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小中学生の土曜体験プログラム

２０１８年９月２６日（水）発行
すかっ子セミナー2018 実行委員会
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“９月の各コースの活動概要”
～台風・降雨の影響を受けました。～
○１コース生活環境系“エコニコ・サークル”
（ 9 月 8 日）
『光の丘水辺公園で自然観察』＝2 ﾍﾟｰｼﾞ

＊YRP 野比駅から野比川を遡り YRP 光の丘水辺公園へ。
＊奥にある「聖なる池（非公開）」で、“すかっ子５人”は外来種･
アメリカザリガニを何と 178 匹も捕まえました。
○３コース郷土文化“北下浦の良いとこ見つけたい”⇒活動なし
○５コース自然系Ａ“川がき探検隊”（ 9 月 1 日）
『自然の川との触れ合い・前田川』＝3 ﾍﾟｰｼﾞ

＊前田川の河口で魚すくい。アユとヨウジウオなどが捕れました。
＊中流の深い淵で飛び込んだり水を掛け合って遊びました。
＊下流と上流で、川の環境の健全性を調べる「みずしるべ」調査を
実施しました。
○６コース自然系Ｂ“自然ふれあいの森 たんけんチーム（ 8 月 25 日）
『めぐりの森の秘境「尾形瀬川」で小川の生き物観察』＝4 ﾍﾟｰｼﾞ
＝開催が最終週土曜日のため前月の実施報告、9 月は 29 日に開催＝

＊川へ行く途中の木々や草原で虫捕りに夢中な子もいて遅れ気味。
＊川岸の草むらでヒバカリ（ヘビ）を捕まえ、触ってみました。
＊川ではモクズガニ、ヌマエビ、トンボのヤゴ(４種)などたくさん。
○８コース自然系Ｄ“海っ子・山っ子”『諸磯埼灯台へ』⇒雨天中止
○９コース自然系Ｅ“すかっ子ヨットクラブ”
（浦賀湾）＝5 ﾍﾟｰｼﾞ
（8 月 25 日、9 月 1 日、8 日、15 日）
＊海が荒れたお陰で「ちらし寿司」「まぜご飯」が作れるようになった。
＊小型ヨット「ディンギー」も乗れるようになりました。
＊船から落ちた人の救助訓練も行いました。
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● １コース：生活環境系 エコニコ・サークル
第５回 (９月８日)

光の丘水辺公園で自然観察

すかっ子

５名

サポーター３名

今回のエコニコ・サークルのテーマは自然観察。集合場所の YRP 野
比駅を出発、野比川沿いの遊歩道を自然観察しながら歩いて、光の丘
水辺公園へ。そこで日本の生態系を荒らす外来種の代表格であるアメ
リカザリガニを駆除するため、公園の奥にある「聖なる池」でみんな
でアメリカザリガニ釣りを行いました。
野比川の岸はコンクリートで固められているので下りられませんが、
川沿いに遊歩道が整備されていて、いろいろな生き物を観察することが
できました。昆虫ではイチモンジセセリ、植物ではセイタカアワダチソ
ウなど。エノコログサ（ネコジャラシ）でまわりの人をくすぐりながら
歩く“すかっ子”もいました。他にも、サポーターが遠くの木に止まっ
ているトビを発見し、代わる代わる望遠鏡で観察しました。
公園事務所でボランティアの方から三浦半島の自然について説明を受
けたあと、聖なる池へ出発。クモの巣を払いながらの自然観察が続きま

望遠鏡でトビの観察

す。カワセミを見つけた“すかっ子”もいました。虫では、
シオカラトンボとオオシオカラトンボの見分け方、ジョロ
ウグモのオスとメスの見分け方などを教えてもらいまし
た。クモは苦手、と言っていた“すかっ子”も、ハート模
様のカメムシ（エサキモンキツノカメムシ）には「かわい
い！」と声を上げていました。植物では、赤い穂の稲や、
遠くから見ると「ハハハ」に見える名札がかかっていた「ヤ
マハ○ノキ」など。おぼえているかな？ ○に入るカタカ
ナ一文字は何でしょう？
やっと聖なる池に到着。
ザリガニをねらって釣り糸を垂らす

「おなかすいた～」と言っ

ていたのに、昼ごはんそっちのけでザリガニ釣り開始。スルメをエサにして
投げ入れると、見る見るうちにザリガニが寄ってきます。なれてきて池の中
のザリガニを見つけられるようになると、そこをねらっ
てエサを投げ入れ、次々に釣り上げていました。
大活躍だったのは「ザリガニ釣りが初めて～」と言っ
ていた子たちで、一人で 36 匹釣った“すかっ子”もいま
した。なかなか釣りをやめたがらない“すかっ子”たち
でしたが、時間が来たのでやむなく終了。
最後には、バケツから地面にぶちまけたザリガニを追
い回し、1 匹ずつつかんで別のバケツに移しながら数を
数えました。結果は 178 匹、過去最高記録！しかし、日
本在来種のザリガニの将来を考えると、素直に喜べない
サポーターでした。

（記：江口）
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釣ったザリガニの数を数える（178 匹）
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●５コース自然系Ａ

第５回

９月１日

“川がき探検隊”

すかっ子９名（体験参加１名）

“清流・前田川で遊ぶ”

サポーターなど１０名

□前田橋バス停集合、YRP 野比駅集合に遅れた人の到着を
待って駐車場で朝の挨拶、今日は体験参加者もあって総勢
20 名。雨が心配な曇り空でしたが、元気よく“きらきら
公園”を目指して出発しました。広い草はらも、ローラー
滑り台も濡れていたので、すぐに前田川河口に向いました。
□秋谷海岸の砂浜に荷物を置いて前田川河口へ。潮が引き始
めたばかりで河口は砂地が出ていなかったので、手網で魚
を捕まえるのに苦労しましたが、たくさんのヨシノボリや
カニのほか、10cm くらいのアユを３匹捕まえました。そ
して帰り際、
“これ、な～に”と聞かれて見ると、何と

すばしっこいアユの群れを追う（前田川河口）

珍しい 15 cm ほどのヨウジウオでした。
□この後、元大楠温泉の所で、川の環境の健全性を調べる環境省の「みずしるべ」調査を行いました。5 大項
目 20 の評価項目について、川を観察して３段階「良（3 点）～中（2 点）～不可（1 点）」の評価点をつけ
ます。「水のきれいさ」では、透視度と COD（パックテスト）を測定し評価しました。
□この後、お国橋から前田川遊歩道に降り、手網を持って川の中を遡りました。途中深くなった淵のところで
は、岩の上から飛び込んだり泳いだり、水を掛け合って遊びました。12 時をだいぶ過ぎて堰谷戸川出合の
川原に到着、岸辺に腰を降ろしてお昼にしました。
□午後からは川の中を歩いて遡り、大楠山登山道橋の下を
通り抜けてしばらく行った上の大堰のところで、流れ落
ちる水の裏側にまわったり、水に打たれて遊びました。
まだまだ遊びたりないようでしたが、下流との比較のた
めここで「みずしるべ」の調査を行いました。あとでま
とめた調査結果で、上流の自然がゆたかであることがは
っきりわかりました。
□すべてを終えて、帰りは上の道を歩き、正行院の観光ト
イレのところで着替え・履き替えて、バス停に戻り、最

「みずしるべ調査」で川を観察

後の挨拶をして解散しました。お天気は雨が降ることも
なく暑くもなく、川に親しんだ楽しい１日でした。（中村記）

深いところでみんなで水遊び
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岩の上から飛び降りる

滝に打たれる（上の大堰）
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●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３名（＋ﾒﾝﾊﾞｰ５名）

第４回

尾形瀬川上流で生き物観察

８月２５日

サポーター８名

■夏休み最後の土曜日、まだまだ猛暑。集合時間まで湘南国
際村センターバス停近くの木陰で待ちます。定刻 10 時 10 分
を過ぎたところで集合して、朝の挨拶、今日の活動目的を確
認して、めぐりの森へ向いました。
■今日の目的地「尾形瀬川の上流」へ直行の予定ですが、坂
道の木々でセミ、クワガタを探し、草はらではバッタを追い
かけ、先へ進みません。初めて見る大きなクサキリも捕まえ
ました。日照り続きでオタマジャクシの水溜りは干上がって
いました。ケヤキ広場で休憩・水分補給して、日陰になった

尾形瀬川上流で川の生き物すくい

坂道を下って 11 時過ぎに尾形瀬川上流に着きました。

■早速、靴を履き替え川へ入ろうとすると「ヘビ！！」、その声で天白さんが近寄って捕まえてくれました。
体長 30cm ほどのヒバカリ。生き物大好きのすかっ子は手に取って観察、触って遊ぶ？ 川の上流側はクレソ
ンが生えた広くて浅い水溜り、下流側は堆積土の中を流れる小川（幅約 30cm の水みち）、8 月に入って（大雨
注意報が出ても三浦半島は）雨がほとんど降らないため、水の流れは少ない。
■全員、網を持って生き物すくい。クレソンの水溜りの底は、固いところと泥でもぐるところとあります。お
腹に子どもを抱えたサワガニを捕まえました。生れて間もない白っぽい小さなサワガニもいっぱい。モクズガ
ニ、ヌマエビ、カワニナも。水生昆虫では、トンボのヤゴ（４種類）がいっぱい、ほかに元気よく泳ぎまわる
マメゲンゴロもいっぱい、小さなカゲロウ、カワゲラ、ガガンボなど、大漁でした。草むらではヤマアカガエ
ルも捕まえました。中村、天白さんから捕れた生き物の解説を聞
いた後、「キャッチ＆リリース」、元の川へ逃がしてあげました。
■ゆっくりお弁当をいただいた後、もうひと遊び。川で遊ぶ子、
林の中へクワガタ・カブトムシ探しへ。まだまだ遊びたいようで
すが、荷物をまとめ帰途に。このコースの大変なところは帰り道
が急な登り、先頭と最後尾は大きく離れてしまいました。ケヤキ
広場で休んで元気回復、そこからまた木陰で休み休み最後の坂を
上り切り、ここで解散。バス組は時間まで地球環境戦略研究機関
（IGES）の池でザリガニ、メダカすくい。暑さにめげずたっぷり
仲間と生き物と戯れたⅠ日でした。
（高橋記）

バス時間まで IGES の池で遊ぶ
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捕まえた生き物の解説を聞く

帰りの坂道でダウン、疲れた～！

（５）

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

～小型のヨットにも乗りました!! ～
今回も石田鉄生・鈴木梗介・渡邉楓万の三人が 8 月
25 日、9 月 1 日、8 日、15 日に練習しました。しか
し台風の余波や風の強い日が続き沖に出られない日も
ありました。そんな日は船の中でご飯を作る練習をし
ました。ヨットに乗りに来てご飯の作り方を習うの？
････と疑問に思うでしょうが、どうしてどうして、ク
ルーザーは長い航海をします。その時は船の中で食事
をしますから、ご飯作りはヨット乗りに無くてはなら
ない大切な技術の一つです。
そんな訳で作ったのが「ちらし寿司」、そして別の

「ちらし寿司」、おいしくできたかな。

日は「まぜご飯」です。しかし食べてばかりではあり
ませんよ。ちゃんと小型ヨットにも乗りました。
小型ヨットを総称してディンギーといいますが、港
が整備されていなかった昔、大型帆船は沖泊まりで、
陸との行き来に使っていた小型の船のことをディンギ
ーといいます。そして今ではいろいろな種類が出来て
それぞれ固有の名前が付きました。
今回乗ったのはもっとも小さい初歩のヨットで「オ
ブテｨー」という名前です。乗って何もしなければ船
はどうなるか、ひもを引っ張るとどうなるか、桟橋に

「そんな混ぜ方じゃダメだよ！」といいながら

着ける時はどうするか、
「分かったね、行ってらっしゃーい」
・・・。しばらくすると何とか走っています。ヨ
ットを係留している浦賀湾は、子供がヨットを安全に練習するには最適な地形をしています。
船から落ちる練習も、助ける練習もしましたよ。落ちる時は必ず大声を出して他の人に知らせます。人が落
ちるのを見た人は直ぐに目印の棒を投げ込み、後は仕事をしないで常に落ちた人の方向を指差して船長に知ら
せます。写真で落ちた人が分かりますか? ちゃんと棒を投げて方向を指差していますね。落ちたあの子は助か
るでしょう（笑）

(キャプテン記)

目印の棒を投げて、しっかり指さしています
小型ヨット「ディンギー」で帆走中

すかっ子セミナー2018 通信 No.5 2018. 9

（６）

特別企画

《夜空の観察会》

すかっ子セミナー2018 合同発表会
■ 開催日時：１１月１７日（土）１３時～１６時３０分
■ 会

場：

まなびかん（生涯学習センター）５階、第１学習室 Ａ・Ｂ

■ 内

容：

各コースの活動報告
修了証の授与・記念撮影

■８コース自然系Ｄ“海っ子・山っ子”
・第５回（ 9 月 15 日）『諸磯の灯台を訪ね、油壺湾へ』は、雨天のため中止しました。
9 月 15 日（土）は、三浦の「諸磯の灯台」を訪ねる予定でしたが、降雨が予想されたため前日の夕がた
に中止を決定しました。第２回 6 月 16 日（土）の観音崎灯台も雨で中止したので、
「諸磯の灯台」はこれか
ら日程調整して実施したいと考えています。（小嶋／高橋）
＊諸磯埼灯台：白塔形、塔高 19ｍ、灯高 21ｍ、光達距離 13 海里、初点灯昭和 44 年（1969 年）
[編集後記]◇猛暑に続く台風、降雨の影響
で中止したコースがあったため、表紙に各
コース報告を要約して６ページとし｢すか
セミ通信 No.5｣としました。◇早５ヶ月が
過ぎ、プログラムも残り１回となりました。
◇合同発表会の会場確保に苦労しました
が、いつもの「まなびかん」で開催できる
ことになりました（部屋は別）。（高橋）

◆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 9 月 26 日（実行委員長 高橋弘二）
Tel 090-5499-0831
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