
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の生きもの調べ」、「みんなを守るおっきなプール」「教えて！鶴見川河口干潟ってどんなとこ？」　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～

10/9（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！生きものいっぱい！

★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

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

１０月のテーマ

流域拠点発見＜河口干潟の魅力に迫る＞

雨の
日は
+1 P
プラスポイント

オススメ

10/1（土）　　　
かくれんぼのいきものさがし
10月は河口干潟の生きものをさがすよ！

★10：30～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料　定員：各40名

10/30（日）　　　
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

10/29（土）　　　
よみきかせ
干潟のおはなし

★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）

10/15（土）　　　
鶴見川河口干潟の生きものまと当て
河口干潟にはどんな生きものが

いる？まと当てで知ろう！

★10：30～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料　定員：各10名

1P
友の会

1P
友の会

10/22（土）　　　
教えて！
鶴見川河口干潟って
どんなとこ？
クイズに答えて鶴見川流域の

博士になろう！

★11：30～12：00　★13：30～14：00

小学生～ファミリー　無料　定員：各20名

1P
友の会

1P
友の会

1P
友の会

10/8（土）　　　
鶴見川流域お魚わなげ
わなげで鶴見川のお魚を知ろう！

★10：30～　★14：00～

小学生～ファミリー　無料　定員：各20名

1P
友の会

2P
友の会

10/2（日）　　　　　要申込
鶴見川多目的遊水地の生きもの調べ
＜バイオブリッツ（生きもの全みっけ！＞
流域を洪水から守る遊水地の見学と

生きものさがしを行います。

雨天時は 10/9（日）に延期

★10：00～12：15

小学校1年生～中学生・20名と保護者

（※小学生は保護者同伴）

参加費：300円（保険代等）　詳細別紙

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。

※都合により中止の場合があります。

10/14（金） 10/27（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

10/10（月・祝）
生きもの家族あわせ
生きもののおやこを当てよう！

★10：30～　★14：00～

幼児～ファミリー　無料　定員：各10 名

1P
友の会

10/23（日）要申込　　　
どんぐり工作
「水マスレンジャーを作ろう」
★10：30～11：30

幼児～ファミリー

参加費100円（材料費）
定員：各10名

2P
友の会

オススメ

オススメ

10/16（日）　　　
＜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

定員：各80名（団体のみ要申込）

1P
友の会

2016年

イベント案内
10月1日～10月31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

 
鶴

見

川
流

域 は バ ク の
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

1P
友の会

1P
友の会

1P
友の会

1P
友の会

2P
友の会

１０月のテーマ　流域拠点発見＜河口干潟の魅力に迫る＞

　鶴見川の流域には素敵な場所がたくさんあります。10月～2月の間、

水族館や階段ギャラリーの展示はもちろん、クイズ大会やお話し会など

で流域の拠点の魅力をご紹介します。今月は源流から 42.5ｋｍの水の

旅が終わる河口干潟です。ぜひ、魅力を発見してください。

バクの流域水族館

　河口干潟水槽はちょっと変わった生きものたちがライン

ナップ！名前のとおりトサカがユニークな「トサカギン

ポ」。でも意外と獰猛。シャープなラインがステキな「シ

モフリシマハゼ」。丸い顔がお人よしの感じがする「ミミ

ズハゼ」。みんな小さいけれど、”山椒は小粒でぴりりと辛

い”強者（つわもの）たちです。

鶴見川流域衛星写真

　鶴見川流域を見渡せる衛星画像がセンターの床に広がっ

ています。流域に暮らしていれば、おうちの屋根もはっき

り確認できます。自宅や働く会社が流域のどこの位置にあ

り、川から遠いのか、低地なのか、高台にあるのかを確認

しておきましょう。い

ざという時に役に立つ

情報のひとつです。ご

自宅の場所に、まだシー

ルを貼っていない方は

ぜひ、トライしてくだ

さい。トサカギンポ シモフリシマハゼ

鶴見川河口干潟

ミミズハゼ

どうもう

さんしょう

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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10/9（日） 「チョウのビオトープ＆流域の自然探険隊」10/2（日） 「鶴見川多目的遊水地の生きもの調べ」

10/23（日）どんぐり工作 「水マスレンジャーを作ろう！」

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
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新横浜公園
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