
２月のお知らせ
２月は

｢水マス講習会｣を毎月末に開催しています。 午前 11:00 ～ 11:30  または  午後 14:30 ～ 15:00

22 日 ( 金 )､23 日 ( 土 )､24 日 ( 日 )､25 日 ( 月 )､27 日 ( 水 )､28 日 ( 木 )
｢水マス検定｣の内容を詳しく説明する講習会です。
講習会に参加して、水マス博士を目指そう！！

２月の講習会日程

>> 詳しくは中面へ

3日
（日）

3日
（日）

●時間：13:30 ～ 16:00　●対象：小学校高学年～

●講師：上田壮一氏 (一般社団法人 Think the Earth 理事 /プロデューサー)

 岸 由 二 氏 ( 慶應義塾大学教授 )

 斎藤充則氏 ( 京浜河川事務所 流域調整課長 )

●友の会ポイント：２P

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

難しいと思っていた防災の話が､｢目からウロコ｣でよくわか

る！お茶をのみながら､カフェ気分でご参加ください。

ツルさんバクちゃんのお話し会8日
（金）

28日
（木） ※団体は要申込

●時間：10:30～11:15　●対象：幼児～

●友の会ポイント：２P

主催：綱島バリケン島プロジェクト、NPO法人鶴見川流域ネットワーキング
共催：地域防災施設 鶴見川流域センター

8 日「ちょっと早めのおひなまつり」( お

はなしキラキラぽっけ )、28 日「雪あ

そび」( ともだちや ) をテーマに防災が

楽しくわかるお話会！ 終了後は、鶴見

川のお魚たちにえさやりもできます☆
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港北区のまん中を S 字に流れる鶴見川。港北区の魅力は鶴見川を抜い

ては考えられません。この魅力をもっとみんなに知ってもらうために

｢地域のチカラ応援事業｣の助成などを受けている市民団体のみなさ

まが中心となって､連続イベントを開催します。

田舟･亀甲橋標識と匠の大工道具など ( 鶴見川舟運復活プロジェクト )

鶴見川を詠む ( 沙羅短歌の会 )、 鶴見川流域のお気に入り風景写真など

ふるさと港北テレビ局制作 「鶴見川に和舟を浮かべました」 ほか

展示

上映

●時間：13:30 ～ 14:15　●友の会ポイント：２P　●対象：幼児～

主催：綱島バリケン島プロジェクト　共催：NPO法人ハッピーマザーミュージック、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　後援：地域防災施設 鶴見川流域センター、港北区　協力：デイリーヤマザキ横浜小机町店
このイベントは、平成24年度地域のチカラ応援事業の助成を受けています。

ハッピーマザーミュージックの音楽とお話会！つるみ川の春の訪れを家族みんなで

楽しみましょう。小さなお子様にもオススメです！

つるみ川｢スプリングミニコンサート｣10日
（日）

●時間：13:30 ～ 15:00　●参加費：３００円　●友の会ポイント：3P

●対象：小学校高学年～　●講師：ひととゆめのネットワーク

おもしろ科学教室｢アルソミトラの種｣

主催：ひととゆめのネットワーク　共催：綱島バリケン島プロジェクト、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　後援：地域防災施設 鶴見川流域センター、港北区　協力：デイリーヤマザキ横浜小机町店
このイベントは、平成24年度地域のチカラ応援事業の助成を受けています。

飛行機のヒントになったアルソミトラの種。模型を作ってその不思議な飛び方

を実験します。鶴見川流域の面白い植物の種も紹介しますよ。

17日
（日）

●時間：10:00 ～ 12:30　●友の会ポイント：２P　●対象：大人～（推奨）

●講師：港北ボランティアガイド､京浜河川事務所

歴史と防災学習ウォーキング

主催：鶴見川流域水協議会　共催：連携鶴見川流域ネットワーキング　協力：港北ボランティアガイド

小机駅前の道路は八王子につながる絹の道。周辺には歴史ある寺院や神社がたく

さんあります。同時に私たちを水災害から守る設備もあるのです。魅力ある歴史

をたどりながら､防災について学びましょう。

22日
（金）

★目からウロコの防災セミナー

★目からウロコの防災セミナー

●時間：13:00 ～ 16:00　●友の会ポイント：２P　●対象：小学生高学年～

●講師：鶴見川舟運復活プロジェクト

鶴見川の｢舟を造った匠の大工道具展･使い方教室｣

主催：港北区 (平成24年度港北区生涯学級 )　共催：鶴見川舟運復活プロジェクト　後援：地域防災施設 鶴見川流域センター

鶴見川を詠む
(沙羅短歌の会 )

かつて鶴見川で活躍した和舟を再現したいと､鶴見川舟運復活プロジェクトは｢た

ちばな｣を作りました。その制作秘話を武田信治棟梁に伺います。杉板に絵馬ス

ケッチする体験もできます。

23日
（土）

つくろう！育てよう！
チョウのビオトープ＆自然探険隊

10日
（日）

●時間：10:00 ～ 12:30

●参加費：300 円（友の会は無料）

●対象：小学生～

●友の会ポイント：２P

主催：NPO法人鶴見川流域ネットワーキング
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

センターのビオトープに花を植えて

春にチョウがやってくるようにする

よ！みんなで参加してね。

１月､２月､３月は

防災
月間

平成25年1月発行

「流域でわかる！災害の起こり方」 ＆ Cafe Talk 交流会

プロジェクト WET 「のんびりゆこう」
降った雨はどうなるの？鶴見川流域の模型を使って｢水｣について楽しく学ぶショートアクティビティです。

●時間：13:30 ～ 14:30　●対象：小学生～　●友の会ポイント：２P

※当日参加も可｡

生きものパズル 【パート２】17日
（日）

●時間：10:30 ～ 12:00

●友の会ポイント：２P

●対象：幼児～

主催：NPO法人鶴見川流域ネットワーキング
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
このイベントは、科学技術振興機構の助成を受けています。

つるみ川の生きものたちはどこにす

んでいるのかな？　センターに遊び

にきたお友だちみんなで使うパズル

を作ってあそびましょう！

つるみ川のお魚ゲットゲーム大会24日
（日）

●時間：13:30 ～ 15:00

●友の会ポイント：２P

●対象：小学生～ ( 推奨 )

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

つるみ川のお魚を題材とした

工作とゲームをして､つるみ川

の自然を勉強するよ。みんな

でわいわい楽しもう！
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・チョウのビオトープ

・スプリング
  ミニコンサート

水マス講習会

水マスタイム　15:30 お魚エサやり

水マスタイム　15:30 お魚エサやり　　　　　　　水マスタイム　15:30 お魚エサやり

水マスタイム　15:30 お魚エサやり　　　　　　　水マスタイム　15:30 お魚エサやり

水マスタイム　15:30 お魚エサやり　　　　　　　水マスタイム　15:30 お魚エサやり

水マス講習会

水マスタイム　15:30 お魚エサやり

水マス講習会

水マスタイム　15:30 お魚エサやり

水マスタイム　15:30 お魚エサやり

水マスタイム　15:30 お魚エサやり

水マスタイム　15:30 お魚エサやり

参加申込書

２月のイベントスケジュール

● 参加を申込みされる方をご記入ください。

※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。
※参加に伴う個人情報の取扱いにつきましては、雨天等による中止のご連絡や保険への加入等、本企画の実施に関わる事項に限り使用いたします。

申込者氏名 申込者住所

申込者TEL 申込者FAX

2/10　つるみ川｢スプリングミニコンサート｣

2/10　つくろう ! 育てよう ! チョウのビオトープ＆自然探険隊

2/17　生きものパズル【パート２】

2/17　おもしろ科学教室｢アルソミトラの種｣

2/22　★目からウロコの防災セミナー　歴史と防災学習ウォーキング

2/23　鶴見川の｢舟を造った匠の大工道具展･使い方教室｣

2/24　つるみ川のお魚ゲットゲーム大会

● 参加するイベントの□にチェックを入れ、参加者全員（上記申込者含む）のお名前をご記入ください。
　※参加者がお子様の場合は年齢（または学年）も必ずご記入ください。　※工作イベントの場合は、工作個数も必ずご記入ください。

2/3　★目からウロコの防災セミナー「流域でわかる！災害の起こり方｣＆ Cafe Talk 交流会

記入例）   鶴見川バク夫（小学校 5年生）

FAX: 045-475-1999 各イベントへの参加をご希望の方は､地域防災施設 鶴見川流域セ
ンターまでお電話（TEL: 045-475-1998）もしくは、下記必要事
項をご記入の上 FAX しお申込みしてください。

上田壮一氏 岸由二氏

●プログラム

おすすめの
イベントです
ぜひご参加
ください！

●時間： 13:30～16:00　●対象：小学校高学年～
●講師： 上田壮一氏 (一般社団法人Think the Earth理事/プロデューサー)
 岸由二氏 (慶應義塾大学教授 )
 斎藤充則氏 (京浜河川事務所 流域調整課長 )
●友の会ポイント：２P

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

鶴見川源流の町田で降った豪雨は下流の港北区や

鶴見区などに災害をもたらします。自然の単位であ

る流域を知れば､災害のしくみを知ることができま

す。流域を知って災害に強くなりましょう！

１３：３０～１４：３０：

１４：３０～１４：４０：

１４：４０～１６：００：

＜第１部＞　｢流域でわかる！災害の起こり方｣講座

・ 河川管理からの流域での水管理について

　 斎藤充則氏 (京浜河川事務所 流域調整課長 )

・ 流域思考と環境都市再生について

　 岸由二氏 (慶應義塾大学教授 )

・ 流域思考との出会い

　 上田壮一氏 (一般社団法人Think the Earth 理事 /プロデューサー)

休憩

＜第２部＞　Cafe Talk 交流会

上田さんの司会による交流会。防災について会場からの質問を交えつつ、

岸さん､斎藤さんによる身近な事例紹介を通して話し合います。お茶をのみ

ながら､災害と私たちの暮らしについてみなさんで考えましょう。

3日
（日）

★目からウロコの防災セミナー

イチ押しイベント

「流域でわかる！災害の起こり方」 ＆ Cafe Talk 交流会


