
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 

小中学生の土曜体験プログラム 

第３号 

２０１４年７月３１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 

斎田浜で遊んで、荻野川を遡り沢山池上流へ 

＝５コース自然系Ａ “川がき探検隊”＝ 

 予定の 7 月 5 日は天候不良で 12 日に順延、１名の体験参加者を加えて 11 名が 9 時 30 分、暑い陽射しの中、

市民病院前バス停に集合、まずは荻野川河口にある斎田浜へ向いました。西浄化センター放流口付近で中学生

が 25cm 位のクロダイを釣り上げたのに出会いました。斎田浜では引き潮で浜に残されたたくさんのヒトデを

ゲット①。しばらく砂浜で遊んでから西浄化センターをひと回りして、いよいよ荻野川の遊歩道を遡ります。

川には今年生まれた稚魚から 70cm を超える大きなコイまで群れ泳いでいました。 
長坂公園でトイレ休憩の後、四阿のある親水公園で水生生物調査＆水遊び、大きなモクズガニ(2)、テナガ

エビ(2)ほかが捕れました。水の濁りも気にせず飛び込んだり潜ったり②③。ここでお昼。午後からは沢山池

田んぼを見て、上流の川原に降りて水生生物調査④、ここではサワガニ、トンボのヤゴなどが捕れました。 
途中、遊び過ぎて遅くなったのですが、みんなの希望で大田和つつじの丘に立寄り、寄った甲斐あって弘輝

くんが「モグラに咬みついたアオダイショウ」を捕まえました⑤（多分、去年捕まえたものでは）。ここから

武山バス停まで歩き、バスで YRP 野比駅へ（17 時前着）。お天気に 
も恵まれ、いろいろなことがあ 
った楽しい１日でした。（高橋） 
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●８コース自然系Ｄ “海っ子･山っ子（山編）” すかっ子 13 名、サポーター７名 

第３回（７月１９日）湘南国際村めぐりの森から大楠山（242m）へ 

小雨が降るかもしれない曇り空、汐入駅前 9 時 33 分発のバス 

で湘南国際村へ向いました。10 時ちょうど、湘南国際村センター 
前に到着、待っていた１名が加わり総勢 20 名、簡単な挨拶の後、 

ほとんどの“すかっ子”が湘南国際村は初めてというので、まず 

センター裏の丘に登りました。残念ながら視界が悪く、富士山ど 

ころか江ノ島も眼下に広がる相模湾の海さえ見えずガッカリ。 

その後、樹齢 350 年という“大タブの木”に寄って、その大き 
さにビックリ、樹幹に触ってパワーをもらいました。 

ここからは大楠山を目指して「めぐりの森」へ。個人差があっ 
て列が長～くなる。坂を下って前田川源流部の調整地入口で、 
大楠山への急な階段を前にしてひと休み、水分補給。 

いよいよ急な登りにかかります。元気組はスイスイと登り､途 
中しんがりが来るのを待って、また登る。だいぶ差がついたけ 
ど 12 時過ぎ無事全員、三浦半島最高峰（標高 242m）の山頂に 
到着しました。山頂からの視界はきかず、わずかに横須賀の西 
海岸が望めるだけでした。高い展望台は登り口が施錠されてい 
て登れませんでした。山頂中央の砲台跡？のコンクリート上に 
乗って､お待ちかねのお昼にしました。 

午後からは衣笠城址に向うハイキングコース、尾根筋を登り 
下りしながら「ごみ焼却場計画地」を通って横浜横須賀道路上 
にかかる大畑橋へ。高速道路を走る車を眺めながらひと休み。 

もうひと頑張り、横横道路沿いの林の中の道を衣笠城址へ。 
見晴らしのきく大善寺への急坂にさしかかる頃、突然の雷鳴、 
ポツリポツリ雨が降り出してきました。幸い大降りになる前に 
衣笠城址バス停に着き、解散しました。（高橋記） 
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珍しい虫を見つけた 大楠山山頂の砲台跡上でお昼 

草原の丘でひと遊び 

 

大タブの木のまわりで 

大楠山登り階段の前でひと休み 

 



●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３回   フィールドキャンプで 『セミの羽化の夜間調査』 

■キャンプ 1 日目：７月２６日（土）                       

 強烈な太陽光線がやっとかげり始めた夕方 5 時 30 分、

湘南国際村センター前バス停に、大きなリュックを背負

ったメンバー（子ども 10 人、大人 6 人）が集合しまし

た。霧を含んだ夕風が海から吹き寄せる広い“めぐりの

森”を横切って「自然ふれあい広場」に到着したのが 6
時近く、まず大小５張りのテントと非常用簡易トイレ３

組を、みんなで原っぱに設置しました。暗くなり始めた

中、ブロックでかまどを組み、お米の焚き釜とカレーの

大鍋を火にかけます。野菜を洗って切る人、火の番をする人、お鍋の中をかき混ぜる人と、自然に役割

分担ができました。「もう、お腹がへってがまんできな〜い！」という声があちこちから聞こえて、そし

てやっと、いい匂いのするお焦げご飯とチキンカレーが出来上がったのでした。あたりはもう、真の闇

です。草むらで鳴くキリギリスの声、頭上にかかる夏の大三角形と、広い自然の中での、おいしい、お

いしい夕食でした。 

 食事の片付けが終わって 9 時 30 分、懐中電灯の灯りを頼りに、急斜面の山道を

上の森へと登っていきます。いよいよセミの羽化の夜間調査が始まります。ササ

の枝に逆さにぶら下がったさなぎの背中を割って、青く透けたヒグラシゼミの成

虫が出てきます。そっと照らした灯りの中で縮んだ羽根がゆっくりと伸びていく

のを、みんな息をのんで見守りました。それから雑木林に行ってカブトムシを探

しました。落ち葉を集めた堆肥場の中からつやつや光る大きなオスがはい出して

くるたびに、歓声があがります。見つけた 5 匹のカブトムシは、つぎつぎにクヌ

ギの幹を登って夜の森に姿を消

しました。テントに帰り着いたの

が 10 時 30 分。それから真夜中過ぎまで続いたのは、

クイズ合戦などの大騒ぎでした。 

■キャンプ２日目：７月２７日（日）                      

 静かな夏の早朝です。5 時 30 分、起床の合図、外は

すっかり陽が昇っていました。起きた人から、それぞれ

紙パック利用のホットドックを自分で作って朝食です。

コンソメスープにデザートはスイカ。やっと起きてきた

寝坊助が食べ終わるのを待って、先月、雨で行けなかっ

た小川に向けて出発です。朝露に濡れた草原を昆虫や植物の観察をしながら往復し、広場に戻ったのが

8 時 30 分でした。 

テントをたたんで荷物をまとめ、「忘れものないかな〜」と確認も終わって 9 時 15 分。まっすぐ解散

場所に向うグループと、アリジゴクの巣を観にまわる元気グループとに分かれて広場を後にしました。

10 時 5 分前、湘南国際村センター前に着いて終了のミーティング、そしてお泊りのフィールドキャンプ

を無事終えて解散となりました。（記：野崎） 
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●９コース自然系Ｅ [すかっ子ヨットクラブ] すかっ子６名、ｻﾎﾟｰﾀｰ２名 

 第３回（７月） 雨にも負けず、うねりにも負けず!! 

7 月は台風の影響などを受け天候が不順でしたが、“雨にも負けず、うねりにも負けず”毎

週土曜日に実施し、いろいろな経験を積みました。（・手旗信号・食事作り・海水浴など）  

◇7 月 5 日（土）  
雨模様でしたが、佐藤さん指導の下、赤白の手旗を自分たちで手  

作りし、出来上がったもので手旗信号を習いました。（船で使う針  
は長さが 5 センチほどもあり、針先の断面が三角形の太い針です。）  

午後から雨が小やみになったので、合羽を着て出港。外海は暗く、  
波立っていましたが良い風が吹いていたので、三人で力を合わせ、  
セールをあげ、舵を取り、沖を目指して快走しました。  
◇７月 12 日（土）  

小網代の海で泳ぎましたが、すかっ子は太一君一人だったので、  
キャプテンの友だちがジェットスキーに乗せてくれて、猛スピード  
（時速 100km）で走ってくれました。スッゲー !! 
◇７月 19 日（土）  

浦賀湾に係留されている「彩雅」にお邪魔して、雨が降る湾内で  
桟橋への横付け練習や手旗信号の練習・復習をしました。  
◇７月 26 日（土）  

午前中は船の整備をして、昼食後は諸磯湾で錨をおろし、水泳訓  
練を楽しみました。投・揚錨作業の手順もだいぶ慣れました。あと  
はもう少し力がつけばバッチリです！  

楽しみにしていた水泳訓練では、船の後ろからの飛び込みに続き、  
船首の一段高いところからのジャンプや飛び込みにもチャレンジ。  
太一君は、なんと“前転一回飛込み”までできるようになり、大得  
意でした！  （キャプテン正木）  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

雨の中のセーリング  

手旗信号の訓練  

小雨になったのでセールを上げ沖へ向う  

（４）  
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●１０コース 伝承文化  [創作・科学クラブ]  すかっ子８名、ｻﾎﾟｰﾀｰ２名 

第３回（７月１２日）  『クロマトグラフィー』 

  

今月の実習は本町コミセンの調理室で行いました。 

調理室の調理台は机として使うには、子どもたちにとっては少し高いようですが、実習で水を使っ

たので学校の実験室のようで活動しやすかったようです。 

 最初に『クロマトグラフィー』とは何か、だれが・いつ・どのようにはじめたのか。今は科学が進

んで、いろいろな方法で水に溶けているものが何かを調べることができることを説明してから、実習

に入りました。 

実習は、あまり活動的でないので少々心配でしたが、３班に分かれて「クロマトグラフィー」試験

を始めたら、危惧は払拭しました。新しいことに挑戦 

してくる子どもたちに、未来を予想しました。            

 子どもたちは、用意した試験器具・試料を、自分た 

ちで考えて、自由に試験をしていました。 

 持ってきた試料は、様々でしたが、最近の食料は、 

製造技術が向上しているためか、はっきりした色の分 

析は出ませんでした。 

右の写真は、実験中と結果の試料ですが、カラーで 

ないのが残念です。（沖 記） 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

予 告 『浮沈子を作って、遊ぼう』 

■日時：９月１３日（土）９：３０～１１：５０   

■場所：本町コミセン、 調理室  

 

使った試料（１） 

使った試料（２） 

それぞれ自由に試験に取り組む 

真剣に指導者の試験を見つめる“すかっ子” 
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■体験コース：サポートセンター～どぶ板通り「延命地蔵」「明治天皇横須賀行在所碑」～ 

    諏訪神社～うぐいす坂（浦賀道）～中里町・深田台～横須賀自然・人文博物館 

○日 時：7 月 26 日（土）9 時～12 時 （市民活動サポートセンター集合）、天候：快晴 
○講 師：山本詔一さん（浦賀文化サークル） 

○参加者：実行委員や関係者、大人だけの計７名、残念ながら“すかっ子”の参加はありませんでした。 

［概要］どぶ板通りの途中から裏通りに入り、銭湯“大黒湯”のお話を聞き、諏訪神社に立寄ったところ

で、みんなが知っている三笠公園ゆきを取り止めて、“浦賀道”を登って中里町に出て、龍本寺の参道

を登って深田台の自然・人文博物館まで、猛暑も忘れて楽しいお話を聞きながら歩きました。（赤池） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

◇◇◇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）７月３１日（高橋） 

（６） 
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【夏の特別企画】    「郷土史」 横須賀の街なか散歩 

  

■明治 35 年（1902）設立「海軍下士

官兵集会所（EM クラブ）」の解説、 
＊800 人収容可能だった。現在のベイ

スクエア横須賀一帯です。 
①②『延命地蔵』さん 
＊人間を生き返らせてくれる。合わせ

手のお地蔵さん。杖を持っているお

地蔵さん、数珠を持っているお地蔵

さん、お地蔵さんを見かけたら手を

合わせお参りしましょう。 

 

 

③「明治天皇横須賀行在所」入口

を示す石碑 
＊昭和３年にようやく横浜から

平らな道でつながった。 
④本町会館の鏝絵（こてえ） 
⑤大事にしよう「諏訪大神社」は

横須賀の鎮守様です。猿田彦大

神は神様の先導役、裏山は戦前

ミニ動物園があった。丘の上に

ある曲線の建物・聖ヨゼフ病院

は市役所があったところ。この

辺が行政の中心だった。 
★十二支「子丑寅卯･･･」は知っ

ているが『十干を覚えた！』 
甲･乙･丙･丁･成･己･庚･辛･壬･葵 
この組み合わせで暦が作られた 

 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 

■浦賀道を歩く 
・土丹岩（凝結度の低い泥岩、洪積層

の硬質粘土層）の石垣、建物の一番

下に使用されてる。フランス積み 
・大勝利山：日露戦争の勝利を祝って 
・うぐいす坂：のどかな森だった 

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