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１/８（月・祝）　　　
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！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

小学生～ファミリー　無料　定員：各10名

1P
友の会

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。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。
●「これからの川づくり市民参加による多自然川づくりに向けて」　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
　「作ろう！広めよう！チョウのビオトープ」は【花王・みんなの森づくり活動助成】の助成を受けています。　

イベント案内
1月 5日～1月31日

2018年

＜かくれんぼのいきものさがし＞

さがそう！水辺のお世話と生きものたち

１月のテーマ「自然が豊かな水辺をつくる」

詳細は裏面を
ご覧ください

雨の日は
+1 P

みんなで工作 ぬくぬくミノムシ
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。

1/28（日）
よみきかせ
冬の生きもののお話をするよ！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

幼児～ファミリー　無料

定員：各20名（団体のみ要申込）

1/12（金）・25（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）

詳細別紙

つる
み川と

友だちになろうつる
み川と

友だちになろう
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友の会

1/27（土）  要申込 　　　　
これからの川づくり
市民参加による
多自然川づくりに向けて
水マスで何をするの？

水マスの取り組みとして鶴見川流域で

市民により実施されている活動事例を

紹介します。

★13：30～16：00　大人（小学生高学年～）　

無料　詳細裏面　

オススメ

１/7（日）　　
鶴見川流域生きものかるた
生きものかるたで

鶴見川はかせになろう！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

幼児～ファミリー　無料　定員：各10名

1/14（日） 要申込 　　　
作ろう！広めよう！
チョウのビオトープ。
ビオトープのお世話！
★10：30～12：00

小学生～ファミリー　15組　無料

長そで長ズボン、作業用手袋着用で

ご参加ください。

水マス検定のテーマも同様

１/6（土）　　　
鶴見川流域すごろく
すごろくでつるみ川に

くわしくなろう！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

幼児～ファミリー　無料　定員：各10名

1/13（土）　　　
ツルさんバクちゃんのふくわらい
笑う門には福来たる！新年も

安全な流域でありますように。

★11：30～12：00　★14：00～14：30

幼児～ファミリー　無料　定員：各10名

1/20（土）　　　
流域どんぐり相撲（初場所）
どんぐりの力士がすもうをとるよ！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

幼児～ファミリー　無料　定員：各10名

1/21（日）　　　
防災グッズつり
1/15～21は防災とボランティア週間です。

いざという時に備えましょう。

★11：30～12：00　★14：00～14：30

幼児～ファミリー　無料　定員：各10名

開館日は毎日やってるよ つるみ川水族館えさやり体験
★11：00～　★15：30～※都合により中止または時間変更の場合があります。

イベント開催日は 1Ｆコミュニティルームを昼食の場所として開放します。

時間１２：００～１３：００（但し他の事業予定があるときは不可）

年末年始のお知らせ
開館 :2017年は 12/27 まで。新年は 1/5 から。



流域センター部分拡大

【センター友の会】　センターに来ると 1P。10P 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】イベント開催日は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。保護者の方はお子さんから目を離さ

ないでください。小学校4年生以上の未成年の方は保護者の了解を得た上でご来場ください。

【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。

申込者TEL

申込者FAX

申込者氏名 申込者住所

● 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。中学生以上の未成年の方は保護者の了解をもらった上でお申し込み下さい。　定員に余裕のある時は当日参加も可能です。

※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 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

１月のテーマ　＜自然が豊かな水辺をつくる＞

　平成 27 年 12 月に改定された「鶴見川流域水マスタープラン」では、「多自然川づくり・生物多様性保全」が重点施策の

一つとして位置づけられました。貴重種や在来種の保護を目的とした環境再生活動は、行政だけではやりきれない時代に

なりました。市民参加による自然環境の管理・運営の拡大が期待されています。現在実践されている事例紹介や安全に多

くの人々が活動に参加できるにはどうしたらよいか考えていきます。

バクの流域水族館 <ナマズ >

　「鶴見川にナマズがいるの？」そう思う方も多いでしょう。

流域センターにいるナマズはここで大きくなりました。セン

ターに来たときは、数センチのかわいいオタマジャクシの

ようでしたが今では 30 ㎝

にもなりました。

　大きな個体は餌付けが

難しく飼育が困難です

が、小さいときは多様な餌

で柔軟に育ちます。大きな口

に愛らしい目は愛さずにいられないセンターの人気者です。

   　　　　　　1Fコミュニティルーム

　水マスを学習目的の団体の皆様に活用いただけます。10 名程度

から事前の団体申し込みをすれば利用が可能です。

テーブルが 18 本あり、椅

子は 36 席ですが、椅子席

だけにしてしまえば、80

席程度確保できます。

　土日や祝日などイベント

実施日は昼食のための利用

も可能です。詳細は受け付

けでご確認ください。

1/14（日）  「作ろう！広めよう！チョウのビオトープ。ビオトープのお世話！」 1/27（土） 「市民参加による多自然川づくりに向けて」

TEL:045-475-1998　FAX:045-475-1999

開館 10:00 ～17:00 休館 毎週火曜日

1P
友の会

1P
友の会

1P
友の会

2P
友の会

年末年始のお知らせ　開館 :2017年は12/27まで。新年は1/5から。

鶴見川流域図

鶴見川流域 市境 区境

早淵川

多摩川

恩田川 鶴見川

鶴見川

矢
上
川

八王子市 多摩市 稲城市

大田区
中原区

多摩区

高津区

宮前区

青葉区

相模原市

大和市

瀬谷区 旭区

保土ヶ谷区
神奈川区

鶴見区

幸区
緑区

都筑区

麻生区

町田市

川
崎
区

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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