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すかっ子セミナー２０１７

半年間の全プログラム、無事終了
＝残るは「合同発表会」「参加者交流会」
「記録集発行」＝
５月１３日（土）10 時から“まなびかん（生涯学習センター）５階”大学習室でオリエンテーションを行
い、40 名（延べ）のすかっ子の参加でスタートした「すかっ子セミナー2017」も、降雨のため 11 月 4 日（土）
に順延して実施した８コースのプログラムをもってすべて無事終了いたしました。
この後は、
「合同発表会（11 月 19 日）」「参加者交流会（12 月 9 日）」「記録集の発行・パネル展示（2018
年 3 月末～4 月）」を予定しています。
●１コース 生活環境系
“エコニコ・サークル”

●８コース 自然系Ｄ
“海っ子・山っ子”

●５コース 自然系Ａ
“川がき探検隊”

●９コース 自然系Ｅ
“すかっ子ヨットクラブ

●６コース 自然系Ｂ
“自然博士になろう！”

●１０コース 創作科学
“創作・科学クラブ”

（体験組・根性組）

・楽しかった・おもしろかった・勉強になった・海は楽しいがこわい・いろいろ体験できた
・ふしぎなことがいっぱい・三浦半島の自然･生き物が大好きになった・友だちができた

合同発表会
■１１月１９日（日）１３時～
■まなびかん５階（大学習室）

参加者交流会
■１２月９日（土）１０時～
■総合福祉会館（本町コミセン）

（昨年の合同発表会の様子）

記録集発行・パネル展示
（２０１８年３月下旬）
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（昨年の参加者交流会の様子）

（２）

“エコニコ・サークル”

● １コース：生活環境系
第６回 (10 月 14 日)

リサイクルプラザ・アイクル

（すかっ子３人、サポーター３人）

1 コースエコニコ・サークルとしては絶対外せない活動場所が、リサイクルプ
ラザ・アイクルです。今日はベトナムから来日しているというトアンさんも一
緒にゴミとリサイクルの勉強に行きました。いつもはバスで行くのですが今回
は歩いてアイクルを目指しました。ゆうに 30 分はかかるこの道のりですが、
涼しいこともあり、途中ドング
リやアオサギの観察もしなが
ら楽しい散策となりました。
何度見ても大きくてゴージ
ャスな建物のアイクルには驚
きます！毎年お世話になるス
タッフの３人の方に出迎えら

ゴミ分別の勉強

れ、まずは草履づくりにとりかかりました。
すかっ子は着古したＴシャツを持参しましたよ。色とりど
りの用意してくださった裂いた布から慎重に自分の好みのも

たくさん歩いてやっとアイクルに到着

のを選び、足の指にひもをひっかけて編んでいきます。一人ひ
とりの個性が出て、それぞれオリジナルの草履が出来上がって
いくのは不思議です。
お弁当タイムをはさんでやっと完成。休憩時間には施設見学
もしました。土曜日なので処理設備は動いていませんでしたが
大きなごみをつかむクレーンや四角に固められた缶が印象に
残ったようです。
布草履ははき心地よく、また履いて歩くだけで掃除もでき
ると聞いて３人はできたばかりの「マイぞうり」を履いて鬼ご
古い T シャツや浴衣生地を編んで草履に

っこを始めました。いつまでも走っていたかったよでしたが、
合同発表会に向けてのまとめもしなくてはいけません。

３人のすかっ子たちは、今年の６回の活動を振り返りながら、カレ
ンダーの裏にまとめました。仕上げはもう一度集まることにしまう！
（記・田中敦子）

それぞれのセンスが光る草履
足の指を使ってぞうりづくり
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できあがった草履を履いて鬼ごっご

（３）

●５コース自然系Ａ
１０月７日（土）

川がき探検隊

すかっ子８名、サポーター６名

“関根川・子安の里から立石海岸へ”

□10 月 7 日（土）、今年最後のプログラムは「関根川から立石海岸へ」
１．関根川河口
久留和バス停で下車して近くの関根川河口・久留和の海岸に
集合しました。波は荒く、降り続いた雨で関根川河口を流れる
水量が多かったのですが“すかっ子”はへいっちゃら、水遊び
を楽しんでいました。いつもは飛び石伝いに川を渡るのですが、
水量が多くスタッフが渡れないため、来た道を戻って国道 134
号を渡り子安の里への旧道を進みました。
２．関根川親水施設
庚申塔で「三猿さん」に挨拶して、坂道を下って関根川親水
施設に着きました。ここも川の水は濁り水量が多くて飛び石が

関根川の河口（久留和海岸）で遊ぶ

水没していたため対岸に渡ることができませんでした。“すかっ
子”は道路に荷物を置くと手網を持って魚すくい。ヨシノボリ、
テナガエビ、ヌマエビ、トンボのヤゴなどが捕れました。
しばらく魚すくいを楽しんだ後、“すかっ子”は川の中を歩
いて、スタッフは右岸の遊歩道を遡りました。途中に湧き水が
出ているところがあり、普段は水がないところに滝ができてい
ました。暗いトンネルを抜けたところで川を上がりました。
３．関の渡り川・トンボ池
新子安橋のところから、先頭がくもの巣を払いながら人工の

増水した関根川親水施設で魚すくい

川・関の渡り川を遡りました。途中から子安の里の散策路に出て、カルガモ
が泳ぐトンボ池をまわり、下水処理場下流側の草原でお昼にしました。湿っ
た草原にはたくさんのアキアカネが飛び回っていました。
４．立石海岸
午後からは海へ。子安通りの長いトンネルを抜けると、青い相模湾が見え
てきました。西海岸通り（国道 134 号）を歩いて立石公園につき、階段を下
りて海辺に出ました。台風の余波で波が荒いので、砂浜と近くの潮溜まりに
限って水遊び。波打ち際で膝まで浸かって遊んでいたのが、だんだんエスカ
レートして腰まで、ついに泳ぎ出す“すかっ子”も。
川の中をさかのぼる

まだまだ遊んで
いたい“すかっ子”
を説得して水から
上がらせ、着替え
終えるのを待って
立石バス停に向か
い、最後のプログ
ラムを無事終了し
ました。
（記

高橋）

立石海岸の岩場で遊ぶ
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立石の砂浜で波と戯れるすかっ子たち

（４）

●

６コース：自然系 Ｂ

第５回（9 月 30 日）

自然博士になろう！ （こども自然ふれあい楽級）

めぐりの森にいるバッタの数は？「直翅目コドラート調査」

今日は「直翅目（ちょくしもく）コドラート調査」という、なんだか難しい名前の活動をする日です。めぐり
の森には、すっかり秋らしくなった景色が広がっています。サクラの葉はもう紅葉を始めているし、草地には白
いススキの穂や黄色いセイタカアワダチソウの花が風に揺れているのが見えます。めぐりの森の入り口でフィー
ルドスコープの三脚を据えているおじさんたちに出会いました。
「なんの調査ですか？」とたずねると、
「サシバ
の渡りを観察してるんだよ」という答えが返ってきました。めぐりの森ではこの時期、南の国へ群れになって渡
っていくタカ類の観察ができるのだそうです。
みんなの目が、道の両側に生い茂った木や草の中から、すばやく虫を見つけ出します。クモやカメムシ、バッ
タ類。みんなが大好きなのは、なんと言ってもオオカマキリです。「かっこいい！」というのが、好きな理由だ
そうです。アキグミの実も赤く色づいてきています。
「おいしいかな？」とつまんでみて、
「なんだ、まだ渋いや」
などと言いながら、調査地の原っぱを目指してのんびりと歩いて行きます。

広い草地の中、飛び跳ねる直翅目の数を数えて進む

バッタ、コオロギ、キリギリスの仲間を直翅目と言います。そして一定の正方形（今日は 10m×10m＝100 ㎡）
の中に何匹の直翅目がいるかを調べるのがコドラート調査です。今日は「チガヤ原っぱ」と「自然ふれあい広場」
の２カ所で調査をしました。場所によって、直翅目の生息数にずいぶん差があることが分かりました。なぜこん
調査地

チガヤ原っぱ
自然ふれあい広場

100 ㎡で見つけた直翅目の数

めぐりの森(80,000 ㎡)全体

なに差があるのか？生えてる草が

67 ひき

53,600 ひき

違うのか？土が違うのか？食べに

297 ひき

237,600 ひき

来る野鳥の数が違うのか？とたく
さんの疑問が残りました。

調査を終えて、自然ふれあい広場でおべんとうタイム。その後は、広い草原の中を
思いっきり駈けまわったり、めずらしい草花や昆虫を探してまわったりで、今日も時
間がすぐに経ってしまいました。帰り道は森の中に枯れて朽ちかけた木の切り株を見つけ
ると、全員で協力しての解体作業と寄生生物探しが始まりました。
「オレが上から削るから、
オマエは下に穴を開けてくれよ」
「オッケー、分かった」と、息の合ったチームプレー。
学校や学年はちがっていても、いつの間にかニックネームで呼び合うようになっている
子どもたちを見て、サポーターたちもなんだか嬉しくなってしまったのでした。
どんな虫がみつかるかな
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参加者：子ども８名、サポーター５名、＝野崎・記＝

（５）

●６コース：自然系Ｂ

自然博士になろう！

第６回（１０月２８日）

（こども自然ふれあい楽級）

クモの巣はどこにある？「円網の分布調査」

もう“めぐりの森”はすっかり秋の姿です。でも数日前に通過した台風 22 号の影響か、今年の木々の紅葉
は例年に比べて色が悪いようで、ハゼの木の葉もきれいな赤や黄色にならず茶色に縮れてしまっています。で
もアキグミは真っ赤に熟れた実をいっぱいにつけていました。
「こうやればたくさん採れるぞ！」と、木の下
に傘を広げ、枝を棒で叩いて実をバラバラ落とします。例年よりも大粒の実ですが、食べると「ダメだ、苦い
や」となりました。
大タブノキの森に向かって観察路を進んでいくと、草や木のあいだに張られ
たジョロウグモの円網（クモの巣）が次々と見つかります。大きくりっぱなの
はなくて、どの円網も破れたり欠けたりして
いるのは、やっぱり台風のせいでしょう。そ
れでも、どの巣の中央にも大きな雌♀が陣取
っていて、少し離れたところでは小さな雄♂
アキグミを傘に落として収穫

がそっと様子をうかがっています。ジョロウ
グモの食事のおこぼれにあずかりたいと、２､

３匹のシロガネイソウロウグモが巣の端っこにしがみついているのも観察で
きました。クモは性質のちがうタテ糸とヨコ糸を使い分けて巣を張ること、
しっかりと張られたジョロウグモの巣は３層になっていること、クモの種類

クモ円網はどこにあるかな

によって巣を張る場所や形が違い、円網を張るクモは少数派だし、巣を作ら
らない種類もいることなど、たくさんのことを学びました。
食紅でつくった色水を巣にスプレーしてそっと紙ではさむと円網の拓本が
とれ、みんなの観察記録になりました。11 時半頃に雨が降ってきてしまった
ので屋外での観察は切り上げ、湘南国際村センターに移動してお昼ごはんと
なりました。
午後は、5 月から 10 月までの６回の活動をまとめる作業をしました。ど
んな活動をしたかを思い出しながら、観察した生物や思い出に残っている
虫たちを、自分の記録ノートを見たり図鑑を参考にしたりしながら、一人が
画用紙２枚ずつに絵と説明文でまとめ上げました。

食事中のジョロウグモ♀

最後に簡単な修了式が行われ、「2017 年 こども自然ふれあい楽級」コースの修了証書をそれぞれ受け取っ
て、午後 2 時 20 分、「今度はいつ会えるかなー？」と言いながらの解散となりました。
参加者：子ども６名、サポーター６名

—記・野崎—

どんな生き物に出会ったか思い出しながら
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修了証書を持って笑顔で記念写真

（６）

●９コース

自然系Ｅ

すかっ子ヨットクラブ

9 月 23 日～10 月 21 日

“レッドシャークⅡと仲間たち”

体験組･根性組、毎週、頑張りました！

□ 9 月 23 日（土･祝）「根性組」
浦賀の湾内でもかなりの強風が吹いていました。
泳ぐことが好きな航太郎だけはオブティーに乗って、走る、
走る、スピードが出て大喜びでした。
□ 9 月 30 日（土）「根性組」＋「体験組」
折角、浦賀でオブティーに乗れるようになりましたが、ま
もなく寒くなってオブティーに乗れなくなります。もった
いないので、根性組と体験組を合同で実施しました。
今日はみんな乗れました。

みんな真剣！どんなポスターができるかな？

□ 10 月 8 日(日) 「根性組」
前日の 7 日（土）は一日雨の予報だったので、翌日の日曜
日に日延べしましたが、大人と子供一人は都合が悪く不参
加、すかっ子二人、大人二人の寂しい日でした。
□ 10 月 14 日（土）「体験組」
月に一度しか乗れない体験組の日ですが、今日も雨の予報
です。汐入の市民活動サポートセンターに集まって発表用
のポスター作りをしました。みんな去年もやっているので、
小学生なのにサクサク作りました。
□ 10 月 21 日（土）「根性組」
今年の土曜日は本当に雨の日が多くて困ります。日曜日に

先輩は見ているだけ、手伝ってくれません。

日延べすると習い事などで参加出来ない子がいるので、根
性組も今日は市民活動サポートセンターで発表用のポスタ
ーを作りました。
先輩と相談しながら大胆に、そして楽しく作りました。
“そうだ土曜日以外にも乗ったのだった。”

□10 月 11 日（水）
二学期制の小学生は秋休
みなので、根性組は千葉

先輩も見かねて体験組には、ちょっとだけ

の保田漁港まで航海しました。
途中、アメリカの原子力潜水艦や日本のイージス艦がすぐそばを通って
行きました。保田でおいしい刺身を食べたのは言うまでも有りません
が、なんと帰り道で大きなイナダをゲットしました。
写真を撮ることを思い出した時には、既に調理を始めていました。
（キャプテン正木
釣ったイナダの調理中
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記）

（７）
●

●１０コース

創作科学

“創作科学クラブ”

第６回：１０月１４日

）

すかっ子１名、サポーター２名

『静電気で遊ぼう！』

今回は２名が欠席のため、たった一人でした。そこで、サポーター相手の遊びでは、楽しさも半減して
しまうのではないかと、とっさに考えました。一緒に来ていた妹さんに、
“いっしょにやらない？”と誘っ
たら、親御さんも、妹さんも、快く引き受けてくれました。
実験を開始する前に、①「静電気はふつう、目でも・鼻でも・手でも・音でも・味でもわからないもの」
で、②「物は、みんなプラスとマイナスの電気をもっている」ことをお話しました。話だけでは実感でき
ないので、直ぐに実習には入りました。
毎回、その日に行う実習については、プリントを準備して配布します。そのプリントの順序に従って、
実習・実験を行っていきました。この日は雨だったので、
「静電気」の実験には不向きの日でした。
⒈

静電気の作り方・起こし方
物と物をこすり合わせると、物の持っているプラスの電気同士、マイナスの電気同士集まってきます。

小さい子がする『下敷きで頭の毛をこする』と、
『下敷きにマイナス電気、髪の毛にプラス電気が集まりや
すいので、くっつく』遊びがあります。こすりあう物同士によって、起きる電気の量がちがいます。用意
した材料をいろいろこすり合わせてみました。
⒉

静電気が有るか・無いかの調べ方
ライデン瓶があれば簡単ですが、下の遊び方でも簡単に調べられます。

⒊

静電気を作りやすい材料
現在は数多くの化学材質や繊維が発明されています。材料を選ぶのはちょっと手間がかかりましたが、

準備した材料は、
「下敷き・塩ビ管」
「ポリエチレン」
「ゴムフーセン」
「ウール」です。
「ナイロンストキン
グ」のパチパチは、静電気の放電の音です。
４．静電気の性質と遊び
⑦電気コップ
①電気クラゲ（作成中）

③アルミ缶ころがし

（触るとパチパチ）

②水まがり

④ストローまわし

（現象に驚きました）

（よく回ります）
［記：沖］
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（８）

●８コース
第６回

自然系Ｄ

“海っ子・山っ子”

１１月４日（土）

すかっ子１０名、サポーター９名

城ケ島大橋を歩いて渡って城ケ島で遊ぶ！

◆10 月 21 日（土）の予定が降雨、台風の余波のため延期し、連
休の 11 月 4 日（土）に実施。穏やかなお天気に恵まれ、三浦半
島の最南端・城ケ島で楽しい１日を過ごしました。
◆三崎口駅からバスに乗り｢椿の御所ﾊﾞｽ停｣で下車し、城ケ島大橋
を歩いて渡りました。晴れていたものの橋の上から富士山は見え
ませんでした。白秋記念館に立寄り、橋の下の磯で遊びました。
◆坂を登って城ケ島公園へ。松林を抜けて芝生広場に出て、木に

白秋碑前の磯で

登ったり、切り株の上でポーズを取ったり、芝生の上を駆けたり
して遊びました。暖かさで２匹のアキアカネも飛び廻っていました。
◆階段を降りて、安房埼灯台近くの磯へ。岩の間の貝殻浜や潮だまりで
貝殻拾いや手網を持って魚すくい、寄せる波と戯れてビショビショに。
一人頑張っていた歩武くんが 15cm ほどのアイナメ？を捕まえました。
この後、岩場の上でお昼をいただき、そしてもうひと遊び。
◆岩場を歩いて急な階段を登って公園に戻り、葉だけ伸びたスイセンの
道をウミウ展望台へ。そして急な階段を下って｢馬の背洞門｣の磯に出ま
した。静かな潮だまりで手網を持って魚すくいを始めましたが、少々疲
れ気味。早めに切り上げ、磯伝いにバス停に向いました。早めに着いた
お陰で座れましたがバスは超満員でドアが閉まらないほど。疲れたすか

安房埼灯台の岩場で

っ子は三崎口駅に着くまでよく寝ていました。
［おわりに］
短い半年間の「海の体験」でしたが、身近なとこ
ろにたくさんの生き物に出会え、触れ合える海が
あることを知り、自然が、そして横須賀（三浦半
島）が好きになったのではないでしょうか。ぜひ
家族や友だちとお出掛けください。そしてまた、
来年も一緒に海（川）へ出かけましょう！
編集後記：5 月にスタートした“すかっ
子セミナー2017”も、次は半年間の活

（小島、
高橋記）

馬の背洞門の磯で

動をまとめて報告する合同発表会とな
りました。みなさんがそれぞれのプロ
グラムを通じて体験したいろいろな発

◇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

見、気づき、感動などを他のコースの

よこすかパートナーシップサポーターズ（ＹＰＳ）

仲間や保護者の方に紹介してあげてく

Tel ＆ Fax 046-823-1965 （藤澤）

ださい。半年間いっしょに活動したサ
ポーターたちもどんな発表をしてくれ
るか期待しています。（高橋）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

http://ｗｗｗ.yps．or.jp／sukasemi
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