
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
●「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　公益財団法人 横浜市体育協会

毎日やってるよ つるみ川水族館えさやり体験
★11：00～　15：30～

9/11（日） 要申込　　　
チョウのビオトープ＆
 流域の 自然探険隊
秋の虫をさがそう！

★14：00～15：30

小学生～ファミリー　無料　定員：20名

長そで長ズボン、作業用手袋着用で

ご参加ください
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友の会

P
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友の会ポイント 詳細は裏面をご覧ください

９月のテーマ　センター13才誕生会

雨の
日は
+1 P
プラスポイント

オススメ

オススメ

9/3（土）　　　
かくれんぼのいきものさがし
9月はバッタをさがすよ！

★10：30～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料　定員：各40名

9/4（日）　　　
水をきれいにする生きもの
けんびきょうで見てみよう
水質浄化を行う微生物を顕微鏡で観察

★10：30～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各１0名

9/17（土）　　　
いざという時どうするの？
何を持って避難する？
★10：30～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各１0名

9/24（土）　　　
プロジェクトWET
のんびりゆこうスペシャル
森や田んぼが町になるとどうなる？

じっけんしてみよう！

★10：30～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各20名

9/25（日）　　　
よみきかせ
流域の昔話を読むよ！

雲松院の龍ほか

★10：30～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料

定員：各20名（団体のみ要申込）9/18（日） 要申込　　　
鶴見川生きもの キラキラアート
★13：30～15：00～

小学生～ファミリー（※小学3年生以下は保護者同伴）

参加費：300円（材料費）定員：20名

9/19（月・祝）　　　
下水処理場わなげ
★10：30～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各20名
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9/10（土）　　　　　要申込
＜流域センターオープン 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 9/11（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）　詳細別紙

9/22（木・祝）　　　一部要申込
１日まるごと「チャレンジ !防災アクション」
★10：00～17：00

幼児～ファミリー　無料（一部有料）

みんなで工作 スイスイトンボをつくるよ！
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。

9/9（金） 9/22（木）
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）

1P
友の会

2016年

イベント案内
9月1日～9月30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。

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

FAX: 045-475-1999　TEL:045-475-1998
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　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
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９月のテーマ　センター13才誕生会

　鶴見川流域センターは皆様に支えられ、今月で13 才の誕生

日を迎えます。おかげ様で年間の来館者はオープン当初に比

べて倍以上になっています。10 時のオープンには、お子様と保

護者の方々が開館を待ってくださることが多くなりました。

　市民・企業・行政が力を合わせて、鶴見川流域を良くして

バクの流域水族館

　童謡にも歌われて、子どもから大人まで親しみのあるド

ジョウ。センターには「ドジョウ」「シマドジョウ」絶滅

危惧種の「ホトケドジョウ」3 種がくらしています。それ

ぞれ 10 本・6 本・8 本と口ヒゲの数が違います。元気に

泳ぎ回っているときもありますが、水草や砂の上にゴロン

とお休みしているときもあって、ユニークな存在です。

チョウのビオトープ

　正面階段の脇が、今年からきれいな花壇に生まれ変わり

ました。美しい紫や赤の花が目に飛び込んできます。アゲ

ハチョウやヒメアカタテハ（ペインテッドレディ）、シジ

ミチョウなどが花の蜜を求めてやってきます。

　それだけでなく、お花の

間にキアゲハの幼虫の食草

になるパセリが

植 え て あ り、

たくさんのキ

アゲハも育っ

ています。

いく「水マス」がもっと多くの皆様に広がるように毎日いろい

ろな企画を用意しています。

9月22日（祝・木）には防災

を楽しく学ぶ「チャレンジ！防

災アクション」のイベントを実

施します。

ドジョウ シマドジョウ ホトケドジョウ キアゲハの幼虫ベニシジミ

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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9/11（日） 「チョウのビオトープ＆流域の自然探険隊」9/10（土） 「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）」

9/18（日） 「鶴見川いきものキラキラアート」

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
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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


