
●「水マス防災レンジャー大活躍！」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
●「ツルさんバクちゃんのお話会」、「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　
●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

TEL：045-475-1998　FAX：045-475-1999
開館 10:00 ～ 17:00　休館 毎週火曜日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。

小学校 3年生以下は、保護者同伴でご来場ください。

今月のテーマ　東日本大震災を忘れない

3/19（土）　　　
おちばの宝さがし
おちばの絵の下にかくれている

生きものをさがそう！

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各10名

3/13（日）　　　
ツルさんバクちゃんのふくわらい
笑う門には福来たる！

流域の安全を願って福を呼ぼう！

★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料　定員：各10名

1P
友の会

3/20（日）　　　
どんぐり相撲（春場所）
鶴見川流域のどんぐりで力士を

作ってすもうをとるよ！

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各10名

1P
友の会

3/21（月・祝）　　　
プロジェクトWILD 魚を作ろう
つるみ川流域に住む、おさかなの

特ちょうを学んで川のことを知ろう！

★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料

定員：各20名（団体のみ要申込）

3/5（土）一部申込　　　
水マス防災レンジャー大活躍！
災害は忘れたころにやってくる。

もしもにそなえていろんな体験を

しておこう。

詳細別紙

★10：00～17：00

幼児～ファミリー　無料（一部有料）

1P
友の会

1P
友の会

3/27（日）　　　
よみきかせ
春と川のおはなしを読むよ！

★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料

定員：各20名（団体のみ要申込）

1P
友の会

3/26（土）　　　
パタパタちょうちょを作ろう
鶴見川流域に春が来た！

春にとぶちょうちょをつくろう！

★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー

参加費100円（材料費）
定員：各10名（団体のみ要申込）

1P
友の会

毎日やってるよ つるみ川水族館えさやり体験
★11：00～　15：30～　※火曜：休館

3/11（金）
3/24（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（団体のみ要申込）

3/12（土）　　　
チョウのビオトープ＆
 流域の 自然探険隊
お花がいっぱい！

苗を植えよう！

★10：00～12：30

小学生～ファミリー　無料　定員：20名

長そで長ズボン、軍手着用でご参加ください

1P
友の会

1P
友の会

1P
友の会

みんなで工作 流域のちょうちょを作るよ!

ちょうちょ 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。

つるみ川りゅういきの
キャラクター　バクちゃん

友の会ポイント　○来館で＝1P　○イベント参加で＝1P　○有料イベントで＝2P

今月のテーマ　東日本大震災を忘れない

雨の
日は
+1 P
プラスポイント

オススメ

3/6（日）　　　
かくれんぼのいきものさがし
つるみ川流域からやってきた

いきものをさがすよ！

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各40名

1P
友の会

201
6年

イベン
ト案内



センター友の会　センターに来るだけで 1P。20P から流域を学ぶグッズ（流域センター応援団提供）と交換できます。ライブラ

リの図書を借りるのも OK。センターのイベントをメールでお知らせします。詳細は受付で。

【友の会ポイント】　来館 1P　無料イベント参加 1P、有料イベント参加 2P、雨の日はプラス 1P。

【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。

● 参加するイベントの□にチェックを入れ、参加者全員（申込者以外）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。※小学生以下は保護者同伴です。

「非常食試食体験！」　参加費：500 円

3/5（土）水マス防災レンジャー大活躍

「AEDを使った救助訓練」□10:00 ～ 10:30   □10:30 ～ 11:00   □11:30 ～ 12:00

申込者TEL
申込者FAX申込者氏名 申込者住所

※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。
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流域センターまでの
徒歩マップ

駐車場
あります

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

FAX: 045-475-1999　TEL:045-475-1998
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【３月のテーマ】　東日本大震災を忘れない

　東日本大震災から3月11日で5 年です。被災地の復興も進んでいる反面、人々の心から災害への関心も日々薄れていくことも

事実です。首都圏直下型地震や想定外の大雨による災害への、心構えは重要です。今月は、３月５日の「水マス防災レンジャー大活

躍！」という参加型のイベントを始め、防災に関する展示も行います。

　鶴見川流域では、市民・企業・行政が力を合わせて、水害のない安全な街、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ます。

お申込み

３Ｄ流域地図

バクの流域水族館　ボラ

　下流水槽でせわしなく泳いているのは「ボラ」。正確に言うと

センターのものは「オボコ」。出生魚と言って、成長過程でハク

→オボコ→イナ→ボラ→トドと名前が変わります。「とどのつま

り」はこのトドが由来だそうです。珍味でお馴染みのカラスミ

はボラのメスの卵を加工したものです。河口の汽水域（海と川

の水が混じった場所）にくらしています。よく川でジャンプして

いるのがボラなんです。ジャンプは寄生虫を落とすためか？驚い

たためか？定かではあ

りません。

　現在センターにいる

ものは、毎年春生ま

れの子どもたちと交換

します。子どもたち

は、このキラキラの

魚たちが大好きです。

３Ｄ流域地図

　展示室に入って突き当りにあるのが3D流域地図。片目づつ、

赤と青のセロファンがついたメガネをかけてみると不思議ふし

ぎ、大地の凸凹が浮き出てきます。雨の水が大地を削って渓

谷をつくり、そこを川がうねりながら流れ、運んできた土砂で

低地を作ってきた歴史が見てとれます。地図のそばに来てみる

と、地名が出ていますので自分の家が大地の凸凹のどこにある

か？川から離れているか、高台か窪地にあるのか？確認するこ

とが出来ます。水は大地の凸凹にすなおにしたがって流れてい

きます。ふだんは気

にすることもない土

地の傾斜がどうなっ

ているかやどこに水

が集まるかを知るこ

とが防災の第一歩で

すね。

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 

メールアドレスが変わりました。（旧）waku2tsurumi@ktr.mlit.go.jp⇒（新）ktr-waku2tsurumi@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
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