
港北観光協会
小机商店街協同組合

春風亭昇太師匠 二宮博志氏

大水害、震災、いざというときどうしよう ?!

< ワークショップ >○身近なもので避難グッズ

○どうしようケガしたときの応急手当

○ビー玉コロコロで洪水体験

< 展示 >○簡単トイレ展示

< アトラクション >

○ツルさんバクちゃん

　　いざというときのためにどうしよう？

2017

（日）
8/20

2017

（日）
8/20

2017

（日）

8/27
9/24

12:45 ～16:00
場所：城郷小机地区センター
　　   2 階体育館（JR小机駅前徒歩 1分）

2017

（土）
9/16 10:00～16:30

場所：地域防災施設  鶴見川流域センター

11:00 ～18:30
場所：小机駅前広場
スタンプ押印場所：本部受付

11:00 ～12:00
場所：港北図書館 2階会議室

2017

（土）
9/23

2017

（日）
10/1

10:00～16:30
場所：地域防災施設  鶴見川流域センター

要申し込み

要申し込み

一部要申し込み
一部要申し込み 一緒に考えよう！

相澤彩の防災広場

10:00 ～12:30
 集合：鶴見川流域センター　
 解散：新横浜駅前公園（三角橋）
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毎年4月に行われる小机城址まつり　画像提供：新横浜新聞

小机城フォーラム２０１７
㊗続日本 100名城選定記念

「戦国時代体験」
夏休み親子広場

自然災害体験車がやってくるよ

港北ふるさと映像上映会

小机城ウォーキングと港北の
昔ばなし紙芝居で再発見！

小机城フォーラム２０１７

対　象：どなたでもご来場下さい。予約不要です。
参加費：無料
問い合わせ
港北図書館  TEL 045-421-1211 
E-mail：mail@kohoku-furusato-tv.org

対象：幼児～ファミリー　参加費：無料（一部有料）
問い合わせ及び申し込み　鶴見川流域センター
TEL045-475-1998  FAX 045-475-1999

対象：幼児～ファミリー
定員：なし　参加費：無料（一部有料）
問い合わせ及び申し込み　鶴見川流域センター
TEL045-475-1998  FAX 045-475-1999

主催：小机城フォーラム実行委員会

主催：小机城フォーラム実行委員会

イベントを回って鶴見川流域センターへ

～小机城復活！港北区の歴史と魅力再発見！～小机  
再発見！ 
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 小机城が続日本100名城に選定されたことを記念し、8月

20日に実施のフォーラムを契機に新たなウェーブが広がろうと

しています。小机城や篠原城があるこの地域は鶴見川流域

の中・下流域にもあたり、忘れてはならない鶴見川の水害の

歴史や自然へも関心を高めましょう。

　このスタンプシートを活用し、イベントや学習会に参加して、地

域をよく知ることで、街の魅力を再発見しましょう。イベントに参

加してポイントがたまったら、地域防災施設鶴見川流域セン

ターで、ポイント数に応じた参加賞と交換できます。

実施期間

～2017年
8月20日

2018年
3月31日

　毎月第4日曜日の11時から港北図書館2階で開催している

上映会。8月と9月は、小机城の続日本100名城選定を記念し

て、その出城である「篠原城」の映画を上映します。

（閉館は17:00） （閉館は17:00）

主催：地域防災施設鶴見川流域センター（一部は市民団体による企画です）
共催：連携鶴見川流域ネットワーキング
協力：ＹＯＵテレビ（株）  他

対象：大人（小学生5年生～）
定員：30名（先着順　定員になり次第締め切り）
参加費：300円（保険代他）
問い合わせ及び申し込み　鶴見川流域センター
TEL045-475-1998  FAX 045-475-1999

　港北ボランティアガイドと港北昔ばなし紙芝居の会「たまてばこ」

の協力で小机城や地域の魅力を探求します。

＜主催＞小机城フォーラム実行委員会
　　　　城郷小机地区連合町内会　小机城址まつり実行委員会　 
　　　　小机商店街協同組合　篠原城と緑を守る会
　　　　公益財団法人大倉精神文化研究所　鶴見川舟運復活プロジェクト
　　　　NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング　港北ふるさとテレビ局
　　　　ワークショップ．ピリオド　お城ジオラマ復元堂
＜後援＞横浜市教育委員会　鶴見川流域水協議会　株式会社タウンニュース社
　　　　 新横浜新聞・横浜日吉新聞（一般社団法人 地域インターネット新聞社）　
＜協力＞公益財団法人 日本城郭協会　港北区役所　港北図書館　城郷小机地区センター
　　　　 城郷小机地域ケアプラザ　横浜繊維振興会　四季の森武道塾　武者所

チャレンジ！防災アクションチャレンジ！防災アクションチャレンジ！防災アクション
part

1
part

1

チャレンジ！防災アクションチャレンジ！防災アクションチャレンジ！防災アクション
part

2
part

2

主催：地域防災施設 鶴見川流域センター（一部は市民団体による企画です）
共催：連携鶴見川流域ネットワーキング　
協力：港北区災害ボランティア連絡会 　港北区ボーイスカウト　他

主催：港北図書館・港北ふるさとテレビ局
協力：YOUテレビ・港北図書館友の会・
　　  ワークショップ.ピリオド

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
協力：港北ボランティアガイド
　　  港北昔ばなし紙芝居の会「たまてばこ」

いざという時に役立つ
　ロープワークの
  　バッジづくりもあるよ！

　　　    参加費100 円
　　　     　（担当：バクアップの会）

点線で折ってご使用ください 毎年4月に行われる小机城址まつり　画像提供：新横浜新聞

○災害のシュミレーション体験

○岸先生の防災講座

   ①14:00 ～ 14:30 

   ②15:00 ～ 15:30

   ③16:00 ～ 16:30

○ロープワークで命をつなぐ

　 防災テント展示

　（担当 ： 港北区災害ボランティア連絡会　他）作ってみよう防災ポーチ
参加費 ： 300 円（材料代）

～水マス発見！体感！～

横浜繊維振興会



＠Y.F.MARINOS/SCBF

協力：横浜マリノス株式会社

＠Y.F.MARINOS/SCBF

協力：横浜マリノス株式会社

2017

（日）
11/12

2018

（土）
3/3

10:00 ～12:00
  少雨決行　荒天中止

  集合：地域防災施設　鶴見川流域センター
 解散：太尾河岸跡2017

（土）
11/4 13:30 ～16:00

  集合：地域防災施設　鶴見川流域センター

2017

（木・祝）
11/23

9:30 ～12:00（予定）

10:00～16:30
場所：地域防災施設  鶴見川流域センター
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要申し込み

要申し込み

要申し込み

マリノスケと
スタジアム見学

＆
防災学習！

大地の凸凹から
小机（鶴見川中・下流域）の
防災を考えよう！

小机から太尾河岸へ歩く

港北図書館 大倉山記念館・
大倉精神文化研究所
附属図書館

お城ジオラマ
復元堂

大地の凸凹から
小机（鶴見川中・下流域）の
防災を考えよう！

マリノスケと
スタジアム見学

＆
防災学習！

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

・お子様は保護者の方と同行ください。

・イベント・学習会は変更される可能性があるのでお問合わせの上、ご参加ください。

・夏季は気象（暑さ・雷等）にご注意の上、ご訪問ください。

水マス防災レンジャー大活躍！

地域防災施設

お話し会
生きものとのふれあい水辺体験鶴見川流域水族館

タッチ水槽

ビー玉コロコロ流域体験

ウナギ

（展示期間6/1～10/15）

イベント情報

流域センターからのお知らせ  検索

ライブラリの本

アユ

岸由ニ氏
慶應義塾大学
名誉教授
国土交通省
河川分科会委員

千葉達朗氏
アジア航測株式会社
総合研究所

対象：大人（小学生4年生～）
定員：30名（先着順定員になり次第締め切り）
参加費：300円（保険代他）
問い合わせ及び申し込み
　　鶴見川舟運復活プロジェクト
代表  長谷川武明　TEL045-542-3421

休館日：施設点検日（月1回）
開館日：火～金：9:30～19:00
　　　  土～月祝日：9:30～17:00
連絡先045-421-1211

図書館開館日　火～土　9:30 ～16:30
連絡先045-834-6636
（大倉精神文化研究所附属図書館）

連絡先045-562-7182
(平日10:00～17:00)

対象：幼児～ファミリー
問い合わせ及び申し込み　鶴見川流域センター
TEL045-475-1998  FAX 045-475-1999

参加賞コーナー
　土手を歩いて鶴見川の歴史や流域文化を知ろう！

水運で支配された小机領の魅力を再発見します。

　地域の情報を集めた「港北まちの情
報コーナー」には、
2000冊がそろって
います。上映会やイ
ベントが常時開催さ
れ、地域に愛される図書
館として訪れる市民が増えています。

　ギャラリー・ホール・会議室・図書館
をもつ施設で、地域に密着した催しが
多数行われています。歴史的な建造物
として映画やテレビの撮影に頻繁に
活用されています。

　小机城のジオラマを作成しました。
お城を復元することは歴史を復元する
こと。昔の人々の思いや暮らしがよみ
がえります。講演会やイベントなどを
サポートし、城の復元を通して地域へ
の貢献を目指しています。

水マスレンジャーと一緒に防災を学ぼう！

詳細は鶴見川流域センターにお問い合わせください。

対　象：大人（小学生5年生～）
定　員：40名（先着順　定員になり次第締め切り）
参加費：無料
問い合わせ及び申し込み　鶴見川流域センター
TEL045-475-1998  FAX 045-475-1999

　水害は鶴見川が作った大地の凸凹に関係あり。赤色立体地図

を開発した千葉氏（アジア航測（株））のお話しと地図から学ぶ

鶴見川中・下流の危機について学習します。参加者には鶴見川

流域赤色立体地図を差し上げます。

問い合わせ及び申し込み（実行事務局）
 NPO法人鶴見川流域ネットワーキング
TEL045-546-4337

知っていた？！横浜 F・マリノスのホームスタジアム「日産スタジアム」は、下
流を水害から守る鶴見川多目的遊水地の中にあった！大水害になったとき
に小机地域がどうなるかハザードマップ体験シュミレーションもします。

水マス防災レンジャー大活躍！

（開館は17:00）

ここで知ろう！地域のこと

イベントや学習会に

参加してスタンプをもらう

鶴見川流域センターで

集めたポイントと参加賞の交換

2018年 3月31日まで

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
協力：アジア航測（株）　他

岸由ニ氏
慶應義塾大学
名誉教授
国土交通省
河川分科会委員

千葉達朗氏
アジア航測株式会社
総合研究所

エノキと太尾河岸

 主催：港北区役所（区政推進課）
協力：横浜マリノス（株）　公益財団法人 横浜市体育協会

講師：岸由ニ氏（慶應義塾大学名誉教授、国土交通省河川分科会委員）

申し込み方法：イベント詳細は
港北区報11月号を見てください。
希望者が多いときは抽選になります。

主催：鶴見川舟運復活プロジェクト

主催：地域防災施設　鶴見川流域センター
共催：連携鶴見川流域センター

　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。

※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。

大人気

鶴見川流域センターに行こう！


