
NPO法人 街カフェ

大倉山MIEL

ふれあって流域鶴見川2017

参加賞交換期限：2018年3月末日
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      4 29
　　　 10 31
      実施期間 4月29日(土)
　　　 ～10月31日(火)

点線で折ってご使用ください

ゆめ

ギ ャ ラ リ ー ・ カ フ ェ

まち

おお　くら　　やま　　み　　　える

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いけ

こう　  　　さか まつ  ば ちょうせいいけ　　　　　　　　   せ　わ　 

場所：東急東横線綱島駅下車大綱橋・上流側

15綱島バリケン島

16鷹野大橋ミクリわんど

つな　しま　　　　　　　　　　　　 とう

場所：流域センターより新横浜元石川線を
　　　　　 第三京浜方向へ。小机大橋手前

11デイリーヤマザキ横浜小机町店
よこ　　はま　こ　　づくえちょうてん

場所：東急東横線綱島駅下車
　　　　　大綱橋手前の川沿いを下流へ約110ｍ

15綱島サブセンター
つな　  しま

たか　 の　  おお　  はし

場所：鷹野大橋左岸

 場所：町田バスセンター（14番乗場）小山田行バス大泉寺下車
 都立小山田緑地梅木窪分園アサザ池集合

 場所：町田バスセンター（14番乗場）小山田行バス　大泉寺バス停下車
 都立小山田緑地内みはらし広場集合

2

3

梅木窪野外談話室

みはらし広場野外談話室

場所：町田バスセンター（14番乗場）小山田行バス小山田下車
　　　　　淵野辺駅北口発小山田はなみずきの丘行きバス小山田下車徒歩2分

1 みつやせせらぎ公園丸池
こう えん まる いけ

うめ　  き　  くぼ　 や　　がい　だん　 わ　  しつ

ひろ　　ば　　や   がい  だん  わ    しつ

 場所：町田バスセンター発成瀬台行又は成瀬駅行きバス（成瀬高校経由）乗車
 高瀬橋バス停下車　橋下下流左岸高瀬橋親水広場集合
 又はＪＲ横浜線成瀬駅から徒歩約20分
4 恩田川水辺談話室

おん　　だ　   がわ　みず　  べ　  だん　  わ　  しつ

4　めだか池
（高ヶ坂松葉調整池）のお世話
場所：JR横浜線成瀬駅より徒歩15分　高ヶ坂松葉調整池集合

5 恩廻公園調節池（展示室）
交通：小田急線柿生駅北口4番乗り場より、
　　　　　市ヶ尾駅行き・寺家ふるさと村循環・桐蔭学園行きバスで、
　　　　　または東急田園都市線市が尾駅北口9番乗り場より
　　　　　柿生駅北口行きバスで、
　　　　　「亀井橋」下車

川和遊水地（展示室）8
交通：市営地下鉄グリーンライン
　　　　　川和町駅下車徒歩約12分

かわ わ ゆう すい ち てん じ しつ

場所：JR小机駅下車 新横浜公園の方向に歩いて６分
鶴見川流域センター
つる　  み　  がわ  りゅう  いき

場所： JR小机駅下車 徒歩10分
 日産スタジアム東ゲート広場より
 横浜市スポーツ医科学センターへ。
スタンプは医科学センター入口付近にあります。

12新横浜公園
しん よこ はま こう えん

場所：JR鴨居駅下車、
　　　　　鴨池（人道）橋を渡った
　　　　　下流側の河川敷

9　鴨居・
流域水辺談話室

　　　　かも　　　　い

　りゅう  いき　みず　  べ　  だん　  わ　  しつ

場所：JR鴨居駅下車、鴨池（人道）橋下右岸河川敷

10鴨居クリーンアップ＆お楽しみ企画
かも　  い　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たの　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　かく

交通：京浜急行線生麦駅より徒歩約10分　JR京浜東北線新子安駅より徒歩約20分

24キリンビール横浜工場
よこ　  はま　　　こう　　　　じょう

25 自然の恵みを感じるツアー
し ぜん めぐ かん

17
交通：●川崎鶴見臨港バス
　　　　　03系統（JR鶴見駅西口～東急綱島駅）
　　　　　「神明社前」下車徒歩約８分
　　　　　02系統（JR鶴見駅西口～JR新横浜駅）
　　　　　「表谷戸」下車徒歩約５分
　　　　　●横浜市営バス
　　　　　104系統（JR新横浜駅～JR鶴見駅西口）
　　　　　「表谷戸」下車徒歩約５分

みその公園「横溝屋敷」
こう えん

　　　　　　よこ      みぞ       や       しき

23

21茅ケ崎公園
自然生態園

ち　　　　　が　　　　さき　　　　こう　　　えん

し　　ぜん　せい　  たい　えん　　

交通：横浜市営地下鉄線
　　　　　仲町台駅下車
　　　　　徒歩10分
　　　　　センター南駅下車
　　　　　徒歩10分

20早淵川親水広場
はや  ぶち  がわ    しん    すい     ひろ      ば

交通：横浜市営地下鉄線センター南駅下車。徒歩5分。
　　　　　「みなきたウォーク」をセンター北駅に
　　　　　向かって進み、早淵川を渡ったら
　　　　　下流に進み、すぐ。

場所：東急田園都市線市ヶ尾駅下車徒歩15分

市ヶ尾水辺の広場7
いち　　　　　　 お　　　　みず    　べ　       　　　　　ひろ    　ば

鉄町高水敷6

6

場所：東急田園都市線市ヶ尾駅発柿生駅行きバス
　　　　　桐蔭学園入口バス停下車

場所：東急田園都市線市ヶ尾駅下車
 田園都市線鉄橋上流の親水階段

くろがねちょう こう　すい　じき

でん　　 えん　　　　と    　し   　せん   てっ     きょう  した

田園都市線鉄橋下

鉄町高水敷

田園都市線鉄橋下

18
交通：臨港バス鶴02系統（JR鶴見駅西口～新横浜駅）「トレッサ横浜」下車
　　　　　鶴03系統（東急綱島駅～JR鶴見駅西口）「トレッサ横浜前」下車
　　　　　横浜市営バス104系統（新横浜駅～鶴見駅西口）「トレッサ横浜」下車
　　　　　北棟2F　インフォメーション前
　　　

トレッサ横浜
よこ      はま

22横浜市歴史博物館
よこ はま し れき し はく ぶつ かん

交通：横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン
　　　　「センター北」駅より徒歩５分

19横浜市立港北図書館
よこ   はま    し     りつ     こう     ほく      と      しょ     かん

交通：JR菊名駅徒歩7分
　　　　　東急東横線菊名駅東口徒歩7分
　　　　　市営バス停「菊名地区センター前」下車１分（41、59系統）

宮前美しの森公園
みや まえ うつく   もり こう えん

交通：
東急田園都市線「たまプラーザ駅」より徒歩約15分
またはバスターミナル2番のりばより
美しの森循環バスで「宮前美しの森公園下車」

交通：
東急東横線大倉山駅より徒歩14分
バス7分（41系統中山駅または
ららぽーと横浜方面全てのバス、
停留所4つ目「太尾堤」下車）徒歩３分

横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅より徒歩12分
バス5分（横浜市営バス新横浜・鶴見駅方面、
停留所3つ目「太尾堤下車」）

13横浜市大倉山記念館
交通：東急東横線大倉山駅下車
 記念館坂を大倉山公園へ
 徒歩7分

よこ はま し おお 　くら 　やま き ねん かん

14 Gallery Cafe

夢うさぎ
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鶴見川と
その流域

主催：ＮＰＯ法人鶴見川流域ネットワーキング
　　　　　連携鶴見川流域ネットワーキング
共催：鶴見川流域水協議会　地域防災施設　鶴見川流域センター
npoＴＲネット事務局 〒223-0053 横浜市港北区綱島西2-19-1レーベンス綱島西ⅡA棟
TEL.045(546)4337　FAX.045(546)4344

このイベントは に参加しています
このイベントは に参加しています

　鶴見川の源流は町田市の北部。そこから多摩丘陵・

下末吉台地を流れくだり横浜市鶴見区生麦で東京湾

に注ぎます。本流全長はマラソンコースとほぼ同じ 42.5

ｋｍ。流域は、面積 235ｋ㎡、横浜、川崎、町田、一部稲

城市に広がり、既にその85％が市街地化され、196 万人

の流域市民が暮らしています。

　　「流域」とは、雨水が川に集まる大地の広がりの事。バ

クの流域スタンプラリーは、バクの形をした流域で、治

水、水質、自然環境保

全、地震防災などの課

題を楽しく学びながら

流域再生を目ざす、鶴

見川流域水マスタープ

ランの応援団を育てま

す。

　さあ、皆さんも流域ス

タンプラリーの旅に出

かけましょう。

流域

拠点マ
ップ

流域

拠点マ
ップ

宮前美しの
森公園

19

みず　　　　　　　　　　　  たい　　  かん                  りゅう      いき                       たび



スタンプラリーに関する

お知らせはTRネットの

ホームページに掲載します。

馬駈川

江川

大熊川

結
道
川

小野路川

山
崎
川

真
光
寺
川

わさび沢川

木倉川

三
叉
川

小
川

奈
良
川

片
平
川 麻
生
川 真

福
寺
川

鴨志田川

白鳥川

岩川 梅
田
川
台村川

鴨
居
川

黒
須
田
川

布川

渋沢

宮下川

砂田川

鳥山川

有馬川
渋
川

寺家川

畑
畑

Ｐ

Ｐ

駐車場あります

小
机
駅

ＪＲ小机駅から歩いて６～７分
←第３京浜・港北IC

新横浜元石川線
新横浜駅→

多目的遊水地

鶴見川流域センター

高い鉄塔が目印。
センターは4階建ての
茶色のビル

階段下りて
左へ

改札を
出て左へ改札口

13

入口（2階）は
ここです

休館日：毎週火曜日
(祝日の場合は開館する場合もあります）
開館時間：10：00～17：00
TEL：045-475-1998
FAX：045-475-1999

どちらか
一方への
参加で
ＯＫ

事前申込
が

必要です

どちらか
一方への
参加で
ＯＫ

どちらか
一方への
参加で
ＯＫ
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恩田川水辺談話室

鷹野大橋ミクリわんど

綱島バリケン島

茅ケ崎公園自然生態園

つな　しま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう

15綱島サブセンター
つな　しま

鴨居･流域水辺談話室市ヶ尾水辺の広場鉄 町 高 水 敷

田園都市線鉄橋下

川 和 遊 水 地8 鴨居クリーンアップ＆

お楽しみ企画
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宮前美しの森公園23

恩 廻 公 園 調 節 池

1721 早淵川親水広場20 みその公園 「横溝屋敷」
こうえん　　　　よこ　みぞ　　や　　しき

18トレッサ横浜

デイリーヤマザキ

横浜小机町店
横浜市大倉山記念館

みつやせせらぎ公園丸池

めだか池のお世話
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22横浜市歴史博物館

Gallery Cafe 夢うさぎ

NPO法人 街カフェ 大倉山MIEL
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横浜市立港北図書館19

26 パーフェクト
ボーナスポイント

全25拠点訪問後
流域センターで+10P
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※水マスとは「鶴見川流域水マスタープラン」の略称。市民・企業・行政が連携して

　　みんなで鶴見川流域をよくする取り組みを行っています。

1～25の拠点で
2つのスタンプ（20ポイント）を
押すごとに流域センターへ！
参加賞がもらえるよ！

ご注意

・お子様は保護者の方と同行ください。

・諸事情により休館または中止、日程、時間等の変更の場合がありますのでご確認のうえご訪問ください。

・市民活動拠点は建物のような施設はありません。雨天の場合は基本的に中止です。スタンプラ

リーの表示のある場所でお声をおかけください。夏季は気象により（暑さ・雷等）変更になる場

合があります。必ず事前にご連絡ください。

学 習 拠 点マーク

環境・歴史学習施設

治水・水循環施設

緑 の 拠 点 施 設

市　　民　　活　　動

がく しゅう きょ てん

 かん　きょう  れき   し  がく しゅう   し  せつ

 ち    すい      みずじゅんかん   し   せつ

 みどり            きょ    てん      し     せつ

   し            みん          かつ          どう

（参加賞は流域センター応援団の提供です）　
詳細は流域センター受付までお問い合わせください

参加賞交換期限：2018年3月末日

ビオトープ管理クリーンアップ

生きもの調べ・観察イベントメニュー

鶴見川流域センター

駐車場ありますＪＲ小机駅から歩いて６～７分

　　みんなで鶴見川流域をよくする取り組みを行っています。。

団体予約：事前予約でファミリーや大人のグループなど
学習メニューをご提供します。

お話し会 生きものとのふれあい水辺体験

鶴見川流域センターに行こう！

大人気

多自然型の高水敷の管理作業や
自然観察会などを行います。
活動日：毎月第2土曜日
時間：7月～9月16：00～18：00 4月～6月、10月14：00～16：00

川の中に入り、魚などの生きもの調べと、川の水をパ
ックテストでしらべます。持ち物：筆記用具、川に入っ
て濡れてもよい運動靴、着替えをご用意ください。
活動日：毎月第4土曜日時間：10：00～12：00
主　催：あおばく・川を楽しむ会
連絡先：いずれも090-7285-8918青砥

大綱橋左岸上手の中洲とその周辺の水辺ビ
オトープ管理やクリーンアップ、水辺の生きも
の観察などを行います。汚れてもよい服装で。
活動日：毎月第４土曜日（6/24は中止）
時　間：14：00～16：00

綱島の川辺の楽しい自然体験から、治水
や防災を学べます。
開館日：土曜or日曜（開館日はＴＲネットＨＰで）
時間 ：10:00～16:00※季節により時間が変わります。
主催：綱島バリケン島プロジェクト　地球っ子・綱島
連絡先：いずれも090-3907-2299 亀田

鷹野大橋の左岸にあるミクリわんどでクリーンアッ
プと生きもの観察会・野外水族館などを行います。
活動日：ミクリわんど　９/9( 土）
時   間 ：10：00 ～ 11：30  鷹野大橋下集合
以下の活動は時間と場所が異なります。
必ず事前にご連絡ください。
4/30( 日） ウナギ観察会
6/4、10/1( 日 ) クリーンアップ
7/8( 土）  生きもの調査
主　催：矢上川で遊ぶ会
連絡先：080-5037-3119 庄司

流域センターのお隣さん。流
域のイベントチラシが常備さ
れ、TRネットの鶴見川流域ウォ
ーキングマップも手に入りま
す。店内で焼いたおいしいパ
ンや手づくり弁当があって、飲
み物の種類も豊富。川歩きの
オアシスです。きれいなトイレ
があるのも魅力。
時　間：24時間（年中無休）
連絡先：045-471-8908

220の専門店とオートーモール
のショッピングシティです。川歩
きに便利なアウトドアグッズや
書籍などが揃っています。鶴見
川に関するイベントなども実施
しています。
休業日：年中無休
時間：10：00～21：00
一部営業時間が異なる店舗があります。
スタンプは北棟2Fインフォメーショ
ン前にあります
連絡先：045-534-2200（代表）

江戸時代の農村生活の原風景を残し
ている所です。表門（長屋門）、主屋、
穀蔵、文庫蔵、蚕小屋など、5棟の建物
があり、緑豊かな市民の森に囲まれ
ています。
農村の年中行事など生活の体験場所
として利用可能です。

休館日：毎月第1・第３月曜日
時　間：9:30～16:30
※休館日が祝日に当たる場合は翌日
連絡先：045-574-1987

昭和7年に大倉精神文化研究所
の本館として建造され、昭和56年
に横浜市に寄贈、改修を経て昭和
59年に横浜市大倉山記念館とし
て開館しました。ギャラリー、ホー
ル、会議室、図書館を持つ施設で、
地域に密着した催し物が多数行
われ、市民に親しまれています。
休館日：第２月曜日　時間：9：00～22：00 

連絡先：045-834-6636
（大倉精神文化研究所附属図書館）
休館日：日・月・祝日　時間：9：30～16：30

レンタルカフェ、ギャラリー、お教室と
してお貸ししています。手作りのラン
チやお弁当もあります。予約・宅配も
出来ますので、お問い合わせください。
日時：月曜日～木曜日 10：00～15：00
金・土・日：不定期開催
都合によりクローズの場合がありますの
でご来場の際にはTELをお願いします。
https://www.facebook.com/yumeusagi40/
http://yumeusagi.biz/
連絡先：045-545-4862

子ども達が安全に水辺体験を
行えるように、親水施設として
整備された広場で水辺の生き
もの調べや観察、クリーンアップ、
水辺体験活動、自然植生の回
復作業などを行います。ぬれて
もよい服装でご参加ください。
活動日：毎月第2土曜日
時　間：13：30～15：00
主　催：npoTRネット
連絡先：090-8490-3383 事務局

港北ニュータウンにある自然体験
施設。在来の樹林や水辺の動植
物などを大切に保護しています。
生きものと子どもたちがふれあえ
る場としても活用されています。
行事などについては事務局まで
お問い合わせください。
開園日：土日祝日
時　間：9:00～16:00
冬季（10月～3月）は15:00まで
連絡先：045-945-0816 事務局

矢上川の源流に位置する宮前美
しの森公園はホトケドジョウも暮
らす生物多様性に配慮した整備
が行われた公園です。クリーンア
ップや水辺ビオトープの管理、水
辺の生きもの観察などを行いま
す。汚れてもよい服装で。
活動日：毎月第3土曜日
時　間：10：00～12：00（10：00倉庫前(トイレの隣)集合）
主　催：矢上源流美しの森管理会
連絡先：080-5037-3119 庄司

清流ゾーンとして整備が進めら
れている都立小山田緑地梅木
窪分園で水辺の生きものの展示
（水族館）とナチュラリストハイ
ク（自然観察会）を行います。
活動日：毎月第 4日曜日
時　間：12：00 ～14：30
7月 8月の開催時間    10：00 ～12：30
主　催：梅木窪の会
連絡先：090-2481-7653 西池

都立小山田緑地のみはらし        
広場で源流コーヒーを飲みな

がらの交流と谷戸山の自然観察を行い
ます。自然観察会は14:00からスタート。
活動日：毎月第２日曜日
時　間：13：30～15：30
夏季は気象により（暑さ・雷等）変更になる
場合があります。必ず事前にご連絡ください。
5/14（日）「鶴見川源流祭」でもOK
　　　　　（11：30～14：30）
主　催：鶴見川源流自然の会
連絡先：090-1650-2515 岸

恩廻公園の地下には、洪水の危
険から街を守るためのトンネル
式の地下調節池があります。地
上施設の一角には、調節池を管
理する神奈川県横浜川崎治水
事務所川崎治水センターの展示
館があり、川や調節池のことを
学ぶことができます。
休館日：毎週月曜日
（月曜が祝日の場合は翌日火曜が休館日）
時　   間：8:30～17:00

生きものの調査と観察・川の中の川の維持・高
水敷の草刈・ごみ拾い等を行います（少雨決行）
活動日：毎月第3日曜日
時  間：14：00～16：00 主催：恩田川の会

多自然型に改修された防災調整池の
清掃などの簡単な管理作業とメダカや
ヤゴなどの生きもの調査を行ないます。
活動日：偶数月第3日曜日
時  間：10：00～12：00
主  催：NPO法人鶴見川源流ネットワーク
連絡先：いずれも090-4070-6085 深見

鶴見川源流域にある「みつやせせらぎ公
園」には鶴見川の旧河道がそのまま残さ
れ、本流の水を引き込んでせせらぎが流
れています。このせせらぎの源流部にあ
るのが丸池です。2011年9月から、本格的
な定例活動がスタートしました。
活動日：毎月第2・第4日曜日
時　間：11：00～12：30
主　催：鶴見川源流自然の会
連絡先：090-1650-2515 岸

親水施設として整備された広場
で水辺の生きもの調べや観察、
クリーンアップ、水辺体験活動
などを行います。ぬれてもよい
服装でご参加ください。
活動日：毎月第2土曜日
時　間：10：30～12：00
7/22（土）「いかだで遊ぼう谷本川」でもOK
（時間：9：00～12：00）
主　催：npoTRネット
連絡先：090-8490-3383 事務局

洪水の危険から街を守るため、
市営地下鉄グリーンライン川和
車両基地の地下に造られた遊
水地です。
遊水地は、神奈川県が管理して
おり、その一角にある管理棟内
の展示室では、川や遊水地のこ
とを学ぶことができます。
休館日：毎週月曜日
（月曜が祝日の場合は翌日火曜が休館日）
時　  間：10:00～16:00

鴨池人道橋左岸下手の河川敷
に広がる草原で生きもの観察、
植物のお世話、水辺の生きもの
調べ、水辺体験活動などを行い
ます。
活動日：毎月第1土曜日
　　　　 5月5日「こども風のまつり」でもOK。
時　間：10：00～12：00
主　催：npoTRネット
連絡先：090-4876-2574　事務局

鴨池橋の右岸高水敷・堤防のク
リーンアップを行います。その
あとでお楽しみの遊びもします。
活動日：毎月第2土曜日（除く1月）
　　　　　　5/5（金・祝）「こども風のまつり」でもOK。
時　間：9：00～10：30　雨天中止
主　催：みどり・川と風の会
連絡先：090-4056-4286　 佐々木

タッチ水槽

ビー玉コロコロ流域体験

ライブラリの本

ウナギ
アユ

キチヌ

展示期間6/1～10/15

地域防災施設

イベント情報

流域センターからのお知らせ 検索

横浜市最大の運動公園で、日産スタジア
ムを始め、スポーツに最適な施設や、草
地広場などが整備され、スポーツと、安
らぎ、憩いの一大拠点となっており、多
様な生きものも見られます。洪水時は水
害から街を守る遊水地としても働きます。
医科学センター入り口（スタンプ設置場所）
定休日：毎月第3火曜日
時　間：平日・土曜   9：00～21：00
 日曜・祝日   9：00～17：00
(ただし、祝日の場合は営業)※7･8月は無休です
連絡先：045-477-5000（火曜休場）
時　 間：9：00～17：00
新横浜公園（日産スタジアム）管理事務所

横浜市に生きた人々の生活の歴史
をテーマとした博物館。原始から現
代までの暮らしなどの様子を常設
展示。趣向を凝らした企画展も開
催され、様々な角度から横浜の歴
史を知ることが出来ます。隣接する
大塚・歳勝土遺跡公園も必見です。
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
時間：9：00～17：00
常設展観覧の場合は観覧料が必要です。
一般400円　高校・大学生200円　小・中学生100円
※有料入場者20名以上の場合団体割引あり
連絡先：045-912-7777

バクの流域スタンプラリー 検索

村野藤吾設計の旧区役所を活用して昭
和 55年（1980 年）に開館。地域の情報を
集めた「港北まちの情報コーナー」には、
横浜・Ｆ・マリノス関連本など約 2000
冊が。また、民話伝説などを題材にした
港北昔ばなし紙芝居や上演会などが特
色。地域の方々との連携で、様々な読書
関連行事が頻繁に開催されています。
休館日：施設点検日（月１回）
火曜日～金曜日：９：30～19：00
土曜日～月曜日・祝(休)日：９：30～17：00
連絡先：045-421-1211

24

25

キリンビール横浜工場
広い緑地にはビオトープがあ
ります。夏休みのイベントと
して「夏休み環境教室」を開
催しております。
休館日：月曜日休館（祝日の場合は営
業し、次の平日が休館）
時間：10:00～16:00（※事前予約制 ※入館無料）
連絡先：045-503-8250

　　　　　「自然の恵みを感じるツアー」開催！

生物多様性をテーマとした庭
園、ビオトープを散策しません
か？四季折々の自然を感じにい
らしてください！
開催日：毎週日曜日※事前予約制
時   間：11：20～12：45
「スペシャルバージョン」を 4/16（日）・
5/21（日）・6/18（日）・7/16（日）・8/20（日）・
9/17（日）・10/15（日）に開催 
（スペシャルバージョンは11時20分～12時50分）
定員：20名 対象：小学生以上（保護者同伴）
（※天候により変更・中止あり）
連絡先：045-503-8250
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