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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

◎ 鶴川地区協議会のホームページをリニューアルしました！

2021年5月号

鶴川地区協議会
〒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

鶴川地区協議会からのお知らせ！
◎ 2021年度 皆様からのご意見をお寄せ下さい！
～2020年度を終え2021年度に向けて～
＜2020年度は・・・＞
・新型コロナ感染予防を受け地域の人々が集まり交流を深める為のイベント事業は行わず、地区協議会便りの
デジタル配信その他、SNSによる情報発信共有に取り組みました。
・フードバンク鶴川を始めました。アグリハウス鶴川で農作物の販売をしている農家の皆様が、野菜を鶴川地
域活動室に持ってきて下さり、ボランティアの皆様の手を通じてお困りごとを抱えている方に届く仕組みが
始まりました。
＜2021年度は・・・＞
・SNSでの情報発信共有を更に発展させ、同時に情報格差を広げない為に地域住民によるデジタルサポートの
仕組みを展開して行きます。
・フードバンクは各ご家庭で食べきれない物、鶴川地区の商店会、スーパーマーケットにもご協力をお願いし
発展する様に取り組みます。
・大規模災害が鶴川地区に訪れる事を想定し、災害時避難行動要支援者の安否確認、物資の宅配の仕組み、災
害ボランティアの活動についての訓練を町田市防災課と行います。
・その他、①新しくなった香山園で「コスプレ大会」を行いたい ②マスクをして「鶴川のご近所再発見
ウォーキング」を企画したい・・・等のご意見が寄せられています。

◎ 鶴川地区協議会オリジナルLINEスタンプができました！
鶴をモチーフにしたゆる～いイラストで
皆様の楽しいトークを盛り上げてくださいね！

※皆様からのご意見をお待ちしております！

鶴川地区協議会役員一同

machida@tsurukyou.com

令和３年町田警察署管内特殊詐欺被害状況
◆ 鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 4月・5月・6月 のお知らせ！

映像鑑賞会

お気軽にコーヒー(無料)でも飲みながらご鑑賞下さい。

被害状況
被害件数
被害総額

◆ 第34回 ４月２０日（火） ・・・2本立て NHK 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！

計１８件
約１億円

※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。

◆ 第35回 ５月１８日（火）
テーマ：戦後から平成までの日本の教育を知ろう！ ・・・ NHK 90分
※日本人は何をめざしてきたのか 戦後教育70年の真実
◆ 第36回 ６月１５日（火）
テーマ：食料支援の取組みよりボランティアの心について知ろう！・・NHK 90分
※シンガポールと日本の取組みを通して人と人との心のつながりに
ついて考えよう。
＜開催日時＞ 毎月第3火曜日

10：00～12：00

【手口内訳】
・オレオレ詐欺
7件
・カード手渡し詐欺型 6件
・架空料金請求詐欺 4件
・還付金詐欺
1件
※令和3年2月28日時点

入場無料・参加自由

『警察官を騙りキャッシュカードを自宅に取りに来る』
カードﾞ手渡し型詐欺と『息子などの親族を騙り助けを
求め現金を要求する』オレオレ詐欺が最も多い！！
町田警察著管内の被害状況です。（以下）
・令和元年/平成31年(2019) 104件 都内ﾜｰｽﾄ２位
・令和2年(2020)
72件 都内ﾜｰｽﾄ３位
・令和3年(2021) 現在25件 昨年同期比で増加傾向に
あります 1億2400万円
～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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５月号

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6月16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

鶴川駅前の古墳・横穴墓を知っていますか？

― 能ヶ谷 香山古墳群について ―

時

間

内

鶴川駅前にある書院造の建物と池泉円遊式庭
園を持つ「香山園」をご存じですか？
現在、鶴川地域の観光拠点及び市民の交流拠
容
点として整備を進めているところですが、こ
の香山緑地の古墳時代の姿を探ってみたいと
思います。

講

師

10：00 ～11：00

町田市生涯学習総務課文化財係
学芸員 後藤 貴之さん

時間/場所
内

容

きらきらタイム
10時 ～ 15時

タイトル

プレイルーム

紙芝居・絵本・手遊びなど

スマホ教室

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！

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。

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。

折り紙教室・手芸教室

わくわくひろば
タイトル

くらしのひろば

※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
・どんなことができるの
容
・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！

「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

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
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◎ 『いきいきポイント』

出張還元のお知らせ！

いきいきポイント制度を使っているボランティアの方には、町田ボランティアセンターから新しい青色の手
帳と申込書が郵送されています。2020年度の出張還元を希望される方はＦＡＸまたは郵送で申し込みが必要
です。今年も以下の日時/場所で出張還元があります。

・日時：6月16日（水） 13：30～15：00

注：還元には2020年度のいきいきポイント
手帳（橙色）が必要です。

・場所：3水スマイルラウンジ
和光大学ﾎﾟﾌﾟﾘﾎｰﾙ鶴川（交流ｽﾍﾟｰｽ）

尚、以下のものに還元が出来ます。
◆ 図書カード
◆ QUOカード
◆ 全国百貨店共通商品券
町田市社協 町田ボランティアセンター ☎ 042-725-4465

◎ 里山オープンデーが一周年となりました！

トランジションタウン まちだ・さがみ

昨年３月の緊急事態宣言による急な休校から始まった里山
オープンデー。本当に色々な出会いやストーリーを生みな
がらコロナ禍の一年を駆け抜けてきました。多くの人たち
や地域に支えられながらあっという間に一周年となりまし
た。この場を借りてご縁をいただいた全ての人たちや、僕
たちを暖かく受け入れてくれている地域や自然に改めて感
謝を申し上げます。
里山オープンデーは子供たちはもちろんのこと、親御さん
たちの癒しや相助、交流の場でもあります。どうぞ引き続
き気軽に末長くお付き合いいただければ幸いです。
【お問合せ】☎ 090-7211-6620 柳沢

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）
ＦＣ町田ゼルビア

代表取締役社長

大友 健寿さん

2018年4月にＦＣ町田ゼルビア代表取締役社長に就任をいたしました。町田第一小学校の出
身で、ＦＣ町田のジュニアチーム、社会人になってからはTOPチームでもプレーしていたこ
ともあり生粋の町田っ子です。(笑)2006年にサラリーマンを辞め、ＦＣ町田ゼルビアの職員
になりました。職員として働き始めた頃は、TOPチームがまだ東京都1部リーグ（Ｊリーグ
７部相当）に所属しており、Ｊ１を狙える位置に自分がいることがとても感慨深いです。
地域の皆さまに支えていただいている弊クラブとしては『Ｊ１に昇格』し、町田市民の方々
やアウェイサポーターの方々に【天空の城 野津田】（町田ギオンスタジアム）にご来城い
ただくことで、町田を盛り上げていきたいと思います。また、弊クラブは年間350回を超え
る地域と繋がる活動も行っております。地域での活動を通じ、町田のシンボルとして【愛される】存在になれ
るよう取り組んで参りますので、鶴川地区の皆さま、お気軽にお声がけください。皆さまと共に元気な鶴川地
区を作っていきます。ぜひ、【天空の城 野津田】へお越しください。選手スタッフ一同お待ちしております！

