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2022年６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

◎ 4月8日(金) 三輪の里山特別散策ツアーを行ないました・・・！
2022年度第1回目となる『三輪の里山を知ろう！』特別散策ツアーが行なわれ、三輪緑地の二輪
草群生地、隈研吾氏デザインのフェリシアこども短期大学/FC町田ゼルビア・クラブハウスなど
を見学いたしました。フェリシアこども短期大学では美味しい給食(昼食)をご馳走になりました。

〒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！
◎ 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会からのお知らせ！
お待たせしました

今年は９月に
実施予定！

福祉バザー

３年ぶりの福祉バザーは会場を「せりがや会館」に移し開催します。
詳細は７月１日発行の「まちだ社会福祉だより」でご案内します。ご期待ください！

＜ バザー開催に先立ち、以下の物品の提供を募集します！＞
・着られなくなった子ども服（160センチまで）、くつ、靴下、帽子などの服飾雑貨
・遊ばなくなったオモチャ ・読まなくなった絵本 ・未開封のおむつやおしりふき
など、今それを必要としている人にお譲りしませんか？ バザー品を提供してくださった方で、
本会公式LINEを友だち追加してくださった方には、バザー当日使えるクーポンを配付します。

リサイクルに参加してバザー品をお得にゲット！
※ 購入された方が気持ちよく使用できる物品の提供にご協力ください・・・！

◆ 物品受付日時：６月１日(水) ～ ※土日祝日を除く
午前９時～午後５時
◆ 受付場所
：せりがや会館（原町田 4-24-6）１階管理事務所

本年7月20日(水)の3水スマイルラウンジ学びの広場では、三輪の里山をもっと
知ってもらうため、2年振りに三輪の里山散策の各種コースなどをご紹介する
講座を開催します。 ※2頁記載の3水スマイルラウンジまなびのひろば参照

「せりがや会館」はこちら
（Googleマップが開きます）

★ 鶴川地区は、鶴川市民センター１F地域活動室で月曜日から金曜日(祝日を除く)
10：00～12：00、13：00～15:00 に受け付け

◎ 鶴川地区協議会 【映像鑑賞勉強会】 5月・6月・7月のお知らせ！

※福祉バザーは、町田市社協と町田市民生委員児童委員協議会の共催事業です。
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見てみよう！
※独創的な小さな家に込められた自然にありそうな癒されるデザイン
を取り入れた施設についてその良さを感じてみましょう!

ATMで携帯電話を架けている人への
お声掛けで・・・

被害が防げます！
町田署管内 被害状況

◆ 第47回 ６月２１日（火）
・・・ ①50分 ②70分
テーマ：大都会に壮大な自然を作る試みについて知ろう！
※自然にまかせ広大な森になった明治神宮と皇居の自然はどのように
計画され維持されているのかを学びましょう！
◆ 第48回 ７月１９日（火） ・・・ ①20分 ②20分 ③20分 ④20分 ⑤20分
テーマ：高齢者の福祉についてNHK高校講座・家庭総合から学ぼう！
※高齢者の介護や支援についてわかりやすく学んで行きましょう！
【開催場所/日時】 鶴川市民センター1F 地域活動室
毎月第3火曜日 10：00～12：00

警視庁町田警察署

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

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 11件
被害総額 約 2,060万円
・オレオレ詐欺
6件
・カード手渡し詐欺型 4件
・架空料金請求詐欺
0件
・還付金詐欺
1件
※令和4年4月18日時点
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７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

場所：３F多目的室

気分は何時も冒険少年・・・
タイトル

自然の宝庫・三輪の里山を知ろう！

時

間

内

町田市の二大緑地の一つ、アウトドアー博
物館でもある『三輪緑地』は “三輪谷戸
山ミュージアム“と言われ、2年前に亡くな
られた環境保護活動家のC.Wニコル氏も推
奨した生物多様性保全上重要な里山地区で
容
もあります。また、三輪全体が自然と歴史
などの豊かさを里山の中で体験でき、散策
やウォーキングを楽しむことができます。
色々なコースをご紹介します・・・！
※2年振りの開催となります

講

師

①10：30～11：30 ②13：30～14：30

鶴川地区協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 小川峰文氏

わくわくひろば
【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
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

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。

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
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！ ⇒

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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◎ 6/15 『いきいきポイント』
出張還元のお知らせ！

◎ 6/1 『元気Upまつり』開催します！

いきいきポイント制度を使っているボランティアの
方には、町田ボランティアセンターから新しい青色
の手帳と申込書が郵送されています。2021年度の出
張還元を希望される方はＦＡＸまたは郵送で申し込
みが必要です。今年も以下の日時/場所で出張還元
があります。

・日時：6月15日（水） 13：30～15：00
・場所：3水スマイルラウンジ
和光大学ﾎﾟﾌﾟﾘﾎｰﾙ鶴川（交流ｽﾍﾟｰｽ）
注：還元には2021年度のいきいきポイント
手帳（青色）が必要です。
尚、以下のものに還元が出来ます。
◆ 図書カード ◆ QUOカード
◆ 全国百貨店共通商品券

◎ “まちだ社会福祉だより” の
タイトルデザインを募集します！
「まちだ社会福祉だより」の10文字を、縦６
cm×横15cm以内に収めて、自由な発想でデ
ザインしてください。採用された
作品は本紙タイトルとして掲載し
ます。詳しい応募条件や提出方法
はQRコードからご確認ください！
町田市社協HP

町田市 市民部市民協働推進課 担当課長(地域担当)
地域おうえんコーディネーター 小池 晃さん
こんにちは、小池です。この４月に、市民協働推進課に「地域おうえんコーディネーター」
として着任いたしました。鶴川地区の担当ということで、早速、鶴川地区協議会のLINEアカ
ウントに友だち登録させていただきました。
２０２２年度から、市民協働推進課では、「町田市５ヵ年計画22-26」の経営改革プランと
「町田市地域ホッとプラン」のリーデングプロジェクトに位置づく「共創プラットフォーム推
進事業」に取り組みます。地域応援コーディネーターとして、地域活動に関する相談受付はも
とより、関係機関のコーディネイトや課題の整理、さらにマッチングのお手伝いが出来ればと
思います。地域、事業者、行政などが知恵を出し合い、お互いを理解し、つながりを深めなが
ら、鶴川地区の「なりたい未来」に向かっていけたらと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。

