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鶴川地区協議会便り

鶴川地区協議会便り
能ヶ谷・三輪町・三輪緑山・広袴町・広袴・真光寺町・真光寺・鶴川・小野路町・野津田町・金井・金井ｹ丘・大蔵町・薬師台

◎ FCトリアネーロ町田（三輪緑山）が優勝！
少年サッカーチーム「FCトリアネーロ町田」(町田市三
輪緑山)が、昨年12月29日 JFA第44回全日本 U-12サッ
カー選手権大会（鹿児島市で開催）において初優勝し全
国制覇を果たしました。全国小学年8,329チームの頂点
に立ちました。
町田の全国制覇はFC町田(1981年)以来39年ぶりで、設立5年目の
チームが成し遂げた快挙です。サッカーの指導者として15年以上
の経験を持ち、各カテゴリーで多くの優勝実績を残してきた若山
聖祐監督が務めるジュニアフットボールクラブです。皆さん、応
援しましよう！ https://www.fc-trianello-machida.com/

・鶴川につながりをつくる
・鶴川は子供から高齢者まで見守られている
・鶴川は大きな災害がきても安心
FCトリアネーロ町田のメンバー

※審査の上、選定された事業に対して鶴川地区協議会が
助成をします。

※エントリー申請書類は鶴川市民センター内、鶴川地区協議会地域活動室で配布してます。

◆ NPO法人 まちだ音の環
本年度はコロナ禍で通常のボラ
ンティア演奏が出来ず、年に３
回のコンサートもYou Tubeの演
奏動画撮影の１度のみとなりま
した。密にならないコンサートを開催する為にクラ
ウドファンディングでソーラーステージカーの資金
集めを開始しました。

※両日とも午後2時から午後5時まで(午後1時30分受付開始) 原則2回参加

◆ 場所：鶴川市民センター 第二会議室
◆ 対象：鶴川地域に在住・在学・在勤の方
◆ 定員：30名（先着）
◆ 申込方法：1月15日（金）～2月16日（火）受付：午前10時～午後5時
中央図書館 企画・地域支援係 ☎ 042-728-8220

◆ 鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 2月・3月・4月 のお知らせ！

映像鑑賞会

2月・3月・4月の鶴川市民センター１Ｆ地域活動室での映像鑑賞勉強会は以下の内容です。
お気軽にコーヒー(無料)でも飲みながらご鑑賞下さい。
24分・25分・45分・23分

※人はどのような時に幸せを感じるのだろうか？こころ豊かな人生をおくる
ための幸福学に目を向けよう。

25分・25分・30分・30分

※東京にも自然がいっぱいあり、地形や生きものについて調べてみると驚く
ようなことが分かって来ます。

◆ 第34回 ４月２０日（火）
・・・2本立て 57分・60分
テーマ：日本の文化と自然に貢献した二人の外国人を知ろう！
※ドナルド・キーン文学人生、C.W.ニコル アフィンの森よ永遠に。

10：00～12：00

こんな事を目標に活動する団体を募集します！

①鶴川に本部があるNPO法人、市民団体で
あること
②活動エリヤが鶴川全体であること
③助成期間が過ぎても活動が継続できること
④募集期間：2021年4月1日～4月30日
⑤地区協議会担当者による書類審査、
ヒアリングを行い決定します

～ 2020年度鶴川地区協議会が認めた地域活性化事業5グループの取組み・活動を紹介いたします ～

◆ 日時：第1回 2月20日(土曜日)、第２回 3月13日(土曜日)

＜開催日時＞ 毎月第3火曜日

〒195-0062 東京都町田市大蔵町1981-4 鶴川市民ｾﾝﾀｰ内
電話 070-5466-6542
FAX 050-3085-6517

◎ コロナ禍中で頑張って地域活動を行っている団体に支援をします！

鶴川図書館が今新しく生まれ変わろうとしています。本だけでなく、どんなスペースがあったらいいでしょうか。
今まで以上に気軽に集まれる交流の場としてどんなことが出来ると良いか、地域にお住いの方や活動されている
方と一緒に話し合いましょう。

◆ 第33回 ３月１６日（火）
・・・4本立て
テーマ：東京の自然と生きものを観察しよう！

鶴川地区協議会

鶴川地区協議会からのお知らせ！

◎ 鶴川図書館再編後の姿を考えるワークショップ・・・開催します！

◆ 第32回 ２月１６日（火）
・・・4本立て
テーマ：幸せとはどのようなものかを考える！

2021年 3月号

入場無料・参加自由

◆ 子ども食堂 レッツごはん
毎月第１水曜日の開催は、コロナ
による非常事態宣言により昨年３
月から会食は休止しました。その
後7月から食材配布に切り替え現
在に至っています。12月だけカレ
ー弁当を作り配布しました。食材を取りに来てくださ
る方々との僅か５分程の時間が、よい交わりの時間に
なっています。当面、この形で行います。鶴川地区協
議会からの野菜などのフード提供に助けられています。

◆ つるかわ無料塾 結い(ゆい)
緊急事態宣言下でも学びの機会を
途切れさせることのないよう昨年
の4月と5月はオンラインに切替え、
6月から12月はいこい会館にて対
面での学習支援を再開、1月から
は再び完全オンラインと工夫をして行ってきました。
子どもたちはタブレット操作やZoomでの学習にもす
っかり慣れ、新しい学びの方法を経験しました。
◆ トランジションタウン まちだ・さがみ
里山オープンデーは、昨年3～5月の
休校期間中限定で、子供たちの外遊び
の場として、親子の身心の健康を守る
場として臨時開催してきました。休校
期間終了後も多くの要望をいただき、
月に1度の定期開催を継続してきまし
た。その他にも竹林の有効活用として、
メンマ作りやポーラス竹炭作りを開催してきました。

◆ 市民活動団体 小さな一歩電話相談室
コロナの影響を受け、通常の活動が大きく制約されています。そんな中でも電話相談は1日も休
まず続けています。相談は年間400件。人と会えない今だからこそ、「一人で悩まないで！」と
発信し続けています。

～ご挨拶～

鶴川地区協議会
〒195-0062
町田市大蔵町1981-4 鶴川市民ｾﾝﾀｰ内
☎ 070-5466-6542 FAX 050-3085-6517
http://tsurukyou.com
machida@tsurukyou.com
https://www.facebook.com/
鶴川地区協議会-508012406031330/

緑豊かな環境
自由で上質な
暮らし

居室は30㎡
ペット同居可

自社厨房で安心の
食事提供

町田市三輪緑山2-2139-2 TEL：044-986-6265
☎ 070-5466-6542
三輪緑山二丁目バス停目の前＊昼食付見学会実施中

新型肺炎コロナウィルスの影響
により、鶴川地区協議会便りは昨
年の６月号より休止しておりまし
たが、本年２月号より再開してお
りますのでお知らせいたします。
今後とも宜しくお願いします。
鶴川地区協議会
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鶴川地区協議会便り

鶴川地区協議会便り

毎月第３水曜日は 鶴川みんなの交友拠点！
さんすい

３水スマイルラウンジ

◆日時：令和3年4月21日（水） 10：00～15：00
◆会場：和光大学ポプリホール鶴川 交流スペース他
まなびのひろば
タイトル

場所：3F多目的室

フットパスで鶴川の魅力を再発見！
②13時～14時

高齢者、障がい者、子育て、ひきこもり、就労支
援、行政など、専門の相談員がお待ちしています。
暮らしの中で気付いたことや不安なども、気軽に
ご相談ください。 LINEでも相談受付けます！

時

間

内

鶴川地区は、緑豊かな雑木林、里山や道端
の風情など昔ながらの多摩丘陵の面影が色
濃く残っています。
容 いくつも小さな丘陵や谷戸が折り重なり、
それぞれの谷戸が異なった趣を持っていま
す。そんな鶴川地区の魅力をフットパスで
再発見してみませんか。

鶴川のボランティア募集や、ボランティアができ
る人の情報がいっぱい。お気軽にお越し下さい。

師

囲碁と将棋ができるコーナーを用意しました。
お気軽にお仲間とお楽しみください。

講

①10時～11時

くらしのひろば

町田市農業振興課 北部・里山担当

わくわくひろば
タイトル
時間/場所
内

容

ボランティアのひろば

囲碁・将棋コーナー

折り紙教室・手芸教室

きらきらタイム
10時 ～ 15時

プレイルーム

紙芝居・絵本・手遊びなど

「折り紙教室」(午前)、 「手芸教室」(午後)を行な
います。

無料相続対策・資産形成相談
※予約制です。当日４名様まで

スマホ教室
タイトル

※参加費無料
予約不要

あらゆるどんな質問にお答えします

時

間

10時 ～ 14時

内

・スマートフォンに変えたいけど使い方が
わからない
容 ・どんなことができるの
・スマホで綺麗に写真を撮りたい
・スマホで操作がわからない

予約制のものは、あらかじめ予約申込みが必要です！

資産（お金・保険等金融商品・不動産等）の上手
な残し方（相続対策・遺言・遺言信託等）及び事
業承継対策（後継者問題等）のご相談について、
法律や税務を踏まえた銀行ならではのトータルで
ベストなアドバイスをさせて頂きます。ぜひ、基
本的なことからお気軽にご相談下さい。

無料法務相談

※予約制です。
当日４名様まで

法務の専門家が個室でご相談にのります。相続や
財産管理、遺言、その他トラブルなどの相談に応
じています！
鶴川地区協議会事務局： ☎ 070-5466-6542

（3）
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◎ ４月16日（金） 三輪の里山 散策ツアーのご案内！

町田市三輪町

コロナ渦、三密を避けアウトドアーの散策を
三輪の里山にご案内いたします・・・！
◆ 日 時：2021年4月16日（金）二輪草が見れます！
◆ 集合場所：三輪の森ビジターセンター
※妙福寺バス停から徒歩10分、500m
◆ 集合時間：10時 ※講座45分後、散策・昼食・散策
※昼食をご用意下さい！
解散時間：14時30分頃 妙福寺前バス停 ※発15：03

◆ 交通手段：神奈中バス 鶴川駅前バス乗場
【鶴川01】ﾌｪﾘｼｱこども短期大学行き
妙福寺前下車 所要時間：10分
※発 9：02、9：33 ～ 着 9：12、9：43

◆ 定 員：20名 先着順受付締切り
◆ 申 込：鶴川地区協議会 070-5466-6542
人と緑と歴史をつなぐ

参加費 無料

agical mage

alking dventure

三輪の里山を知ろう！

～自然の宝庫・三輪の森～

町田市に東端に位置する三輪町はたった３㎢しかありませんが、昨
年4月にお亡くなりになった環境保護活動家のC・Wニコルさんが
推奨した自然豊かな三輪緑地を含め、三輪一帯は白州正子や柳田國
男をはじめとする多くの文化人に愛されたエリアです。町田のチ
ベットにふさわしい三輪の森は自然環境・生き物、歴史文化のアウ
トドアー博物館として、「三輪・谷戸山ミュージアム」と言われて
います。

三輪緑地 玉田谷戸

鶴川地域の紹介ｺｰﾅｰ （人物・地区・店舗・施設・NPO・町内会・自治会・他）
鶴川地区協議会

ＳＮＳコンビのお二人をご紹介します！

この度SNS(twitter･Instagram･LINE)配信に関わらせていただくこととなりましたカ
ワキタです。主に、鶴川で行われるイベントやお知らせを配信して、みなさまに暮ら
していて楽しい鶴川の情報を提供したいという思いからスタートしたSNS配信ですが、コロナ禍ということで
なかなかお知らせの数も増えず、皆様に知っていただく機会が多くはないのですが、少しずつ生活に根ざし、
ご近所のお出かけ先の検索候補No.1を目指したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(カワキタ）

カワキタさんと鶴協SNSコンビを組んでおります内田と申します。他県からの入居なので町田の事がさっぱり
わかりませんでしたが、子育てをしていく中で地域と繋がり、徐々に町田への愛着が生まれました。子供が小
さい時にSNSからの情報入手でとても困ったので、今困っている人に手軽に迅速に情報を届けるお手伝いがで
きたらと思い、お手伝いさせていただく運びとなりました。よろしくお願いいたします。（内田）

