
１月のお知らせ

1/24
( 金 )

10:00 ～ 12:30

要申込・参加無料

大人向け・定員 20 名

友の会２Ｐ

　　街の水辺
「江川せせらぎ緑道」
　　　　　　　　　 を歩く

２月の総合治水体感ウォーキングは 「知る人ぞ知る新羽の秘境を歩く ( 予定 )」 です。 乞うご期待！

総合治水体感ウォーキング

鶴見川流域を歩いて

水マスを感じよう

「湧水の小径」「桜のプロムナード」などの８つのゾーンに分かれ、テーマごとに植物や

自然石等が配置され、新しい都市空間の創造をめざした「江川せせらぎ緑道（遊歩道）」。

水と緑にあふれたこの緑道と各地の治水施設を歩きながら、鶴見川流域水マスタープラ

ン（水マス）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。

鶴見川流域センター　⇒　鶴見川多目的遊水地　⇒　亀の甲

橋　⇒　大熊川合流点　⇒　川向しものや公園（川向ポンプ

場）　⇒　　江川　⇒　江川せせらぎ緑道　⇒　新開橋バス停

●少雨決行・荒天中止

●持ち物：歩きやすい服装と靴、

　　　　　雨具、飲み物など

●ガイド：港北ボランティアガイドの会

●ウォーキングコース（約５ｋｍ）

江川せせらぎ緑道で川に親しむ子どもたち。水と緑あふれる開放的な空間が魅力です。

ゆるやかな流れがつづく緑道。カルガ

モも気持ちよさそう。道中さまざまな

冬鳥たちに出会えるかもしれません。

　２月２３日は富士山の日！今年みごと世

界文化遺産に登録された富士山。鶴見川流

域には、国土交通省関東地方整備局が選定

する「関東の富士見百景」が５地点あります。

日頃から富士山の写真を撮りためている方

も多いのでは？

　鶴見川流域センターでは、皆様が撮影し

た富士山写真を募集中です。ご投稿いただ

いた富士山写真はセンターに展示し、来館

者による人気投票を行いたいと思います。

　自慢の富士山写真をみんなにみてもらう

チャンス！ぜひふるってご参加ください。

お気に入り

鶴見川流域の　富士山写真募集中！
祝！世界文化遺産登録

募集画像：

投稿方法：

締め切り：

展示場所：

展示期間：

結果発表：

鶴見川流域で撮影した富士山の写真

①投稿者名（本名、ニックネームどちらでも可）　②連絡先（お名前､住所､電話､E メール）　③投稿写真のタイトル

④投稿写真の撮影場所　を添えつけの上、以下いずれかの方法で写真データをご投稿ください。

●事務局 Eメール（office@tr-net.gr.jp）へデジタルデータで送付

●鶴見川流域センター受付へ直接、デジタルデータを届け出（メモリーカードなど）

※写真データのファイル形式は JPG形式でお願いいたします。　※データ容量：１写真あたり５MBまで

（A4または A3で写真を印刷しますので、なるべくデータ量の大きいものをお勧めします）

平成２６年１月１９日（日）

地域防災施設 鶴見川流域センター

平成２６年２月１日（土）～３月３１日（月）　※階段ギャラリーに投票（～２月２８日まで）・展示します。

平成２６年３月１日（土）～３月３１日（月）　※投票上位３作品を展示ルームに展示します。

※応募作品の著作権は主催者に帰属します。※入賞作品は鶴見川流域の PR などに使用されることがあります。※人物が映っている作品は、本人の

了解を得ていることが条件となります。※本企画は画質などの技術を競うものではないことをご了解ください。

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　協力：連携鶴見川流域ネットワーキング



※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。

●ツルさんバクちゃんのお話し会、たのしいふゆごもり　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　●街の水辺「江川せせらぎ緑道」を歩く（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の会　●温暖化豪雨時代の危機と流域のくらし　主催：鶴見川流域水協議会（国土交通省関東地
方整備局、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、町田市、稲城市）　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　●鶴見川流域の富士山写真募集・展示　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　協力：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

1/10
( 金 )

10:30 ～ 11:15

参加自由・参加無料

幼児向け

友の会２Ｐ ※団体様は事前にお申込みください。

※友の会は参加費無料です。

1/12
( 日 )

10:00 ～ 12:30

要申込・参加費 300 円

小学生～・定員 20 名

友の会２Ｐ

1/11
( 土 )
11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30
参加自由・参加無料

幼児～

友の会２Ｐ

1/23
( 木 )

10:30 ～ 11:15

参加自由・参加無料

幼児向け

友の会２Ｐ ※団体様は事前にお申込みください。

※「団体友の会」会員の方に大型絵本を貸出しています。

1/19

1/25
( 土 )

参加自由・参加無料

小学生～

友の会２Ｐ

( 日 )

11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30

11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30
参加自由・参加無料

幼児向け

友の会２Ｐ

1/13
(月・祝)
10:30 ～ 11:15
13:30 ～ 14:15
参加自由・参加無料

小学５年生～推奨

友の会２Ｐ

特典いっぱい！！　センター友の会

大型絵本無料貸し出し！　センター団体友の会

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

１月の講習会日程：１月２５日（土）、２６日（日）、２７日（月）、２９日（水）、３０日（木）、３１日（金）

２月の講習会日程：２月２２日（土）、２３日（日）、２４日（月）、２６日（水）、２７日（木）、２８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
● 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

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。

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､上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。）

プロジェクトＷＥＴは、世界３５の

国で行われている水に関する体験学

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！

ツルさんバクちゃんのお話し会

♪ ♪
みんな大好きお話し会！

チョウのビオトープ＆自然探険隊
冬の昆虫や植物のようすを観察してみよう！

温暖化の不思議じっけん
これでキミも地球温暖化博士！

つるみ川流域スゴロク
あそびながらつるみ川にくわしくなろう！

「えとのおはなし」がテーマのた

のしいお話し会だよ！ おわった

ら、つるみ川のおさかなさんた

ちにえさやりしよう☆

センターのビオトープをみんなで育

てる定例会だよ。毎回新しい発見が

いっぱい！毎月第２日曜開催です。

参加してね！

大人気！展示ルームの流域図を

つかって、たのしいスゴロクを

しよう。つるみ川や生きものに

くわしくなれるよ！

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！

・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｡）

イベント参加に関するお知らせ

お車でのご来館もオーケー !
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。

※収容可能台数に限りがございます。できるだ

け公共交通機関をご利用ください。

ツルさんバクちゃんのお話し会

♪ ♪
みんな大好きお話し会！

「バクちゃんのさんぽ」がテーマ

のたのしいお話し会だよ！ お

わったら、つるみ川のおさかな

さんたちにえさやりしよう☆

こぐまの親子が雪が降る前に冬

ごもりの準備をします。鶴見川

の生きものたちは寒い冬をどう

やって過ごしているのかな？
「たのしいふゆごもり」片山令子 / 片山健

福音館書店

プロジェクト WET
アタマとカラダをつかって自然環境を学ぼう

たのしいふゆごもり

２月の鶴見川流域センターは ・ ・ ・

幼児向け読み聞かせタイム

1/18
( 土 )

参加自由・参加無料

小学生～

友の会２Ｐ

11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30

つるみ川流域 生きものカルタ
あそびながら生きものにくわしくなろう！

みんなで新春カルタ大会！

「つるみ川流域生きものカルタ」で

楽しくあそびながら生きものにくわ

しくなれるよ！

※当イベントの詳細は、別途チラシをご覧ください。
※当イベントの参加お申込みは、NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング事務局
　（TEL:�045-546-4337�FAX:�045-546-4344）までお願いいたします。

1/26
( 日 )

13:30 ～ 16:00

要申込・参加無料

大人向け・定員 80 名

友の会２Ｐ

温暖化豪雨時代の
危機と流域のくらし

●ホルンコンサート

●流域の鉄文化を語る

●科学工作

など、 港北区の市民団体の皆様の

連続イベントを予定しています。

お楽しみに！！

近年、鶴見川流域では大きな水害もなく、鶴見川がかつて「暴れ川」だったと認識する人も少な

くなってきました。しかし、水害の危険がなくなったわけではありません。また、遠くの地域の

出来事と思われている地球温暖化や、IPCC で報告されている海面上昇は、じつは身近な水害とし

て私たちの生活を脅かす存在なのです。温暖化適応策としての総合治水の新たな展開について、

行政、市民それぞれの立場から考えます。ぜひお気軽にご参加ください。

第１部　行政・市民団体からの報告

第２部　シンポジウム『市民はこの時代にどう対応してゆくか』

・ 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 ・ 講習会も参加してね！みんなで楽しく水マスを学ぼう！

１月と２月の｢みんなの工作｣は…

「カモとミノムシの

　ファッションショー」

平日開催 ・ 参加無料

冬に鶴見川にやってくる 「カモたち」 と、

木からぶらさがっている 「みの虫たち」 に

素敵な洋服を着せてみよう！

ウォーキングイベント 定期開催中！
　鶴見川流域センターでは、 鶴見川流

域の歴史や自然をたどりながら、 治水

防災など鶴見川流域水マスタープラン

（水マス） を楽しく学ぶウォーキングイベ

ントを開催しています。

　のんびり気軽にウォーキングを楽しめ

て、 鶴見川流域の歴史も学べます。

ぜひお気軽にご参加ください。

こんな方にオススメ！

●ウォーキングが大好き

●鶴見川流域の歴史や治水を

　 楽しく学びたい

●気軽にウォーキングを

　 楽しみたい

稲城市多摩市

保土ヶ谷区

中原区

青葉区

緑区

旭区

都筑区

宮前区

高津区

幸区

神奈川区

川崎区

町田市

鶴見区

麻生区

港北区

写真提供：横浜市立潮田小学校

1/24 街の水辺「江川せせらぎ緑道」を歩く1/12チョウのビオトープ＆自然探険隊

記入例）   鶴見川バク夫（８才）


