
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。
●「マイ・タイムラインをつくろう」　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。　

11月1日～11月30日

イベント案内

201
9年

ビー玉ころころ雨の道（土・日・祝日）

11月のテーマ「マイ・タイムライン」

詳細は裏面を

ご覧ください

雨の日は
+1 P

みんなで工作 「クルクルまわるタネ」
幼児～ファミリーでご参加ください　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。

P
友の会

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～

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（但し事業予定があるときは不可）

10:30 ～10:45　13:30 ～13:45　15:00 ～15:15　16:30 ～16:45

つるみ川流域の
キャラクター＠ツルさん

切り絵：石川友佳里（おはなし本屋さん）

都合により中止または時間変更の場合があります。

子ども水マス解説員
大募集！

屋 上 見 学

対象：小学生４年生～中学生

（４年生は保護者同伴）

スタッフ同席のもと、一般来館者に水マスの

解説をしていただきます。（1日30 分程度）

　　期間・時間・日程はご相談の上

期間 １１月 土・日
（11/2は除く）

時間 １０：００～１７：００

解説はありません。団体予約時は可能です。
天候等で実施できない場合があります。

※都合により中止または時間変更の場合があります。

つるみ川流域の
キャラクター＠バクちゃん

11/2（土）　

水マス検定クイズ
水マス検定11月のテーマに沿った

クイズをするよ！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

幼児～ファミリー　無料

定員：各20名

1P
友の会

1P
友の会

1P
友の会

3P
友の会

11/3（日・祝振休）　　

源流まとあて
まとあてで鶴見川と支流の源流を知ろう！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

ファミリー　無料　定員：各10名

11/4（月・祝）　　

流域どんぐり相撲（秋場所）
さあ、のこった！のこった！どっちが勝つか？

★11：30～12：00　★14：00～14：30

ファミリー　無料　定員：各10名

11/9（土）

流域自然学習

どんぐり家族あわせ
どんぐりのおやこを当てよう！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

ファミリー　無料　定員：各10名

11/10（日） 要申込 　　　

作ろう！広めよう！
チョウのビオトープ
チューリップの球根をうえるよ！

★13：30～15：00

小学生～ファミリー　15組　無料

（小学生は保護者同伴）

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

1P
友の会

1P
友の会

11/16（土）　　要申込　

落ち葉の下の生きものたち
土を作る生きものたちを
見てみよう！
源流の森や草原で土を作る

いきものを見てみよう！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

小学生～ファミリー（小学生は保護者同伴）
無料　定員：各10名

11/30（土）　要申込　

　　　  ～ワークショップ～
マイ・タイムラインをつくろう
自分たちの暮らす場所にどんな危険が

あるのかを知り、どんな準備が必要か

考えてみましょう。

　　　  ★14：00～15：30

　　　  小学校４年生～大人

　　　　無料　定員：各10名

11/17（日）　　要申込　

どんぐり工作
鶴見川流域のどんぐりで

工作をするよ！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

小学生～ファミリー（小学生は保護者同伴）
参加費100円（材料費）
定員：10名

2P
友の会

11/23（土）

よみきかせ 流域自然学習
どんぐりのえほんをよむよ！

★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）

1P
友の会

1P
友の会

1P
友の会

11/24（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！

★11：30～12：00　★14：00～14：30

小学生～ファミリー　無料　定員：各10名

つる
み川と

友だちになろうつる
み川と

友だちになろう

オス
スメ



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。
※ お子様は年齢（または学年）も必ずご記入ください。定員になり次第締切り。定員に余裕がある時、またはキャンセルが発生した時
　は当日参加も可能です。※有料イベントのお支払いは小銭をご用意ください。

１１月のテーマ

 ＜マイ・タイムライン＞

　これまでにない規模と言われた台風 19 号は列島を震撼させま

した。雨が降ってきたが、うちは大丈夫なのか？避難はどうしたら

よいのか？何を用意する？様々なことを心配されたと思います。

　台風が迫ってくるとわかった時点から行動計画「マイ・タイムラ

イン」をつくれば良いという声もありますが、その前になぜ水害に

なるか、自分の家はどうなのか？被害の可能性を知らなくては行

動の準備ができません。「マイ・タイムライン作るその前に」、「マ

イ・タイムラインを作る」の両面から学習を計画しています。

11/10（日）「作ろう！広めよう！チョウのビオトープ」

11/17（日）「どんぐり工作」

11/16（土）「落ち葉の下の生きものたち　土を作る生きものたちを見てみよう！」

11/30（土）「マイ・タイムラインをつくろう」　

今月の大型缶バッジ　毎月、オリジナルの大型缶バッジが新しく発行

されます。友の会やスタンプラリー参加賞として皆様に 30Pと交換で差し上げ

ています。限定 10 個で終了です。今月は鶴見川流域に生息するナマズです。

【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　   。

【団体見学（下見含む）】各種ご見学のメニューがあります。事前に必ずご予約ください。
予約がない場合、状況によっては入館出来ない場合があります。

土日・祝日には、予約なしの下見対応はできません。

忘れ物は最長 6か月保管、貴重品や緊急性の高いものは即日（できるだけ早く）警察へ届けます。

写真・記録は肖像権に抵触しない範囲で使用させていただく場合があります。

時間１２:００～１３:００

（他の事業がある時は不可）

年末年始、その他館内設備点検日等（不定期）、荒天時は休館の場合があります。

1Fコミュニティ
　    ルーム

小学校４年生以上の未成年の方は

保護者の了解を得てご来場ください。

給水施設はありませんので

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。

希望の際は受付に

お声かけください。

※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。

センターのご利用について

流域センター部分拡大

鶴 見 川 流 域 セ ン タ ー
〒222-0036 横浜市港北区小机町2081 ホームページ  http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00490.html

Eメール：ktr-waku2tsurumi@mlit.go.jp

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

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

小机駅

亀
の
甲
橋

JR横浜線

新羽踏切

多目的遊水地

新横浜公園

鶴見川流域センター

東駐車場（2F）
４台

西駐車場（1F）
30 台

西駐車場
入り口

自転車置場

流域センター

P

P P

新横浜元石川線
東駐車場
入り口

イベント開催日

昼食可
授乳室小学３年生以下

保護者同伴
飲み物

FAX: 045-475-1999　TEL:045-475-1998

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
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鶴見川流域水マスタープラン（略称 :水マス）

　市民・企業・行政が力をあわせて、水害のない安全で、いろいろな生きものがくらせる素敵な水辺

や街を作ろうと 2003 年から鶴見川流域で進められている施策です。流域センターではイベントや展

示などを通して、水マスを知っていただく活動をしています。

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 


