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９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

◎ スマホの無料相談始めました！

2021年 9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！
◎コロナワクチン接種予約支援活動に感謝状が贈られました・・・！
先般、ワクチン接種予約が出来ず困っていらしたシニアを対象に地域住民ボランティアが予約代行など予約支援
を行いました。町田市保健所からこの支援活動がワクチン接種の推進に貢献し、住民共助のモデルケースになっ
たとして、主催者である鶴川地区協議会と鶴川地区社協に感謝状が贈られました。
7月15日に町田市役所
おいて感謝状授与の
セレモニーが行われ、
樋口真央 市民部長兼
保険所臨時接種担当
部長殿から、実際に
予約支援をしたボラ
ンティアを代表して
吉田地区協サポー
ターに感謝状が授与
されました。引き続
き保健所業務への協
力を要請されました。

町田警察署 ０４２-７２２-０１１０

◆ 鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 8月・9月・10月のお知らせ！

管内の特殊詐欺被害は、昨年同期比で
被害件数・被害額ともに大きく上回り、
多くの市民の方が被害者になっていま
す。オレオレ詐欺が急増しています！

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・・・！
◆ 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
◆ 第39回 １０月１９日（火）
・・・①45分 ②60分 ③5分
テーマ：テーマ：コロナフレイルを知って健康長寿を目指そう！
※フレイルならないために予防対策について考えよう
＜開催日時＞ 毎月第3火曜日

10：00～12：00

町田署管内被害状況

対
策

入場無料・参加自由

在宅中でも、『留守番電話にして電話に出ない』という詐欺対策を
実践し、サギ犯人と絶対に話しをしないでください！ もし、詐欺の
電話に出てしまったら、直ぐに切って、110 番通報 をお願いします！

～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/

被害件数 計69件
被害総額 約2億200万円
・オレオレ詐欺
29件
・カード手渡し詐欺型 29件
・架空料金請求詐欺
4件
・還付金詐欺
7件
※令和3年7月19日時点

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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９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

3F 多目的室

～ベイビーシアターin鶴川～
ｺﾝｻｰﾄ『マ・プニュ・ンカ』（予約制）

時

間

内

ベイビー親子のためのまなびコンサートで
す。透明感のある歌声と太鼓のリズムに体
容
を預け、いつもとはちょっと違う時間を親
子で楽しんでください。

出

開場10：30 / 10：45～11：30

演

歌子さん(歌)・ぴんたろー(ギターと打楽器)

募集対象

月齢24ヶ月までの乳児と保護者 15組

参 加 費

親子 1組 ￥500 (当日)

タイトル

豪放磊落(ごうほうらいらく)な
民権家、石阪昌孝と鶴川

時

間

内

天保12(1841)年に野津田村で生まれた石阪
は幕末維新の激動を地域指導者として経験
容 し、武相自由民権運動のリーダーとして活
躍、衆議院議員・群馬県知事を歴任します。
彼の行動から鶴川地域の近代を探ります。

13：30～14：30

講

師

町田市立自由民権資料館
学芸担当 松崎 稔さん

主

催

生涯学習センター

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

◎ 2021年度鶴川地域活性化事業 ～新参加グループの活動紹介～

料 場

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！ ⇒

くらしのひろば
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
「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
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鶴川地域イベントのご案内

無 入

◆日時：令和3年10月20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

９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

★
鶴
川
地
区
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で
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◆ みんなの居場所 ｼｪｱｰｷｯﾁﾝ 『ぼくはぼく』
7月２日(金)、無事にオープンを迎えることができま
した。初日はあいにくの雨模様でしたが、多くの方
に足を運んでいただきました。
『ぼくはぼく』のテーマソングを作ってくださった
♪うまけん♪さんもかけつけてくれ、歌ってくださ
いました。ご協力いただいています、たくさんの
方々に感謝申し上げます。みなさんの居場所『ぼく
はぼく』。いろいろな方々に来店していただきたい
と願っております。

場 所：プラスハートカフェ 鶴川団地センター名店街
開催日：毎週 金・土・日 17：30～21：00
【連絡先】matsunami.1299@gmail.com 松並

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）
◎ 町田市 鶴川市民センター

センター長 坂上 昌樹 さん

鶴川市民センター長の坂上昌樹です。2019年度に配属され今年で3年目となります。
市民センターは行政窓口と集会施設の機能を併せ持つ地域の拠点として、日々多くの方々
にご利用いただいております。施設の利用に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止対策にご理解とご協力をいただき感謝しております。
さて、町田市では10年、20年後の社会変化を見据え、将来の市民センター等のあり方を
示す「町田市市民センター等の未来ビジョン」を策定しました。この計画では、目指す将
来像を「便利で楽しい地域の拠点」とし、①サービス・利便性 ②ソフト・魅力③地域・
コミュニティ ④コスト・民間協働の4つのチェンジを施策の柱としています。
デジタル化の進展や地域コミュニティの変化に伴い、市民センターに求められる役割も変わっていくものと
思います。より便利で、より楽しい鶴川市民センターを地域の皆様とともに考えていきたいと思います。

