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夏だー！！海だー！！･･･叫びたいけど･･･トホホ

今回も石田鉄生・鈴木梗介・渡邉楓万の三人が 8 月 4 日、11 日、
18 日の３日間、練習しました。夏休みなので定例 4 回の土曜日
のほか平日も乗りたいと思いましたが、結局 3 回しか乗れません
でした。理由はご存じの通り例年にない沢山の台風が次から次と
押し寄せたからです。台風の中心は沖縄や九州の方に行くのです
が、風や波は東京湾にも押し寄せるのです。特に浦賀の湾内はう
ねりが入り、係留してある船をあおります。従って船乗りは「荒
天準備」といって船を守る準備をします。もちろんレッドシャー
クも何回も荒天準備を
しました。そして風が
強く外海に出られない
時は、桟橋や船内で出
来るロープワークや、
食べ物を作る練習もし
ました。
そんな夏休みでしたが天候・波・風の合間をぬって千葉の保田漁港までセーリングしました。

水中翼船を見つけたり、大型船のそばを通ったり、スリリングな船旅でしたが、何といっても・・・

「スシ・すし・寿司！」マグロにエビ！！
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桟橋でスイカも食べました。

（キャプテン正木記）

（２）

● 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１８日)

すかっ子

三浦修道院・剣﨑灯台

３人

サポーター１０人

酷暑が収まりさわやかな風の吹く日、エコニコ・サークルと
しては初めての三浦修道院を訪れました。今回は８コースと合
同で、すかっ子合わせて 10 名と、ほぼ同数のサポーター、保
護者という団体での行動。三浦海岸駅に集合、駅前のバス停で
並んでいると、いつも利用しているお客さんに「いつもはガラ
ガラのバスなのに珍しいわ」と驚かれました。9 時 39 分発のバ
スに乗り約 10 分、「役場下」というバス停で降りて少し坂道を
上っていくと、落ち着いた造りの和風建築。玄関入口横に掲げ
られた木の十字架が修道院であることを示しています。
三浦修道院の入口を入る

入ってすぐはひんやりとした土間。
広い廊下を歩いていくと両脇にいく
つもの部屋があります。聖堂に行く
途中の鐘楼室中央に雨水をためる水
がめがありました。竹の切口から一
滴ずつポトリポトリと水がめに溜ま
っていきます。上を見ると宇宙を模
したようなモビール？教会の鐘？こ
こにたたずむだけで心が静かになる
不思議な空間でした。
畳敷きの聖堂に座ってシスターから
“いつも環境のこと、世界の災害の被

見上げると宇宙？

鐘楼室内の雨水を貯める水がめ

害のことなどを考え、平和な世の中を祈っているという”お話を聞きました。「地球のすべてのいのちが健やか

に生きられますように」という言葉をみんなで唱和して、建物を出ました。裏の畑、屋根に備え付けられた太陽
光パネル、古墳、祈りの小道などを見学して、修道院を後にしました。見
えなくなるまで見送ってくれたシスターたちに感激！
さあバスに乗って次は剱埼灯台へ。真っ白な美しい灯台が青空に映えま
す。高台からは金田湾、房
総半島、遠くに薄らと伊豆
大島が見えます。
灯台の日陰でお昼をい
ただいた後は浜辺へ下り
て、潮が引いた岩場で思
いっきり遊んで帰途に着
きました。◎きれいな貝殻
たくさんみつけたよ！
◎拾ったスイカ美味しかった
浜辺にいれば、いつまでもご機嫌なすかっ子たち
かったよ! （記録・田中）
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青空に映える白亜の剱埼灯

（３）

●３コース

郷土文化

第４回８月２２日

「北下浦の良いとこ見つけたい！」

すかっ子

長岡半太郎記念館に行ってみよう！

北下浦は、風光明媚、温暖な気候で昔から保養地として利用されて
いたようです。長岡半太郎博士もその一人でした。博士は世界的物理
学者で、物理学の分野で多くの業績を残し、日本の物理学の発展の土
台を築き理化学研究所（理研）の創立に尽力されました。1937(昭和
12)年の第１回文化勲章を受章されています。
「長岡半太郎記念館」は京急長沢駅下車、海岸方向へ徒歩約 10 分
国道沿いのところにありますが、偉大な業績の方であるにもかかわら
ず、ＰＲ不足なのか会館の存在さえも知ら
ない地元住民も多くとても残念です。
研究熱心で死ぬまで研究をされていた
そうです。会館内には貴重な資料が展示さ
れているので、ぜひ来館してください。
博士は関東大震災時もこの地で経験さ
れ、周囲の家がほとんど倒壊したが、家屋
は少し傾いただけだったそうです。

1名

サポーター２名

当時の家の柱が展示され
ている。石の上にのせてあ
るだけだったそうです。
庭にある「鬼の机」。ここ
に座ると頭が良くなると
言われている。「ほんとに
頭が良くなるのかな！？」

●３コース 郷土文化 「北下浦の良いとこ見つけたい！」

すかっ子

1名

第５回 ８月２５日“若山牧水資料館に行ってみよう！”サポーター２名
「若山牧水資料館」は、「長岡半太郎記念館」の中にありましたので、
同時に見学しました。若山牧水も妻の療養のために大正４年、東京の
霊岸島から汽船に乗り長沢に転居してきました。地元の新鮮な魚や酒
を好み、心ゆくまで北下浦の生活を楽しんでいたそうです。しかし、
事情により翌年１２月にはまた小石川へ帰ってしまいました。
牧水は日本中を旅しているので、各地に歌碑が建立されています。
お酒が好きで、地元の酒屋さん「源仲」
さんに良くお酒を頼んだそうです。帰り
に、その「源仲」さんに寄ってきました。
創業 120 年位経つ酒屋さんでした。
≪二つの開館を見学して感想≫
長岡半太郎さんと若山牧水さん
が何をした人か知ることができて
良かった。
（心々和）

この歌碑は、表に牧水の歌、
背面には妻喜志子の歌も刻ま
れています。これは全国でも
珍しいそうです。短歌を考え
てくることを宿題にしました
が、できるかな！

≪ピザ生地を作って、昼食はピザだよ！

当コースの特別企画
日

時

9 月 29 日（土）10 時～13 時

会

場

北下浦コミュニティセンター調理室 2 階（京急長沢駅下車 5 分）

持 ち 物

参加費 500 円、エプロン、バンダナ

募集人数

10 名 人数が多くなったら抽選だよ！
こ

よご

かん たん

材料の粉などをビニール袋の中で捏ねるので、手も汚さず簡単にできるよ。
申し込み・問い合わせ
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090-1439-7813

三澤

（４）

●５コース 自然系Ａ ”川がき探検隊“

第４回 （８月４日）

すかっ子１1 名、サポーター７名

斎田浜から荻野川・沢山池へ

すかっ子、サポーターは横須賀中央 Y デッキまたは YRP 野比駅前に集合して、
バスで横須賀市民病院前に集合しました（9:40）。曇りがちだが、まだまだ猛暑。
前庭で資料配布、挨拶のあと、松越川･荻野川合流点の前耕地橋へ。水が濁って
いて満潮のため、いつも見られる魚の群れが見られません。川沿いの道をまっす
ぐ斉田浜へ。西浄化センターの塀沿いに植えられた海紅豆（カイコウズ、別名ア
メリカデイゴ）の木が花盛りで、赤橙色の花が道端に落ちていて、女子たちはそ
のきれいな色と形が気に入って、いくつも拾っていました（１）。
浜辺には打ち上げられたものが少なく岩場でカニ探しに熱中。暑さにたまらず
泳ぐすかっ子も（２）。同じ道を引き返し、国道 134 号を横断して荻野川沿いの
遊歩道を遡りました。釜田橋の上から大きなテナガエビを発見、早速、すかっ子
たちは梯子を降りて、手網でテナガエビ捕り（３）。体長 10cm 前後のテ

１

ナガエビがたくさん捕れました（４）。テナガエビでは飽き足らず、コイ
すくいに挑戦。何事かと顔を出した川沿いのおじさんに注意されたけど、
“ちょっとだけ遊ばせて”と黙認してもらい、しばらく遊んでからすべ
て逃がしてあげて川を上がりました。
この後、一度川から離れ庚申塚（三猿）にお参りして、再び川沿いの
遊歩道をまっすぐ親水施設へ。12 時を過ぎていたが昼食を後にして、川
遊び・魚すくいで遊びました（５）
。分岐している右手の川の落差工下で

２

はヌマエビがたくさん捕れました。さらに落差工を上ったところでは 10
cm ほどのお魚をいっぱい捕まえました。何とアユです（６）。すご～い。
お腹がすいたのも忘れて遊びに夢中、うながされて木陰で昼食。近くで
ヒグラシが鳴き、川ではハグロトンボ、シオカラトンボが飛びまわり、地
面を這っているセスジスズメガも観察できました。
昼食後は沢山池へ。堰堤上から望む池は水みちだけの流れで水が溜って
いませんでした。奥のちびっこ広場はヒグラシの合唱がさわやか。すかっ
子は早速、小川に入って水遊び（７）・ぶらんこ遊びで水生生物調査は興

３

味薄のよう。しばらく遊んだ後、サポーターが採取した水生生物の観察と
解説。カワニナ、サワガニ、カワゲラ、ヒラタカゲロウ、ヤゴ 2 種、ヘビ
トンボ、ヌマエビなどが捕れました（気温 32℃、水温 23℃）。帰り道の田
んぼ近くでは、草に止まっているエサキモンキカメムシを見つけました。
遅くなったので帰りは関口牧場はパスし、長坂公園から大楠高校、荻野
小学校横を通って 15 時、市民病院前に着き解散しました。(中村)
―

５
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４

７

６

（５）

●８コース 自然系Ｄ 海っ子・山っ子
第４回 ８月１８日

すかっ子 11 名（予備軍 3 名含む）

“三浦修道院から剱埼灯台へ”サポーター/保護者１０名

■連日の猛暑も一休みした中、三浦海岸駅に集合した 8 コースのすかっ子 1 名、5 コースから 4 名、1 コース
から 3 名、すかっ子予備軍 3 名とサポーター・保護者 10 名の久々21 名の大人数で元気よく出発しました。今
日は三浦半島の中ほどをバスと徒歩で活動します。早速、バス（三崎東岡行き）で役場下にて下車し、三浦修
道院に向かいました。バス停から坂を上がること約 15 分で三浦修道院に到着しました。
修道院は宣教棟、生活の場、鐘楼の間、聖堂、シスター達の
生活（修室）の場と分かれている和風木造建築であり、外
には果樹園、自給用の野菜畑で構成されており、環境に配慮
された施設で 2005 年 11 月 1 日に落成しました。
すぐに全員が聖堂に案内され、代表のシスターから環境に
配慮した洗剤のことや、食料のことなどエコロジカルに生き
アー

ルる生活の模索と実践について説明を受けました。
また、自然素材の使用や自然の恵みを十分に取り入れた生活
のお話を聞き、実際の建物内部の見学をしました。畳敷き
聖堂でシスターのお話を聞く

の聖堂は網戸で開放され、とても涼しくなっていました。

その後の施設見学では、聖堂の周りを１周したり、
鐘楼の間の水バチや宣教棟、生活の場等の木造の建
物を見学し、冷たいお茶までご馳走になりました。
続いて外の果樹園、畑で説明を伺いました。最後に
玄関前で全員の
写真をとり、お
見送りしてくだ
さるシスターと
お別れしました。
■その後、バス
で剣崎に向かい
剱埼灯台を目指し

修道院玄関先でシスターと記念写真

ました。バス停より三浦の畑の中を歩いて灯台に到着しました。灯台は明
治４年に建造され東京湾入口の重要な灯りとなっています。灯台の日陰で
お昼をとり、すぐ下の間口湾の海岸で絶好の岩場を見つけて、早速海に入
白亜の剱埼灯台に到着

りました。気温は夏として低めでしたが太陽の光の下はかなり暑く、熱中
症を心配しつつ魚やカニなど採取したりして遊びました。
海遊びに不慣れと思われた１コースの３人も元気よく海に
つかり、思い切り遊びました。カニのほぼ完ぺきな脱皮し
た脱け殻や貝殻を見つけて、観察したりしました。波も静か
で絶好な磯遊び日和となりました。
この後、大浦海岸・海水浴場へ行く予定でしたが、あっとい
う間に時間が過ぎ、急いで剣崎バス停に出て三浦海岸駅に戻

大きなエイが泳いでいた間口漁港
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り電車で帰途につきました。 （小嶋 記）

（６）

●６コース自然系Ｂ“自然ふれあいの森たんけんﾁｰﾑ” すかっ子２名（＋ﾒﾝﾊﾞｰ５名）

第３回

８月８日

小学生のための「森の教室」

サポーター６名

7 月 28 日の活動「樹液に集まる虫をさがそう」が台風のために延期となり、自然ふれあい楽校の行事と
して 8 月 8 日に計画していた『小学生のための森づくり体験教室』といっしょに、「樹液に集まる虫をさが
そう」のプログラムを実施することにしました。ところ
がこの日もまた台風の接近で、朝からの雨。湘南国際村
センターの中での室内活動になりました。めぐりの森で
は元気いっぱい活躍している子どもたちですが、今日は
参加者が少ないからか、全員が静かに着席して、なんだ
か“勉強会”といった感じです。
抱えてきたタヌキのはく製を机の上に置いて、天白さ
んが紙芝居「かながわ水源の森づくり（神奈川県農政部
作成）」を丁寧に解説してくれました。これは小学校 5､
6 年生向けの環境教育の教材で、森林のしくみ、森林の
役割、森林と人との関わりなどについて学ぶことができ

紙芝居「かながわ水源の森づくり」

ます。
次に環境紙芝居「いきもののつながり（調布ちびっこ自
然教室実行委員会発行）
」で、里山の生態系ピラミッド、
食物連鎖、光合成のしくみ、雑木林の四季の生きものなど
についても学びました。
最後に「なにか質問、ありますか？」と問われると、み
んなタヌキのはく製を撫でながら「かわいい！」。

その後は「目は本物？」
「鼻や歯や爪は？」
「体の中
には何が入ってるの？」
「オスとメス、どっち？」
「何
才くらい？」
「なぜ、はく製にされちゃったの？」
と矢つぎ早の質問で、みんなが今日いちばん興味を
もって観ていたのは、じつは“タヌキのはく製”だ
ったことが判明したのです。風が出てきたので、お
弁当を食べてから解散となりました。（記・野崎）
タヌキのはく製を囲んで記念撮影
[編集後記]◇楽しい夏休みですが、記録的
な猛暑に加え、直撃はないものの次々来襲
する台風で「決行か中止か」、コース責任者
は天気予報を見ながら判断を迫られる前夜
です。◇６コースが室内に変更しての開催
でしたが、ほかは暑い中、海・川で元気い
っぱい体験活動、すべてのコースの楽しい
報告を掲載することができました。(高)

◇すかっ子セミナー２０１８実行委員会◇
［事務局］
□NPO 法人よこすかﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ（YPS）
Tel ＆ Fax 046-823-1965 （藤澤）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www. yps.or.jp／sukasemi
□発行：2018 年 8 月 28 日（実行委員長 高橋弘二）
Tel 090-5499-0831
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