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鶴川地区協議会便り 2021年10月号

鶴川地区協議会からのお知らせ！
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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
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

～ご挨拶～

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

◆ 鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 9月・10月・11月のお知らせ！
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 地域活動室 ※入場無料・参加自由

映像鑑賞会

◎ 鶴川駅周辺が新しいまちへと生まれ変わります・・・！

町田署管内被害状況

被害件数 計76件
被害総額 約2億600万円

・オレオレ詐欺 30件
・カード手渡し詐欺型 34件
・架空料金請求詐欺 4件
・還付金詐欺 8件

※令和3年8月23日時点

町田警察署 ０４２-７２２-０１１０

●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

●第40回 １１月１６日（火） ・・・ ①90分
テーマ：57年前の1964年東京オリンピックの頃はどんな世の中だったかを知る！

※コロナ感染爆発の中で異例の２回目の東京オリンピックが終わった。
今から57年前の１回目の東京オリンピックの頃は高度経済成長の真った
だ中、開発と歪みの中で人々は翻弄されて暮らしていた。
どんなことがあった時代なのかを思い出しながら振り返ってみよう。

対
策

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！

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！

町田市ホームページに｢鶴川駅周辺デザイ
ンノート｣(下のｲﾒｰｼﾞ)がPDFで用意されて
います。また、YouTube「鶴川駅周辺再
整備事業」説明動画も用意され、完成時
期も含め大変判りやすく説明しています。

2021年秋から｢鶴川駅周辺再整備事業｣の工事がスタートいたします。2027年度北口広場、2028年度南口道路の

完成までこれから7年掛かります。人の流
れが大きく変化、更に交通渋滞緩和が実
現します。
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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11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
地
区
協
議
会
で
は

サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
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。

※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！

わくわくひろば

スマホ教室

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
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◎ 2021年度鶴川地域活性化事業 ～新参加グループの活動紹介～

タイトル
「子育て×地域のみんな」

作って遊ぼうワークショップ♪

時 間
10：00～11：00 ワークショップ

11：00～11：20 きらきらタイム

内 容

地域の多世代交流の場として、子育て世帯
と高齢者、地域のみんなで交流できるワー
クショップです。参加ご希望の方は下記セ
ンターにお申込み下さい！

共 催
・鶴川地域子育て相談ｾﾝﾀｰ 042-734-3699
・鶴川第1高齢者支援ｾﾝﾀｰ 042-736-6927
・鶴川第2高齢者支援ｾﾝﾀｰ 042-737-7292

◎ 町田市子どもセンター つるっこ館長 斎藤 豊和 さん

場所：ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

あらゆるどんな質問にお答えします 10時～14時

紙芝居・絵本・手遊びなど 10時～15時

タイトル 子育ての手助けを求む方/出来る方の講座

時 間 13：00～14：00

内 容

子育てのお手伝いをしてもらいたい方、子
どものサポートに興味のある方、活動につ
いて話をきいてみませんか？地域の中での
助け合い活動です。お気軽にお立ち寄りく
ださい。相互援助活動をご説明します！

講 師
町田市社会福祉協議会 学童保育係
町田ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ担当職員

主 催 町田ファミリーサポートセンター

3F 多目的室

◆ NPO法人 みんなのそら/ホッとカフェ@柿の木文庫

ＮPO法人 みんなのそら 事務局 向山惠美 ☎ 090-6198-6645

●「まなびとおしゃべりの時間」上級編
オンラインでの座談会形式で、時には子育て
アドバイザーを交えて、「まなびとおしゃべ
りの時間」を実施。地域の母親たちが安心し
て参加できる、学びや情報交換の場とし、子
育ての中で生じる様々な悩みについても、お
互い信頼してオープンに話し合える場を提供
しています。コロ禍で始まったオンライン形
式は今年も継続の予定。

●「子育てホッとカフェ」柿の木文庫・鶴川市民センタ―地域の子育て支援と
交流を目的とした事業。
月に1回実施。一回の実施を2～3組に抑えて、3密にならないように屋外や広
いスペースでボーリングをしたり、手遊び歌あそび、読み聞かせ、育児の情
報交換など子育てを楽しめる企画を行っています。

●鶴川団地バザー実施されれば出店予定です。
●ブログ・フェイスブックで情報発信を行っています。日程は

Facebookでご確認ください。

●鶴川中央公園冒険遊び場ほか
地域の子育て応援活動団体連
携・出前あそび会

（冒険遊び場ボランテイア）

地域の子育て支援「みんなのそら」

私は、2020年4月から、子どもセンターつるっこの館長になりました斎藤と申します。
日頃より、地域の皆さまには、子どもセンターつるっこ事業にご理解とご協力をいただき
大変感謝しております。子どもセンターつるっこは、0歳～18歳の子どもがのびのびと自
由に過ごすことができる居場所、児童館になります。体を動かして遊んだり、本を読んだ
り、友だちとおしゃべりしたり、子どもたちは思い思いに自分の時間を過ごしています。
また、子どもセンターは、子どもと保護者の「地域拠点」として、子どもに関わる地域活
動をサポートしています。地域ボランティアの方によるプログラムの実施や、放課後子ど

も教室「まちとも」や、子ども会などの活動をお手伝いさせていただいております。今後も、地域の皆さん
と連携させていただき、子どもたちがのびのびと過ごすことができる「鶴川」となるよう、職員一同、努め
て参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。


