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鶴川地区協議会便り

2022年４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

◎ 金井ロマンウォーク 尾根散策ツアー行ないました！
2月28日(金)10：30～14：30、快晴の青空のもと鶴川やすらぎ公園を
出発、金井地区の7つの尾根を歩きました。距離は約9Km、健脚振りを
発揮して皆さん頑張って歩きました。参加者の平均年齢は76才でした。

〒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！
ボランティアの皆さん

◎鶴川駅前図書館の運営が新しくなります・・・！
～ “久美堂・ヴィアックス共同事業体” による指定管理・開館時間増加 ～
はじめまして！ 2022年4月1日(金)より、町田市立鶴川駅前図書館を指定管理者として運営させていただく、
“久美堂・ヴィアックス共同事業体”でございます。これから利用者最優先を意識し、利用者の方や地元の方々か
らのニーズに寄り添った図書館サービスを提供していきます。
2020年7月に実施した「鶴川駅前図書館利用者アンケート」の結果では、「充実させてほしい図書館サービス」
として、「品揃え」に次ぐ第2位として「開館日・開館時間の拡大」が上がりました。こうした皆さまからのご
要望を踏まえ、サービス拡充の第一弾として開館時間の延長・休館日の削減を実施することといたしました。
これからも、このような利用者サービス拡充のための取り組みを行い、利用者の皆様の満足度向上へつなげて参
ります。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
＜4月1日からの開館時間＞
◆ 月～金
：午前9時30分から午後8時まで
◆ 土・日・祝：午前9時30分から午後6時まで
※予約受取ｺｰﾅｰは午前9時30分から午後8時まで
◆ 休館日
：第1月曜日・第3月曜日（※祝日の場合は開館）
【問合せ先】
町田市立 鶴川駅前図書館
和光大学ポプリホール鶴川

◆ 鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 3月・4月・5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・・・！
◆ 第44回 ３月１５日（火）
・・・ ①72分 ②41分
テーマ：鉄道インフラの要である駅が変貌してきている。人の流れや思いを列車
を止めることなく現代の高い技術で実現した様子を見てみよう！

入場無料・参加自由
お問い合わせ
社会福祉法人
悠々会
あんしん住宅事業
居住支援ｺﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

☎ 042-737-7288
http://yuyuen.com

管内の特殊詐欺被害は、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！

被害件数
5件
被害総額
491万円
・オレオレ詐欺
0件
・カード手渡し型詐欺 4件
・架空料金請求詐欺
0件
・還付金詐欺
1件
※令和4年2月18日時点

◆ 第46回 ５月１７日（火）
・・・ ①45分 ②30分 ③30分
テーマ：暮らしの思いが詰まった建築の世界について、いくつかの住宅と施設が
どのように造られているのかを見てみよう！
10：00～12：00

町田市能ヶ谷1丁目2-1
☎ 042-737-0263

町田署管内 被害状況

◆ 第45回 ４月１９日（火）
・・・ ①127分
テーマ：紙芝居の世界についてその第一人者の講演を見て学ぼう！
※声優でもあった右手(うて)和子さんによる26年前の講演会の録画

＜開催日時＞ 毎月第3火曜日

2階

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/

鶴川地区協議会
ＬＩＮＥ＠アカウントのご紹介！
イベントやお得な情報を
お届けしています！
公式アカウント検索画面
から 「鶴川地区協議会」
で 検索して下さい！
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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

◆日時：令和４年５月１８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
タイトル

くらしのひろば

町田市の３市境界点を辿る・・・！

時

間

①10：30～11：30 ②13：30～14：30

場

所

3F 多目的室

内

町田市は大和市、横浜市、川崎市、多摩市、
八王子市、相模原市など6つの市と接してい
ます。これらの市との8ヶ所の境界点を辿っ
容
てみました。何処にあるのか興味津々の内容
です。これらを辿るツアーなどを企画するの
も面白いですね。乞うご期待・・・！

講

師

わくわくひろば

時間/場所
内

容

きらきらタイム
10：00 ～ 15：00

プレイルーム

紙芝居・絵本・手遊びなど

スマホ教室
タイトル
時間/場所

内

あらゆるどんな質問にお答えします
10：00 ～ 14：00

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

【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)
タイトル

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

町田地方史研究会会員 荒井 仁氏

交流ｽﾍﾟｰｽ

・スマートフォンに変えたいけど使い方が
わからない
・どんなことができるの
容
・スマホで綺麗に写真を撮りたい
・スマホで操作がわからない

予約制のものは、あらかじめ予約申込みが必要です！ ⇒

鶴川地域イベントのご案内

無 入
料 場

「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

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
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◎ 2022年度 三輪の里山
散策ツアーのお知らせ！
昨年度、全4回の三輪の里山散策ツアーを実施いた
しました。今年度も以下の日程で計画しております。
直近では4月8日(金)(右案内ご参考)を予定していま
す。昨年雨天中止で実現出来なかったフェリシアこ
ども短期大学とFC町田ゼルビア練習グラウンド/ク
ラブハウス等の見学が毎回織り込まれています。
特に4月8日の見所は三輪緑地の二輪草の群生地、
フェリシアこども短期大学(隈研吾氏によるデザイ
ン設計)での昼食/見学、FCゼルビアの完成したば
かりの隈研吾氏デザイン設計によるクラブハウスや
天然芝練習グラウンド、桜堤さくら等、散策コース
等からの見学が見所となります。
【2022年度の計画】

全３回 (参加費：無料)

・日 程：4月8日(金)、6月10日(金)、9月9日(金)
・時 間：10時集合
・集 合：三輪の森ビジターセンター(右図参照)
・コース：三輪の里山、フェリシアこども短期大学
見学/昼食、FCゼルビア練習グラウンド/
クラブハウス見学、廣慶寺/妙福寺方面
・定 員：25名
先着順申込受付
※初参加の方を優先します！

・主 催：鶴川地区協議会 070-5466-6542

◎ 町田市保健所 保健予防課 鶴川保健センター
保健対策担当課長

川瀬康二さん

鶴川地域にお住いの皆さま、こんにちは！ 健康に関する困りごとはありませんか？
鶴川保健センターは、鶴川市民センターと一つ屋根の下に併設し、保健師が母子保健、難
病保健、精神保健などに関わる相談を行っています。小さな入口と小さな窓口ですが、訪
問、面接、電話など、地域のみなさまに寄り添って支援するよう心掛けています。
昨今、新型コロナウイルス感染症への不安がなかなか解消されず、いろいろなことが制限
されて生活に窮屈さを感じていることと思います。こんなときだからこそ、今の状況を
「俯瞰」してみてはどうでしょうか。「ウィズコロナ」という言葉をよく聞くようになり
ました。「ウィズ○○」に置き換えて、生活の工夫や自らの考え方を柔らかくすることも
生活が変化する気づきのきっかけになると思います。みなさんが健やかに暮らせるように、
鶴川保健センターの保健師も一緒に考えていきたいと思っています。
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