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１２月号

鶴川地区協議会便り

鶴川地区協議会便り

2021年 12月号

鶴川地区協議会
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・金井ヶ丘・金井町・大蔵町・薬師台

Jリーグに所属するサッカークラブ・FC町
田ゼルビアのトレーニング施設が三輪緑
山の鶴見川クリーンセンター隣に建設中
で、天然芝グラウンドが完成しました！
8月15日からは練習が始まっている中、こ
の度、J１を目指して戦うゼルビアを地域
のみんなで応援することを目的に、有志
により 【ＦＣ町田ゼルビア緑山応援団
(通称：ゼルビア緑山応援団)】を発足させ
ました。

〒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！
◎ 『鶴川地区 ホッとプラン』 ご意見をお寄せください・・・！
町田市では市民協働推進課・福祉総務課が中心となり（仮称）
町田市地域ホッとプラン（案）の策定を進めています。
これは町田市の協働による地域づくり計画と、地域の福祉計画を
先
合わせたものになる予定です。
ず
町田市全体の計画とは別に、来年2月開催予定の地区別懇談会
は
を通じて、鶴川地区ホッとプランの策定も予定されています。
地区別の計画は、是非鶴川地区に関わる皆様のご意見を参考に お
読
しながら進めていければと思います。鶴川地域でこんな福祉活動
み
をしてみたいとか、鶴川がこんな街になったら良いな・・・など、 下
是非ご意見をお寄せください。
さ
※地区別懇談会 開催日時：2022年2月6日(日) 10～12時を予定
鶴川市民センターホール

設立趣意及び目的
・ゼルビアの練習場を中心とした応援および交流
・会員同士および地域交流
主な活動内容
・バスツアー等による応援
・各種交流イベントの規格

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

町田署管内 被害状況
被害件数 計 98件
被害総額 約 2億2500万円
・オレオレ詐欺
36件
・カード手渡し詐欺型 45件
・架空料金請求詐欺
6件
・還付金詐欺
11件
※令和3年10月20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
◆ 第42回 １月１８（火）
・・・ ①53分 ②48分
テーマ：20万年前に現代に続く人類が誕生し壮大な進歩をし続けてきた歴史の
前半を見て学びましょう！ ※誕生から道具を使うまで
10：00～12：00

◆ 町田市地域ホッとプラン(検索)で、今現在の計画の概要を
見ることができます。
※ 鶴川地区協議会HPにアクセスすると、意見を投稿できる
アイコンがあります。

ATMでの詐欺被害発生中！

◆ 鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 11月・12月・1月のお知らせ！

＜開催日時＞ 毎月第3火曜日

い
！

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！

～お知らせ～

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

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
時

内

間

場所： 3F 多目的室

鶴連オンライン講座について・・・

◎ 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

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！

①10：00～11：00 ②13：00～14：00

地域情報をデジタル配信する。また会議を
オンラインでも開催することにより、若い
世代が参加しやすくなる、地域に興味関心
を持つようになります。地域住民同士が町
内会自治会単位でつながることで、平常時
容 はもちろん災害時にも支え合える地域にな
ることを期待します。
・町内会でオンライン会議を開催しよう！
・回覧版をデジタル配信しよう！
・地域の人材を繋ごう！

主

催

鶴川地区町内会自治会連合会

後

援

鶴川地区協議会

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
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
10：00～15：00

【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)

スマホ教室

場所：交流ｽﾍﾟｰｽ

あらゆるどんな質問にもお答えします 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！ ⇒

※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
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鶴川地域イベントのご案内

無 入

◆日時：令和４年１月１９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

１２月号

場所：印刷・個室

※予約制です。当日６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
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◆ 『つるかわ無料塾・結い』
昨年度、そして今年度の地域活性化事業のご支援をありがとうございます。
「つるかわ無料塾 結い」は2018年1月からスタートし、年が明けると活動は5
年めに入ります。進学のための無料の補習塾に加えて「もうプラスティックの
匂いのするごはんは食べたくない･･･」と話してくれた子どもをそのままには
しておけず、勉強の合間に軽食を出すサポートもしてきました。それは現在も
継続していて、鶴川の地元のとれたて野菜を使ったお味噌汁、炊きたてのごは
んは学習の合間のみんなのお楽しみになっています。勉強を教えてくださる学
習サポーターさん、軽食を用意してくださる食事サポーターさん、全員がボラ
ンティアでの参加です。2019年の9月からは能ヶ谷町内会いこい会館を使わせ
ていただいています。コロナ禍の緊急事態宣言中には96回のオンライン学習サ
ポートを行いました。そのために必要となったタブレットは、地元の有志の
方々よりご寄付をいただき、子どもたちの学びを途切れさせることなく続ける
ことができました。これまでの地域の皆さまのお力添え、ご協力に心より感謝
申し上げます。ありがとうございます。
小さな活動を続けるうちに子どもたちの状況は多様化している一方で、深刻化
していることに気づきました。また様ざまなことに困っている子どもたちとの
出会いも増えました。資金も場所もありませんでしたが「子どもと大人がつな
がって、くらしやすい優しい地域に－」を目指し、子どもたちと地域をつなぐ
ハブのような存在になるため、今年7月に「一般社団法人つるかわ子どもこも
んず」を設立しました。つるかわ子どもこもんずの活動の柱は学習サポート事
業「つるかわ無料塾 結い」、地域交流事業「結いの学校」、居場所事業「ふ
だんごはん えん」、教育研究事業「学びLABO 楽」、フリースクール「自由
な学び場SOU！」5つです。すべての活動の中心である子どもたちが「ほっとして」「リラックスして」「穏
やかでいられる」ようにと願って活動しています。鶴川地域周辺の子どもたちの健やかな育ちのための活動で
す。これからもどうかお力添えをよろしくお願いいたします。
【問合せ先】 一般社団法人つるかわ子どもこもんず
https://tsurukawa-k-commons.jp/
つるかわ無料塾 結い（ゆい）tmj.judy@gmail.com ☎080-4198-2619 代表理事：福田有美子

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 鶴川第四小学校

校長

悴田 隆良 さん

昨年の４月に鶴川第四小学校に着任いたしました。校庭から見上げた広い空に感動したこと
を覚えています。天気のよい早朝には学校の上の道から見える凛々しい姿の富士山が「さあ、
元気にがんばろう！」と励ましてくれます。勤務を終えての帰り道には夕日に輝く美しい山並
みが「今日も一日おつかれさま！」と語りかけてくれるかのようです。
本校は昨年度に開校５０周年を迎えましたが、この風景は今も昔も変わらない宝物だと思い
ます。そして、この先もずっと変わらないでいてほしいと思います。感染症防止対策のために
地域の皆さまとお会いする機会が少なくなり、学校行事にお招きすることもできない状況です
が、鶴川第四小学校の子供たちが地域の中で健やかに成長していくために温かく見守ってくだ
さることに感謝いたします。これからも地域と共に歩んでいく学校であるように教職員と力を
合わせてまいります。

