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●９ｺｰｽ 自然系Ｅ“すかっ子・ヨットクラブ” レッドシャークⅡと仲間たち
□第１５回

８月１９日

“夏 真っ盛り､海ダ、ヨットダ！”

■今年第１５回目の活動日はお盆休み最後の土曜日でした。
お盆休みは、ほぼ毎日雨でしたが、この日は真夏日でした。
突き刺すような陽射しで、とても暑かったです！
参加したのは、根性組の３人と体験組１人です。
午前中は良い風が吹いていたので、セーリングに東京湾へ！
結構風が吹いており、セーリングにはちょうど良かったです。
■今回はセーリングの中で、タックの練習をしました。
タックとは、ヨットの進行方向を変える操作のことです。

久し振りの真夏日、東京湾へｾｰﾘﾝｸﾞ

ヨットの進行方向を変えて、セールで風をうまく捉えるように
セールの張り具合を調整します。根性組の３人で役割を分担し、
ローテーションして練習しました。３人ともどうすれば、風を
うまく捉えられるか分かってきたようです。
■ボートパークに戻ってきてお昼です。今日のお昼はスパゲッティ
です。お昼を食べてからは浦賀湾内で錨を降ろし、お茶をしました。
かき氷も作って食べました。
錨を降ろして“お茶タイム”

非常に暑い日でしたので、
かき氷は最高に美味しか
ったです。
お盆休み最後の土曜日、
久しぶりの真夏日の中、
今日も楽しく活動するこ
とが出来ました。
（記：小宮一明=すかっ子 OB）

風を受けて快適に帆走
浦賀湾を帆走中
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●１ｺｰｽ

生活環境系 「エコニコ･サークル」

□第４回（８月１２日）

すかっ子２名、サポーター２名

ワークショップ in 理科ハウス

連日猛暑が続きどうなることかと思っていた鷹取山の山越え。心配
をよそに当日は雨模様で、急遽逗子体育館の地下会議室を借りて、
「ゴミ」「フードマイレージ」「食料自給率」「地産地消」などについ
てのワークショップを行いました。
買物ゲームを通して私たちが毎日食べている食材がどれだけ海外か
ら輸入されているかを知り、日本の食料自給率の低さ（2016 年度カ
ロリーベースで 38%）を考えました。またゴミがコマの車にどんど
ん増えていく平成版人生ゲーム（1990 年代）も楽しく学べました。
「地球にやさしい世紀末のゲーム」というタイトルに驚きです。

毎日の食べ物は､どこからくるの？

しっかり楽習した後は、お弁当を食べて体育館を後にしました。途
中で雨も止んだので、野原でプラコプターを飛ばし、追っかけて遊び
ました。外はやっぱり楽しいね。
その後は待望の理科ハウスへ。いつも通り入って目の前にある「入
館料入れ」。コイン挿入口はひとつなのに硬貨を入れると、100 円､
10 円､5 円､1 円ごと種類別に収納されるのが見えます。不思議でつい
つい余分に入れてしまうのは策略でしょうか。その仕組みにはネオジ
ム磁石が関係していて、自動販売機にも使われているそうです。

ごみ問題も学べる｢平成版人生ゲーム｣

とにかく、いつも床から天井隅から隅まで不思議がいっぱいなので
すが、今回は夏にちなんでハラハラドキドキする実験がいっぱいの
「びびり展」が開催されていました。
針山の上に両足をのせて立ったり、風船の上に針がセットされてい
るルーレットを順番に回してヒヤヒヤ。ブラックボックス内に手を差
し入れ、栗のイガイガやバラのとげ、松葉など５種類のチクチクする
物を上から触って当てるドキドキ。電気イライラ棒（金属コースに電
極がセットされたひもを持ちゴールまでコースにふれずに到達する）
コインが選別される入館料入れ、なぜ？
では、すかっ子が何度も挑戦してついにゴール達成！すごい集中力
と驚かれました。新しい実験も小技も大技もすべて手作りの理科ハスには脱帽です。神武寺までは暑い日差し
の中、戻りました。

ﾌﾟﾗｺﾌﾟﾀｰを追いかけろ！

集中力・忍耐力が大事！
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（田中）

針山の上に両足で立てるかな

（３）

●５ｺｰｽ 自然系Ａ “川がき探検隊”
□第４回（８月５日）

すかっ子６名、サポーター･家族１１名

斎田浜で遊んで荻野川上流の沢山池へ

9 時 30 分まで、横須賀市民病院前の庭でみんなが集合するまで遊
んで待つ。夏休み恒例「保護者の参加歓迎」ということで、３家族５
名が参加し、総勢 17 名が集まったところで西浄化センター裏の斎田
浜へ向いました。投げ釣りの釣り人がいたので尋ねると、
“イサキ”を
釣っているとのこと。“すかっ子”は静かな浜でひと遊び。そのうちに
腰までは入って、ついに泳ぎ始める子も。波打ち際は、昨年見つかっ
た桜貝もなくアマモも打ち上げられておらず淋しく感じました。
海を後に松越川に戻ると、潮が引いた川で群れ泳ぐたくさんのボラ
の稚魚が見られました。国道 134 号を横断し荻野川になると、川は大

人が少ない静かな斎田浜で遊ぶ

きなコイが悠々と泳いでいて、ハグロトンボが飛び廻っていました。
長坂公園に寄ってトイレ休憩と水分補給して、親水施設に到着。荷
物を置くと、すぐに階段式魚道に入って水遊び。そして手網を持って
“生き物調査”、右側から合流する支流れのところでたくさんのヌマ
エビが捕れました。卵を抱えたエビも見られ、観察の後、
“もっとた
くさん増えて！”と祈りながら帰してあげました。
｢沢山池の広場でお昼｣の予定でしたが、遊び過ぎて 12 時を過ぎた
ので（未就学児もいたので、いつもより時間がかかったこともあり）
、
ここで四阿や木陰でお昼にしました。

長坂公園で水分補給､トイレ休憩

午後からは沢山池へ。池出口の滝には寄らず直接、沢山池堰堤下の広場へ。堰堤に上がると、緑に囲まれ水
を湛えた沢山池が広がっていました。ここ沢山池地区は、市民協働で“里山的環境づくり”を進めていること
をお話した後、まだ穂が出ていない田んぼを見て上流の広場へ行きました。
木陰に荷物を置くと、早速小川に入って水遊び。丸木の一本橋をロープに余り頼らないで渡ると、水鉄砲を
見つけて水の掛け合いが始まります。夢中になって遊ぶ“すかっ子”には気の毒なので
サポーターだけで「水生生物調査」を行いました（｢水と環境｣研究会の調査として）。
遊びを切り上げて集まってもらい、捕まえたサワガニ、ヘビトン
ボ、プラナリアなどの水生生物は「きれいな水に棲む生き物」であ
ることを説明。忘れ物がないことを確認して沢山池を後にしました。
。
この後は関口牧場に寄って待望のソフトクリームをいただきまし
たが、畜舎の臭いがイヤで帰るという子（親）もいて、ここで解散。
出発点の市民病院前に戻りバスに乗り帰宅しました。（記：中村） (左)ﾍﾋﾞﾄﾝﾎﾞ･ｶﾜﾆﾅ･ｻﾜｶﾞﾆ･ｶﾜｹﾞﾗ／(右)ﾇﾏｴﾋﾞ

親水施設の階段式魚道で遊ぶ

捕った水生生物の説明を聞く
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ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ遊具でワイルドに遊ぶ

（４）

●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９名、サポーター８名

□ 第４回（８月１９日） “天神島臨海自然教育園の岩礁で遊ぶ”
夏には珍しい雨模様の続く天気の合間を縫って、佐島入口バス停に 9 時 30 分に集合しました。
今日は夏休み恒例「保護者の参加歓迎」で、4 名の保護者の方々と 4 名の将来のすかっ子予備軍の参加もあり
総勢 25 名で天神島に向けて出発しました。
松越川を見て、佐島トンネル付近ではかっての石切り場跡の崖を見上げ、道路脇の草むらに昆虫や草花を観
察しながら佐島漁港の海岸に到着しました。岸壁付近には、カキが付きカニなどもいましたが、砂浜には波の
影響で海藻が打ち上げられ、おまけにそれらが腐敗して、かなり臭くて異様な臭いがして自然の過酷さをみる
ようでした。
このあと漁港海岸通りに面した鮮魚店に立寄りました。店先の生簀の
中には、今朝捕れたばかりのアワビ、サザエ、タコ、カワハギなどが動
いていて、カツオ、アジも販売していました。遠くから車で来た人が
生きたカワハギとカサゴを〆て刺身にしてもらい購入していました。
すかっ子は店先での活〆を見るのは初めてのようで、目を丸くして見学
していました。食べるということは生き物の命を頂くということを学
び、「頂きます」という言葉の意味を改めて知ったひとときでした。
佐島の海岸で遊ぶ

その後、天神島ビジ
ターセンターに到着。

涼しい館内に展示されたお魚などを見学し、トイレを済ま
せると、裏の南口に続く岩礁に繰り出しました。芝生広場に
荷物を置くと、早速手網を持って潮が引いた潮だまりに入っ
て魚すくい。たくさんのカニ、ヤドカリ、小エビ、ハゼなど
や小さなスズメダイも捕れました。４、５才のすかっ子予備
軍もいっしょに潮だまりに入ってｍ兄姉に負けじと夢中で魚
捕りしていました。
生きた魚をさばく様子を見学する

約 10cm の大物ハゼ？
潮だまりで魚すくいに夢中
日陰のない芝生の上で昼食。お昼の後にもうひと遊び。着替え履

横須賀市の花「ハマユウ」

き替えを終えて、ビジターセンターに寄ってから、臨海自然教育園北口の浜へ。盛りを過ぎたハマオモト（ハ
マユウ）の花が咲いていて、この地がハマオモトの自然な植生では日本の最北限であることから横須賀市の花
であることを学び、天神島臨海自然教育園を後に佐島マリーナ入口バス停から帰路につきました。天候不順の
なかお天気に恵まれ楽しい一日でした。

（小嶋
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●１０ｺｰｽ
□第４回

創作科学「創作科学クラブ」
８月１２日

すかっ子・体験参加３名、ｻﾎﾟｰﾀｰ２名

“仕掛けのあるオモチャづくり”

前もって作りたいオモチャを選んでおきました。４種類を作るのに、どれだけ時間がかかるかわかりませ
んでしたので、時間のかかるものから作り始めました。１２時半完成をめざして！
■１作目：『ひっぱりっこ』
自分で作るオモチャは、大きさを自由に決めることができます。
すでに作ってあった長短の作品を試していました。筒が長い方が変
化がよりはっきりすることがわかっていましたので、長いもの(45
cm)を作ることにしました。右の写真は 13cm と 23cm のものです。
作る過程は要点を説明するようにし、あとは自分で取り組ませる
ようにしました。作り始めて 1 時間半、作品が大きい・長いので仕
掛けを作り上げるまでにかなり時間がかかってしましました。最後

作品１：ひっぱりっこ

に、ひもの長さを調整。約 2 時間かかり、3 人とも完成しました。
■２作目：『ひらいてみて』
材料はとくに準備する物は有りません。
一か所堅い紙を使いますので、切ると
きに力が入ります。それもカッターを
使いますので、低学年では無理のよう
でサポーターが作りました。できた作品
作品２：開いてみて

ちょっと難しいかな？

を夏休み中に使ったかな。

■３作目：『たいそうボーイ』
これは昔からあるオモチャです。明治生まれの祖母も
知っていたので、かなり古くからあったと思います。
今回は､竹材の用意ができなかったのでポリバンを使
いました。ポリバンは、竹のように弾力のあるものを探
すのに手間がかかりました。
写真のような竹材が容易に手に入ったとしても、たわ

完成しました！！！

ませるのが大変だと思います。ポリバンで作っても、体操をするボーイは
思わぬ形にもなって、付いてきていた妹さんも喜んでいました。３つの作
品の中では、一番気に入ったようです。
今回は時間がなくて４作目は作れませんでしたが、いつか作ってみよう
と話し合いました。３つの作品の作り方がわかったでしょうから、これか
らも作ってみて
ほしいです。
（記：沖）

【１０月の予定】
・日時：10 月 14 日、9 時 15 分～12 時 30 分
・場所：総合福祉会館の調理室
・持ち物：記録ノート、筆記用具、雑巾、アルミ缶
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ポリバンでつくった
「たいそうボーイ」

（６）

夏休み企画 7 月 22 日(土) 東浦賀歴史さんぽ

実行委員・関係者８名，講師 1 名

昨年の西浦賀に続き、今年の夏休みは東浦賀歴史さんぽ。浦賀駅改札 9 時 30 分集合でお昼まで約 2
時間半、「歴史のまち浦賀

てくてくマップ」を手に、浦賀歴史研究所所長の山本詔一先生の楽しく興

味深い解説をお聞きしながら歩きました。

駅前信号の向こうには、現在は暗渠になっていて見えないが、長川という川があり、観音崎方面に数
分歩くと、赤レンガ製の水のトンネルがあります。すぐ近くには山に登る階段と鳥居があり、「船守稲
荷神社」と書かれた看板、またすぐ近くの階段の登り口には「津守稲荷」と書かれた看板が立っていま
す。地元の町内会長さんのご厚意で、いつもは施錠されている八雲神社の社内を見学させて頂きました。

乗誓寺前で解説を聞き、横断歩道を渡って顕正寺へ。参道脇の庚申塔や著名人のお墓を訪ねて解説も。
そして欄間の彫り物、天井絵の素晴らしい東耀稲荷へ。街中にある井戸の水は、山側は真水だが海側は
塩水だそうです。専福寺、東林寺の前で、お寺にまつわる解説を聞き、最後は東叶神社の見学。

昼休み前に渡し船に乗り 12 時少し前に西浦賀着。干鰯問屋で繁栄した浦賀のまちの歴史スポットを
たくさん紹介して頂き、江戸～明治頃の文化や暮らしぶりを想像することができました。
（事務局･藤澤）
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●６コース：自然系Ｂ

自然博士になろう！（こども自然ふれあい楽級）

第３回７月２９-３０日） フィールドキャンプ

「セミの羽化の夜間調査」

■第１日目：7 月 29 日（土）
日没にはまだ間がある午後の４時 30 分、湘南国際村センター前のバス停に、大きなザックを背負ったこど
もたち 12 人とサポーター7 人が集合しました。天気予報では夜のうちは曇り、明朝からは晴れということな
ので、予定通り「めぐりの森」で１晩の楽しいフィールドキャンプが始まりました。（県の許可入手済）
畑の中の道を進み、いつも通りに途中でヤギたちにも挨拶を
して、キャンプ地の「自然ふれあい広場」に到着したのは 5 時
を少し過ぎた頃でした。
天白さんに貸していただいた３張りのテントは、女子 4 人で１張り、男子 8 人が 4 人ずつ２張りと
（グループ分けは自分たちで話しあって）決め、サポーターに
手伝ってもらいながら設営をしました。広場の奥には簡易トイ
レのテントも設置されました。炊事用テーブルの上には水タン
クや食材が並び、その近くには２基のかまどが置かれて、木の
枝や竹から薪づくりも始まりました。
テントを張ってから薪づくり

ノコギリなど道具の使い方を覚えて、それから、マッチやラ

イターがないときでも火をおこす方法があることを教わりました。（火気使用許可入手）
かまどに火が入ると、こどもたちのキャンプ気分は一段と
盛り上がります。興奮気味のこどもたちの行動を見てサポー
ターは、現在のこどもたちは生活の中で直火（じかび）を扱
う機会がとても少ないからだということに思い至りました。
ガスや電気の火は知っていても、ものを燃焼させた炎や熱の
扱い方はよく知らないこどもが多いのだと実感しまた。
チキンカレーがおいしく出来上がって、みんなのお代りが
続き、お鍋の底が見えてきた７時頃、日が落ちて暗くなった
空からポツリポツリと大つぶの雨が・・と、思うまもなく本
カレーライスのお代りに列ができる

降りです。みんな慌ててカレー皿を抱えると、テントの中に
逃げ込みました。

「大雨が降るなんて聞いてないよねえ」なんて、天気予報に文句を言ったところでどうにもなりません。雨が
止まなければテントから出ることもできず、残念ながらセミ
の羽化の夜間調査はあきらめるしかありませんでした。
明日の夜明けを待って森の観察に出かけるので、今晩は早
めに休むようにとサポートリーダーの天白さんから指示があ
ったものの、とてもその通りになる気配はありません。どの
テントでも、大声で合唱したり、クイズ合戦で歓声をあげた
り、お化けの話に悲鳴をあげてみたりで、誰一人眠る気配が
ありません。その後も夜明け近くなるまで雨は小降りになっ
たり大降りになったりを繰り返し、こどもたちの騒ぎも静ま
ったかと思うとまた大きくなってを繰り返し、夜が明ける寸
前まで続いたのでした。
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熱い野菜スープとホットドッグの朝食

（８）
■第２日目：7 月 30 日（日）
気がつくと朝の 4 時半で、どうやら雨は上がっていました。起き出したサポーターが急いでかまどに火をお
こし、冷えた体に暖をとるよう子どもたちを呼び集めました。
「一睡もできなかったよ」と言いながらも全員の顔がそろって、サバイバルの厳しい一夜がどうやら無事に
明けたことにサポーターたちも一安心したのでした。
鍋を火にかけて、野菜スープを温めます。ソーセージとキャベツを挟んだパンをアルミホイルに包んでから
紙パックに入れ、それに火をつけると、パックが燃えた後に熱くなったホットドックができあがっています。
朝食後に大玉のスイカをたいらげると体も気持ちもすっかり元気を取り戻し、朝の森へと観察会に出発する
ことになりました。自分の荷物をまとめて、テントをたたみ、かまどや炊事道具なども片付けて、帰り支度を
整えてから、リーダーの天白さんを先頭に一列になって上の森へと登っていきます。昨夜の雨で滑りやすくな
っている山道を、木の根につかまりながら注意して進みます。羽化の準備ができていたセミたちも、昨夜の大
雨では脱皮をあきらめたのでしょう。ヒグラシゼミの抜け殻がたった２、３個、木の葉のかげに見つかっただけ
でした。

雑木林の中に入ると、うっすらと朝もやがかか
って、雨に濡れた木の匂いが漂っていました。深
呼吸をすると湿った森の空気が胸の奥まで流れ込
んできて、とても爽やかです。「朝の森って、気
持ちいいネ」がみんなの感想でした。
大タブノキにも朝の挨拶をして、ヤギのいる畑
の横の道をぐるっと回り、10 時ちかくに自然ふれ
あい広場に帰り着いて朝の散歩、朝の観察会は終
了となりました。
10 時 20 分、重い荷物をかつぎ、少し疲れた顔

朝もやにつつまれた雑木林で

をした全員はバス停「湘南国際村センター前」ま

で歩き、待っていた保護者の方たちに迎えられると、お別れの挨拶を済ませて帰路についたのでした。
今回のフィールドキャンプは予想もしなかった悪天候に見舞われて大変でしたが、この夏の思い出の一つと
して、いつまでも皆の心に残ることと思います。そしてサポーター一同も、今回の経験を生かして、これから
も楽しい活動を重ねていきたいと願っています。来月の「こども自然ふれあい楽級」では、ゆたかな体験がき
っと皆さんを待っていることでしょう。
◆編集後記◆
◇7 月末に実施した 6 コースのキ

（記：野崎）

■ 8 月 26 日に実施した第４回『樹液に集まる虫を調べよう“給蜜トラ
ップ採集調査”』の報告は、次回（N0.5）に掲載いたします。
（事務局）

ャンプは雨に見舞われたようです
が、1 日から 21 日まで毎日降雨を
記録した 8 月でしたが、各コース
とも雨に降られることなく実施で
きたようです。◇猛暑、熱中症の
言葉が先行し、冷房の効いた室内
で遊びがちですが、暑い夏は子ど

◇◇◇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： http://www.yps.or.jp/sukasemi

もの頃から大いに汗をかいて体を
鍛えることも大切です。
（高）

□発行
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2017 年 8 月 30 日

（実行委員長

高橋弘二）

