
・ 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｡

・ 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

　昼食など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｡

　（※団体予約が入っている場合など､ご利用いただけない場合がございます｡）

※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。※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です。※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。

●総合治水体感ウォーキング　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：港北ボランティアガイド　●ツルさんバクちゃんのお話し会　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　●チョウのビオトープ＆自然探険隊　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　共催：地域防災施設鶴見川流域センター　●上記以外のイベン
ト　主催：NPO法人鶴見川流域ネットワーキング　共催：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
■広報協力：デイリーヤマザキ横浜小机町店

参加自由 ・ 参加無料
※ 団 体 様 は 事 前 に お 申 込 み

要申込 ・ 参加費２００円
※当日参加可 （材料終了次第締切）

参加自由 ・ 参加無料

参加自由 ・ 参加無料

参加自由 ・ 参加無料

参加自由 ・ 参加無料

参加自由 ・ 参加無料

参加自由 ・ 参加無料

要申込 ・ 参加費３００円

要申込 ・ 参加費３００円 要申込 ・ 参加費３００円
※ 友 の 会 は 参 加 費 無 料

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！

プロジェクトＷＥＴ・ＷＩＬＤ
アタマとカラダを使った環境学習

ＷＥＴ

ＷＩＬＤ

11/2
（土）

11/23
（土）

●時間①：１０：３０～１１：１５

●時間②：１３：３０～１４：１５

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：２ポイント

●時間①：１０：３０～１１：１５

●時間②：１３：３０～１４：１５

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：２ポイント

ツルさんバクちゃんのお話し会♪
♪みんな大好きお話し会！

８日「のりものいっぱい」

( おはなしキラキラぽっ

け )、２８日「落ち葉」( 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☆

11/8
（金）

11/28
（木）

●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

ハザードマップで防災くんれん
ハザードマップを活用しよう

いざというときにそなえて、みんな

で防災くんれん！大型ハザードマッ

プをつかって、お家のまわりのこと

や避難場所などを学習しよう！

11/30
（土）

●時間①：１１：００～１１：３０

●時間②：１４：００～１４：３０

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：２ポイント

防災チェック探険隊

人気上昇中 !!

ＸＲＡＩＮなど治水機器を学ぼう

Ｘバンドレーダー（ＸＲＡＩＮ）や雨

水値測定器など、センターや遊水地に

ある治水機器のヒミツに迫ろう！

鶴見川流域センターでは、約３０台収

容可能な無料駐車スペースを設けてお

ります。ぜひお気軽にご利用ください。

※駐車スペースのご利用は、鶴見川流域センターに

　ご来館・ご利用の方のみに限ります。

11/17
（日）

●時　間：１０：３０～１２：００

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：２ポイント

みんなで
防災チェックに

行こう！

ビー玉コロコロで防災くんれん
水はどうやって流れる！？

人気コーナー「鶴見川流域ビー玉模型」

をつかって防災くんれん！水の流れか

たを学んで、いざというとき役に立つ

防災知識をたかめよう！

11/16
（土）

●時間①：１１：００～１１：３０

●時間②：１４：００～１４：３０

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：２ポイント

１１月のお知らせ

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、もっと生きものに詳しくなっちゃお

う！気軽に参加してね！

つるみ川お魚ゲットゲーム
遊びながら生きものにくわしくなろう！

11/4
（月･祝）

●時間①：１１：００～１１：３０

●時間②：１４：００～１４：３０

●対　象：幼児～

●友の会ポイント：２ポイント

鶴見川多目的遊水地で栽培している綿をつかっ

て、カントリー風の切り絵アートを作ろう！

★遊水地の自然観察会と綿摘み（別途開催）

参加すれば、自分で摘んだ綿を使って工作できるよ☆

【９：００～１２：００　参加無料　集合：鶴見川流域センター

主催：新横浜町内会　共催：日産スタジアム】

●お申込み先：新横浜町内会 TEL045-473-7934 FAX045-473-7922

鶴見川多目的遊水地でとれた 綿のクラフト
摘みたての綿をつかって工作しよう！

11/9
（土）

●時　間：１３：００～１５：３０

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：３ポイント

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！今月はお困り植物セ

イバンモロコシをみんなで

やっつけるぞ！

ぜひ参加してね！

11/10
（日）

みんなでビオトープを育てよう！

●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

チョウのビオトープ＆自然探険隊つくろう！
育てよう！

にゃーご
幼児向け読み聞かせタイム

ねこがねずみをだまして

いっしょに桃をとりにいくけど…。

むかし、綱島では｢日月桃｣という

桃がたくさんとれたんだって！

11/3
（日）

●時間①：１１：００～１１：３０

●時間②：１４：００～１４：３０

●対　象：幼児～

●友の会ポイント：２ポイント

「団体友の会｣会員の方に大型絵本を貸し出ししています

・ 毎日１５ ： ３０からお魚たちへのエサやりタイム！みんな参加してね！

・ 水マス検定、 水マス講習会も参加してね！ （詳細は中面をご覧ください。）

１１月と１２月の｢みんなの工作｣は…

お気軽にご参加ください★

コマ･けん玉･マラカス･動物･おすもうさん･etc...

「どんぐりでオモチャ作り」

平日開催 ・ 参加無料

鶴見川流域センターのある小机には、歴史的名所が数多

く残されています。それらの名所と治水施設を歩きなが

ら、総合治水への理解を深めていきます。

ぜひお気軽にご参加ください。

●コース

流域センター　⇒　本法寺　⇒　新横浜Ｂ遊水池　⇒　将軍

地蔵　⇒　砂田川親水公園　⇒　馬頭観音　⇒　三会寺　⇒

鳥山八幡宮　⇒　雲松院　⇒　小机駅（解散）（約５．５㎞）

総合治水体感ウォーキング

●時　間：１０：００～１２：３０

●講　師：港北ボランティアガイド

●対　象：大人～

●友の会ポイント：３ポイント

11/1
（金）

小机の名所を訪ねながら治水学習

松ぼっくりツリー工作
松ぼっくりで楽しい工作！

もうすぐクリスマス！

鶴見川流域でとれた松ぼっくりを使って、

ちっちゃいクリスマスツリーを作ろう！

思い思いの飾りつけをして、

クリスマスになったらお家に飾ろう☆

参加してね！

11/24
（日）

●時　間：１３：３０～１６：００

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：３ポイント

お車でのご来館もＯＫ！

『にゃーご』宮西達也著



・ 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｡

・ 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

　昼食など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｡

　（※団体予約が入っている場合など､ご利用いただけない場合がございます｡）

●温暖化の不思議じっけん　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　●クリス
マスリース作り　主催：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　●チョウのビオトープ＆自然探険隊　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　共催：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　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　●鶴見川多目的遊水地　冬
の野鳥観察会　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　●上記以外のイベント
主催：NPO法人鶴見川流域ネットワーキング　共催：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
■広報協力：デイリーヤマザキ横浜小机町店

※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です。※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。

参加自由 ・ 参加無料
※ 団 体 様 は 事 前 に お 申 込 み

参加自由 ・ 参加無料

参加自由 ・ 参加無料

参加自由 ・ 参加無料

要申込 ・ 参加費３００円

要申込 ・ 参加費３００円要申込 ・ 参加無料

要申込 ・ 参加費３００円
※ 友 の 会 は 参 加 費 無 料

要申込 ・ 参加費２００円
※当日参加可 （材料終了次第締切）

特典いっぱい！！　センター友の会

「センター団体友の会」で
大型絵本を無料貸し出し！！

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。

鶴見川流域センターを団体でご利用の方には「センター団体友の会」制度があります。センター団体友の会に無料登録いただくと
大型絵本の貸し出しが行えます。ぜひご活用ください。（※センター団体友の会にポイントサービスはありません。）

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。

●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

水マスタイム　実施中！　（無料・参加自由）

●水マス検定講習会

１１月の講習会日程：１１月２４日（日）、２５日（月）、２７日（水）、２８日（木）、２９日（金）、３０日（土）

１２月の講習会日程：１２月２１日（土）、２２日（日）、２３日（月）、２５日（水）、２６日（木）、２７日（金）

●水マス検定

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

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！！

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？

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。

● 参加を申込みされる方をご記入ください。

申込者TEL

申込者FAX
申込者氏名 申込者住所

● 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。

● 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/keihin_index049.html

●時　間：９：４５～１２：３０
●対　象：小学校４年生以上推奨
●定員：４０名
●友の会ポイント：３ポイント
※雨天の場合は１２月２２日（日）に延期いたします。
※鶴見川流域センター ～ 鶴見川多目的遊水地を往復で約２ｋｍ歩きます。

鶴見川流域を洪水から守り、生きものたちの生息や生育繁殖の場としても整備

が進む、鶴見川多目的遊水地。この遊水地の役割について学びながら、遊水地

の水辺を求めてやってくる野鳥を観察します。

鶴見川流域にもある日本在来のつる植物『クズ』

を使って、かわいくて素敵なクリスマスリース

を作ろう！クリスマスに飾ってね☆

12/7
（土）

●時　間：１３：３０～１５：３０

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：３ポイント

１２月のお知らせ
地球温暖化防止月間

ツルさんバクちゃんのお話し会♪
♪みんな大好きお話し会！

１３日「クリスマス」( おはなしキ

ラキラぽっけ )、２６日「贈りもの」

( 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☆

12/13
（金）

12/26
（木）

●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

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！今月は鳥の巣箱のお

手入れをするよ。参加してね！

12/8
（日）

みんなでビオトープを育てよう！

●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

チョウのビオトープ＆自然探険隊つくろう！
育てよう！

12/15
（日）

遊水地の野鳥観察に行こう！

冬の野鳥観察会鶴見川
多目的遊水地防災チェック探険隊

人気上昇中 !!

ＸＲＡＩＮなど治水機器を学ぼう

クリスマスリース作り
鶴見川流域の植物で素敵な工作

地球温暖化ってとっても不思議！

どうやってなるんだろう！？

実験をとおして地球温暖化による

海面上昇のしくみを楽しく学ぼう！

12/1
（日）

●時間①：１０：３０～１１：１５

●時間②：１３：３０～１４：１５

●時間③：１５：３０～１６：１５

●対　象：小学生～（５年生以上推奨）

●友の会ポイント：２ポイント

温暖化の不思議じっけん
これでキミも地球温暖化博士！

Ｘバンドレーダー（ＸＲＡＩＮ）や雨水値測

定器など、センターや遊水地にある治水機器

のヒミツに迫ろう！

12/14
（土）

●時　間：１０：３０～１２：００

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：２ポイント

みんなで
防災チェックに

行こう！

プロジェクトＷＩＬＤは、世界３５の国で行われている

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！

プロジェクトＷＩＬＤ
アタマとカラダを使った環境学習

12/23
（月･祝）

●時間①：１０：３０～１１：１５

●時間②：１３：３０～１４：１５

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：２ポイント

お正月飾り作り
鶴見川流域の植物で素敵な工作

鶴見川流域にもある日本在来のつる植

物『クズ』を使って、素敵なお正月飾

りを作ろう！お正月に飾ってみんなに

自慢しよう☆

12/22
（日）

●時　間：１３：３０～１６：００

●対　象：小学生～

●友の会ポイント：３ポイント

まどから おくりもの
幼児向け読み聞かせタイム

サンタさんがいろんな窓からのぞいて、

どうぶつたちにプレゼントをわたしてくれます。

つるみ川流域の生きものたちのところにも

サンタさんはきてくれるかな？

12/21
（土）

●時間①：１１：００～１１：３０

●時間②：１４：００～１４：３０

●対　象：幼児～

●友の会ポイント：２ポイント

｢団体友の会｣会員の方に大型絵本を貸し出ししています

『まどから おくりもの』五味太郎著

11/9 鶴見川多目的遊水地でとれた綿のクラフト11/1総合治水体感ウォーキング

12/1 温暖化の不思議じっけん11/10チョウのビオトープ＆自然探険隊

12/8チョウのビオトープ＆自然探険隊12/7 クリスマスリース作り

12/22お正月飾り作り12/15 鶴見川多目的遊水地　冬の野鳥観察会

記入例）   鶴見川バク夫（８才）


