
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。

●「鶴見川の舟運から水害の歴史をふりかえる」　主催：地域防災施設鶴見川流域センター　共催：鶴見川舟運復活プロジェクト　連携鶴見川流域ネットワーキング
　協力：ウエルパス　大倉精神文化研究所　ドラゴンウォッチの会　新羽わんどクラブ
●「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）」、「＜みんなで水マス＞みんなを守るおっきなプール！」、「センターこども夏まつり」　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

6/26（日）要申込　　　
鶴見川の舟運から
水害の歴史をふりかえる
★13：30～16：30

小学生高学年～大人

無料　定員：50名

毎日やってるよ つるみ川水族館えさやり体験
★11：00～　15：30～

6/10（金） 7/8（金）
ツルさんバクちゃんのお話会
★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）

6/12（日）7/10（日）要申込　　　
チョウのビオトープ＆
 流域の 自然探険隊
お花がいっぱい！

みんなで苗を植えよう！

★10：00～12：00

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

P
友の会

友の会ポイント 詳細は裏面をご覧ください

６月のテーマ　鶴見川多目的遊水地13才誕生会

７月のテーマ　鶴見川水辺探険！

雨の
日は
+1 P
プラスポイント

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

6/4（土）　　　
かくれんぼのいきものさがし
5月に続いて鶴見川多目的遊水地に

住むいきものをさらにさがすよ！

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各40名

1P
友の会

7/2（土）　　　
かくれんぼのいきものさがし
鶴見川に住む外来種をさがすよ！

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各40名

1P
友の会

6/11（土）要申込　　　
流域の竹で
かたつむりを作ろう（工作）
★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー

参加費100円（材料費）
定員：各10名

2P
友の会

2P
友の会

7/16（土）　　
センターこども夏まつり
みんなでたのしく水マスしよう！
★10：00～17：00

幼児～ファミリー　無料 3P
友の会

2P
友の会6/19（日）　　　　要申込

＜遊水地オープン 13周年記念＞
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）
流域を洪水から守る遊水地の見学と

鶴見川で魚とりをします。

雨天時は6/26（日）に延期

★9：45～12：45

小中学生20名＋保護者（※必ず保護者同伴）

参加費：300円（保険代等）

6/18（土）　　　
暴れ川の記憶 上映会
鶴見川は、かつて洪水をなんども

起こした「暴れ川」だったこと

知っていますか？

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料

定員：各20名

1P
友の会

6/23（木） 要申込　　　
＜お話し会　みんなで水マス＞
みんなを守るおっきなプール！
ちいさなお友だちのための

水マスのたのしいお話しの会です。きてね！

★10：30～11：30

　15：00～16：00　

幼児～ファミリー　無料

1P
友の会

6/5（日）　　　
鶴見川アユクイズ・アユすごろく
流域センター水族館でアユ展示が始まり

ました！アユについてもっとよく知ろう。

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各20名

1P
友の会

7/3（日）　要申込　　　
たなばたかざりをつくろう
鶴見川流域の竹の話をして、たな

ばたかざりを作るよ。

★11：00～　★14：00～

小学生～ファミリー

参加費300円（材料費）定員：各20名

1P
友の会

6/25（土） 7/18（月・祝）
よみきかせ
川の本を読むよ！初夏のお話も！

★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

7/17（日）　　　
スローロープ体験
水辺のレスキュー体験をしてみよう

★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料

定員：各10名

1P
友の会

7/9（土）　　　
流域の水辺拠点わなげ
流域の水辺ふれあい拠点を知ろう！

★11：00～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料　定員：各10名

1P
友の会

みんなで工作 流域のカルガモを作るよ!

トコトコカルガモくん 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。

2016年

イベント案内
６月1日～7月18日



【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　　、無料イベント参加　　、有料イベント参加　　、雨の日はプラス　   。

【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。

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。

ふれあって流域鶴見川2016
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4 29　　　 10 31

      実施期間 4月29日(金)
　　　 ～10月31日(月)

水マスレンジャー

スタンプラリー20162016

スタンプラリー

学習

バクの流域ワンダーランド

水マス鶴見川流域水
マスタープラン改定

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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川
流
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形

で
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

６月のテーマ　鶴見川多目的遊水地13才誕生会

　ふだんはテニスコートや運動施設がある新横浜公園。し

かし、大雨になると川の水をためて、下流の街を水害から

守る優れものの遊水地に変身するのです。センターの屋上

から遊水地が一望できますので、センターのスタッフにお

声かけくだされば、ご案内します。（雨天時、強風や雷注

意報が出ているときは、見学はできません。）

７月のテーマ　鶴見川水辺探険！

　暑い日は水辺に出かけて、涼しい風に吹かれてみません

か。魚は 50 種以上、エビやカニも多種生息しています。

センターでは楽しい魚とりイベントもあります。流域の各

地では、安全に水遊びができるように整備された拠点があ

ります。スタンプラリーで訪問してはいかがでしょうか。

バクの流域学習スタンプラリーの詳細は

受付でお問合せください。

越流後の新横浜公園 /

多目的遊水地のようす

（平成 26 年10月 6日） 屋上から多目的遊水地の見学

1P
友の会

1P
友の会

1P
友の会

1P
友の会

2P
友の会

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 

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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6/23（木）「みんなを守るおっきなプール」

6/12（日）・7/10（日） 「チョウのビオトープ＆流域の 自然探険隊」6/11（土） 工作「流域の竹でかたつむり作ろう」

6/19（日）「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）」

6/26（日）「鶴見川の舟運から水害の歴史をふりかえる」 7/3（日）「たなばたかざりをつくろう」

工作個数

個

工作個数

個

TEL:045-475-1998　FAX:045-475-1999

開館 10:00 ～17:00 休館 毎週火曜日

JR 横浜線小机駅から徒歩約７分

鶴見川

日産スタジアム

新横浜公園/
鶴見川多目的遊水地

小机駅

亀
の
甲
橋

JR横浜線

新羽踏切

多目的遊水地

新横浜公園

鶴見川流域センター


