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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・金井ヶ丘・金井町・大蔵町・薬師台

◎ 9/10（土） 町田社協主催
『バザーでエール』 ご協力御礼
子育て応援バザーのために鶴川地域の皆様へ
不用になった子ども服・衣類・くつ・オモ
チャ・絵本・ぬいぐるみ・バギーなどを6/1
～8/末まで鶴川地区協議会の地域活動室で集
荷をいたしました。8月の後半に町田社協か
ら集まりすぎたため集荷中止の指示が入りま
した。後半にご持参頂いた一部の皆様には大
変ご迷惑をお掛けしました。
お詫び申し上げます。9/10の
原町田せりがや会館では朝か
ら100人の方が並び、10：00
～15：30で入場者数は1200人
と大盛況でした。皆様のご協
力に感謝申し上げます！

【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

映像鑑賞会

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

〒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！
◎ 鶴川団地図書館のイベントのお知らせ・・・！
2021年2月～3月に町田市立図書館が開
催した「鶴川図書館再編後の姿を考え
る」ワークショップでは、こんな図書館
がいいな！こんな図書館が地域にあると
いいな！を一つのテーマとしてグループ
ワークを実施、参加者のみなさんからは、
10/30(日) 10：00～14：00
たくさんのアイデアを出していただきま
した。本イベントではその一部をトライアル実施することを目的とし
ています。ぜひ多くの方のご参加・ご体験をお待ちしています。
◆ 本をヒントに、わくわくクイズラリー
鶴川商店街をめぐるクイズラリーを行ないます。どんなクイズか
は、来てからのお楽しみ！ぜひ仮装して遊びに来てくださいね。
魔法の言葉を唱えると・・・お菓子がもらえるかも！？
◆ 図書館でつくってあそぼう！
ハロウィンにちなんだ工作ワークショップを行ないます。工作キッ
トを配りますので、みんなで一緒につくってみましょう！

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

警視庁町田警察署

入場無料・参加自由

お問い合わせ

鶴川地区協議会

・主 催： 町田市立図書館
・企画運営：(株)HITOTOWA
・協 力： 鶴川団地センター名店街、鶴川地区協議会

◎ 鶴川地区協 【映像鑑賞勉強会】 10月・１1月・12月のお知らせ！
◆ 第51回 １０月１８日（火） ・・・①74分 ②45分
テーマ：ロシアのウクライナ侵略戦争を民族の悲劇とロシアの指導者の歴史を
見て考えよう！
※この戦いの背景を民族の対立とロシアの体制の近代史を見て考えて
みよう！
◆ 第52回 １１月１５日（火） ・・・①59分 ②49分
テーマ：東京のシンボルであるスカイツリーと東京タワーについて知ろう！
※10年経ったスカイツリー建築技術と1958年完成の東京タワーの役割
◆ 第53回 １２月２０日（火） ・・・ ①45分 ②30分 ③25分 ④6分
テーマ：わが街町田の近代史や自然について知ろう！
※町田はなぜ東京都なのか？ 武相荘での白州夫妻はどのような暮らしを
していたのか？ 小野路から歩いて人が手を入れた谷戸の自然はどうな
のか？ 町田が栄えたのは絹の道の中継地だったからか？・・・につい
て学びましょう。

2022年 11月号

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 44件
被害総額 約 1億1300万円
・オレオレ詐欺
28件
・カード手渡し詐欺型 11件
・架空料金請求詐欺
3件
・還付金詐欺
2件
※令和4年9月20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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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

◆日時：令和４年１２月２１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

鶴川にある「小さなミュージアム」
タイトル
間

内

鶴川にある「小さなミュージアム」には、
オーナーがドイツで収集した2000体にも及ぶ
木工人形が収蔵されています。今回は、くる
容
み割り人形や、香炉人形など、かわいらしい
木工人形の製作工程や、工房の歴史や作家、
作品に寄せる想いなどをご紹介します。

講

師

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！

～かわいいドイツの木工人形の紹介～

時

①10：30～11：30

②13：30～14：30

「小さなミュージアム」館長 中村一行氏

おやこのひろば
タイトル

わくわくひろば

時間/場所

10：30 ～ 15：00 / プレイルーム

定

員

内

おもちゃで遊びながらおしゃべりが楽しめま
容
す。紙芝居・絵本・手遊びなども行います。

11人を超えた場合は交代制

鶴川地域子育て相談センター
(子どもセンターつるっこ内)
問合せ先
☎
042-734-3699
(火曜・祝日の翌日・
：
年末年始を除く10：00～18：00)

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

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。

スマホ教室
あらゆるどんな質問にもお答えします
時間 10時～14時

無料法務相談

場所：印刷個室

※予約制です 当日６名様まで 1人40分

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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◎ ３年ぶりの鶴川市民センターまつり開催に向けて始動します！
コロナ禍の影響で開催中止が続いていた「鶴川市民センターまつり」ですが、
このたび感染防止対策をした上での開催に向け準備を進めていくこととなり
ました。日程は次のとおりです。

開催予定日
２０２３年２月４日(土)・５日(日)
皆さまのご参加をお待ちしています！

※第2回（2018年）開催時の様子です

【問合せ】 鶴川市民センター 施設担当

☎ 042-735-5704

◎ 青少年健全育成 鶴川第二地区委員会 会長

市川 秀秋さん

定年退職後、シルバー人材センターに登録、市内公園除草や小学校管理等の地域活動
に少しずつですが参加してきました。また自治会活動を経て、ご縁もあり数年前から健
全育成活動に関わる事になり、今年度から会長を務めることになりました。どうぞ宜し
くお願い致します。
さてコロナ禍のもとで、親子映画会、レクリエーション大会等の健全育成の従来から
の主要行事も見直しの必要に迫られています。例えば、人気のあった親子マラソン大会
もこのところ開催が出来ず、これに変わるものとして今年1月は「クイズdeウオーク」
というウオーキング中心の楽しい企画をしたのですが残念ながらこれも中止になりまし
た。一方学校ではGIGAスクール構想により授業のIT化も進んでおり、我々大人の委員
会の方もハイブリッド型のオンライン会議を導入する等、時代や環境の変化に対応して
いく必要があると思っています。

（3）

