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鶴川地区協議会からのお知らせ！
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町田市三輪緑山2-2139-2 TEL：044-986-6265
三輪緑山二丁目バス停目の前＊昼食付見学会実施中

緑豊かな環境
自由で上質な
暮らし

◎ 鶴川地区協議会の構成団体が増えました！ （５４団体となりました）

～ご挨拶～

新型肺炎コロナウィルスの影響
により、地区協議会便りを昨年の
６月号より８ヶ月休止しておりまし
たが、この度２月号より再開する
ことになりましたのでお知らせい
たします。今後とも宜しくお願いし
ます。 鶴川地区協議会

・町田市生涯学習部 鶴川地域図書館 芝崎 知子 ｻｰﾋﾞｽ係長

・高齢者福祉センターふれあいいちょう館 平林 隆彦 館長

◆鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 １月・２月・３月 のお知らせ！

◎第31回 １月１９日（火） ・・・5本立て 15分・10分・10分・5分・60分
テーマ：ウィルスを知って新型コロナの予防に役立てよう！

※新型コロナウイルスの脅威で人々の行動様式が変化してから間もなく一年に
なる。収束の気配は無くこの先もコロナの予防をし続け共生して行かなけれ
ばならない。そこで我々が出来ることをウイルスとはどういうものかを知っ

て考えてみる。

◎第32回 ２月１６日（火） ・・・4本立て 24分・25分・45分・23分
テーマ：幸せとはどのようなものかを考える！

※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。

◎第33回 ３月１６日（火） ・・・4本立て 25分・25分・30分・30分
テーマ：東京の自然と生きものを観察しよう！

※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。

1月・2月・3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。
皆様、お気軽にコーヒー(無料)でも飲みながらご鑑賞下さい。

＜開催日時＞毎月第3火曜日 10：00～12：00 入場無料・参加自由

映像鑑賞会

◎ フードバンク鶴川がスタートいたしました・・・！

ふれあいいちょう館は、高齢者の皆様が、健康の維持増進、教養の向上、レクリエーション
を行うための施設です。当館では、スカイウェル(電位治療器)、各種マッサージ機に加え、
様々な体操などを行って健康管理のお手伝いや、民謡や書道など、趣味・教養向上のための
教室を開催しています。また、利用者の同好会やサークルが会議室等を利用しています。
現在、新型コロナウイルス感染予防のため、制限しているものがありますが、囲碁、将棋、
ビリヤードのほか、舞台付きの大広間では、カラオケや踊り、お友達とのお食事もできます。
鶴川地区の高齢者施設として、各種団体、施設と連携・協働して、地域の発展に寄与してい
きたいと考えています。見学がてら、お気軽にお越しください！

食品提供者及
び提供先など
地域活動グ
ループを交え
た鶴川フード
バンク事業運
営調整ミー
ティングの様
子（Zoom参
加含む）

鶴川地域図書館は、鶴川団地にある「鶴川図書館」と鶴川駅前にある「鶴川駅前図書館」の
2つの図書館です。「鶴川図書館」は鶴川団地の商店街の一角にある小さな図書館です。
買い物ついでに、散歩の途中に、お気軽にお立ちよりください。「鶴川駅前図書館」は和光
大学ポプリホールの2階にあり、3水スマイルラウンジが開催される交流スペースの真上にあ
ります。毎月【まなびのひろば】に関連した本を、ミニ特集コーナーに展示しています。講
座を聞いた後、興味が出てきたら、そのテーマの本を色々読んでみるのも楽しいのではない
でしょうか！利用は無料です。地域で活動されている団体とのコラボ企画も大歓迎です。
図書館の知識をフル活用してみませんか！

鶴川地区でフードバンクが始まりました。
お店や会社やご家庭で食べきれない食料品を持ってきて下さ
い。子ども食堂、無料塾、ひとり暮らし高齢者、障がいをお
持ちの方、アルバイトが無くて困っている学生などに鶴川地
区協議会サポーターを通じて渡しています。
JA町田アグリハウス鶴川に野菜を納入している生産者様のご
協力を得て野菜の納入が始まりました。コロナの影響が長引
き、益々不安定な時期に入る事が想定されますが、そんな中
であっても支え合う地域づくりのため、少しずつ成長してい
ければと思っています。ご協力を宜しくお願い致します。
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鶴川地域イベントのご案内毎月第３水曜日は 鶴川みんなの交友拠点！

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）

まなびのひろば

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！

ボランティアのひろば

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。

折り紙教室・手芸教室

◆日時：令和3年3月17日（水）10：00～15：00

入

場

無

料
３水スマイルラウンジ

「折り紙教室」(午前)、 「手芸教室」(午後)を行な
います。

くらしのひろば

無料相続対策・資産形成相談

予約制のものは、あらかじめ予約申込みが必要です！
鶴川地区協議会事務局：☎ 070-5466-6542

★

鶴
川
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で
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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。

※予約制です。当日４名様まで

囲碁・将棋コーナー

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。

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！

場所：3F多目的室

タイトル 里山を繋ぐ ～人、自然、文化～

時 間 13：00 ～ 14：00

内 容

鶴川三輪で、里山保全、農業体験、自然教育、
子供たちへの里山解放などに携わり数年。
そこには老若男女、四季折々の自然、地域文
化など様々なものが行き交います。里山を繋
ぐとはどういったことでしょうか。
その面白さや大切さ、課題、これからなどを
お話しします。

講 師 ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝﾀｳﾝまちだ･さがみ 柳沢琢美氏

◎ ＦＣ町田ゼルビア Ｊ１への新拠点 News ・・・！

わくわくひろば

タイトル きらきらタイム

時間/場所 10：00 ～ 15：00 プレイルーム

内 容 紙芝居・絵本・手遊びなど

スマホ教室
※参加費無料
予約不要

タイトル 地域貢献ボランティアの勧め！

時 間 10：30 ～ 11：30

内 容

アクティブシニアが地域を支えていく時代。
どう地域に係り貢献して行けば良いか。
これからのシニアの居場所づくり/仕組みづ
くり、ボランティア自身がどう取り組めば
良いのか、またその生き方等を学びます。

講 師 悠々会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ長 小川 峰文氏

皆様のあらゆるどんな質問にもお答えします。
10：00 ～ 14：00

さんすい

◆会場：和光大学ポプリホール鶴川 交流スペース他

◎ 鶴川地区協議会 新任 仲村 清彦会長の挨拶！

◎ 鶴川フードバンクへの寄付、ありがとうございます・・・！

鶴川フードバンクへ東京町田クレインライオンズクラブ様よりお米の寄付を
頂きました。
鶴川地区協議会では、食べ物に困っている方々と、食品をご寄付して下さる
支援者の方々を繋ぐ架け橋となれるようフードバンク事業に取り組んでいま
す。食品を受け取る方の中には、経済的事情や置かれた環境により満足に食
事がとれず、「食」の支援を必要とする人たちが実際におられます。今回、
頂いたお米は、そのような支援を必要としているご家庭に届けられ、どのご
家庭も大変喜んで下さっています。また、ご寄付頂いたお米を届けるボラン
ティアの方にとっても、ご利用者様から頂く「ありがとう！」や「うれし
い！」というお言葉によって、ボランティアとしての誇りや励みに繋がって
おります。

東京町田東京クレインライオン
ズクラブ殿より寄付を受取る鶴
川地区協議会・仲村清彦会長(右)

クラブハウス＆グラウンド完成イメージ

念願となる2階建てクラブハウスと天然芝グラウンド2面が町田市鶴見川クリーンセンター内に7月に完成し
ます。隈研吾建築都市設計事務所のデザインです。 以下、ゼルビア殿からのコメントです・・・。

緑豊かな三輪緑山の素晴らしい景色にとけ込み、自然と
調和した建物となるようデザインしていただきました。
町田市の木で、ゼルビアの名前の語源となっているけや
き（ゼルコヴァ）をモチーフとした大小二つの跳ね屋根
で、新拠点を象徴するゲートとしての建築をつくります。
建造物全体にあたたかみのある雰囲気を醸し出すことで、
使用する選手だけでなく、ここを訪れる皆様が落ち着け
る空間となることを意識しております。
周囲の桜並木など現状の景観を最大限活かし、また同時
に外周路なども整備して地域に開かれた、近隣住民との
共生を深く感じさせる施設を目指します。

工事期間：開始2020年6月25日～終了予定2021年7月

2020年度、会長に就任しました。12年前に真光寺町内会長に就任、鶴川地区町内会自治会
連合(鶴連)の役員、2020年度の改選で鶴連の会長になりました。
ソフト面での運営が鶴川地区協議会の重要な活動だと考えております。みんなで住みよい
街を造る。これが地区協議会の最大の目的だと思います。いろいろな市民がいろいろな組
織にかかわっていますが、それをまとめてゆくのも地区協議会の役割だと思います。

コロナ禍では私の考え方は甘いかもしれませんが苦しいけれど辛抱すれば何とかなるのではないかと考えて
おります。医療体制の不十分な面での問題では、医師や看護師を増員し病院を増設しなければなりません。
今そのつけが来ています。医師、看護師、保育士、介護士の増員と待遇改善が必要です。地区協議会で対応
できる問題ではありませんが、そうしたことにも問題意識を持ちながら組織を運営してゆきたいと思います。
微力ですが皆様と協力してよい街を造りたいと思います。
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