
5/3
( 土 )
11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30
参加自由・参加無料

小学生～

友の会２ポイント

5/5
(月･祝)

5/11
( 日 )

参加自由・参加無料

小学生～

友の会２ポイント

5/10
( 土 )

5/18
( 日 ) 5/24

( 土 )

9:45 ～ 12:30

要申込・参加費 300 円

小学生～・定員 20 名

友の会３ポイント

5/6
(火･祝)

9:45 ～ 12:45

要申込・参加費 300 円

小学生～・定員 20 名

友の会３ポイント

５月のお知らせ
5/4
( 日 )

参加自由・参加無料

小学生～

友の会２ポイント

5/9
( 金 )

10:00 ～ 12:30

要申込・参加費 300 円

小学生～・定員 20 名

友の会２ポイント

11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30

11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30

参加自由・参加無料

小学生～

友の会２ポイント

参加自由・参加無料

幼児向け

友の会２ポイント

5/25
( 日 )

参加自由・参加無料

小学生～

友の会２ポイント

11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30

参加自由・参加無料

小学生～

友の会２ポイント

11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30

13:30 ～ 16:00 10:30 ～ 11:15

5/31
( 土 )

要申込・参加費 200 円

小学生～

友の会３ポイント

13:30 ～ 16:00

5/22
( 木 )

参加自由・参加無料

幼児向け

友の会２ポイント

10:30 ～ 11:15

5/17
( 土 )

参加自由・参加無料

幼児～

友の会２ポイント

11:00 ～ 11:30
14:00 ～ 14:30

つるみ川パズルであそぼう
鶴見川流域のコト

親子でくわしくなろう！

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

生きものについて学ぼう！

※「団体友の会」会員の方に大型絵本を貸出しています。

みんな大好きなお魚とり！

ライジャケ（ライフジャ

ケット）の着方や、スロー

ロープ投げを体験して、夏

の川遊びにそなえよう！

じぶんで染めたオリジナルの

紙でこいのぼりをつくるよ！

ぜひ親子でご参加ください。

スローロープ＆ライジャケ体験★

紙染めこいのぼり作り

安全な川遊びをたのしく学ぼう！

５月５日はこどもの日！
こいのぼりをつくろう☆

たまごのなかにいる赤ちゃんはだあれ？

絵本にはいろんな生きものがいっぱいでて

きます。つるみ川にはどんな生きものたち

がいるのかな？

幼児向け読み聞かせ
「たまごのあかちゃん」

つるみ川流域 生きものカルタ

お魚のぼりも　

　　　　　　 つくるよ！

あそびながら生きものにくわしくなろう！

プロジェクト WILD
楽しく自然環境を学ぶアクティビティ！

※団体様は事前にお申込みください。

かくれんぼの生きものをさがせ！
鶴見川流域の生きものにくわしくなろう☆

ツルさんバクちゃんのお話し会

紙染めのアジサイでアート

♪
♪みんな大好きお話し会！

鶴見川流域を題材にした､楽しい工作だよ！

「小鳥さんとうたおう」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☆

初夏のビオトープ生きものみっけ
＠チョウのビオトープ＆自然探険隊 （毎月定例）

チョウなどの虫たちや草花がすくすく育っているセ
ンターのビオトープで、バイオブリッツ（生きもの
全みっけ）と種まきをやるよ！。生きものいっぱい
みつけよう☆毎月第２日曜開催です。参加してね！

初夏の野鳥観察会

鶴見川流域を洪水から守り、生きものたちの生育や繁殖の場としても整備がすすむ
鶴見川多目的遊水地。その機能や役割について学びながら、遊水地の水辺を求めやっ
てくる野鳥を観察します。遊水地はカワセミやオオタカもしばしば訪れる絶好の野
鳥観察スポット。運がよければ出会えるかも！？ぜひお気軽にご参加ください。

※双眼鏡等操作の難しい機器を使うため、小学校高学年からの参加を推奨します。
※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。
※雨天の場合は中止となります。

遊水地の役割を学びながら野鳥を観察しよう

鶴見川
多目的遊水地

鶴見川流域でも、アジサイが花を咲

かせる季節になりました。

楽しい工作でアジサイをつくって、

流域の生きものに親しもう！

親子で流域パズル対決！

ゲームをつうじて生きも

のや流域の防災対策につ

いて楽しく学べます☆

「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！

鶴見川多目的遊水地の

生きものたちがかくれんぼ！

ゲームをつうじて

生きものにくわしくなろう！
※友の会は参加費無料です。

「たまごのあかちゃん」　福音館書店
作　神沢　利子
絵　柳生　弦一郎

ショートウォークとお魚とり

待ちに待ったお魚とりシーズン到来！みんなでたくさんお魚とり
しよう☆　流域を洪水から守る、鶴見川多目的遊水地の大切な役
割もしっかり学習しよう！毎回大人気です。参加してね！

※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。
※鶴見川流域センター～亀の甲橋を往復で約２ｋｍ歩きます。

みんな大好きお魚とり！遊水地学習もするよ！

鶴見川は生きものいっぱい！

楽しくお魚とり☆

遊水地の治水・防災も

しっかり学ぼう！

観察が期待できる野鳥たち

遊水地の

治水 ・ 防災機能も

しっかり学ぼう！

このほかにもたくさんの野鳥がいます

♪
♪

※団体様は事前にお申込みください。

※当日参加も可（材料無くなり次第終了）

ツルさんバクちゃんのお話し会
みんな大好きお話し会！

「ぐんぐんすくすくどっひゃーん」

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☆

キアゲハの幼虫。みつけられるかな？

いっぱい虫とりしよう☆

夏に咲く花の

種まきもするよ

※諸般の事情により、５月は第２土曜開催となります。

ツバメ

カワセミ

オオヨシキリ

コサギ



※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。※掲載中のイベント・展示等の内容は、予告なく変更になる場合があります。

●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、幼児向け読み聞かせ　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　初夏の野鳥観察会　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

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。

水マスタイム　実施中！　（無料・参加自由）

●水マス検定講習会

５月の講習会日程：５月２５日（日）、２６日（月）、２８日（水）、２９日（木）、３０日（金）、３１日（土）

●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。５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？

● 鶴見川流域水マスタープラン詳細：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。

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

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。）

・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 (12:00-13:00) 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。

・ 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！

・過去の水マス検定もできるよ！チャレンジして楽しく水マスを学ぼう！

５月６月の｢みんなの工作｣は…

「おさんぽかたつむり

　　　をつくろう」

平日開催 ・参加無料

もうすぐ夏！雨がしとしとふる日は
かたつむりさんが元気におさんぽしてるよ。
みんなでかわいいかたつむりをつくろう☆

展示コーナーで､鶴見川流域水マスタープランまるわかり！

タッチ水槽で
ザリガニやカニと

ふれあおう☆

毎日 15:30 ～

エサやりタイム！

参加してね

※　
　
　
　
　

　
��

��
��
　
大

人
気
！鶴見川流域水族

館

※休館日を除く

クロベンケイガニ

アメリカザリガニ

源流～中流～下流～河口まで、 鶴見川に暮らすお魚やエビ ・カ

ニを展示中！　とってもかわいい生きものたちに、 ぜひ会いにきて

ください。 ザリガニ ・ カニに直接さわれる 「タッチ水槽」 も☆

みんなで楽しく工作タイム☆

ぬりえもできるよ！

つるみ川の生きものに

くわしくなろう！

みんながつくった

工作も展示中！

ミニゲームもあるよ

ボクたちに
さわれる
かなっ？

5/6 ショートウォークとお魚とり 5/10 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）

5/31 紙染めのアジサイでアート5/24 鶴見川多目的遊水地　初夏の野鳥観察会


