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８月号

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

◎ みなさんの居場所 『ぼくはぼく』〜障がいを知るはじまりの場〜のご紹介！
私たちは、お互いの個性を認め、様々な人が集える居場所をつくることを⽬指して活動しています。
活動に参加して、共に『ぼくはぼく』自分は自分でいいんだ、と思えるような社会を実現してみませんか！
◆ 開催日：毎週 金・土・日 17：30～21：00
※7月２日(金) からスタートしました！
◆ 場 所：プラスハート カフェ＆カラオケ店 （鶴川団地センター名店街）
◆ 対 象：ハンディある方・ない方、シニアの皆さん、地域のお子さん・ママさん・パパさん
◆ 内 容：飲食、カラオケ、ワークショップ、イベント

〒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！
4月募集の鶴川地域活性化事業にエントリーの結果、以下のグループが決まりましたので紹介いたします。

地域住⺠の皆さまと障がい者との交流によって、障がい
への理解を深め、共⽣社会の実現を⽬指して行きたいと
存じます。

◆ 子ども食堂 レッツごはん

◆ みんなの居場 『ぼくはぼく』

第4水曜日つるかわ台教会で地域
の交流、孤立している方、一人親
家庭や様々な理由で助けを求める
方々のために食堂を開いています。

障がい者にとって交流や楽しめる
居心地の良い場所、介護者が悩み
を相談でき息抜きができる場所を
提供します。（4頁に紹介記事）

◆ つるかわ無料塾 結い(ゆい)

◆ みんなのそら 子育てホットカフェ

毎週水曜日の夜、隔週土曜日の午
後、経済的に有料塾に通えない中
学⽣、多様な学習方法を必要とす
る中学⽣を対象に学習支援を行っ
ています。

毎月第一土曜日、子育ての学び合
い、地域の親子との交流を通して、
お母さんの子育てを応援する活動
をしています。

◆ 外国人＆日本人親子サークル『だんろ』

◆ ベイビーシアターを広げる会

第3木曜日、第4土曜日、言葉、文
化、価値観などの違いから不安や
悩み、孤独を感じながら育児をし
ている外国人のママにとって親子
で参加の交流の場を開いています。

日常的に赤ちゃん同士や家族以外
の大人に接することの少ない赤ち
ゃんに、接する機会を提供し社会
性の発達を促すベイビーシアター
を開催します。

令和３年町田警察署管内特殊詐欺被害状況

プラスハート カフェ

◆ 鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 7月・8月・9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 計50件
被害総額 約1億5300万円

◆ 第36回 ７月２０日（火）
・・・ ①60分 ②54分
テーマ：食料支援の取り組みよりボランティアの心について知ろう！
※シンガポールと日本の取り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
◆ 第37回 ８月１７日（火）
・・・ ①90分 ②30分
テーマ：残留日本兵はなぜ30年近くも出て来られなかったのかを知る！
※小野田少尉の帰還 / 残留日本兵 横井庄一の戦争
◆ 第38回 ９月２１日（火）
・・・ ①70分 ②25分
テーマ：戦場で日本人カメラマンがレンズを向けた現実を知る！
※カメラマン澤田教一が伝えたこと/山本美香さんの軌跡
10：00～12：00

鶴川地区協議会

◎ 2021年度 鶴川地区協議会 地域活性化事業 ６グループの紹介！

障がい者にとって自宅でも職場でもない交流や楽しめる居心地の良い場所、介護者が悩みを相談でき息抜きが
できる場所、そして、団地住⺠や学⽣などの地域住⺠が気軽に集える場所として、様々な人が集い、くつろげ
て楽しめ、また障がいを知ることもできる飲食店兼コミュニティースペースをつくります。

＜開催日時＞ 毎月第3火曜日

2021年 8月号

【手口内訳】
・オレオレ詐欺
18件
・カード手渡し詐欺型 22件
・架空料金請求詐欺
6件
・還付金詐欺
4件
※令和3年6月18日時点

入場無料・参加自由

現金
電話で

ATM

の話は詐欺！

すぐ 110番 して！
詐欺の犯人は、息子さんのふりをしてお金を要求してきますが、
銀行の窓口ではなく、｢ATMで下ろして｣ と言ってきます。
あなたの息子さんが、お金を引き出す方法まで指定しますか？？

町田警察署 ０４２-７２２-０１１０
～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/

｢お金を下ろす時は
銀行の窓口はダメ、ＡＴＭで｣
は詐欺です！

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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８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

タイトル

◎コロナワクチン接種予約支援活動をボランティアで行いました・・・！

料 場

くらしのひろば

時間/場所

内

講

～ﾍﾞｲﾋﾞｰｼｱﾀｰin鶴川 ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ～
『とびだせ絵本』
（予約制）
10：45～11：45

3Ｆﾘﾊｰｻﾙ室

読み聞かせワークショップ。発達の著しい
乳幼時期の豊な遊びは、その後の成長に大
容
切です。アーティストとの出会いは、親御
さんにとっても憩いの時間となるでしょう。
師

0～24ヶ月までの乳児と保護者 ８組

参 加 費

親子 1組 ￥500 (当日)

タイトル

～ﾍﾞｲﾋﾞｰｼｱﾀｰで地域の子育て支援を！～
『ベイビーシアターを知る』 (予約制)

時間/場所
内

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。

アーティスト 中市真帆

募集対象

13：30～15：00

3Ｆ多⽬的室

子育てが孤育てにならない様に、地域で子育
容 て支援を考える私たちベイビーシアタープロ
ジェクトからの提案です。

募集対象 子育て支援に興味をお持ちの方 30人無料
講

師

会代表 あらたに葉子

主

催

町田にベイビーシアターを広げる会

わくわくひろば
紙芝居・絵本・手遊びなど

場所：ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
10時～15時

スマホ教室
あらゆるどんな質問にお答えします 10時～14時
予約制のものは、あらかじめ予約申込みが必要です！ ⇒

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
「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

（3）

鶴川地域イベントのご案内

無 入

◆日時：令和3年9月15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

８月号

※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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5月26日～6月15日、10：00～15：00の平日、鶴川地区協議会と鶴川地区社会福祉協
議会(略称：鶴川地区社協)共催で、和光大学ポプリホール鶴川の交流スペースでコロ
ナワクチン接種予約支援の活動を行いました。予約センターに何度も電話をかけても
つながらず、スマホ、パソコンでの予約もできず困っていらしたシニア層に会場へお
越しいただき、ボランティアが輪番で担当して予約をサポートしました。合計45名の
方の代行予約や予約の変更などをお手伝いしました。期間中支障もなく、支援した皆
さんから感謝され、完了したときの笑顔がとても印象的でした。

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

副代表

斎藤 広志さん

令和2年度(2020年度)から鶴川地区協議会の副代表になった斎藤広志です。私は平成11年
度(1999年)から三輪町内会の役員になり、前任者の体育係を体験し、平成17年度からは三輪
町内会で三役(会計)を務めさせて頂き、平成28年度三輪町内会分割により下三輪町内会長と
なり、平成29年度から上三輪町内会長のあとを引継ぎ、鶴川地区町内会自治会の役員となり
2年間会計を経験し、令和元年副会長となりました。また令和2年度からは鶴川地区協議会の
副会長を務めさせて頂いています。
平成30年6月号の鶴川地区協議会便りで、岡上町内会長の宮野さんが紹介している岡上は川崎市の飛び地。
私が⽣まれ育った三輪も町田市の飛び地的な場所。飛び地での課題は尽きませんが、鶴川を良くする地域活
動①つながりの密度をあげる。②子供から高齢者まで見守られている。③大きな災害が来ても安心。
鶴川を良くする活動に微力ながら精進していきたいと思っています。

