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１１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

◎ 鶴川 香山園（かごやまえん）が変わります・・・！
香山緑地整備

～鶴川地域の観光拠点および市民の文化交流の場～
１．子どもから高齢者まで広く町田市民が親しみを持ち、
日常的に利活用できる
２．地域のにぎわい創出と地域経済等への波及効果を促
進する
３．鶴川地域にある古民家と連携し、鶴川の観光資源と
しての役割を持つ
４．樹林地に代表される豊かな緑や鶴川・香山緑地の歴
史を身近に感じられる
５．民間活力を活用し適切な官民の役割分担を図る
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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：2022年3月18日まで基盤整備工事
◆ 2022年度：建物耐震改修工事（予定）

◎ 鶴川地区協議会のICT化に向けた取り組み・・・！
新型コロナ感染予防に努めながらの地域活動はオンラインな
どを利用し新しいネットワーク作りが求められています。
具体的には、回覧板のデジタル化や災害時の情報の共有などに
期待が寄せられています。先ずは地域を支える立場の、鶴川地
区協議会役員の皆様がZOOMで会議が開催できる様に勉強会を
開催しました。
「今までの携帯電話が使えなくなるって聞いてスマホに替えて
みたものの、どう使えば良いか分からなくて・・・」、「苦手
意識があって、私はオンライン会議は無理と思っていたけれど、
やってみると意外と簡単・・・」などと会話が弾んでいました。
今後の鶴川地区協議会のICTにご期待ください。

◆ 2023年度：庭園工事（予定）
◆ 2024年度：オープン（予定）

完成予想図

◆ 鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 10月・11月・12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・・・！

町田警察署 ０４２-７２２-０１１０

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

町田署管内 被害状況

◆ 第40回 １１月１６日（火）
・・・ ①90分
テーマ：57年前の1964年１回目東京オリンピックの頃は
どんな世の中だったのだろうかを知る！
※映像の世紀プレミアム 東京夢と幻想の1964年

被害件数 計85件
被害総額 約2億2000万円
・オレオレ詐欺
31件
・カード手渡し詐欺型 40件
・架空料金請求詐欺
4件
・還付金詐欺
10件
※令和3年9月21日時点

◆ 第41回 １２月２１日（火）
・・・ ①70分 ②35分
テーマ： 昭和の番組のアーカイブスよりあの頃の時代を思い出してみよう！
※録画テープからデジタル映像化して修復され見られるようになった
＜開催日時＞ 毎月第3火曜日

10：00～12：00

ATMでの詐欺被害発生中！

入場無料・参加自由

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！
～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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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

まちだの粘土で、土器づくり

時

間

内

縄文時代の町田は土器の生産地でした。鶴
川周辺でもたくさんの土器が出土していま
す。今回は、鶴川を拠点に活動している陶
容 芸家 安諸一郎さんの指導のもと、町田の粘
土で土器（小皿または小さな花器）を作り
ます。出来上がった作品は、後日、焼成し
てお渡しいたします。

講

師

費用/人員

10：00 ～ 12：00

陶芸アトリエ主宰 安諸一郎 氏
500円（材料費・焼成含む）/先着20名

11/18(木)以降、 生涯学習センターへ電話
申込方法 でお申し込みください
☎ 042-728-0071 (平日9：00～17：00）
タイトル

町田市の名刹 ”大泉寺” を訪ねる

時

間

内

総門、山門、本堂等の続く参道は歴史の古
さを感じさせます。安貞元(1227)年に小山
田領主、小山田五郎重成が、父有重の菩提
を弔い真言宗の寺を創建、その後応永
容
(1394)年無極慧徹和尚が曹洞宗として改宗。
新田義貞の鎌倉攻めの時侍大将小山田太郎
高家(忠生村村名の祖)もここ小山田城址を
通ったと云われています。

講

師

13：30～14：30

町田地方史研究会会員 荒井 仁

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！ ⇒
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鶴川地域イベントのご案内
◎ 2021年度鶴川地域活性化事業 ～新参加グループの活動紹介～

無 入
料 場

◆日時：令和３年12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

１１月号

くらしのひろば
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。

★
鶴
川
地
区
協
議
会
で
は

◆ 『多文化親子サークル だんろ』

※暖炉の前に座って一緒におしゃべりするような、あたたかい時間を
持てたらと思い、この名前にしました。

★ 活動内容・・・！
鶴川近辺に住む多文化交流に関心のある親子がまっ
て、季節の行事をお祝いしたり、歌や絵本の読み聞
かせを楽しんだり、公園に行って遊んだりしていま
す。子育てや生活の情報交換をしたり、言葉や文化
の違いを一緒に考えたり、ママ達が支えあえる場に
なることを願って活動しています。今年度から、日
本語をもっと勉強したいという外国人ママの声から、
『日本語サークル』をスタートしました。日本語教
師をしているメンバーや日本人ママ達がサポートし
ながら日本語でおしゃべりしたり、日本語の本を一
緒に読んだりしています。

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、
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！

わくわくひろば

場所：ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

紙芝居・絵本・手遊びなど
10：00～15：00
【予約制】問合せ先：鶴川地域子育て相談センター
☎ 042-734-3699 (平日9：00～17：00)
鶴川地区協議会事務局： ☎ 070-5466-6542

サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
！

★ 活動をする中で大変な事は、楽しいこと・・・！
ママ達の生活環境は子どもの成長と共に変わっていくので、コンスタント
に人を集めて、活動を充実させていくことの難しさを感じることがありま
す。でも、国籍問わずバックグランドが違うママ達とのおしゃべりの中に
は色々な発見や興味深いことがたくさんありとても楽しいので、出会うこ
とで生まれる「わくわくした気持ち」を広げていけるように、ささやかで
も続けていきたいと思っています。
【問合せ先】 ﾒｰﾙ mamizo.nishida@gmail.com
☎ 090-7846-8692 『だんろ』

代表：西田真美

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）
◎ 町田市立 鶴川第三小学校

校長

鰺坂 映子 さん

４月より、前任の剣持明正校長に代わり鶴川第三小学校長に着任いたしました鰺坂映子
です。どうぞよろしくお願いいたします。
鶴川２丁目のバス停を降りて、坂を下りると背の高い樹木に囲まれた、横に長い校舎が
広がります。正面玄関から校庭を眺めると、広い青空に針葉樹が美しく映えて森の中の学
校にいるような気持ちになります。大きく広がる空の下、シジュウカラやオナガ、ヒヨド
リ、キジバトなどたくさんの鳥のさえづりが心に響き渡ります。隣接する鶴川中央公園に
は早朝テニスを楽しむ人々の姿もあります。団地の中の商店街も充実していて行くのが楽
しみです。この緑多く静かな環境で、地域の皆様に見守られながら充実した学校生活を送る鶴川第三小学校
の子供たち。コロナ禍の今を、この子供たちがさらにたくましく生きていけるように、教職員一同全力を尽
くして取り組んでまいります。今後とも地域の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

