
水 防 災 を 考 え る 月 間

9/19（土）延期日：9/26（土） 要申込
鶴見川多目的遊水地見学会と
鶴見川の生きもの観察（魚編）
わいわい楽しくお魚とり！治水防災も一緒に学ぼう！

詳細別紙　★9：45～12：45

小学1年生以上　小学生は保護者同伴

参加費300円　定員：子ども20名とその保護者　

　

●「ツルさんバクちゃんのお話会」、「幼児向けよみきかせ」　主催：綱島バリケン島プロジェクト、後援：地域防災施設 鶴見川流域センター　●「鶴見川多目的遊水地見学会と鶴見川
の生きもの観察（魚編）　「チャレンジ！防災アクション」　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：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　■広報協力：デイリーヤマザキ横浜小机町店

9/22（火・祝）　　　
みんなを守る・治水わなげ
私たちの身の回りには、

水災害から暮らしを守る施設があります。

知って得する楽しいわなげゲーム！

★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料　定員：各10名

2P
友の会

9/21（月・祝）　　　
紙芝居「あわてない あわてない」
洪水が起きた。いざという時どうするの？

日頃からみんなで考えておこうね。

★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料

定員：各80名（団体のみ要申込）

2P
友の会

9/5（土）　　　
水マスＤＶＤ上映会
水マスってなんだろう？鶴見川

流域の取り組みが色々わかるよ！

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各40名　

9/22（
火・祝）は

開館します！！

2P
友の会

9/12（土）　　　
プロジェクトWETのんびりゆこう
ＷＥＴアクティビティで鶴見川

の治水・防災を楽しく学ぼう！

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各20名

2P
友の会

9/13（日）　　　
チョウのビオトープ＆自然探険隊
9月は秋の虫さがしをするよ！

★10：00～12：30

小学生～ファミリー　無料　定員：20名

2P
友の会

9/6（日）　　　
チャレンジ！水マス検定
ますます人気！今月はみんなが知らないうち

にお世話になっている下水道がテーマ。

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー 　無料　定員：なし

2P
友の会

9/20（日）　　　
防災チェック探険隊
XRAIN（エックスレイン）、雨量計、
みんなの暮らしを守る、治水メカの
ナゼナニ？に答えます。

★13：30～14：30

 小学校高学年～成人　無料

 定員：20名

毎日やってるよ

つるみ川水族館えさやり体験
★15：30～　※火曜：休館

2P
友の会

　9/26（土）　　　
幼児向けよみきかせ
つるみ川にもいるよ！

まっかちのじまんのはさみ

★10：30～11：15

幼児～ファミリー　無料　定員：80名

2P
友の会 9/27（日）　　　

非常持ち出し袋に
何入れる？
グッズを探せ！

★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料　定員：なし

2P
友の会

9/11（金） 9/24（木）
団体のみ要申込

ツルさんバクちゃんのお話会
詳細別紙

★10：30 ～11：15

幼児～ファミリー　無料　定員：各 80 名

つるみ川と

友だちになろうつるみ川と

友だちになろう

流域の

災害に強くなろう！

2P
友の会

9/23（水・祝）
チャレンジ！防災アクション
いざというときどうするの？

家族そろって楽しく、チャレンジ！トライ！
詳細別紙

★10：00～17：00

幼児～ファミリー　無料

3P
友の会

3P
友の会

ＴＥＬ：０４５-４７５-１９９８　ＦＡＸ：０４５-４７５-１９９９

開館 10：00 ～ 17：00　休館 毎週火曜日

2015 年

P
友の会 ＝友の会ポイント

　（詳細は受付で）

みんなで工作
流域にたくさんいるトンボを作ろう！

ぷらぷらトンボ
幼児～ファミリー　無料　平日のみ
※来館者の多い時、材料が終了した時は
　対応できない場合があります。

オススメ

オススメ

当センターは展示やイベントから楽しく水マスを知る施設です。

つるみ川のキャラクター＠バクちゃん

特別ポイント

つるみ川の流域は

ぼくの形だよ



鶴見川多目的遊水地見学会と鶴見川の生きもの観察（魚編）

畑
畑

Ｐ

Ｐ

小
机
駅

多目的遊水地

鶴見川流域センター
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新横浜駅→

新横浜元石川線

高い鉄塔が目印。
センターは4階建ての
茶色のビル

←第３京浜・港北IC

デイリーヤマザキ
横浜小机町店

申込者TEL

申込者FAX
申込者氏名 申込者住所

●参加者全員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。

【昼　 食】イベント開催時は 1Fコミュニティルームを昼食の場所として開放します。

　　　　 お気軽にご利用ください。時間12:00～13:00

　　　　 （但し他の事業予定があるときは不可）

【センター来館】小学校 3 年生以下は、保護者同伴でご来場ください。

【飲み物】給水施設はありませんので、各自お飲み物をご持参いただくか、

　　　　 自動販売機をご利用ください。

※参加に伴う個人情報の取り扱いにつきましては、本企画の実施に限り使用させていただきます。

入口（2階）は
ここです

ＪＲ小机駅から歩いて６～７分
流域センターまでの
徒歩マップ

駐車場
あります

　鶴見川流域では、市民・企業・行政が力を合わせて、水害のない安全で安心な、

いろいろな生きものがくらす素敵な水辺や街を作ろうと、「鶴見

川流域水マスタープラン（略称：水マス）」を進めています。流

域センターでは展示やイベントを通して、楽しく水マスをマスタ

ーすることができるんです。

【９月のテーマ】　水防災を考える月間

　昭和 33 年に戦後最大の被害をもたらした狩野川台風は 9 月に襲来しました。その

後、鶴見川はこの規模の台風に耐えられるように整備がされてきました。鶴見川流域は

総合治水や水マスタープランの推進のおかげで、近頃は大きな水害もなくなりました。

しかし、温暖化による影響で台風の規模がおおきくなってきています。いつ大きな被害

がでても不思議ではありません。家族そろって、防災について考えていきましょう。

地域防災施設鶴見川流域センターにようこそ 

センターのご利用について

鶴見川流域図

鶴見川流域 市境 区境

バクの流域水族館

　タッチ水槽には真っ赤なアメリカザリガニとクロベ

ンケイガニがハサミを広げて、みんなが来るのを待っ

ています。初めて見るカニたちとの対面におどろき、

後ずさりするお子様もいれば、はさまれずに上手につ

かむお子様もいます。生きものたちとのそんなミラク

ルな時間を過ごして

みませんか。

ＸＲＡＩＮ（エックスレイン・ＸバンドMPレーダー）

　流域センターの隣にそびえる鉄塔の

てっぺんに丸いドームがあるのをご存

じでしょうか。ドームの中には上空の

雨粒がどこにどれだけあるのか、リア

ルタイムで、より正確に計るレーダー

が入っているのです。国土交通省が河

川管理や水防活動のために設置したも

のですが、パソコンやスマホからだれ

でも見ることができます。ちょっとし

たお出かけでも傘をもっていこうかど

うか考える良い判断材料になります。

もちろん、大雨のときは雨の降り方を

チェックし、防災に活用してください。
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写真：水に浸かる家と車（1958 年狩野川台風　土田和男氏）

FAX: 045-475-1999　TEL:045-475-1998

お申込み

参加者
氏名

（水族館は市民団体のボランティアで運営されています）

早淵川

多摩川

恩田川 鶴見川

鶴見川

矢
上
川

宮前区

青葉区
相模原市

大和市
座間市

綾瀬市

瀬谷区 旭区

保土ヶ谷区
神奈川区

緑区

都筑区

港北区

鶴 見 川 流 域 セ ン タ ー （火曜休館10:00～17:00）　〒222-0036 横浜市港北区小机町2081 

email:waku2tsurumi@ktr.mlit.go.jp　ホームページ http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00490.html

自然・治水・防災を楽しく学べる

地域防災施設 鶴見川流域センター


