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主催：地域防災施設鶴見川流域センター　共催： 港北ふるさとテレビ局、鶴見川舟運復活プロジェクト

連携鶴見川流域ネットワーキング　協力：公益財団法人 大倉精神文化研究所、ウエルパス綱島、バリケン島プロジェクト

（展示期間2/1（金）～14（金））
（14 日は13 時まで）

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： 水マス推進サポーター、港北消防署小机消防出張所、港北消防団、

ハナミズキと
バクちゃん

　　　　★10：30 ～11：15

　　　おとなの絵本講座
　　　　★11：15 ～11：30

　　　　幼児～ファミリー　参加費：無料　詳細別紙

　　　　定員：各 80 名（団体のみ要申込）

主催：NPO 法人 鶴見川流域ネットワーキング　協力：おはなしキラキラぽっけ　おはなし本屋さん

つる
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★13：30 ～16：00　大人（小学 5 年生～）

参加費：無料　定員：40 名　詳細表面

２月は

ヒントを探して金メダルをゲット！

親子でクイズにチャレンジ！

どのくらい知ってる?

横浜、港北区、鶴見川のこと。
映画を鑑賞して鶴見川流域の舟運の歴史と下流域の治水・防災のお話をするよ！

認知症の人や家族に偏見をもたず、

認知症の人や家族を温かく見守る応援者になろう！

港北区に伝わる話から、昔のこと

鶴見川のことを知ってください。

鶴見川流域を知る絵本を読みます。

聞けば見えてくるすてきな世界。

12月に実施した勉強が好評につき再度実施。

ミエルのコーヒーをいただきながら先生への質問など交流を深めましょう。

鶴見川流域　港北クイズめぐり

（展示期間2/1（土）～14（金））
（14 日は13 時まで）

1P
友の会

1P
友の会

3P
友の会

1P
友の会

2P
友の会

鶴見川の舟運に関する展示です。
鶴見川舟運復活プロジェクト

鶴見川の下流・港北区の鶴見川の洪水
公益財団法人　大倉精神文化研究所

港北水と緑の学校 展示会
港北区

鶴見川流域にすっぽりはまる港北区。鶴見川は港北区の

大きな魅力の一つになっています。この魅力をもっと

知ってもらうために港北区で活躍している

水マス推進サポーター※と自治体の皆様による

イベントや展示を開催します。
後援：地域防災施設  鶴見川流域センター

2/  15
（土）

2/ 16
（日）

2/ 14
（金）

2/ 22
（土）

2/27
（木）

2/2
（日）

2/8
（土）

講師：港北ボランティアガイド ★10：00～12：30

大人（小学 5 年生～・小学生は保護者同伴）

参加費 300 円（保険代等）　定員：20 名　詳細別紙

主催：港北ボランティアガイド　共催：綱島バリケン島プロジェクト　

コース：鶴見川流域センター⇒鶴見川多目的遊水地⇒鶴見川右岸（河津桜）⇒川向橋⇒住吉神社（約4㎞）

要申込

要申込

要申込

要申込

★13：30 ～14：15　幼児～ファミリー

参加費：無料　定員：50 名（団体のみ要申込）

主催：NPO 法人ハッピーマザーミュージック

★13：00 ～15：00　小学生～ファミリー

参加費：無料　定員：なし

主催：港北ものしり協議会

鶴見川の春をさがしてコンサート

ツルさんバクちゃんのおはなし会
作ろう！キラキラちょうちょ2/1

（土）

港北の昔ばなし紙芝居

1P
友の会

朗読から体感！つるみ川

1P
友の会

2/ 23
（日）

2P
友の会

2/ 24
（月・祝）

2/ 29
（土） 1P

友の会

集合 : 地域防災施設 鶴見川流域センター

※水マスのビジョンにそって「流域貢献活動（流域 CSR 活動）」をすでに行っている団体・企業を「水マス推進サポーター」として認定し、それぞれの主体による
「流域貢献活動」 を通じて、水マス推進のための情報交換や活動連携の輪に加わっていただくための仕組みが「水マス推進サポーター制度」です。
※水マスのビジョンにそって「流域貢献活動（流域 CSR 活動）」をすでに行っている団体・企業を「水マス推進サポーター」として認定し、それぞれの主体による
「流域貢献活動」 を通じて、水マス推進のための情報交換や活動連携の輪に加わっていただくための仕組みが「水マス推進サポーター制度」です。

参加賞も

あるよ！

参加すると

オレンジリングと

横浜市版サポーター

養成講座テキストが

もらえます。

大倉山記念館から見た水害
画像提供：大倉精神文化研究所
大倉山記念館から見た水害
画像提供：大倉精神文化研究所

「雲松院の龍」 他 2 本

演者：おはなしキラキラぽっけ

★14：00 ～14：20

幼児～ファミリー　参加費：無料　定員：20 名

主催：おはなしキラキラぽっけ

講師：フリーペーパーえがお 本間克之氏

★13：30 ～15：00　対象：大人　

定員：20 名　参加費：無料

主催：フリーペーパーえがお

朗読：朗読教室うぐいす

★14：00 ～14：30

幼児～ファミリー　参加費：無料　定員：20 名

主催：綱島バリケン島プロジェクト　協力：朗読教室うぐいす

NPO 法人ハッピーマザーミュージックによる 0 歳からの

ファミリーコンサート。観ているだけでなく、ふれあった

り、うたったり、ご家族みんなで楽しめます。

「音楽とお話」と一緒に春をさがしてみませんか？

ビオトープにやってくるチョウを作ってみよう！

小雨決行・荒天中止

展　

示

鶴見川と遊水地のひみつ歩いて発見しま～す！

講師：綱島バリケン島プロジェクト　お話し本屋さん

★11：30 ～12：30　★14：00 ～15：00

小学生～ファミリー　参加費：100 円（材料費）

定員：各10 組（小学生以下は保護者同伴）

主催：綱島バリケン島プロジェクト　お話し本屋さん
花王・みんなの森づくり活動助成】の助成を受けています。　

「続・綱島温泉物語～
　石碑が教えてくれたこと」
  上映会と舟運そして水マス

講師：岸由二氏（NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング代表　慶應義塾大学名誉教授）

★13：30 ～15：00　大人（小学 5 年生～）
参加費：100 円　定員：30 名
主催：NPO 法人街カフェ大倉山ミエル　ありがとう鶴見川多目的遊水地プロジェクト
共催：NPO 法人鶴見川流域ネットワーキング

鶴見川と遊水地の”ひみつ”
ぜ～んぶおしえます 第2弾！

認知症サポーター養成講座
「認知症と鶴見川」

楽しい水マス　こどもと大人のための

鶴見川流域をテーマにした
オリジナル作品を上映します。
★10：30 ～ 12：00
★13：30 ～ 15：00 （毎日）
港北ふるさとテレビ局

上映場所：展示室

上　映

★13：30 ～15：00

小学生～ファミリー　定員：20 名　参加費：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。

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
花王・みんなの森づくり活動助成】の助成を受けています。

2/9
（日） 1P

友の会

作ろう！広めよう！チョウのビオトープ

昨年の台風19 号の襲来時は遊水地のおかげで、鶴見川下流域に被害が無かった

と言われています。実際に現地を歩いて、遊水地の仕組みと実力に迫りましょう。

3/1
( 日 ) 

非常食試食体験 12:00 ～12:40

それいけ！ちびっ子消防隊それいけ！ちびっ子消防隊
10:00 ～12:00

小学生以上　参加費：300 円
定員 20 名　未就学児の同席は可能です

防災グッズの展示

※都合により変更する場合があります

ぼくも私も消防隊員

消防車がやってくる

水消火器で消火ゲーム

AEDを使ったデモンストレーション11:40 ～12:00

一部コーナーを除き

参加自由･無料
対象：幼児～大人

★各ブースをめぐり
マイ・タイムラインを作って
★参加賞をゲットしよう！ 要申込

（流域センターの開館は１０：００～１７：００）（流域センターの開館は１０：００～１７：００）
10：00～16：30

11:05 ～ 11:25
（講評：港北消防署小机出張所）
15:00 ～ 15:15

避難訓練

※通常の水マスタイムとしてのエサやり体験はありません。※荒天時、あるいは災害等の緊急時、中止あるいは一部プログラムは実施できない場合があります。

お昼は1F（12:00 ～13:00）を使用可能です。

3P
友の会

スタンプラリーに参加で

台風などの風水害が起こりそうな場合のための防災行動計画「マイ・タイムライン」。その前に、なぜ水害になるのか、

自分の家はどうなのか？を知って計画の準備をしよう。体験をとおして楽しく「マイ・タイムライン」を学ぶイベントだよ。

イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

おたのしみ

防災紙芝居防災紙芝居ビー玉コロコロで流域体験

防災情報ゲット

ＸＲＡＩＮで雨雲を探せ

非常持ち出し袋に何入れる（防災グッズつり）

巨大ハザードマップでおうちを確認

※防災紙芝居、避難訓練の時間はお休み

②マイ・タイムラインってなーに？②マイ・タイムラインってなーに？

① マイ・タイムライン その前に① マイ・タイムライン その前に

①①

①11:25～11:40 ②13:00～13:15
③13:30～13:45 ④14:00～14:15
⑤14:30～14:45 ⑥15:30～15:45
⑦16:00～16:15

（工作）
10:00～16:30

　 を全部トライしたら
 に行こう！

10:45～11:05
14:40～15:00

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。ハナミズキは港北区の木です。

鶴
見川流域

家族で作ろう！マイ・タイムライン家族で作ろう！マイ・タイムライン予告

予告なく内容が変更になる場合があります。

②マイ・タイムラインってなーに？②マイ・タイムラインってなーに？

②②②②

ツルバク体そう
もするよ

水マス君に
なろう！
水マス君に
なろう！

2P
友の会

特別ポイント

エックスレイン
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開 催 中 止

開催中止

開催中止

開催中止


