
月 日 イベント名 時間 参加費 対象 定員 内容 備考

22日（土） おやこ野あそび教室　～野原と水辺であそぼう!～ 10:00～12:00 無料
３～５歳児程度の
子どもとその保護者

5組15名程度 親子向けの自然あそび教室。境川遊水地公園での公園デビューを応援します。 講師：あおぞら自然共育舎　早川　広美氏

28日（金）
～5月5日（金）

相模凧特別展示会① ～子どもの日に笑顔を～
情報センター
開館時間内

無料 どなたでも なし 地元に伝わる相模凧を情報センターに展示します。 協力：湘南凧の会

29日（土・祝） バードウォッチング入門（春） 10:00～12:00 無料
どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）

20名 初心者向けの野鳥観察会。初夏の公園で野鳥の姿や声を楽しみましょう。運が良ければオオヨシキリに出会えるかも！ 講師：境川遊水地自然観察会　上玉利浩一さん

13日（土） パークヨガ in 境川遊水地公園　 ９:00～10:00 ５００円 未定 未定 今田遊水地の芝生広場でヨガを行います。

20日（土） 初夏の寄せ植え教室 10:00～12:00 2000円
どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）

10～15名 季節の花の寄せ植え教室です。

下旬 境川遊水地見学会　 10:00～12:00 無料
小学生以上
（小学生は保護者同伴）

20名 境川遊水地の設備見学や生き物の観察会をします。普段は入ることができない監視室やビオトープも見学できます。 共催：藤沢土木事務所

26日（金）～
２７日（土）

今田マルシェ 10:00～13:00 無料 どなたでも 無し 社会福祉団体の協力のもと花苗等の販売します。 共催　社会福祉法人 開く会・フラワーアーク

上旬～中旬 グラウンド・ゴルフ教室（１）　 ９:00～12:00 ２００円 大人 16名 初心者を対象にしたグラウンドゴルフのルールと実技を学びます。 講師：横浜市グラウンドゴルフ協会

上旬～7月7日 境川遊水地　七夕飾り
情報センター/

今田管理センター
開館時間内

無料 どなたでも なし
情報センターエントランスホールに大きな七夕飾りが登場！みんなで短冊に願い事を書いて飾りましょう。願い事がかなうといいですね♪今
田管理センターでも同時開催します。

協力：天王森泉公園

24日（土） 横浜マリノス サッカー教室 10:00～12:00 未定 小学3，4年生予定　保護者同伴 50名程度 横浜マリノスOBによるサッカー教室です。 主催：一般社団法人F・マリノススポーツクラブ

中旬 俣野ゴム堰と川の生き物観察会　 9:00～12:30 無料
小学生以上
（小学生は保護者同伴）

25名予定
俣野ゴム堰を上げて水を止め、生き物が取り易くなった下流部で採集します。その生き物を指導者の下で観察したり、川の自然やゴム堰につ
いて学びます。採集した生き物は観察後に元の川へ放流します。

共催：西俣野環境保全向上の会
協力：NPO法人Drean eggs ゆめたま 他

下旬 水辺の生きものしらべ 9:30～11:30 無料
小学生以上
（小学生は保護者同伴）

5組15名程度 公園内の水辺でヤゴや魚などの水辺に生息する生きものを採集して調べます。 講師：あおぞら自然共育舎　早川　広美氏

上旬 水辺で遊ぼう生き物観察会 9:30～12:00 無料
※応募方法・内容詳細については
　天王森泉泉公園のHPをご確認ください。

天王森泉公園との共催イベントです。境川の支流の和泉川で生物採集＆観察をします。境川とは違った色々な水生生物たちが観察できます
よ。

共催：天王森泉公園

中旬～下旬 境川遊水地の自然模型を作ろう！
今田管理センター
9:30～11:30

300円
小学生以上
（小学生は保護者同伴）

12名 模型ベースに絵具で色付け、木，石、鳥をのせて…好みで「マイ遊水地」をつくります♪夏休みの宿題の題材にいかがでしょうか！

９月 下旬
原っぱの生きものしらべ
　～バッタとキリギリス～

9:30～11:30 無料
小学生以上
（小学生は保護者同伴）

5組15名程度 グラウンドのまわりの草地でバッタやキリギリスなどを観察します。 講師：あおぞら自然共育舎　早川　広美氏

中～下旬(平日) ウォーキングを学んで境川遊水地公園を歩こう 10:00～12:00 無料 どなたでも 30名 講師にウォーキングの指導を受けた後に秋の景色を楽しみながら境川遊水地公園を歩きます。 共催：横浜市スポーツ協会

中～下旬 今田マルシェ 10:00～13:00 無料 どなたでも 無し 社会福祉団体の協力のもと花苗等の販売します。 共催　社会福祉法人 開く会・フラワーアーク

中～下旬 グラウンド・ゴルフ教室（2） ９:00～12:00 ２００円 大人 16名 初心者を対象にしたグラウンドゴルフのルールと実技を学びます。 講師：横浜市グラウンドゴルフ協会

上旬～中旬 パークヨガ in 境川遊水地公園 ９:00～10:00 ５００円 未定 未定 今田遊水地の芝生広場でヨガを行います。

中旬
クラフト教室
「クリスマスリースづくり」

未定 1式　　円
小学生以上
(小学生は保護者同伴）

15名 公園内の自然素材などを使った簡単なクラフトです。ヤナギの枝や花壇の花などを使ってクラフト作品を作ります。

上～下旬 楽しい鳥の観察会 10:00～12:00 無料
小学生以上
（小中学生は保護者同伴）

15名
野鳥の鳴き声を文字で表して聞き取りやすくしたり、野鳥の行動を観察してイラストにチェックを入れたりしながら楽しく野鳥観察を行いま
す。

講師：あおぞら自然共育舎　早川　広美氏

下旬 境川遊水地　☆冬の星空教室☆ 17:00～19:00 無料
小学生以上
（小中学生は保護者同伴）

4～5家族
遊水地は広々として明かりも少なく、星空観察に最適！冬の星空を観察します。
（閉園後の夜イベントです。なるべく公共交通でのご参加をお願いいたします。）

講師：湘南台文化センター　宇宙劇場
　　　　　 鈴木都三聡 氏、後藤琢也 氏

上旬～中旬
クラフト教室
「正月飾りづくり」

未定 未定 未定 15名 お正月にぴったりなお飾りづくり体験です。 共催：特定非営利活動法人GIP

上旬～1月中旬 境川遊水地写真展
情報センター
開館時間内

無料 どなたでも なし 境川遊水地公園の風景や生きものを撮影した公募の写真展です。

1日（日） ☀初日の出　観覧会☀
鷺舞橋

6：30開門
無料 どたなでも なし

境川遊水地公園の鷺舞橋から初日の出を観覧しましょう。当日は公園は閉園しています。
協力：鷺舞橋開門同好会

上旬～下旬 相模凧展示会②
～縁起の良い新春を迎えよう♪～

情報センター
開館時間内

無料 どなたでも なし 地元に伝わる相模凧を情報センターに展示します。 協力：湘南凧の会

中～下旬 遊水地探偵団　大募集！ 10:00～12:00 無料
小学生以上
(小学生は保護者同伴）

15名 遊水地のビオトープで生きものがいた証拠や越流の痕跡をさがし、推理をします。 講師：あおぞら自然共育舎　早川　広美氏

下旬 新春ふれあいフェスタ（公園祭り） 未定 未定 どなたでも なし 境川遊水地公園のお祭りです。「さわやかスポーツ」イベントなど、盛りだくさんでお待ちしております。
協力　富士見が丘連合自治会
　　　横浜市スポーツ協会他

下旬 バードウォッチング入門（冬） 10:00～12:00 無料
どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）

20名 初心者向けの野鳥観察会。バンやカモ類など、冬のビオトープの野鳥が観察できます。

上旬 貝化石掘り体験 13:00～15:30
1人300円
（資料代

含）

小学生以上
（小学生は保護者同伴）

20名 境川遊水地では化石を含んだ地層が見られます。12万5千年前の貝の化石を掘り、種類を調べます。 講師：県立生命の星・地球博物館　田口公則 氏

未定 花とみどりのフォトコンテスト入賞作品展
情報センター
開館時間内

無料 どなたでも なし
（公財）神奈川県公園協会　主催のフォトコンテスト入賞作品の展示会です。
ぜひご観覧にいらしてください。

※この事業は、県民の福祉・健康の増進、緑・環境の保全と創造の普及啓発、地域社会の健全な発展に寄与することを目的として実施しています。

※お問い合わせ：県立境川遊水地公園　045-805-0223　　　http://www.kanagawa-park.or.jp/sakaigawa/index.html
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2023 年度 境川遊水地公園 イベント年間予定 ※2023年 4月 現在の予定です。詳細はホームページにて随時、お伝えします。
日程、内容等が変更になる場合もございますので、最新情報をご確認ください。

神奈川県公園協会・サカタのタネグリーンサービスグループ


