
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 

小中学生の土曜体験プログラム 

第４号 

２０１２年８月 31 日（金）発行 
すかっ子セミナー2012 実行委員会 
連絡先 事務局（ＹＰＳ） 
Tel＆Fax  046-823-1965 （藤澤） 
e-mail  ypshirof@aol.com 

●９コース・自然系Ｅ “すかっ子ヨット・クラブ” 

第４回(８月 11日) 夏だ！ ２泊３日のクルージングへ 

 正規の訓練は四回目ですが、8 月２５日現在 16 回練習を重ねています。 
今年の夏は暑かったですねぇ～。海は水面を渡った涼しい風が吹きますが家 
家でお留守番のお母さん達は暑くてたまらなかったでしょうね。そこで１枚 
ゾッとする写真①をお見せしましょう。東京湾の剱崎沖約 2Km の所で 5～ 
6 回見かけた鮫の一枚です。体長はそれぞれ 3m 位でしょうか。 
 子供達のヨット訓練は、一通りの事が終わったので７月 29～31 日船形(館 
山)へ二泊三日のクルージングをしてきました。子供達だけで船形ヨットクラブの船に寝かせて貰いましたが

初日の夜はペチャクチャ・ペチャクチャ興奮して一晩中しゃべっていたようです。翌日は倉邊先輩に引率され

て午前は崖観音など散策し、午後から思いっ切りの海水浴、桟橋から飛び込んだり潜ったり。さすがに二日目

の夜は早くからぐっすり。食事はカレーやホットケーキ、混ぜご飯など食べたい 
物の食材を買って来て自分達で作りました(信じられますか? お母さん！！)。 
 操船の訓練もしましたよ。自分で船の速力を調整しながら舵を取り、船首を 
ブイに近づけ、自分でブイをつかまえるのです（写真②③）。大人でもなかなか 
出来ません。その他、船の上で楽しんでいる子供達の顔を見て下さい（写真④⑤）。 

（１） 
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夏休み・クルージングを楽しむ 
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● １コース 生活環境系： よこすかエコニコ・サークル （すかっ子:５人 サポーター:２人） 

第４回(８月１２､１３日)  ‘上郷森の家に一泊自然観察’ 

いよいよ待ちに待ったキャンプ！元気に金沢八景駅に集合したすかっ子たちの目はキラキラと輝き、楽しみ

にしていたことがよくわかります。バスで「森の家」へ。自然観察センターではレンジャーさんから、森の

中での注意事項や五感を使って自然を味わう大切さなどのお話を聞いて、「ミズキの道」へレッツゴー！「ダ

イコンソウ」「ママコノシリヌグイ」などの珍しい草花の名前を覚えながら、ひたすら歩きました。蛍が見

られるという川沿いでは、なんとラッキーなことにオレンジ、青、

緑の模様がきれいなハンミョウを観ることができました。目の前

のシオカラトンボがクモの巣にかかってクモに羽交い締めにされ

ている様子はテーマパークのアドベンチャー風景のよう。大浴場

で汗を流し、豪華な夕飯を食べた後は夜の探検へ。星がたくさん

見え「夏の大三角」もしっかり確認できました。残念ながら目的

のカラスウリのレースのような花には出会えませんでしたが、懐

中電灯だけを頼りに夜道を歩くってそれだけでワクワクします

ね。夜のイベントは火を囲んでのマイムマイム、卓球、バドミン

トン大会とまだまだ続き～、部屋に戻って枕投げ、トランプをし

たかはナイショです。翌日

はクラフト作りの後、観察

の森の「コナラの道」から

金沢自然公園へと抜けて、

動物園とローラー滑り台

で思いっきり遊び、クタク

タ（サポーターだけ？）で

帰路へとついたのでした。

（田中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かわいい動物キーホルダーの出来上がり 

森の中は涼しいね～。でもまだ歩くの？ 

おばけだぞ～。向かいは「霊園」でした。 

● ６コース 自然系Ｂ： ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査で自然博士になろう  （子ども:7 人 サポーター：7 人） 

第４回(８月２５日) “給蜜トラップ採集調査” 樹液に集まる虫を調べよう！ 

雲一つない空から強烈な太陽光線が「めぐりの森」にふりそそぐ朝です。手に捕虫網を持ち、肩から虫かご

を下げたメンバー７名とサポーター7 人に、「花王 みんなの森の応援団」の女子大生 3 人が参加してくださ

って、今日の調査隊は 17 名になりました。リーダーは「三浦半島自然保護の会」の渡邊真也さんです。道

路のサクラ並木の枝からぶら下がっているミノムシ（ミノガの幼虫）や、道ばたに咲いているカタバミの花

とヤマトシジミ（蝶）の話を聞いて先へ進みます。木漏れ日が差す道を行くと、トラカミキリ､アオバハゴ

ロモ､ジョロウグモ､コミスジ（蝶）､ハンミョウなどが見つかり、モンキアゲハやジャコウアゲハが何頭も

飛んでいます。きっと、蝶の道なのでしょう。アカボシゴマダラ（蝶）とその 

幼虫が見つかったので、渡邊さんが外来生物について説明してくださいました。 

 照葉樹の森の中に２日前から仕掛けておいた給蜜トラップに集まっていたの 

は、たくさんのオカダンゴムシ､ホソクビゴミムシ､アトボシアオゴミムシ､オ 

オヒラタシデムシなどで、残念ながらカブトムシやクワガタには出会えません 

でした。これは、きっとコナラやクヌギの木が少ない森だからでしょう。 

 大タブノキの森では、アブラゼミ、ミン 

ミンゼミ、ツクツクボウシ、ヒグラシが鳴 

いていて、たくさんのセミのぬけがらも見 

つかり、どの脱け殻がどのセミのものか、 

みんな見分けることができるようになりま 

した。そして森の奥からアオゲラの鳴き声 

がギョッキョッキョッと聞こえたときは、 

みんな顔を見合わせたのでした。（野崎） 
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  ﾘｰﾀﾞｰの説明を聞く 

アブラゼミの脱け殻 

ハンミョウの観察 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ５コース 自然系Ａ “川がき探検隊”      すかっ子１１名、サポーター５名 

第４回（８月７日）： 横須賀で､いちば～ん長い平作川の源流探検 

平作川のほぼ中間・衣笠行政センターに集合、まずはセミが鳴く桜の木の下で水質検査（パックテスト）

を行いました。コイ、カメ、カルガモの泳ぎを眺めながら川沿いに歩き、衣笠駅前からバスで大楠登山口へ

移動しました。途中から、阿部倉温泉へは標識を頼りに“すかっ子”が道案内、ちょっと頼りなかったけど

平作川の源流・湯の沢に無事、着きました。奥の橋のところで水質・水生生物調査、ビックリするほどサワ

ガニが捕れました（もちろん、後で逃がしてあげました）。いよいよ源流探検、まずは右沢へ。水が流れ落

ちる奥の堰まででは物足りず、堰を越えて湿地をさらに奥へ（源流はヒューム 

管？）。川原でお昼を食べた後、午後からは左沢の探検へ。探検隊長？の後に 

続いて、クモの巣を払い、倒木を乗り越え・くぐり、沢の中を遡ること約 30 
分、最後の一滴にたどり着く前に土砂崩れ・倒木で行く手を阻まれ、残念なが 

ら引き返しました。帰りは、しょうぶ園前からのバス組と 

池上中学前バス停まで歩 

く組に分かれ解散しまし 

た。 写真左から 

①全員でパックテスト 

②大きなサワガニ 

③左沢の源流で （高橋） 

 

 ● ８コース 自然系Ｄ “海っ子・山っ子・もういっこ” すかっ子１０名、サポーター６名 

第４回（８月１９日）：アマモ場(深浦湾)で生きもの観察と貝山緑地へ 

18 日（土）「馬堀海岸から走水、観音崎公園」の予定を中止し、19 日（日）よこすか海の市民会議（よ

こすか海遊クラブ）が主催する「深浦湾のアマモ場の生きもの観察会」に変更しました。これが幸いし

て、18 日の午前中は雷鳴がとどろき大雨洪水警報が発令されたお天気、19 日は海にはもってこいのカ

ンカン照りの真夏日になりました。９時に追浜駅に集合しバスで会場となる（株）リフレックス浦郷リ

サイクルセンターに着きました。工場内奥の岸壁からは海の中でアマモが揺れているのが見えます。 
 最初に全員で記念撮影、開会挨拶もそこそこに全員箱メガネを持って海に入りました。揺れるアマモの草

原の中にお魚がいないか箱メガネで覗きこみます。大きな網で獲物を採取し、捕れた魚貝類を水槽へ。残念

ながら大物は捕れませんでした。少々観察に飽きた“すかっ子”は箱メガネを浮き輪代わりにして泳ぎます。 

お昼は“アラメとさつま揚げの煮物”が配られましたが、これが今日の“もういっこ”。 

 午後からはミニ水族館の生きものについて“お魚くん”顔負けの名解説、みんな真剣に聞き入りました。

この後、“すかっ子”は貝山緑地へ。しかし貝山緑地へ行ったのは３人だけ。４人のサポーターと展望台から

の眺めを堪能し、セミの脱け殻採集では取りも取ったり 70 個以上、充実した海と山の１日でした。（高橋） 

（３） 
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セミの脱け殻の一部 
生きものの解説 アマモ場で観察･採取 

① ② ③ 



●１０コース 伝承文化  [創作・科学クラブ] 

第４回 ８月１１日   ”色をしらべる“ 
『色』って、なにかなあ? というところから考え始めました。まず、色は目でしか感じ取れないことを

確かめました。そして、色の源は『光』であることを体験しました。でも、当日は日差しがほとんどなく、

プリズムでは失敗。CD 板に懐中電灯を使って調べました。光が曲がることは、コップの水の中に定規を

入れると曲がって見えることを観察して、光が物質の中を通ると曲がる性質が 

あることを理解したようです。『サラダ油』でも同じようになるか、もっと調 

べてみてはと、投げかけておきました。 

 折り紙の色は、跳ね返ってくる光が同じ色になるようなインキを使っている 

こと。もとは白い紙だということも、わかったようです。 

 次は、持ってきた絵の具や花の色は混ぜるとどうなるか、調べました。 

混ぜ方によって、紫色のように見えても、いくつかできた紫っぽい色が微妙に 

違うので、どのように表現しようかと、考え込むこともありました。 

 色調べの最後は、化学変化による色 

の変化を調べました。『酸』と『アル 

カリ』です。用意した酸は『酢』と 

『クエン酸』、アルカリは『重曹』で 

『アンモニア』は用意できませんで 

した。それでも、変化がはっきりわ 

かって傾向がわかったようです。 

楽しかったね。（沖 記） 
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               “お砂糖
さ と う

で飴
あめ

を作ろう” 

会場は総合福祉会館６階の調理室、9 時 15 分開始。 
用意した計画に従って活動を開始。ただし、受付で、 
「今日は午後から市の方が使用するので、10 分前には 
空けてください。」とのこと。後片付け時間を予測して 
出来るところまですることにしました。                          
最初は、『砂糖』を、水無し・水有りで温めた時どうなるか調べま 

ました。燃えたりこぼれたりして。「ワー」「アッ」初めての体験１。 
写真右は、使用する砂糖の量を測っているころです。水を少し加えた 
『砂糖』を温めていく過程の温度調べのあと、初めての体験２をしま 
した。『カルメ焼き』です。 
初めに作り方を説明し、その後、自分の持ってきたお玉や『砂糖』 

を使って挑戦しました。試作した砂糖は、「三温糖」でしたが、子ど 
も達には「三温糖」「黒砂糖」「白砂糖」で、用意してきた自分のお玉 
で自由に挑戦させました。どのようなもの・飴ができたのでしょう。 
片付けまでの時間が 30 分ほどあった 

ので、残っている『砂糖』と、飴に加え 
る具を使った飴作りをしました。『カル 
メ焼き』に再度挑戦した人もいます。 
写真が上手に出来た『カルメ焼き』です。 
 最後に使用した用具類を片付け 
ようとして気づきました。試作で作 
った『カルメ焼き』は、ほとんどが 
なくなっていました。みなさんが初 
めての体験を喜んでいたのが、うれ 
しかったです。（沖 記） 

夏季特別講座（８月２０日） 
すかっ子  4 名 
サポーター 2 名 

 

 

   

◇◇すかっ子セミナー２０１２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 

□発行：平成２４年（２０１２年）８月３１日（高橋） 

 

すかっ子  2 名 
サポーター 2 名 

（４） 
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