
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 

小中学生の土曜体験プログラム 

第１号 

２０１４年５月２９日（木）発行 
すかっ子セミナー2014 実行委員会 
連絡先 事務局（ＹＰＳ） 
Tel＆Fax  046-823-1965 （藤澤） 
e-mail  ypshirof@aol.com 

“すかっ子セミナー２０１４”がスタート 

～４１名（延べ）の“すかっ子”が５コースで活動～ 

 5 月 17 日（土）10 時から横須賀市産業交流プラザ第一研修室において“すかっ子セミナー2014”のオリエ

ンテーションを開催し、10 月まで６回のプログラムをスタートしました。今年は 13 年目を迎えますが、残念

なことに１コース生活環境系“エコニコ・サークル”が催行人数に達せず、応募された方には他コースに変更

していただき、１コースは休講といたしました。その代りとして、同じく休講となった２コース郷土史“三浦

半島お宝さがし”とともに、夏休みに「特別講座」を開催する予定ですので、どうぞご参加ください。 
 オリエンテーションは“すかっ子”、保護者、スタッフ合わせて約 80 名が参加して、藤澤事務局長の司会

進行で開始しました。最初に高橋実行委員長の挨拶があり、続いて各コース責任者によるコースの活動内容、

スタッフの紹介が行われました（休講コースも）。その後、注意事項について説明があり、全体にかかわる質

疑は特になく、予定通り 10 時 50 分、オリエンテーションを終了しました。 
 10 分間の休憩をとった後、各コースに分かれて“すかっ子”、保護者に対して、コース責任者からプログラ

ムの内容、集合/解散時間・場所、注意事項など詳しい説明があり、質疑応答が行われました。五月晴れに恵

まれた午後からは、それぞれ保護者も参加して第１回のプログラムが実施されました。 

 “すかっ子”のみなさん、これから学校も学年も違う仲間と一緒にスタッフの指導のもとで活動します。「記

録ノート」の“はじめに”に書かれているように、学校では得られないさまざまな貴重な体験・経験をいっぱ

い積んでください。気づいたこと、思ったことなど記録ノートにメモしておいて、11 月の合同発表会で報告

してください。期待しています。（高橋） 
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  オリエンテーションの様子 “すかセミ 2013”パネル展示 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●５コース＆８コース・自然系 A&D “川がき探検隊”＆“海っ子・山っ子（山編）” 
 第１回 ５月１７日 オリエンテーションの後、街中の諏訪公園、三笠公園へ 
 

５コースと８コースは実施団体が同じため、オリエンテーション後の第１回のプログラムは例年通り合同で

実施しました。今年は５コースが 10 名、８コースが 16 名（重複参加が 5 名のため、実質 21 名）、オリエン

テーション終了後、たくさんの保護者も参加されて会場の産業交流プラザを出発しました。 
まず「どぶ板通り」に出て延命地蔵のすぐ先から右（山側）に折れて階段道を登りました。横須賀幼稚園に

は明治天皇がたびたび訪れた向山行在所跡の碑があり、さらに進むと緑が丘学院下にも行幸記念碑が建てられ

ていました。そのまま登り切って大正天皇のご成婚を記念して造られた諏訪公園の広場へ出て、ここで昼食。 
食べ終わった子どもたちは急な斜面の登り降りに挑戦。お尻を泥んこにしながらたっぷり楽しんだ後は山を

下りて、諏訪神社の本殿へ。途中、動物愛護の碑が建てられていました。戦時中まで、ヒグマや山羊が飼われ

ていた小さな動物園があったとのことですが、今は知る人もほとんどいません。 
諏訪神社の階段を下りた前方に、ゆるやかな曲線美の建物・聖ヨゼフ病院があり、坂の左手にある町内会館

の正面上部には珍しい「鏝絵」を見ることが出来るので、保護者の方たちに説明しました。良長院前の通りを

抜け、大通りを横断して、「どぶ板通り」の面影を残す狭い路地を抜けて三笠通りへ向かいました。ここには

（ドブ？）の上に横に敷き並べられたコンクリート板が残っていました。 
三笠公園入口ゲートを入ると、神奈川歯科大・横須賀学院横の通りには水路が流れていて、女の子はあらか

じめ道々作っておいた笹舟を、男子は落ちている木の葉を浮かべて速さくらべ。この日は暑かったこともあり

一人が靴下を脱いで、「足湯」ならぬ「足水」を始めました。すると、みんながそれに倣って｢足水｣。ここに

は「めだかの学校の歌碑」がありますが、子どもたちは余り関心がなく素通りしてしまいました。 
 三笠公園の広場には、機関車風非常時用貯水タンク（100m3）が設置されているので説明しました。その後 
公園奥の踊る噴水広場へ。ここでは男の子は高さ・水量・方向が変わる噴水をゆっくり見るどころではなく、

水道の水で頭を濡らして、おおはしゃぎ。 
【感想】この日はほとんどの保護者の方たちも同行 
されました。天候に恵まれたこともあり、子どもた 
ちは大いに楽しんだようですし、参加された保護者 
の方も子どもたちのはしゃぐ姿を見て安心され、初 
めてのコースや説明にも満足していただけたようで 
した。 （中村記） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
三笠公園の水辺で（ちょっと疲れたかな？） 

演奏中の噴水を見つめる 

諏訪公園で崖の登り下り 
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●９コース・自然系Ｅ “すかっ子・ヨットクラブ” 

 第１回（５月１７日）、第２回（５月２４日） 小６トリオでスタート！！ 

■すかっ子セミナーの全体オリエンテーションを終えた後、みんなで海軍カレーを食べて腹ごしらえ完了。お

父さん、お母さん、弟妹と一緒に、船の待つ油壺へと向かいました。今年は、昨年から継続して参加の 2 名の 6
年生に加えて、初めて参加の 6 年生が１名。「小６トリオ」 

でのスタートとなりました。 

港の桟橋から船に行くまでのテンダー（小舟）を漕ぐの 

は、もう慣れたもの！ みんなを乗せて移動したり、湾内 

を探検したり・・。そうしているうちに子どもたちは自然 

に船の揺れに体が慣れていくのです。（写真 1） 

船内でお茶を飲んだり、話をしたりしながら体を慣らし、 

いよいよ油壺湾の外へ船を出すことにしました。湾の外は 

少し風があり、時折飛沫がかかるセーリング日和。緊張の 

面持ちで海を見つめていた初参加の 6 年生も、ドキドキと 

わくわくの両方の気持ちを感じていたことと思います。（写真 2）この日は短い時間でしたが、気持ちのいいセ

ーリングを体験し港へ戻りました。（写真 3） 

■ヨットクラブは土曜日ごとに海に出ます。次の週（5 月 24 日）は船のスケッ 

チから始めました。潮水を浴びた船を真水で洗ったり、飲み水の補給をしたりの 

準備も手分けして行いました。船を動かすには船のことをいろいろ知らなくては 

なりません。船の整備に使う工具箱の中のたくさんの工具を知ることも大切。珍 

しい道具には興味津々でした。今年２年目の二人が先生になって船を動かす準備 

を行い、セールを揚げて、いざ湾の外へ。風がやや強く波もあったので、何度か 

潮水を被ることもあったものの、ロープを引いたり先輩と一緒に舵を取ったり、 

「さむい～」と言いながらも、船の仕事をする姿はなかなかのものでした。 

船の上での活動は、生活そのものです。食事の用意や後片付けも大事な仕事。 

船の一員として、力を合わせて、みんなが安全に、楽しく過ごせるようになって 

欲しいと思っています。 

「小６トリオ、がんばれ！」 

この夏は、少し遠くの海にも出かけられたら・・・と、夢は広がっていきます。 

（村松志津枝・記） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真１ テンダーは慣れたもの 

 

 
写真２ 初のセーリング 

写真３ 初日のプログラムを終えて 
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●１０コース 伝承文化  [創作・科学クラブ] 

     第 1 回（ 5 月 17 日 ）  『 簡単なオモチャ作り 』 

 昨年度の［科学・創作クラブ］参加者は、男子だけでしたが、今年は男子 5 名・女子 5 名の定員（10

名）ちょうどになりました。 

 現在は「不思議に思うこと」、「わからないこ」、「調べたいこと」など、ネットを通して簡単に調べるこ

とができます。でも、それは言葉や映像による知識にはなるでしょうが、言葉では言い表せない感覚を通

しての理解は薄いと思います。子供のときに、体を動かして体験したことは、言葉では表しきれない感覚

として身につき、あとあと、きっと何かの役に立つと思います。 

 第１回目の体験は、オリエンテーションのあとの少しの時間でできるオモチャ作りをしました。作った

順から、「ヘリトンボ」・「箱パズル」・「はね虫」です。 

 当日は、１名欠席で１名は重複参加のため他のコースに参加しました。 

休んだ人には、次回に材料を渡すことにしています。きっと、友だちがつ 

くり方を教えてあげるでしょう。 

 はじめに作った「ヘリトンボ」は、室内だったので、試作品だけを飛 

ばしましたが、「どうしてとぶの?」と、早速疑問が出ました。言葉で説 

明するより、いくつも作って飛ばし、工夫してよく飛ぶようになったら、 

ほんとうに理解するでしょう。 

 「はね虫」は作ったことがある人もいました。「箱パズル」は、何人か 

材料の関係で組立できなかった人がいました。これは、使う材料の吟味 

をしっかりしておかなければいけなかったと、反省しています。 

 作り始める前に、次回、６月の予定を話しました。 （沖 記）     今年の参加者名（敬称略） 

                                   

  ３年  西山准哉                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回 お知らせ済                         

 ・６月１４日：『硬さの違うスライム作り』 場所 青少年会館  9 時 30 分～12 時  

第３回目 

 ・７月１２日：『クロマトグラフィー』  場所 総合福祉会館  9 時 20 分～11 時 50 分 

□ 持ち物：  記録ノート・筆記用具・雑巾・水に溶けているもの 
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写真 テーブルを囲んでいっしょけんめい ３年生 原 拓生 
３年生 西山 准哉 
４年生 吉田ニコラ仁志 
４年生 内藤 大翔 
４年生 町田 青空 
４年生 中島 健太 
４年生 田澤 来実 
５年生 岩元 彩香 
６年生 西山 朋花 
６年生 大宮 舞凛 
＝以上 10 名 

担当： 南川・沖 



● ６コース 自然系Ｂ  “モニタリング調査で自然博士になろう” 

第１回(５月１７日) オリエンテーションとコースの活動についての説明会       

 自然系 B コースは、6 月〜10 月の 5 回の活動全部を、 

湘南国際村“めぐりの森”で行います。“めぐりの森”は 

広さが 112 ヘクタールもあって、森や野原や小川があり、 

いろいろな野生の生きものに出会えるところです。 

活動では月ごとに観察する生きものの種類や調査の方 

法を変え、自然からたくさんのことを楽しく教えてもら 

います。 
 オリエンテーションのあとのコースの説明会で、参加 

者の土川くんと石井くんから、次のような質問が出され 

ました。とてもよい質問でしたので、ここに紹介します。 

「虫網と虫かごは持っていってもいいですか？」 

答えは、「どうぞ持ってきてください。生きものをよく観 

察するためには、あと虫メガネもあるといいですね。」 

 めぐりの森の野原は大楠山のふもとまで広がっている。「捕まえた 

虫は、家に持って帰ってもいいですか？」 この質問には「自然の中 

で活動しながら、その答えと理由をいっしょに考えよう。」と答えま 

した。すかっ子セミナーでは“体験すること”をとても大切にしてい 

ます。自然系 B コースでも、自然にふれあい、疑問をもち、考え、 

答えを見つけることで、知識だけではなく、生きていく力と知恵を 

育てていきたいと考えています。 

 葉山町や逗子市の小学生にも参加を呼びかけ、現在、仲間は 12 名 

になりました。来月からの活動が楽しみです。（野崎）       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

めぐりの森の野原は大楠山のふもとまで広がっている 

森の王様は 350 歳の大タブノキ 

（５） 
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 ●１コース “エコニコ・サークル” 
世界で一番小さな科学館「理科ハウス」へ 
・追浜駅⇒鷹取山⇒神武寺⇒理科ハウス⇒神武寺駅 

□月日： 8 月 9 日（土） 
□集合： 9 時半京浜急行追浜駅改札口 
□解散： 15 時半（予定）神武寺駅 
□持ち物： お弁当・水筒・帽子・交通費 
□申込み：Tel 080-5405-2671（田中）または 

     （ﾒｰﾙ）joyatsuko@nifty.com 
□締切り：7 月 15 日（火）まで 

※雨天の場合は集合 

場所が変わる場合が 

あります。当日朝、 

連絡いたします。 

 

夏休み特別企画の案内 

 

●２コース “三浦半島お宝探し” 
郷土史・夏の体験学習 

 □講師：山本詔一さん（浦賀文化史サークル） 

 □日時： 7 月 26 日（土）９時～１２時 
 □内容：「よこすかお宝探し」 
     コース・内容詳細はすかセミ通信 No2 で 
 □参加費：500 円、お友だち､ご家族でどうぞ。 
身の周りのものから歴史を学ぶ楽しさを感じよう！ 
 
 

予告 

●８コース “海っ子・山っ子” 
深浦湾のアマモ場で生き物観察 

 □日時：８月２３日（土）10 時～14 時 
 □内容：箱メガネを使ってアマモ場の生き物観察 
 □集合：９時、追浜駅改札口（バス乗車） 
□持ち物：お弁当、飲み物、着替え・タオル 
□よこすか海遊クラブ主催、＊参加費 300 円 

 □８コースの“すかっ子”も参加します。 
 ※参加希望者は高橋まで（Tel  090-5499-0831） 理科ハウスの不思議なブランコ 
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［すかっ子セミナー2014 参加学校名］   ２０１３年５月１７日現在 

◆横須賀市立小学校（１４校）        ◆横須賀市立中学校（２校） 

・池上小学校  ・粟田小学校 ・田戸小学校     ・長沢中学校 

・夏島小学校  ・高坂小学校 ・長井小学校     ・野比中学校 

・津久井小学校 ・野比小学校 ・野比東小学校   

・汐入小学校  ・根岸小学校 ・鴨居小学校  

・久里浜小学校 ・一色小学校（葉山町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

［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・横須賀学の会 

・地球っ子くらぶ・万代会館プロジェクト・よこすか海遊クラブ・Ｗe  Love 平作川 

・横須賀｢水と環境｣研究会・三浦半島自然保護の会・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 法人三浦半島生物多様性保全 

［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 ０ ０ ０ 

２年生 ０ ０ ０ 

３年生 ６ ０ ６ 

４年生 １０ ３ １３ 

５年生 ７ １ ８ 

６年生 ７ ３ １０ 

小学生 合計 ３０ ７ ３７ 

中学生以上合計 ２ ２ ４ 

  合 計 ３２ ９ ４１ 

注：延べ参加者数（実数 3５名） 

◇◇◇すかっ子セミナー２０１４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２６年（２０１４年）５月２９日（高橋） 

［参加者コース別内訳］  [人] 

コース 男 女 合計 

１コース － － 休 

２コース － － 休 

３コース 休 休 休 

５コース １０ ０ １０  

６コース ２ ０ ２ 

８コース １２ ４ １６ 

９コース ３ ０ ３ 

１０コース ５ ５ １０ 

合 計 ３２ ９ ４１ 

［注］［－］は催行人数に満たず休講 

（６） 

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

