７月のテーマは

７月前半のお知らせ
つるみ川

｢水 難事 故防 止｣ ！

参加自由 ・ 参加無料

遊びながら生きものに詳しくなろう！

参加自由 ・ 参加無料

水難事故防止に役立つ！

※団体様は事前にお申込み

スローロープは水難事故を防止するための大切な道具
です。使い方や投げ方をゲームで楽しく体験しながら、
学んでみよう！！

●時間①：１１：００〜１１：４５
●時間②：１４：００〜１４：４５
●対 象：幼児〜
●友の会ポイント：２ポイント

7/7
（日）
参加自由 ・ 参加無料

みんな大好きお話し会！

鶴見川流域生きものなるほど講座

参加自由 ・ 参加無料

１２日「帽子」( お話しキラキラぽっけ ) がテーマの
お話し会！ 終了後は、鶴見川のお魚たちにえさやり
もできます☆

ザリガニさんのおっきなハサミは何でも切っ
ちゃう！どうしようどうしよう！？続きはぜ
ひ紙芝居をみにきてね！

7/12
（金）

7/13
（土）
要申込 ・ 参加費３００円

なんで
も
切っち
ゃうぞ
～

要申込 ・ 参加費３００円
※友の会は参加費無料

みんなでワイワイお魚とりをしよう！鶴見川多目的遊水
地で治水・防災もしっかり学ぼう！

チョウや昆虫が集まるビオトープ作りを行う毎
月定例イベント！７月はセンター敷地内で昆虫
観察をするよ！みんな参加してね！

あわてない あわてない

主催：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

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
携鶴見川流域ネットワーキング
域センター
の力

共催：地域防災施設 鶴見川流域センター

●つくろう！育てよう！チョウのビオトープ＆自然探険隊

共催：連携鶴見川流域ネットワーキング

主催：地域防災施設 鶴見川流域センター

主催：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

●ツルさんバクちゃんのお話し会（6月14日）

共催：連携鶴見川流域ネットワーキング

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

●ショートウォークとお魚とり（6月22日）

共催：地域防災施設 鶴見川流域センター

トワーキング

●スローロープ投げゲーム

共催：地域防災施設 鶴見川流域センター

主催：地域防災施設 鶴見川流域センター

●ツルさんバクちゃんのお話し会（6月27日）
共催：地域防災施設鶴見川流域センター

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

見川流域ネットワーキング

主催：NPO法人鶴見川流域ネットワーキング

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

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
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：日産スタジアム＜新横浜公園指定管理代表団体・（公財）横浜市体育協会＞

●プロジェクトＷＥＴ、プロジェクトＷＩＬＤ

共催：連携鶴見川流域ネットワーキング

●つるみ川生きもの輪投げゲーム

主催：地域防災施設 鶴見川流域センター

主催：綱島バリケン島プロ

主催：地域防災施設 鶴見川流

●みんなで知ろう！流域を危機から救う遊水地

●ビオトープの枝でタオル掛け作り

共催：連携鶴見川流域ネットワーキング
●マッカチじまんのハサミ

共催：連携鶴見川流域ネットワーキング

主催：綱島

●アオムシさんが主役☆

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

●ショートウォークとお魚とり（7月14日）

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

後援：港北区

●植物画教室

共催：地域防災施設 鶴見川流域センター、連

主

共催：地域防災施設

●あわてない あわてない

センターの野草図鑑をつくろう！

●時 間：１０：００〜１２：００
●講 師：江良弘光氏（ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ・ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ）
●対 象：小学生〜
●友の会ポイント：３ポイント

要申込 ・ 参加費３００円

つくろう！育てよう！

※友の会は参加費無料

要申込 ・ 参加費３００円
●集 合：９：４ ５ 市 営 地 下 鉄 グ リ ー
ン ラ イ ン 川 和 駅 改 札 ●解 散：
１５：００ 鶴見川流域センター

�
�
�
�
�

チョウや昆虫が集まるビオトープ作りを行う毎月定
例イベント！６月は、センターのビオトープにカラ
ムシを植えて草刈りもするよ！みんな参加してね！

6/9
（日）

●時 間：１０：００〜１２：３０
●対 象：小学生〜 ●定員：２０名
●友の会ポイント：２ポイント

この葉っぱを
食べて育ちました！

カラムシ

参加自由 ・ 参加無料

みんな大好きお話し会！

※団体様は事前にお申込み

ツルさんバクちゃん のお話し会
１４日「お空」( お話しキラキラぽっけ )、２７日「雨
ふり」( ともだちや ) がテーマのお話し会！ 終了
後は、鶴見川のお魚たちにえさやりもできます☆

ます。それを記念して多目的遊水地のショートウォー
キングとお魚とりを開催します！参加してね！

れ、また水害を防いできたのか。パネリストとお
茶を楽しみながら、皆さんで共有しましょう。

6/15
（土）

●時 間：１３：３０〜１６：００
●講 師：未定
●対 象：中学生〜
●友の会ポイント：２ポイント

6/22
（土）

主催：NPO法人鶴

※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。※野外活動の場合、怪我や体調不良のときはイベントに参加できない場合がございます。※参加費は野外イベントにおける保険代または工作イベント等に使用する材料代として徴収しております。※荒天等
によるイベントの延期・中止のご案内は、イベント開始前までに事務局よりご連絡いたします。※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。

植物画教室

�
� 6/14 ●時 間：９：４５〜１５：００
間：１０：３０〜１１：１５
6/14 6/27 ●時
●対 象：大人 ●定員：３０名
●対 象：幼児〜 ●定員：８０名
� （金） ●友の会ポイント：３ポイント
（金） （木） ●友の会ポイント：２ポイント
�
要申込 ・ 参加無料
� 鶴見川多目的遊水地１０周年記念
鶴見川多目的遊水地１０周年記念 要申込 ・ 参加費３００円
� みんなで知ろう！流域を危機から救う遊水地の力
ショートウォークとお魚とり
� 鶴見川多目的遊水地は６月でオープン１０周年を
鶴見川多目的遊水地は６月でオープン１０周年を迎え
� 迎えます。鶴見川多目的遊水地がどのように作ら

主催：NPO法人鶴見川流域ネッ

■広報協力：デイリーヤマザキ横浜小机町店

要申込 ・ 参加費３００円

プロから学ぶ

チョウのビオトープ ＆自然探険隊

ふだんは入ることのできない川和遊水地の見学と川辺
のウォーキングを行い、鶴見川流域の治水について学
びましょう。川和遊水地の巨大地下遊水地は必見！！

●鶴見川治水探険隊

共催：地域防災施設 鶴見川流域センター

主催：地域防災施設 鶴見川流域センター

WET

鶴見川治水探険隊

７月２０日～８月２５日
は
夏休み特別企画をする
よ！
お楽しみに☆

●時間①：１１：００〜１１：４５

7/15 ●時間②：１４：００〜１４：４５
象：小学生〜
（月･祝） ●対
●友の会ポイント：２ポイント

参加自由 ・ 参加無料
※団体様は事前にお申込み

●時間①：１０：３０〜１１：３０
●時間②：１３：３０〜１４：３０
●対 象：小学生〜
●友の会ポイント：２ポイント

川和遊水地～センターを歩く

●時 間：１４：００〜１６：３０
●対 象：小学生〜 ●定員：２０名
●友の会ポイント：２ポイント

いざというときにあわてないよう、防災袋の準備
をしておこう！何を入れるかセンター内で宝さが
しゲームをしながらバクちゃんと一緒に考えよう。

●遊水地のホタル発見隊

WILD

毎日１５ ： ３０からは､お魚たちへの
エサやりタイム！みんな参加してね！

※団体様は事前にお申込み

６月のお知らせ

6/2
（日）

プロジェクトＷＥＴとＷＩＬＤは世界３５の国で行われている水
と野生生物に関する体験学習プログラム。オリジナルアクティビ
ティを通じて、鶴見川の自然環境や治水防災を楽しく学ぼう！

6/8
6/16
（土） （日）

参加自由 ・ 参加無料

子どものための防災プログラム

●時 間：１７：００〜２０：００
●講 師：岸由二氏（慶應義塾大学名誉教授）
●対 象：小学生〜
●友の会ポイント：３ポイント
※雨天の場合はホタルのお話しのみ開催します。

プロジェクトＷＥＴ・ＷＩＬＤ

チョウのビオトープ ＆自然探険隊
7/14
（日）

７月前半のお知らせ

植物はどんなかたちをしているんだろう？じっくり観
察しながら、みんなで植物を描いてみよう！描き方の
コツもいっぱい教えてもらっちゃおう！

アタマとカラダを使った環境学習

ショートウォークとお魚とり
7/14
（日）

6/1
（土）

●時間①：１１：００〜１１：４５
●時間②：１４：００〜１４：４５
●対 象：幼児〜
●友の会ポイント：２ポイント

つくろう！育てよう！

●時 間：９：４５〜１２：４５
●対 象：小学生〜 ●定員：子ども２０名＋保護者
●友の会ポイント：３ポイント
※雨天の場合は中止となります。
※河川増水の場合はバイオブリッツ（生きもの全みっけ）に変更します。

※観察会は無料

これまで３年間、多目的遊水地にホタルを放流してき
ました。今回はそのホタルたちが自然繁殖・定着して
いるかどうか、ホタルのお話しの後で観察に行きます。

※団体様は事前にお申込み

マッカチじまんのハサミ

●時 間：１０：３０〜１１：１５
●対 象：幼児〜 ●定員：８０名
●友の会ポイント：２ポイント

要申込 ・ 参加費３００円

遊水地のホタル発見隊

ツルさんバクちゃん のお話し会

６月のお知らせ

６月２日からは鶴見川のアユも展示します！

●時間①：１１：００〜１１：４５
●時間②：１４：００〜１４：４５
●対 象：小学生〜
●友の会ポイント：２ポイント

ザリガニさんが主役の紙芝居☆

※団体様は事前にお申込み

楽しくお魚とり！治水･防災学習も

６月の テーマ は
｢鶴見川多目的遊水地１０周年記念｣！

※団体様は事前にお申込み

スローロープ投げゲーム

生きもの輪投げゲーム

鶴見川流域にはどんな生きものがいるか、みんな知って
るかな？輪投げゲームをしながら、もっと生きものにく
わしくなっちゃおう！気軽に参加してね！

7/6
（土）

今年６月は､鶴見川多目的遊水地
運用開始１０周年を迎えます。

鶴見川流域ネイチャークラフト

このイベントは平成 25 年度地域のチカラ応援事業

要申込 ・ 参加費２００円

の助成を受けています。

※当日参加可 （材料終了次第締切）

6/23
（日）

●時 間：１３：３０〜１６：００
●対 象：小学生〜
●友の会ポイント：３ポイント

参加自由 ・ 参加無料
※団体様は事前にお申込み

アオムシさんが主役☆

ビオトープの枝で タオル掛け作り
鶴見川流域の自然素材を使った工作イベント！セン
タービオトープにある木の枝で、かわいいタオル掛け
を作ってみよう！開催時間内にきてね。

●時 間：９：４５〜１２：４５
●対 象：小学生〜 ●定員：子ども２０名＋保護者
●友の会ポイント：３ポイント
※雨天の場合は６月２３日（日）に延期いたします。
※河川増水の場合はバイオブリッツ（生きもの全みっけ）に変更します。

6/29
（土）

｢はらぺこあおむし｣
大型絵本の読み聞か
せタイムです。

●時間①：１１：００〜１１：２０
●時間②：１４：００〜１４：２０
●対 象：幼児〜
●友の会ポイント：２ポイント

6/30
（日）

人形劇｢あおむしさんの大冒険｣
人形劇「あおむしさんの大冒険」と、
あおむしさんのスポンジ工作をす
るよ！※材料終了次第締め切り

●時間（人形劇）
：１３：３０〜１３：４５
●時間（工 作）
：１３：４５〜１６：００
●対 象：幼児〜
●友の会ポイント：２ポイント

６月は、 平日１０ ： ００～１４ ： ００まで封筒を使ったお魚つくり工作もしています （参加自由･無料）。 ぜひお気軽にご参加ください。
イベント終了後は、 １F コミュニティルームを開放しますので昼食等おとりいただくことができます。 お気軽にご利用ください。

鶴見川多目的遊水地は
今年６月で運用開始１０周年を迎えます。
鶴見川多目的遊水地は、今年（平成２５年）６月で運用開
運
用
開
始
式
の
よ
う
す

水マスタイム 実施中！（無料・参加自由）
●水マス検定
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。６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。）

水辺ふれあい
マネジメント

●水マス検定講習会

在まで、計１１回の洪水を貯め、鶴見川流域市民の暮らし

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！
！

を守ってきました。また、遊水地管理センター１、２階に
ある地域防災施設鶴見川流域センターでは、昨年度おかげ

洪水時
水マネジメント

水マスって
なぁに？

毎月末６開館日11:00〜11:30または14:30〜15:00に開催します

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

始１０周年を迎えます。運用開始から平成２５年５月末現

市民･企業･行政が協力して
健全な水循環をつくります

６月の講習会日程：６月２４日（月）、
２６日（水）、
２７日（木）、
２８日（金）、
２９日（土）、
３０日（日）
７月の講習会日程：７月２５日（木）、
２６日（金）、
２７日（土）、
２８日（日）、
２９日（月）、
３１日（水）

さまで来館者数累計１８万人を達成し、市民の皆様へのさ

鶴見川流域水マスタープラン（水マス）詳細：国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所ホームページ http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin̲index049.html

らなる治水・防災啓発・教育に取り組んでいます。

特典いっぱい！
！ センター友の会

●鶴見川多目的遊水地の流入実績

鶴見川流域センターでは､「 センター友の会」制度があります。
センター友の会に無料登録いただくと､右記のオトクなサービ
スが受けられます。もっと楽しくセンターをご活用ください。

水
あ
わ
せ
式
の
よ
う
す

水マスとは？

FAX: 045-475-1999

●来館やイベント参加でポイント贈呈
●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。

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。

● 参加を申込みされる方をご記入ください。
申込者氏名

申込者 TEL

申込者住所

申込者 FAX

● 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。

6/1 遊水地のホタル発見隊

6/2 植物画教室

記入例） 鶴見川バク夫（８才）

6/9 つくろう！育てよう！チョウのビオトープ＆自然探検隊

6/14 鶴見川治水探険隊

6/15 みんなで知ろう！流域を危機から救う遊水地の力

6/22 ショートウォークとお魚とり

6/23 ビオトープの枝でタオル掛け作り

7/14 ショートウォークとお魚とり

7/14 つくろう！育てよう！チョウのビオトープ＆自然探検隊

