
隊員氏名 学　　校 学  年　　　　  才

保護者氏名

保護者氏名

保護者１連絡先（必須）

バクの流域こども探険隊及びボランティアスタッフ登録書

高校生以上はボランティアスタッフとしての登録になります。

携　帯　電　話

Email  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの添付　可・不可）

個人情報は保険への加入、イベントのご案内等運営に関する事項に限り使用いたします。

連絡希望のご連絡ください。活動の案内は基本電子メールとします。お持ちでない方はFAXも可能です。

郵送でご連絡はできません。事務の合理化にご協力ください。

Email  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの添付　可・不可）

Email  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの添付　可・不可）

Email  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの添付　可・不可）

携　帯　電　話

　TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

　Emailがない方はFAX

保護者2連絡先

　住所

２０１７年度

バクの流域こども探険隊 大募集！
（愛称 ： ライジャケ隊）

年　　月　　日

NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング　バクの流域こども探険隊事務局宛

問合せ・申込先み先

バクの流域こども探険隊事務局

〒223-0053　横浜市港北区綱島西 2-19-1　レーベンス綱島Ａ棟

TEL：045-546-4337　FAX：045-546-4344

mail：office@tr-net.gr.jp

受付時間：10:00 ～ 18:00（土日、祝祭日、年末年始を除く）

担当：亀田

【アンケート】

初めての申し込みの方へ、「バクの流域こども探険隊」はどちらで知りましたか？

□地域防災施設鶴見川流域センター □綱島サブセンター □ホームページ □市民活動拠点

□TR ネット関係者の紹介 □「夢交流会」に参加して □その他（　　　　　　　）

FAX：045-546-4344



２０１７年度バクの流域こども探険隊募集要項 ２０１６年度　主な活動実績

< 鶴見川ってどんな川？ > < 流域はバクのかたち？ >

活動拠点は「地域防災施設　鶴見川流域センター」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。

（１）活動内容

  　事務局がご案内する「バクの流域こども探険隊」のイベントに、ご都合に合わせてご参加ください。原則、

申し込み順で定員に達し次第、締め切ります。NPO 法人鶴見川流域ネットワーキングと共に、鶴見川流域で

活動する市民団体の皆様のボランティアや河川管理者のご協力もいただき、安全面には十分に配慮し、実施

しています。子どもたちと共に活動を体験し、楽しい思い出を家族で共有するためにも保護者様のご参加を

お願いいたします。小学 4年生以上のお子様の保護者様もご参加いただければ幸いです。

（２）ライフジャケットとタモ網を 1年間貸与します。

　水辺活動の日はご持参下さい。ライジャケ隊の活動以外でもご活用ください。

（３）募集対象者　　小学 1年生～中学 3年生

  1：本人の連絡先が明確で保護者の同意を得ている方に限ります。

  2：小学 3年生以下は保護者同伴のイベント参加を条件とします。

  3：これまでに「バクの流域こども探険隊」を経験された高校生以上はボランティアスタッフとして登録に

なります。ボランティアスタッフはスタッフのお手伝いをしていただきます。保険の適用はあり、登録費、

参加費は免除になります。

（４）参加にかかわる費用

　　　登録費用：お子様 1名につき年会費　1,000 円（保険代など経費の一部）

　　　「結成式」あるいは、最初に参加するイベントの日に徴収いたします。以降は郵便振替となります。

　　　参加費　：無料　～　500 円程度

（５） 地域防災施設鶴見川流域センターの友の会に加入をお願いしています。

　   イベント情報を手に入れて、ご都合の良いときにご参加ください。

（６）申し込み方法

　    裏面の「申し込み書」に必要事項を記入し、バクの流域こども探険隊事務局まで FAX あるいはメールで   

　お知らせください。

（７）申し込み期間

　　　申し込み期間は 2016 年度の活動期間中です。随時受付けております。

（８）運営団体

　　　主催：NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング、綱島バリケン島プロジェクト

　　　共催：連携鶴見川流域ネットワーキング

　　　後援：鶴見川流域水協議会

　　　　　（国土交通省京浜河川事務所、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、町田市、稲城市）

（１）登録

　　　別紙「登録書」に記入し、事務局にメールあるいは FAXをしてください。

　○対象者

　　小学生 1年生～中学 3年生　保護者が登録をしてください。

　　（高校生以上はボランティアスタッフとして登録となり、活動のサポートをしていただきます。）

　○登録費用

　　お子様１名に付、年会費　1,000 円（保険代など経費の一部）

　　はじめの会あるいは、最初に参加するイベント時に徴収します。以降は郵便振替になります。

　　（高校生以上のボランティアスタッフ登録費用は免除されます。）

　○登録期間

　　2017 年度の間、いつでも受け付けます。

　○鶴見川流域センター友の会の会員となります。

　　センターを拠点とした活動。友の会に登録し、イベント情報を受け取りください。

（２）活動（イベント）参加方法

　○活動情報のお知らせ　メールあるいは FAX でご案内しますので、ご都合に合わせて、お申し込みをくだ

さい。活動の他、お勧めイベントもご案内します。

　○申し込み　活動案内にメール（FAX）で返信ください。お申し込み順に受付とし、定員に達し次第、締め

切りとします。お申込みがないと参加はできません。

　○参加費　　無料～ 500 円程度　活動内容ごとに違います。案内に記載してあります。

  ○参加条件　小学生以下は保護者同伴とし、ご一緒に活動を共有ください。中学生以上も必ず、保護者が

お申込みをしてください。保護者の了解なしには参加はできません。

　※昨年までは小学生 3年生以下は保護者同伴でしたが、変更となりました。

（３）ライフジャケットとタモ網の貸与

　　TR ネットの活動以外でも水辺活動ができるようにライフジャケットとタモ網を１年間 貸与します。

（４）運営団体

　　主催：NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング、綱島バリケン島プロジェクト

　　共催：連携鶴見川流域ネットワーキング

　　後援：鶴見川流域水協議会（国土交通省京浜河川事務所、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、町田市、稲城市）（予定）

　　　　　　　　　　　　　　　　降った雨が鶴見川水系に流れ込む大地の広がりを「鶴見川

流域」といいます。その形がななめ後ろから見たバクの形に似ているため、鶴見川流域はバク

の形と呼ばれています。バクは水辺にいて、悪い夢を食べてくれるという伝説もあります。

                          　鶴見川の源流は町田市上小山田。鶴見川は町田市の真

ん中をとおり、川崎市、横浜市青葉区・緑区・都筑区・港北区を抜けて鶴見区生麦で東京湾

に流れ込みます。くねくね曲がったその川をひっぱって測ると42.5km.マラソンコースとほぼ一緒。

流域の広さは 235k ㎡です。恩田川・鳥山川・早淵川・矢上川など数多くの支流が本流に流れ込

みます。葉っぱのようなそれらの川を全部合わせて、鶴見川水系といいます。

　2008 年、こどもモニターとしてスタートし、2009 年からは「バクの流

域こども探険隊」と改名し、今年度で 9 年目の活動となります。高校生に

なりボランティアリーダーとして参加してくれる隊員たちも生まれてきま

した。2011 年度には受賞が難しいと言われている安藤スポーツ・食文化振

興財団「トムソーヤ企画」の一般優秀賞をいただきました。

　鶴見川流域センターを拠点として、源流から河口まで市民団体の拠点で

魚とりなど楽しい体験を重ねながら、、足元の自然を大切にする子どもた

ちが育つことを目的に今年度も「バクの流域こども探険隊（愛称：ライジャ

ケ隊）」の活動を実施いたします。

 5 月 3 日（火・祝）  

 5 月 21 日（土）

 6 月 11 日（土）

 7 月 29 日（金）

 8 月 6 日（土）

 8 月 11 日（木・祝）

 9 月 3 日（土）

 9 月 18 日（日）

10 月 １日（土）

10 月 8 日（土）

10 月 9 日（日）

10 月 15 日（土）

11 月 5 日（土）

11 月 26 日（土）

 2 月 11 日（土・祝）

 3 月 4 日（土）

 3 月 25 日（土）

ショートウォークと魚とりと結成式

いきものだいすき、みんな集まれ！　宮前　美しの森公園

初夏の小網代でカニの観察とホタル観察

岸先生と行く　慶應義塾大学日吉キャンパス　ナイトツアー

真夏の夜の遊水地探険隊」

鶴見川流域センター周辺の「クモを探そう !」

慶應義塾大学日吉キャンパスでバイオブリッツ 

秋の小網代の観察会

駒岡防災拠点でクリーンアップ＆ボート遊び＆ハゼ釣り大会

アクアソーシャルフェス　森から街まで。自慢できる鶴見川にしよう。

鶴見川源流保水で植樹体験と自然観察会（その１）

矢上川源流・宮前美しの森公園で森のお世話の体験活動と自然観察会

慶應義塾大学日吉キャンパスで森のお世話の体験活動と自然観察会

防災ディキャンプ &鶴見川クリーンアップ作戦

夢交流会で発表会！

水マスレンジャー大活躍！

綱島バリケン島で生きものさがしとまとめの会！

ボート体験

岸先生と慶應の森の自然観察会

小網代探険

こんな活動してるんだよ！



２０１７年度バクの流域こども探険隊募集要項 ２０１６年度　主な活動実績

< 鶴見川ってどんな川？ > < 流域はバクのかたち？ >

活動拠点は「地域防災施設　鶴見川流域センター」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。

（１）活動内容

  　事務局がご案内する「バクの流域こども探険隊」のイベントに、ご都合に合わせてご参加ください。原則、

申し込み順で定員に達し次第、締め切ります。NPO 法人鶴見川流域ネットワーキングと共に、鶴見川流域で

活動する市民団体の皆様のボランティアや河川管理者のご協力もいただき、安全面には十分に配慮し、実施

しています。子どもたちと共に活動を体験し、楽しい思い出を家族で共有するためにも保護者様のご参加を

お願いいたします。小学 4年生以上のお子様の保護者様もご参加いただければ幸いです。

（２）ライフジャケットとタモ網を 1年間貸与します。

　水辺活動の日はご持参下さい。ライジャケ隊の活動以外でもご活用ください。

（３）募集対象者　　小学 1年生～中学 3年生

  1：本人の連絡先が明確で保護者の同意を得ている方に限ります。

  2：小学 3年生以下は保護者同伴のイベント参加を条件とします。

  3：これまでに「バクの流域こども探険隊」を経験された高校生以上はボランティアスタッフとして登録に

なります。ボランティアスタッフはスタッフのお手伝いをしていただきます。保険の適用はあり、登録費、

参加費は免除になります。

（４）参加にかかわる費用

　　　登録費用：お子様 1名につき年会費　1,000 円（保険代など経費の一部）

　　　「結成式」あるいは、最初に参加するイベントの日に徴収いたします。以降は郵便振替となります。

　　　参加費　：無料　～　500 円程度

（５） 地域防災施設鶴見川流域センターの友の会に加入をお願いしています。

　   イベント情報を手に入れて、ご都合の良いときにご参加ください。

（６）申し込み方法

　    裏面の「申し込み書」に必要事項を記入し、バクの流域こども探険隊事務局まで FAX あるいはメールで   

　お知らせください。

（７）申し込み期間

　　　申し込み期間は 2016 年度の活動期間中です。随時受付けております。

（８）運営団体

　　　主催：NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング、綱島バリケン島プロジェクト

　　　共催：連携鶴見川流域ネットワーキング

　　　後援：鶴見川流域水協議会

　　　　　（国土交通省京浜河川事務所、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、町田市、稲城市）

（１）登録

　　　別紙「登録書」に記入し、事務局にメールあるいは FAXをしてください。

　○対象者

　　小学生 1年生～中学 3年生　保護者が登録をしてください。

　　（高校生以上はボランティアスタッフとして登録となり、活動のサポートをしていただきます。）

　○登録費用

　　お子様１名に付、年会費　1,000 円（保険代など経費の一部）

　　はじめの会あるいは、最初に参加するイベント時に徴収します。以降は郵便振替になります。

　　（高校生以上のボランティアスタッフ登録費用は免除されます。）

　○登録期間

　　2017 年度の間、いつでも受け付けます。

　○鶴見川流域センター友の会の会員となります。

　　センターを拠点とした活動。友の会に登録し、イベント情報を受け取りください。

（２）活動（イベント）参加方法

　○活動情報のお知らせ　メールあるいは FAX でご案内しますので、ご都合に合わせて、お申し込みをくだ

さい。活動の他、お勧めイベントもご案内します。

　○申し込み　活動案内にメール（FAX）で返信ください。お申し込み順に受付とし、定員に達し次第、締め

切りとします。お申込みがないと参加はできません。

　○参加費　　無料～ 500 円程度　活動内容ごとに違います。案内に記載してあります。

  ○参加条件　小学生以下は保護者同伴とし、ご一緒に活動を共有ください。中学生以上も必ず、保護者が

お申込みをしてください。保護者の了解なしには参加はできません。

　※昨年までは小学生 3年生以下は保護者同伴でしたが、変更となりました。

（３）ライフジャケットとタモ網の貸与

　　TR ネットの活動以外でも水辺活動ができるようにライフジャケットとタモ網を１年間 貸与します。

（４）運営団体

　　主催：NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング、綱島バリケン島プロジェクト

　　共催：連携鶴見川流域ネットワーキング

　　後援：鶴見川流域水協議会（国土交通省京浜河川事務所、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、町田市、稲城市）（予定）

　　　　　　　　　　　　　　　　降った雨が鶴見川水系に流れ込む大地の広がりを「鶴見川

流域」といいます。その形がななめ後ろから見たバクの形に似ているため、鶴見川流域はバク

の形と呼ばれています。バクは水辺にいて、悪い夢を食べてくれるという伝説もあります。

                          　鶴見川の源流は町田市上小山田。鶴見川は町田市の真

ん中をとおり、川崎市、横浜市青葉区・緑区・都筑区・港北区を抜けて鶴見区生麦で東京湾

に流れ込みます。くねくね曲がったその川をひっぱって測ると42.5km.マラソンコースとほぼ一緒。

流域の広さは 235k ㎡です。恩田川・鳥山川・早淵川・矢上川など数多くの支流が本流に流れ込

みます。葉っぱのようなそれらの川を全部合わせて、鶴見川水系といいます。

　2008 年、こどもモニターとしてスタートし、2009 年からは「バクの流

域こども探険隊」と改名し、今年度で 9 年目の活動となります。高校生に
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興財団「トムソーヤ企画」の一般優秀賞をいただきました。

　鶴見川流域センターを拠点として、源流から河口まで市民団体の拠点で

魚とりなど楽しい体験を重ねながら、、足元の自然を大切にする子どもた
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岸先生と行く　慶應義塾大学日吉キャンパス　ナイトツアー

真夏の夜の遊水地探険隊」

鶴見川流域センター周辺の「クモを探そう !」

慶應義塾大学日吉キャンパスでバイオブリッツ 

秋の小網代の観察会

駒岡防災拠点でクリーンアップ＆ボート遊び＆ハゼ釣り大会

アクアソーシャルフェス　森から街まで。自慢できる鶴見川にしよう。

鶴見川源流保水で植樹体験と自然観察会（その１）

矢上川源流・宮前美しの森公園で森のお世話の体験活動と自然観察会

慶應義塾大学日吉キャンパスで森のお世話の体験活動と自然観察会

防災ディキャンプ &鶴見川クリーンアップ作戦

夢交流会で発表会！

水マスレンジャー大活躍！

綱島バリケン島で生きものさがしとまとめの会！

ボート体験

岸先生と慶應の森の自然観察会

小網代探険

こんな活動してるんだよ！



隊員氏名 学　　校 学  年　　　　  才

保護者氏名

保護者氏名

保護者１連絡先（必須）

バクの流域こども探険隊及びボランティアスタッフ登録書

高校生以上はボランティアスタッフとしての登録になります。

携　帯　電　話

Email  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの添付　可・不可）

個人情報は保険への加入、イベントのご案内等運営に関する事項に限り使用いたします。

連絡希望のご連絡ください。活動の案内は基本電子メールとします。お持ちでない方はFAXも可能です。

郵送でご連絡はできません。事務の合理化にご協力ください。

Email  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの添付　可・不可）

Email  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの添付　可・不可）

Email  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの添付　可・不可）

携　帯　電　話

　TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

　Emailがない方はFAX

保護者2連絡先

　住所

２０１７年度

バクの流域こども探険隊 大募集！
（愛称 ： ライジャケ隊）

年　　月　　日

NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング　バクの流域こども探険隊事務局宛

問合せ・申込先み先

バクの流域こども探険隊事務局

〒223-0053　横浜市港北区綱島西 2-19-1　レーベンス綱島Ａ棟

TEL：045-546-4337　FAX：045-546-4344

mail：office@tr-net.gr.jp

受付時間：10:00 ～ 18:00（土日、祝祭日、年末年始を除く）

担当：亀田

【アンケート】

初めての申し込みの方へ、「バクの流域こども探険隊」はどちらで知りましたか？

□地域防災施設鶴見川流域センター □綱島サブセンター □ホームページ □市民活動拠点

□TR ネット関係者の紹介 □「夢交流会」に参加して □その他（　　　　　　　）

FAX：045-546-4344


