
自然・治水・防災を楽しく学べる、鶴見川流域の総合学習施設

鶴見川流域センターに行こう！

センター図書特典いっぱい！！

　　　　　　　センター友の会

団体予約受付中：教育機関や団体、企業向けに、流域センターを活用した学習メニューをご提供しています。お気軽にご相談ください。

バクの流域スタンプラリー
２０１２ 開催中！

鶴見川のアユ
好評展示中！

大人気！！　鶴見川の生きもの水族館
4時からのエサやりタイムも大好評！！

流域や河川の自然や生きもの、
地域の歴史などの図書資料も充実。
友の会にご登録いただくと、
図書資料の貸し出しが行えます。

１０月３１日まで、今年も鶴
見川流域を巡る学習スタンプ
ラリーを開催中です。
水再生施設では、夏休み親子
の見学会も実施します。ぜひ
お気軽にご参加ください。
さあ、鶴見川流域スタンプラリ
ーの旅にレッツ・ゴー！！

センター友の会に無料登録いただく
と、以下のオトクなサービスが受けら
れます。もっと楽しく・気軽に流域セン
ターをご活用ください。

●来館やイベント参加でポイント
●20ポイントごとに参加賞プレゼント
●センター図書の貸し出し
●イベント情報をメール配信

参加賞はセンター
応援団や協力団体、
企業からの提供
です。

ビー玉コロコロで、流域の水の流れ
や地形を楽しく学ぼう

ツルさんバクちゃん人形劇などの
屋内学習アクティビティ

お魚とりや観察会など
屋外アクティビティも大人気！！

タッチ水槽で、ザリガニやカニなど
鶴見川の生きものとふれあおう

巨大流域航空写真で流域を学習
みんなのお家は流域のどこかな？

１０月１４日まで
生きもの水族館で
鶴見川のアユを展
示中です。
キラキラに輝くアユ
が泳ぐ姿を、ぜひ見
に来てくださいね。

ふれあって流域鶴見川2012

鶴
見

川
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形

4  28      10  31実施期間4月28日（土）～10月31日
（水）

20122012

入場無
料！！

来館者
１５万人
達成！！

http://www.keihin.ktr.mlit.go.jp/tsurumi/　　　　　waku2tsurumi@ktr.mlit.go.jp

〒222-0036 横浜市港北区小机町 2081

TEL: 045-475-1998　　　FAX: 045-475-1999
開館 : 10:00 ～ 17:00　　　休館 : 毎週火曜日

( 8 月 14 日 , 21 日は開館いたします )
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鶴見川流域センター

階段下りて
左へ

改札を
出て左へ改札口

13
入口（2階）は
ここです

ＪＲ小机駅から
歩いて６～７分

流域センターまでの
徒歩マップ

新横浜駅→
新横浜元石川線

高い鉄塔が目印。
センターは4階建ての
茶色のビル

←第３京浜・港北IC

デイリーヤマザキ
横浜小机町店

駐車場
あります

入場無料！！

鶴見川流域センタースタッフ紹介 鶴見川流域のことならなんでも聞いてね ！！

小林

阿部 喜田

斉藤
中原 二見

石川

今年も竹の工作に

チャレンジ！工作

についてお悩みご

とがあったら声を

かけてください。

都市の川なのに、

こんなに生きもの

が？みんなで知ろ

う鶴見川の水質の

ヒミツ。水防災も

ご相談承ります。

生きものの相

談、質問にお答

えします！

流域センターに

会いに来て

ね！！

クモは虫の仲間

じゃない！？知れ

ば知るほどおもし

ろいクモの観察に

出かけましょう。

毎月チョウのビオ

トープづくりを

行っています。

生きものと植物に

ついて楽しく学び

ましょう！

地震に強いお家づ

くりの工作をしま

す。オリジナルの

お家をつくりなが

ら一緒に考えま

しょう。

　チョウの工作を

します。センター

のビオトープに

やってくるチョウ

を一緒にみてみま

　　しょう。

※小学校３年生以下のお子様は、必ず保護者同伴でご参加ください。

夏休みチャレンジフェア
地域防災施設 鶴見川流域センター

入場
無料！
！

★イチオシ企画！！　　無料・参加自由！！

●フィールドワーク　　　　各定員２０名・要申込

●工作　　　　参加費３００円＋材料代２００円　　各定員２０名・要申込・友の会３P

●ほかにもイベントいろいろやってるよ！！　　　　友の会２P

★NEW！！　水マスタイム　　　無料・参加自由

★おすすめ企画　工作　 要申込・友の会３P ★おすすめ企画　フィールドワーク　　要申込・友の会３P

東芝科学館 出張科学教室
- おもしろ科学実験＆ミニ工作 -

防災チェック探険隊

源流の竹で生きもの工作

ストローハウスを作ろう

ツルさんバクちゃんお話会

びっくりバタフライ

つるみ川流域生きものカルタで遊ぼう

ビオトープうちわ作り

キラキラ水族館を作ろう

★水調べ★　水の掃除屋さんを探そう

水マス検定講習会

水マス自慢（友の会２P）

水マス検定　７月からスタート！！（友の会２P）

セミのぬけがら標本作り

クモ観察会

多目的遊水地ショートウォークとお魚とり

ナイト企画　真夏の夜の虫探険隊

つくろう！育てよう！

　　　　　　　　　　　　チョウのビオトープ＆探険隊

バイオ・ブリッツ　生きもの全みっけ！

参加費300円・定員20名

参加費300円・定員30名

参加費無料(友の会2P) 参加費300円(友の会3P)

参加費300円・定員20名

参加費300円(友の会無料＋3P)

参加費無料　定員80名・友の会2P
※団体のみ要予約

参加費無料　定員20名・友の会2P

友の会2P

友の会2P

11:00～11:30 または 14:30～15:00

参加費無料・材料代300円・定員25名

参加費300円＋材料代200円

8/9(水)

（夏休みプレイベント）

センターこども夏まつり

- みんなで水マス - バクの流域
ｂなパズル
ワークショップ

7/16
(月・祝)

7/29(日)

8/1(水)  8/14(火)

7/25(水)  8/19(日) 8/2(木)  8/15(水)

7/28(土)  8/22(水)

8/5(日)  8/17(金)

7/30(月)  8/20(月)

8/3(金)  8/16(木)

水を学ぼうWET

治水ちゃん、とやってみよう

8/1(水)

8/6(月)

8/8(水)  8/24(金)

7/26(木) 8/10(金) 8/18(土) 8/23(木)8/4(土)  8/21(火)

基本、毎月末に開催します（裏面参照）

開催日程・詳細は後日！！

7/27(金)  8/13(月)

8/26(日)

8/11(土)

8/10(金)

8/12(日)

●火起し体験
●ザリガニ釣り
●メダカすくい
●水難事故防止ゲーム
●お楽しみ工作
●水を学ぼう！WET
●その他いろいろ！

こどももおとなも、みんなで楽しく「水マス」しよう！！
参加して友の会２P（ポイント）をゲット！

自分だけの
バクちゃんを作ろう！
●対象：小学生～
●講師：徳間邦子さん
　　　 （デザイナー）

科学って身近で楽しい！万華鏡
（まんげきょう）を作ってみよう！

鶴見川源流の竹をつかって、
トンボの工作をするよ！

ゲリラ豪雨、即発見！Xバンドレーダーって何だ！？
●対象：小学生中学年～

不気味だなんてもったいない！！クモたちの不思議でユニーク
な暮らしを、みんなで楽しく観察してみよう！●対象：小学生～

遊水地の虫取りをしたり、のんびり楽しく、
身近な自然を楽しもう！●対象：小学生～

センターのビオトープの野草でうちわを作るよ！
押し花を持ってきてね。事前に押し花作りもやるよ！！

水をキレイにするのは誰？顕微鏡
で水中微生物を観察してみよう！！

センターに展示中の「鶴見川流域生きもの
カルタ」を使って、みんなでわいわいカルタをするよ！

おまちかね！楽しいお話し会のはじまりだよ！！
８月１８日は特別プログラムです！お楽しみに☆

セミのぬけがらを標本にしてみよう。
セミのぬけがらを探して持ってきてね！！

目指せ！水マス・マスター！！水マス検定に合格するための講習会です。楽しく学習して、
鶴見川流域博士を目指そう！！　※詳しい開催日程は、別途お問合わせください

鶴見川流域水協議会（国土交通省京浜河川事務所、東京都、神奈川県、横浜
市、川崎市、町田市、稲城市）のメンバーから、水マスの取り組みをご紹介！！

センターで毎月１０問テストに挑戦して、水マス博士になろう！
（水マスを楽しく学び、その理解度をはかる、センターのオリジナル検定です。
  ７月～来年３月まで合計１００問出題し、満点で１級獲得となります。） プロジェクトWETファシリテーターの平山氏を

講師にお招きし、防災についてのトークセッシ
ョンとアクティビティを行います。

治水アイドル「治水ちゃん」と一緒に、鶴見川の
歴史や治水を体験型ワークショップで学ぼう！！

ストローのお家を作って、
地震の勉強をしてみよう！

まるで生きているみたい！
びっくりバタフライを作ろう！！

つるみ川のキラキラした魚たちの、
水族館を作るよ。

大人気イベント！！みんなで楽しいお魚とりと、
鶴見川多目的遊水地の役割を学習するよ！！

夜の生きもの探し。何がでてくるかお楽しみ☆
講師：岸由二氏（慶應義塾大学教授）

アメリカで人気のアクティビティ「バイオ・ブリッツ」。
センターの敷地内で、生きもの・ぜ～んぶ探すよ！

水マスとは？

市民･企業･行政が協力して

健全な水循環をつくります

洪水時
水マネジメント

平常時
水マネジメント

自然環境
マネジメント

震災 ・火災時
マネジメント

水辺ふれあい
マネジメント 水マスって

なぁに？

参加費300円　定員20名
要申込・友の会2P

●水難事故防止ゲーム

参加して友の会２P（ポイント）をゲット！

7/28(土)  8/22(水)
つるみ川のキラキラした魚たちの、

センターのビオトープの野草でうちわを作るよ！
押し花を持ってきてね。事前に押し花作りもやるよ！！

流域センターに見本あります
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月 火 水 木 金 土 日

夏休みチャレンジフェア　イベントカレンダー
地域防災施設 鶴見川流域センター

入場
無料！
！

どれに出ようか
まよっちゃう！

毎日くれば
とっても楽しいよ！

●センターこども夏まつり　主催：鶴見川流域水協議会　共催：地域防災施設 鶴見川流域センター、連携鶴見川流域ネットワーキング　協力：デイリーヤマザキ横浜小机町店　●バクの流域 b なパズルワークショップ　主催：綱島バリケン島プロジェクト　共催：地域防災施設鶴見川流域センター、NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング、
連携鶴見川流域ネットワーキング　●真夏の夜の虫探険隊、つくろう！育てよう！チョウのビオトープ＆探険隊、★水調べ★水の掃除屋さんを探そう　主催：地域防災施設 鶴見川流域センター　共催：連携鶴見川流域ネットワーキング　協力：デイリーヤマザキ横浜小机町店　
●そのほかのイベント　主催：NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング　共催：連携鶴見川流域ネットワーキング

運営体制

参加の際のご注意
・参加費は野外活動に対する保険代または教材代として充てられます。・開催場所または集合場所は鶴見川流域センターとなります。・小学校 3 年生以下のお子様は、必ず保護者同伴でご参加ください。・定員制の企画は、定員に達し次第募集締め切りとなります。

・イベント実施日は 12:00 ～ 13:00 まで 1F コミュニティルームで昼食がとれます。※各種イベント日程・内容等は、雨天対応等の理由により変更になる場合があります。※各種団体でのご来館は、事前にご連絡・ご予約をお願いいたします。

☆注　手足への怪我や発熱、下痢等体調不良の場合は、参加をお断りさせていただく場合があります。

☆注

休館日

休館日

休館日

①10:00～12:00

②13:30～15:30

東芝科学館 出張科学教室
- おもしろ科学実験＆ミニ工作 -

10:30～12:00

防災チェック探険隊

10:30～12:00

防災チェック探険隊

10:30～12:00

源流の竹で生きもの工作

13:30～15:00

源流の竹で生きもの工作

13:30～15:00

ストローハウスを作ろう

10:30～12:00

ストローハウス

を作ろう

10:30～11:15

ツルさんバクちゃんお話会

10:00～10:30 押し花作り
※8/17 うちわ作りの準備をします

15:30～16:00 押し花作り
※8/5 うちわ作りの準備をします

10:30～11:15
ツルさんバクちゃんお話会

17:00～19:00
ナイト企画　真夏の夜の虫探険隊

10:30～11:15

ツルさんバクちゃんお話会

（特別プログラム）

10:30～11:15

ツルさんバクちゃんお話会

10:30～12:00

びっくりバタフライ

13:30～15:00

びっくりバタフライ

13:30～15:00

つるみ川流域生きものカルタ

で遊ぼう

10:30～12:00

つるみ川流域生きものカルタ

で遊ぼう

10:30～12:00

ビオトープうちわ作り

13:30～15:00

ビオトープうちわ作り

10:30～12:00

キラキラ水族館を作ろう

13:30～15:00

キラキラ水族館を作ろう

13:30～15:00

★水調べ★

水の掃除屋さんを探そう

10:30～12:00

★水調べ★

水の掃除屋さんを探そう

水マス検定講習会 水マス検定講習会

水マス検定講習会

水マス検定講習会

水マス紙芝居

水マス検定講習会

水マス検定講習会水マス検定講習会水マス検定講習会水マス検定講習会

10:30～12:00

セミのぬけがら標本作り

13:30～15:00

セミのぬけがら標本作り

10:30～12:00

クモ観察会

10:30～12:00

クモ観察会

9:45～12:45

鶴見川多目的遊水地

ショートウォークとお魚とり

10:30～12:00

つくろう！育てよう！

チョウのビオトープ＆探険隊

10:00～12:30

バイオ・ブリッツ

生きもの全みっけ！

13:30～15:00

水を学ぼうWET

10:00～17:00
（夏休みプレイベント）
センターこども夏まつり
- みんなで水マス -

7/16( 月･祝 )

鶴見川多目的遊水地

ショートウォークとお魚とり

センターこども夏まつり
キラキラ水族館を作ろう

打ち水毎日１６：00
からやってます。
ぜひ参加してね！！

お魚のエサやり

10:00～12:00

バクの流域ｂなパズル

ワークショップ

11:00～12:00

14:00～15:00

治水ちゃん、とやってみよう

11:00～12:00

14:00～15:00

治水ちゃん、とやってみよう

毎日
やっ
てま
す

水マス検定チャレンジしてね

まんげきょう

〈防災なんでも相談日〉〈防災なんでも相談日〉 〈工作なんでも相談日〉 〈水質なんでも相談日〉 〈ビオトープなんでも相談日〉〈水質なんでも相談日〉

〈工作なんでも相談日〉 〈生きものなんでも相談日〉 〈ビオトープなんでも相談日〉 〈水質なんでも相談日〉〈工作なんでも相談日〉

〈標本なんでも相談日〉〈防災なんでも相談日〉 〈工作なんでも相談日〉 〈工作なんでも相談日〉 〈ビオトープなんでも相談日〉〈生きものなんでも相談日〉

〈生きものなんでも相談日〉〈工作なんでも相談日〉〈標本なんでも相談日〉 〈防災なんでも相談日〉 〈生きものなんでも相談日〉 〈工作なんでも相談日〉〈ビオトープなんでも相談日〉

〈生きものなんでも相談日〉〈水質なんでも相談日〉〈防災なんでも相談日〉 〈生きものなんでも相談日〉 〈生きものなんでも相談日〉 〈標本なんでも相談日〉〈標本なんでも相談日〉


