
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 潮干狩りに行こう �  

今年のゴールデンウイークはいかがでしたでしょうか。ご実家に帰省して久しぶりに家と

の再開をし、楽しいひとときを過ごしたり、千葉はマザー牧場や南房総に旅行へ行くのも

良いかもしれません。また、車を使って移動された方は、例年の大渋滞で大変な思いをさ

れた方もいるかもしれません。 

 

青年の「潮干狩りはどう？」の問いに中学生の「行きたい～」で

決まった“ふなばし三番瀬海浜公園の潮干狩り”へ 5 月 6 日に

行ってきました。JR 京葉線 二俣新町駅から徒歩３０分かかり

ますが、シャトルバスも出ています。潮干狩りといえば木更津や

君津に行かれる方が多いかと思いますが、道路の大渋滞が予想さ

れる事と、ふなばし三番瀬海浜公園の入場料がリーズナブルで持

ち帰りのアサリの量を自分で決めた分だけ金額を払い持ち帰れ

るので、この場所に決めました。 

 

着いてすぐお昼になりましたので、まずは腹ごしらえで持っ

てきたお昼ご飯を公園の芝生の上で座って食べました。 

 

入場できる時間が決まっていて、13 時になり、さあいよ

いよ潮干狩り開始です。 

アサリは約２～３ｃｍの深さにもぐっています。時々プク

プクと呼吸をしている穴が見つかるので、そういった所は生

きたアサリが見つかる可能性が高いです。最初は熊手を使って探

していましたが、素手で探した方がアサリの感触がすぐに分かり

ますし、傷付けません。その代わり爪に砂が入って真っ黒になっ

てしまうので、中学生の女の子は抵抗があるかな？と思いました

が、ガシガシ手で掘っている子もいました。 

半分水につかりながらアサリ取りに夢中になっている、さきちゃ

んとちかちゃんです。 
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○トマトを植える穴を掘る

○野菜のプレートを作る

○トマト苗やネギを植える

○草刈りをする

 

 

 

穴を掘ったり、草刈りをしたり、プレートも作りました。ネギも植えたよ！

 

 ４月２２日（日）今期初めての「あそび塾」は畑で土を耕したり、トマトの苗を植えた

り草刈りをしました。この日は「あそび塾」に新しく７名のメンバーが参加しました。集

合した誉田駅で自己紹介を

めました。

 この日は４月初めての夏日で２７℃の気温でした。途中何度か

男の子たちは早く行きたく

 

 畑に降りる前に少し高い道の上からサポートセンター

の畑の範囲をみんなに知ってもらいました。他の畑の野菜

を踏んだりしては大変です。まだ畑が整地されていないこ

ともあり、子どもたちはイメージをつかみにくいと感じた

ので、長菅さんが絵を描いてくれて今日植えるものをわか

りやすく説明

ちんと聞いて、

 

子の畑付近では水が湧いていて、目の前には広い田んぼが広がっています。裏側のやや

高い森から常に水が湧いるので

水を運んでくれ
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野菜のプレートを作ってくれた子どもたちもいました。

４月１日に自由参加の畑の作業をしたとき

まり耕していない状態だったので、子どもたちは大人のよ

うにイメージが湧いていないことに気がついたからです。

まだ芽が出ていない状態だと

わかりません。
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父さんお母さんたちのおかげであっという間にきれいな状態になりました。すごいですね。

途中、野ウサギが２度も現われ畑の近くを走り抜けて行くとい

うこともありました。ご近所の方にはお馴染みのウサギのよう

で、私は初めて野ウサギを見ました。みんな興味しんしんで追

っていきましたが、野ウサギの素早さはさすがです。一瞬で駆
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、家族５人で家中を探したことを話してくれました。

この日も帰り道、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一面が草ぼうぼうで、やっと半分を耕しただけの状態でしたが、力強いお

父さんお母さんたちのおかげであっという間にきれいな状態になりました。すごいですね。

野ウサギが２度も現われ畑の近くを走り抜けて行くとい

うこともありました。ご近所の方にはお馴染みのウサギのよう

で、私は初めて野ウサギを見ました。みんな興味しんしんで追

っていきましたが、野ウサギの素早さはさすがです。一瞬で駆

け抜けていきました。

らは泥団子作りに夢中にな

る男の子たち、虫を探している子たち、自分のやりたい

ことを自由にやってほしいと思います。帰り道、「今度、

畑に来たとき、どうなっているか楽しみ！」という言葉

が印象的でした。帰り道は誉田駅まで頑張ってよく歩き
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新緑がさわやかな季節となりました。小学校では運動会が開催され、新一年生もはりきっ

て参加し、学校生活にも慣れてきたころでしょうか。当会も新年度を迎え、さっそく楽しい

活動が始まっています。今年も下記のように通常総会を開催します。昨年引っ越した新しい

事務所を見がてら、ぜひご参加くださいませ。お待ちしております。 

日時：201８年 6 月２４日（日）１０：３０～１２：００ 

場所：緑区子どもサポートセンター事務所(誉田町２－２５－７８ ２階) 

     ★駐車場はありませんので、駅近辺のコイン P をご利用ください 

     ★正会員の方でご欠席の場合は必ず書面評決か委任状をご提出ください 

日差しは暑いのですが、だんだんと海からの風が強く、半そでで

は少し寒い感じがありました。水の中の方が暖かく足を入れると

ほっとする程でした。 

 

なごみちゃんがたくさん出る宝の山を掘り当て、いっぱいとれて

いたので、私たちも近くに行ってとると面白いほどに出てきてど

んどん取りました。 

“やどかり”や“かに”などいろんな生き物がおり、捕まえたり

さわったりしていました。目に見えるものは少ないが、いろんな

生き物が共存している事を感じました。 

 

砂浜と言えば、水のある大きな砂場になり、かをるちゃんがこん

な楽しみ方もしていました。かわいい芸術作品の出来上がりです。 

それぞれ採ったアサリを持って、出口の近く係の方が持ち帰り分

を計ってくれ、４００ｇ～1.．5 ㎏ぐらいをアサリが傷つけない

よう保冷バックに保冷剤を入れて持って帰りました。屋台のおい

しい匂いに誘われて、みんなでたこ焼きをほお張り、４０分の道

のりを駅まで歩き、その距離も話ししながらだとあっという間に

駅に着いた感じがしました。（記 ハリー・・大多和浩介 大塚） 


