎重に歩き、何とか川底に降りられる場所を見つけて生き物調査
を試みました。小さい網ですくってみるが、何も捕れません。その
うち近くを泳いでいた大きなコイを見つけて、小網で追い回し抱き
かかえるようにして捕まえました。体長 40cm ほどのニシキゴイ、
すぐに放してあげました。
さらに進み、横須賀で一番大きな轡堰（ため池）に到着。ウッド
デッキ上のベンチに陣取ってお昼にしました。池の中央の築島には
カワウ、アオサギ、コサギなどが休んでいて、時々飛び立つ姿が見られました。

コイを捕まえる

午後からは、さらに上流へ川沿いの道を進み、県道 214 号線を横切って、須軽谷の集落に入ります。途中、
遊具のある公園を見つけ、ブランコなどで気分転換、大はしゃぎ。
「もう、行こう」とせかされて先に進むが、
八幡神社に着くとチビッコ公園に遊具があるのを見つけて、またひと遊びしました。
ここから畑道を進んで、右手の暗い林の中へ。目の前が開けると静かな池が見えてきます。これが鶴郷堰で
すが、今年の“川がき”はヤブが嫌いなようで、貴重な『ため池』には興味がなく、すぐに引き返しました。
サポーターだけは手網を出して生き物調査、堰堤際を手網ですくうと体長約３cm のヌマエビがたくさん捕れ
たのでホッとしました。八幡神社に引き返し、宮の里から武山中学校、富士見小学校前を通り、一騎塚バス停
で解散しました。途中、道端のネコジャラシを抜いてじゃれあい、終わったら道に捨てたので、厳しく注意し
ました。（記：中村）

轡堰･築島の水どりの群れ

三浦半島最大のため池『轡堰』
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気分転換・公園の遊具で遊ぶ

（３）

●８コース自然系Ｄ 海っ子・山っ子“潮だまりで遊ぶ” すかっ子 10 名、サポーター4 名

・第３回（７月１５日） 浦賀文化ｾﾝﾀｰから燈明堂･燈明堂の岩礁へ
猛暑の続くなか浦賀駅に集合し、今日は燈明堂の岩礁で遊び久里浜に向います。
（すかっ子 2 人が欠席でし
たが、今日みたいな猛暑日には欠席することも勇気が必要です。当日でもよろしいので遠慮なくご連絡くださ
い。）

定刻９時半になったので、燈明堂に向けて出発しました。
駅前から歩いて直ぐの所に浦賀ドックがあります。
ここは平成 15 年に閉鎖されるまでに、日本丸、タンカー、護
衛艦など数多くの船が建造されたり、修理されたりしました。
また、浦賀生協付近ではフランス積みのレンガの塀から｢ドラ
イドック｣を見ることができます。
ドックを横手に見ながら進み、丘の上の浦賀文化センターを
訪れました。ここは、浦賀奉行所関係の資料、中島三郎助関係
の資料、ペリー艦隊のサスケハナの模型など展示されており、
空調も効いていたので楽しく快適に過ごせました。
浦賀ドックの前で説明板を読む

涼しいセンタ

ーから、西浦賀の新しく出来たウッドデッキを歩いていると、
対岸の東浦賀側に係留されているヨット上に子どもたちの姿が
見えたので、キャプテンに携帯電話をかけると、やはりレッド
シャークⅡで、みんな手を振って応えてくれました。そしてす
ぐに、こちらに向って出航してきました。みんな大声で挨拶、
陸と海で交流を深めました。
西叶神社は道路から参拝して通り過ぎて浦賀病院前で休憩を
取った後、燈明堂に向いました。かなり蒸し暑かったが、頑張
ってようやく潮だまりの見える海岸に到着しました。

近づいてきたレッドシャークⅡ

潮はあまり引いていなかったが、磯遊びするには、ちょうど良い状況で、さっそく荷物を置くと手網を持っ
て海に入って遊びました。猛暑のためか、水温はずいぶん温かく感じました。
いつものように、網には小魚（踊り食いが出来るほどに）やカニ、ヤドカリなどなど小さなバットから飛び
出すほど採取できました。砂浜は海水浴客がたくさん来ていて、梅雨のさなかながら真夏の様相でした。磯場
は海藻が付着していて滑りやすく、とても危ないですが、すかっ子たちは慣れたもので、すり傷くらいは平気
で元気に飛びまわっていました。
昼食後、もうひと遊びした後、長瀬の旧トンネルを抜
けて久里浜に向かいました。久里浜はペリー祭の日で、
今夜は花火大会とのことで、開国橋に近い長瀬の浜も場
所取りのシートが敷かれていました。
潮が引いた長瀬の磯でアサリを採ったりカニを捕ま
えたりして遊びました。この後、暑さでバテたのか、久
里浜のペリー祭りに行く“すかっ子”はおらず、全員、
長瀬バス停からバスに乗り京急久里浜駅に向いました。
暑い中、みんな頑張った一日でした。
燈明堂の岩礁で魚捕りに夢中
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（小嶋

記）

（４）

●９-１／９-２コース自然系Ｅ

“すかっ子･ヨットクラブ（体験組／根性組）”

レッドシャークⅡと仲間たち～「サメだけじゃない？！海の危険な生き物！」～
・第６､７回：6 月 17 日、24 日

・第８､９､１０回：7 月 1 日、8 日、15 日

夏、海ではよく白く透明な“水クラゲ”が泳いでいるのを見ま
す。とてものんびりとして見えます。子どもたちはよくその“水
クラゲ”を捕まえて遊びます。でも、クラゲにもたくさんの種類
がいて、毒をもったものも多いので注意が必要なのです。
海での危険な生き物というと、「サメ！」と答える人が多いと
思いますが、他にはどんな危険な生き物がいるのか？「海の危険
な生物」について、キャプテンから教えていただきました。
猛毒のあるイソギンチャク、ヒョウモンダコ、エイ、キロネッ
クス、カツオノエボシ、ダツ、ハオコゼ、ゴンズイ、ウツボ、ア
ンボイナガイなど、聞いたことのなかった名前もありました。海水温が高くなり、南の海にいた生き物たちが
三浦半島でも見られるようになってきたそうです。海岸で遊ぶときも、ウニやカキなどを踏まないように気を
つけないといけないですね。
みんなが怖がる「サメ」。どれもが人を襲うわけではないそうですが「サメを見つけたら慌ててバシャバシ
ャ泳がずに、なるべく静かに平泳ぎなどでサメから離れるように」と教わりました。去年は一度も見なかった
背びれを今年はすでに７回も見ています。燈明堂の沖でも 1 回。
暑い日が続いていますが、風が強い日もあり、浦賀湾の外へ出る
のを控えることもありました。根性組は「操船訓練」、桟橋に船を
横づけする練習を何度もしました。うまくできるととても嬉しいけ
ど、うまくいかなかったときは、船のスピードが速すぎたのでは？
とか、桟橋に向かうときの角度が良くなかったのでは？など、振り
返って次に注意します。かわるがわる何度も挑戦しました。
また、食事作りの経験も積んでいます。食材の買い出しをし、重
い荷物を手分けして運び、カレーライス、冷やし中華、そうめんな
ども作りました。「料理だいす
き！」とやり慣れている子の頼もしいこと！よく作りよく食べます。
（笑）
何といっても一番の楽しみはセーリングで、意気揚々と東京湾へ船を
出します。ただ、海の状況は天候によりあっという間に変わります。風
が出てきたなと思ったら、ぐんぐん強くなることもあります。メインセ
ールを小さくする「ワンポン」（縮帆）を、傾く船の上で安全に速くでき
るようにと練習を繰り返しています。
月に一度の体験組も、今年は二年目。「乗せてもらう」・・のではなく、
「自分たちでセールの揚げ降ろしや舵取り」も積極的にするようになり
ました。一年前とは違う表情にも成長を感じます。真剣な顔で、ロープ
を一生懸命引いたり、ウインチハンドルを回したりしています。
船が順調に走り出すと、デッキでは楽しそうなおしゃべりの輪ができ
ます♪

海は気持ちいいねー！（記・村松志津江）
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7/15 西浦賀ボードウォークから（８ｺｰｽ高橋撮影）

（５）

●１０コース

創作科学

“創作科学クラブ”

第３回（７月８日）

すかっ子４名

『でんぷん調べ』
・『冷え冷え』

今回も火を使うので、調理室のある本町コミュニーティセンターを予約しておきました。１名
の体験希望者があり、４名で実施しました。
私たちは暮らしの中に「？？？？」と思ったり、「どうして？？」と思うことがたくさんありませんか。思
うだけで、ほとんど追求しないのではないでしょうか。１０コースでは、思うだけでなく、調べ

てみる方法を広げたり、深めたりする体験をしています。今回も、ごく身近にあるものを使って、
化学反応を見てみました。
『でんぷんのヨウ素反応（ヨウ素でんぷん反応）』と
『冷え冷え』作りです。ビーカーやスポイド・ガラス
棒などは、捨てないでとっておいた空き容器や材料で
す。準備するもの・調べ方や手順はプリントしておき
ました。それを見ながら実習開始。
調べたもの（食べ物）
ヨウ素は、うがい薬が古くなっていていたので、それを
使いました。そのままでは濃すぎるので、薄めて使いました。ニンジンや煮干しは、黒っぽくな
りませんでした。次は、でんぷんに水を加えて熱するとどうなるか、調べました。

使ったお鍋をさっと洗って、うがい液をかけたら黒くなったところがありました。
『冷え冷え』は、作り方は簡単です。水を５０CC ぐらいポリ袋に入れ、さらに小
さじ半分ぐらいの『尿素』を入れて、封をするだけです。水に尿素が触れると、すぐ
に温度が下がり始めます。したがって、市販されている『冷湿布剤』のように携帯
できるようにする仕組み作りが、難しいです。身近な材料でこの仕組みを、すかっ
子が考えてれるとうれしいです。
なお、『尿素』は、肥料として使われています。冷たくなくなった水溶液は、花壇にまいたり、下水に流す
ことができます。（記：沖）
☆予告

９月９日

『家庭で使う電気』

場所：本町コミュニケーションセンター 9:00

～12:30

体験したい人は、８月３０日までに申し込んでください。
持ち物：定規、はさみ、ボンド、５円玉

A４ぐらいの大き

さの包装紙（なくても可・コピー紙代用）
□Tel. ８３６－９６０２ ( 沖 )
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（６）

“すかっ子”の活動場所

夏休み特別企画
万代会館・縄ない体験
８月２６日（土）

●アイクル

神武寺･鷹取山
●

逗子市

猿島

10～12 時／ズボン着用

東京湾(内湾)

090-1439-7813（三澤）

●まなびかん

●高熊川

●●ポートセンター
本町コミセン
走水･観音崎
湘南国際村めぐりの森
●
●
横須賀市

葉山町

夏休み企画［２］中止
観音崎・船の観察会
８月６日（日）

関根川●

●前田川
●● 荻野川

【編集後記】◆各コースとも３回以上
天神島●

プログラムを実施し、５月に初めて会

●東浦賀
浦賀港
＆東京湾
●YRP 水辺公園 ●
浦賀･燈明堂

●鶴郷堰

った学校､学年の違った仲間とも気軽
荒崎公園●

に話し合えるようになり仲良く活動

●川間川

●万代会館

しています。◆夏休みに入りました
相模湾

が、今年の夏は例年にくらべ暑くなり

東京湾(外湾)

そうです。“すかっ子セミナー”の自
然系コースは、三浦半島の海・川・山
三浦市

で活動しています。お友だちを誘って
他のコースに『体験参加』してみては
●
城ケ島

いかがですか。（高橋）
＜2017.7.27 現在＞
［参加者コース別内訳］

[人]

コース
１コース
３コース
５コース
６コース
８コース
９-１コース
９-２コース
１０コース
合

計

男
０
－
６
４
６
１
３
１

女
３
－
２
１
５
３
０
２

合計
３
－
８
５
１１
４
３
３

２１

１６

３７

注：複数コース参加あり

［参加者学年別内訳］
学年
小学校１年生
２年生
３年生
４年生
５年生
６年生
小学生 合計
中学生 合計
合

計

［参加学校名］

[人]

男
1
２
１
５
０
５
１５
1

女
０
０
０
６
４
４
１４
０

合計
1
２
１
１１
４
９
２９
１

１５

１４

２９

粟田小学校・高坂小学校・長井小学校
野比小学校・望洋小学校・浦賀小学校
田戸小学校・豊島小学校・池上小学校
野比東小学校・鶴久保小学校
城北小学校・長沢中学校
（以上、横須賀市１４校）
初声小学校（三浦市）
長柄小学校（葉山町）

注：参加者実数

◇◇◇すかっ子セミナー２０１７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
□

発

行：

http://ｗｗｗ.yps．or.jp／sukasemi
２０１７年

７月２７日
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（実行委員長 高橋弘二）

