
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 

小中学生の土曜体験プログラム 

第５号 

２０１２年９月２８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 

●１０コース・伝承文化 “創作・科学クラブ”  

第５回(９月８日) 環境エネルギー館の見学・体験 

前の月に、集合場所や経費などを書いた日程プリントを渡してありました。時刻通り横須賀中央駅に

集合。京急鶴見駅では、ちょうどいいバスに間に合い、目的の『東京ガス・環境エネルギー館』に 10 時

15 分に着きました。陸君は前に来たことがあると、一番におすすめの場所に洸佑君を案内。それは「水

の循環」を体験装置と映像で理解できるように展示してあるコーナーでした。 

この館を勧めた第一の目的は、生活の中で、なんとなく過ごしてしまう環境を、一つひとつ押しつけ

でなく、自分で考えて欲しかったことです。各展示コーナーは、子供たちが興味を持つように設定され

ています。こどもによって、興味の対象に差がありますから、たくさんの 

課題が展示されているのは良いと思います。 

他に見ておいて欲しかったのは、「映画」です。言葉ではなかなか表現 

できないことを映像は一瞬に見せてくれます。10 時 30 分から、20 分間、 
「地球の一日」を見ました。こどもが起きてから寝るまでの行動を、いろ 

いろな動物と比較してありました。食べたり・ウンチしたり・走ったり・ 

怒ったり。11 時 30 分からは、「みんな生きている」の映画を見ました。 

動物も植物も、大昔から代を重ねて生きてきていること、これからもつづ 

いてほしいことを願っていた映像でした。 

この後、屋上に造られたビオトープも見学しました。 

みなさん、記録ノートに、なんとかいたのか見てみたいです。 (沖記) 
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二人で協力、ゲームに挑戦 屋上のビオトープで ②本当に溶けるかな？ 

①発砲スチロールを溶かす 



● 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５回（９月１５日）  「三菱みなとみらい技術館」で環境・エネルギー学習            

 9時30分に横須賀中央駅ホームに全員集合。今回サポートをお願いした神渡さんと自己紹介を済ませ、ちょうどホー

ムに入ってきた快特電車に乗り込みました。横浜で乗り換え、みなとみらい駅へ。駅から 5 分歩いて、三菱重工横浜ビ

ルに着いたのは 10時 10分頃でした。このビルの１・２階が『三菱みなとみらい技術館』、日常生活では触れる機会の少

ない最先端の科学技術を遊びながら学べる、参加体験型のミュージアムで

す。入口ではロボットの wakamaru くんが出迎えてくれて、あいさつ、じゃ

んけん、質問に答えてくれました。 

 1 階の「交通・輸送ゾーン」で環境にやさしいトラム（路面電車）のシミュレー

タ運転を体験してから、「海洋ゾーン」「航空宇宙ゾーン」で「しんかい 6500」
や宇宙ロケットの大型模型などを、「くらしの発見ゾーン」では家の中の省エ

ネのしくみを見学しました。 

 2 階の「エコ・エネ LAND」は環境・エネルギーゾーンで、ここでは地球環境

問題とエネルギーの関係を遊びながら学ぶことができます。「地球レスキュ

ー」では、地球のジオラマ画像をみんなで取りまき、力をあわせて地球の環

境をまもる方法を考えました。原子力、火力、風力、水力、温泉・地熱による

発電のしくみ、CO2 の排出や地球

温暖化についても学べます。   

すかっ子もサポーターもたっぷり体

験して、たくさん知って、一日の活

動が終りました。（野崎） 

①wakamaru くん、こんにちは 

        ②エコ・エネ LAND の入口で 

 

 
 

① 

③地球ﾚｽｷｭｰにﾁｬﾚﾝｼﾞ 

●９コース: 自然系 E “すかっ子ヨットクラブ ” 

  第５回(９月８日)   操船が上手くなりました。  

 正規の訓練は五回目ですが、９月２５日現在 19 回練習を重ねています。 

前回のすかセミ通信でもお知らせしましたが、休まずに来ている子達は約 9 メー 

トルの船を上手に操船出来るようになりました。大人達が乗っている船は港を出入りする時、船長が操船す

るのでクルーの大人達は狭い港内での操船をする機会がありません。従ってブイ着けなど微妙な操船が出来

ませんが小学生のすかっ子達がブイ着けなどを当たり前のようにやっているのでビックリしています。 

 話はそれますが、8 月の中旬に 2 期生の倉邊先輩と 9 期生の大輝君はカメ吉さんと房総の勝山漁港に行って

きました。勝山漁港の直ぐ裏には小山があって、山頂には勝山城がそびえ東京湾を出入りする船は総て見る

ことが出来ます。鎌倉時代に三浦半島から攻めて来る北条軍の船を見張っていた所です。 

 先輩の二人は技量十分で何処へでも航海することが出来ますが、今期の 10 期 

生も早く何処へでも行けるように頑張っ 

ています。 

(ｷｬﾌﾟﾃﾝ 

 正木） 
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● ５コース 自然系Ａ “川がき探検隊”   すかっ子１６名、サポーター７名、他３名 

第５回（９月１日）： 前田川、局所豪雨で上流まで行けず 

 ９月に入っても真夏の日射し、入道雲がちょっと気になるが、まずは相模湾を見下ろ 
す「きらきら公園」へ。全員が揃ったところで水環境の健全性をしらべる「みずしるべ」 
の説明を聞いた後、前田川の河口へ出ました。大潮で水が引いた川に入って魚すくい。 
ボラ、フグの稚魚、エビ、カニなどが捕れました。元大楠温泉前で水質検 
査（パックテスト）を始めたところで大粒の雨が当ったかと思うと物凄い 
雨が降り出し、あわてて近くの家の車庫に雨宿り。“すかっ子”は大喜びで 
雨の中に飛び出してずぶ濡れを楽しんでいました。20 分ほどで雨が上がっ 
たので、お国橋に出て「前田川遊歩道」へ。階段式魚道、下の大堰で水遊 
びしながら堰谷戸川出合の川原に 12 時 30 分到着、やっとお昼。食べ始め 
てすぐにまた雨が降り出したので木の下に雨宿りするが、雨足がひどくず 
ぶ濡れに。15 分ほどで小降りになったとこ 
ろで急いでお弁当を食べ終え、上流ゆきは 
中止。上の道路を戻り、正行院の本堂前を 
お借りして着替えさせてもらいました。 
“恵みの雨”といいたいところですが、“す 
かセミ”を始めて 11 年、途中で中止したの 
は初めてのこと。“みずしるべ”の調査も下 
流だけとなってしまいました。（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８名、サポーター３名 

第５回（９月１５日）： 荒崎海岸の岩礁を歩いてソレイユの丘へ 

三崎口駅に全員が時間前に集合したので、9 時 31 分発のバスで荒崎へ。みんな眠そうな顔をしていて

元気がない。海沿いに歩き荒崎公園につき、切り立った“どんどんびき”を見て海に突き出た潮風の丘

に登る。眼下に見える荒々しい岩礁を見ると“下りていいですか”と、展望もそこそこに勇んで急な崖

を下りて潮溜りで魚すくい。濡れるのも気にせず、いつもの元気な“すかっ子”になっていました。小

さな網で、カニ、エビ、お魚、フナムシまで捕まえた子も。珍しく崖の上にはアキアカネがたくさん飛

んでいました。まだまだ遊んでいたい子どもたちを急かせて、岩礁のハイキングコースを進み、磯浜で

お昼にしました。みんな食べ終わって磯で遊び始めた頃、ポツリと雨が当ってきたので先を急ぎ、途中

の岩陰で雨宿り。大した降りでないので雨宿りはサポーターだけ、子どもたちは雨の砂浜で元気に遊ん

でいました。小降りの中、ソレイユの丘へ。土曜日ということで園内は家族連れなどで賑わっていまし

た。スタンプラリーが行われていたので全員で参加することにして、「入口に 2 時 40 分集合」というこ

とで自由行動を言い渡しました。友だち同士、思い思いに雨の上がった園内を廻り歩き、景品の４色ボ

ールペンをいただいて入口に戻り、14 時 53 分発三崎口駅直行のバスに乗ることができました。（高橋） 
 

（３） 

すかっ子セミナー通信 2012 No.5 2012.9 
ソレイユの丘でスタンプラリー 荒崎海岸の岩礁を歩く 岩礁の潮溜りで魚すくい 

 

 

  

アオサギ 

河口で魚すくい 

正行院で着替え 下の大堰で水浴び 

 
 

 



                               ※６コース自然系Ｂ ９月の報告お休み  

                   自然ふれあい楽校は、すかセミ実行委員会に所属する 

いくつかの環境団体が参加し活動しています。 
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        すかセミ・プログラムも最終月になりました。 

 ５月にスタートした“すかっ子セミナー2012”も９月のプログラムを終えて、最後回・10 月のプログラムを

残すのみとなりました。この後、11 月の合同発表会に向けてそれぞれコースごとに展示用ポスターづくり、

発表の準備が行われることと思います。合同発表会（下記）には、みなさん参加してください。（事務局） 

（４） 

すかっ子セミナー2012 合同発表会 

□ 日時：2012 年 11 月 18 日（日）13 時～16 時 

 □ 場所：まなびかん（生涯学習センター） 

       汐入駅徒歩７分 

□ 内容：・各コースの活動報告（約 15 分ずつ） 

    “すかっ子”とコース責任者 

       ・修了証の授与 

       ・記念写真撮影 

□ 参加：“すかっ子”と保護者 

よこすかＥＣＯ通信（第６号） 

＜9 月横須賀市環境教育・ 

環境ネトワーク会議発行＞ 

“エコ活動みつけた”のタイトルで、第２

回横須賀 ECO 大賞（平成 23 年 1 月）を

受賞した「すかっ子セミナー自然系 A&D

コース」の活動が紹介されています。 

5 ｺｰｽ｢川がき探検隊｣、8 ｺｰｽ｢海っ子･山っ

子･もういっこ｣の担当団体が同じことか

ら、“こどもエコクラブ”に一緒に｢自然系

A&D ｺｰｽ｣の名前で登録しています。 

 受賞したのは、一昨年参加し活動 

した先輩 OB･OG ですが、副賞の市 

長参加は、昨年 7 月８ｺｰｽの”佐島か 

ら天神島へ”のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに参加してい 

ただき、いっしょに“釜揚げシラス” 

の工場見学・試食を行いました。 

（事務局） 

◇◇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） 

 

 

日時 プログラム 人数 参加費 

23 日（祝） 

14:00 

～15:30 

｢だるま森のがっきやさん｣ 

音あそびワークショップ 

小・大 

(30 人) 

 

500 円 

23 日（祝） 

16:30 

 ～19:30 

夜の自然観察会 

～野原と星空～ 

小・大 

(20 人) 

 

500 円 

24 日（土） 

9:30 

 ～15:00 

「前田川」完全踏破 

～晩秋編～ 

河口から源流まで 

小４ 

 以上 

(20 人) 

 

500 円 

25 日（日） 

10:30 

 ～14:00 

つる草や木の実で 

森のクラフト教室 

小・大 

(30 人) 

 

500 円 

25 日（日） 

13:00 

 ～16:00 

竹細工教室 

「篠笛」づくり 

小５ 

以上 

(10 人) 

1.000 

  円 

 
詳細はプログラム参照 

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

	すかセミ通信12-5（表紙）.pdf
	すかセミ通信12-5（２）.pdf
	すかセミ通信12-５（３）.pdf
	すかセミ通信12-5（裏表紙）＜１＞.pdf

