
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 

小中学生の土曜体験プログラム 

第１号 

２０１２年５月３１日（木）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 

１１年目“すかっ子セミナー２０１２”がスタート 

 “すかっ子セミナー”は公立の学校が５日制となり土曜日がお休みになった 2002 年（平成 14
年）に、市内で活動する有志の市民団体により実行委員会をつくり開講しましたので今年は 11
年目になります。先の実行委員会では、これまでのプログラム内容、運営などの見直しを行い、

問題点の改善、内容の充実をはかり、新たな 10 年に向けてスタートいたしました。 
土曜体験プログラムですが、今年は会場の関係で５月１３日（日）に市生涯学習センター２階

の市民ホールで「オリエンテーション（開講式）」を行いました。今年も五月晴れのよいお天気

に恵まれ、初めて参加の“すかっ子”、リピーター合わせて約 40 名と保護者・家族が受付を済

ませ、定刻の 10 時に藤澤事務局長の司会でオリエンテーションをスタートしました。 
 高橋実行委員長の挨拶に続き、みなさんに配布した「記録ノート」の最初に書かれた“すかっ

子セミナー2012 参加者のみなさんへ”の文章を、藤澤事務局長の後に続いて大きな声で読み上

げました。緊張気味だった初参加の“すかっ子”も少し緊張がほぐれ、続く「各コースの担当者、

プログラム内容」の紹介に耳を傾けてくれました。残念ながら今年も休講のコースが出ましたが、

夏休みに誰もが参加できる「特別企画のプログラム」を計画したいと考えております。 
 これから毎月１回（9 コース・ヨットは複数回）、10 月まで野外での活動が多いと思いますが、

安全に留意して、学校では教わらない・想定外（？）のさまざまなことに気づき、体験してくだ

さい。市内 15 小中学校から集まった違った学年の友だちと仲良く楽しんでください。実行委員、

サポーター一同、11 月の合同発表会を楽しみにしています。（実行委員長 高橋弘二） 
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 大きな声で｢はじめに｣を読み上げる“すかっ子”  ９コースのオリエンテーション 



● １コース 生活環境系  よこすかエコニコ・サークル 

第１回 ５月１３日‘逸見・汐入から諏訪神社へ’（すかっ子:１人 サポーター:３人） 

 予定では横須賀駅からヴェルニー公園、三笠公園を通る“うみか

ぜの路 10000ｍﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ”を歩くはずでしたが、ヴェルニー公園、

三笠公園でイベントがあると聞き、混雑を避けてルート変更をする

ことにしました。同じコースを歩くはずだった 5，8 コースのみなさ

んと一緒です。まずはオリエンテーションのあったまなびかん下の

芝生でお弁当。お腹一杯になったら井戸を見つけて水を出したり、

おにごっこをしたり・・・。さあいよいよ「うらが道」を通って山

越えです。歩け歩け。古い街並が残る逸見から山を登り、艦艇が浮

かぶ港を見下ろせるスポットへも。大きな護衛艦「ひゅうが」が見

えました。虫や草花を観察しながら着いた諏訪神社の裏手の山では

思う存分遊びました。崖を滑り、木に登り、落ち葉のかけあいっこをして走り回っている子がいるかと思えば

草花を摘んで輪にしている子がいたり・・・。最後は１人１枚白い紙をもらい紙飛行機を作って空へ向かって

全員で飛ばしました。うまく飛ぶように折るのは意外と難しかったけど、ふわりと飛ぶとすごく気持ちいい！

（記録：田中） 

 

井戸のポンプをギコギコ押したよ 

「うらが道」をとおって諏訪神社へ！ 

紙ひこうきよ、高く遠くへ飛んで！ 

●５コース自然系Ａ：“川がき探検隊” 参加者：１４名 

●８コース自然系Ｄ：“海っ子・山っ子・もういっこ”   参加者：８名 サポーター：６名 

  第１回５月１３日（日）  逸見から浦賀みち、諏訪公園で遊ぶ 

５コース、８コースの主催団体が同じため、オリエンテーション後のプログラムは２つのコースがいっしょ、

サポーターを含めると 30 名近い(１コースも合流)。予定していた三笠公園はカレーフェステバルで大混雑が

予想されたため、ルートを変更して昨年同様、逸見の裏通りから丘陵を歩く“浦賀道”へ。車が通れない道な

のでサポーターも安心。横須賀本港を見下ろすビューポイントでは、左手に自衛隊の護衛艦、右手に米軍基地

の潜水艦が望める。軍港めぐりの遊覧船が出て行った。新緑の木々、草花、昆虫・・・道端の自然観察でいっ

ぱい道草。階段を下りると汐入郵便局横に出た。サポートセンターでトイレ休憩し、急な階段を登って諏訪公

園へ。広場に出ると木陰に荷物を置き、すぐに急な崖を下り（滑り）上り。低学年の子も後に続く。お尻が泥

んこも平気。サポーターは 

下の道で見守る。ここは落 

ち葉がいっぱい。頭から掛 

けっこ。遊具なんかいらな 

い。もっともっと遊んでい 

たかったけど、３時に諏訪 

神社に無事をお祈りして解 

散しました。（高橋） 
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●１０コース 伝承文化  [創作・科学クラブ] 

 第１回（ ５月１３日 ） “『創作・科学クラブ』でしたいことは?” 

今年は、10 コースの入会者が初め一名でしたが、昨年参加した一人が他のコースと複数コース

で参加してくれることになりました。オリエンテーションの後、どんなことに関心があるか、例を

示したアンケート用紙に書いてもらいました。一番関心があるのは、『電気は見えないけれど、あ

ることを調べたい』でしたので、来月、調べてみることにしました。 

その後、時間が少しありましたので、簡単なコマを作ってみました。急だったので用具が不備

でしたが、みんながんばって取り組み、回し方もだんだん上手になりました。 

【６月と７月分の予定】                                                      

□６月 ９日（土）『目に見えない電気を調べる。』  実習場所 (上町)青少年会館美術室 

  持ち物 (家にあれば)電池・磁石・筆記用具 (その他は用意します。)          

□７月１４日（土）『仕掛けを使ったオモチャ作り。』 実習場所 (上町)青少年会館美術室 

その他、用意してくるものは、 

通信 No.2 でお知らせします。 

７月の体験参加を歓迎します。 

準備の都合上、６月末までに申し 

込んでください。小学 3 年生以下 

でも相談に応じます。 

(担当 沖 )      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
●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」 

 今年の参加者は５コースと複数コース参加の原田君１名で 5 月 13 日は５コースに参加しました。

６コースの活動は「三浦半島自然ふれあい楽校」のメンバーが“湘南国際村めぐりの森”で実施す

るモニタリング調査に参加します。これからでもＯＫ、希望者は参加しませんか。（野崎） 
 

●９コース自然系Ｅ すかっ子ヨット・クラブ 
  第１回 ５月１３日（日） 新しいファミリーができました！！ 
 

 
2012 年度のヨットクラブのメンバーは、中 2 の邑斗、輝汰、小 5 の玄、健吾、小 3 の巧海の 5

人でスタートしました。毎月第２土曜日の定例練習日の他に、毎週末練習を重ねるつもりです。さ

て夏休みは先輩たちのクルージングに何人連れていって貰えるでしょう。 
 “まなびかん”でのオリエンテーションの後、油壺に移動し、早速、船上でのしつけ教育です。

「片手は自分のため、片手は船のため」自分の身を守る片手は必ず空けて、デッキを歩く時は何か

につかまりながら。万一、船から落ちる時は大声を出して他の人に知らせなさい。水の中では海水

浴をしているつもりで、パニックにならないようにねツ。お母さんや弟妹も一緒に行ったので、み 
 んな揃って記念写真を撮りました。 
（キャプテン正木） 
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［すかっ子セミナー2012 参加学校名］    2012年 5月 20日現在 

◆横須賀市立小学校（１３校）        ◆横須賀市立中学校（２校） 

・追浜小学校  ・山崎小学校 ・大津小学校     ・池上中学校 

・馬堀小学校  ・池上小学校 ・桜小学校      ・衣笠中学校 

・粟田小学校  ・野比小学校 ・野比東小学校   

・津久井小学校 ・長井小学校 ・大楠小学校  

・関東学院六浦小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

［プログラム実施団体］ 

 ・ゴミ･エコ･ネットワーク・神奈川県環境学習ﾘｰﾀﾞｰ会・浦賀文化史ｻｰｸﾙ・地球っ子くらぶ 

 ・アウシュヴィッツの会かながわ・よこすか海の市民会議・横須賀｢水と環境｣研究会 

 ・We Love 平作川・三浦半島自然保護の会・横須賀 SL(ｽﾏｰﾄﾗｲﾌ)研究会・横須賀学の会 

 ・レッド･シャークⅡと仲間たち ・手作りオモチャの会 ・We Love 自然ふれあい楽校 

 ・NPO 法人ＷＥ21ジャパンよこすか・ハンズ・オン・インターナショナル 

［協力団体］ ・かながわ環境ｶｳﾝｾﾗｰ協議会横須賀三浦支部 

［事務局］  ・NPO法人よこすかパートナーシップ･サポーターズ（YPS） 

 

 

 

［参加者学年別内訳］  [人] 

学年 男 女 合計 

小学校１年生 １ ０ １ 

２年生 ０ ０ ０ 

３年生 ５ ２ ７ 

４年生 ５ ４ ９ 

５年生 ８ ４ １２ 

６年生 ７ １ ８ 

小学生 合計 ２６ １１ ３７ 

中学生 合計 ２ ０ ２ 

  合 計 ２８ １１ ３９ 

注：延べ参加者数（実数 37 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）５月３１日（高橋） 

［参加者コース別内訳］  [人] 

コース 男 女 合計 

１コース ２ ３ ５ 

２コース － － － 

３コース － － － 

５コース １０ ５ １５  

６コース １ ０ １ 

８コース ８ ３ １１ 

９コース ５ ０ ５ 

１０コース ２ ０ ２ 

合 計 ２８ １１ ３９ 

［注］［－］は催行人数に満たなかったため休講 

（４） 

http://www.yps.or.jp/
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