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茨田北地域活動協議会の活動が始まります。

平成 25 年 6 月１日、鶴見区の認定により、茨田北地域活動協議会が発足しました。 住んでみたい、住んでよかったと言われる様な、

「やさしさとぬくもりがあふれるまちづくり」を目指して積極的に活動して参ります。 地域各種団体の協力のもと、住民の皆様や地域

で活動している企業・商店などにも広く参画していただき、総合的な町づくりを進めて参ります。

茨田北地域は、子どもの出生数も鶴見区内の中でも非常に多く、若い世代が大きく増加しています。 また一方で、歴史的に見ても

大変古い地域で、数百年の歴史を持つ家やお寺・神社も多く存在しています。 この新しい世代と古い歴史をうまく融合(フュージョン)

させることで、歴史や伝統文化を生かした「新しい形の茨田北地域」を作り上げて行きたいと、私たちは考えています。

茨田北地域活動協議会
会長 橋詰 昌明

今後とも、皆様からの熱いご支援とご協力をよろしくお願い致します。

＜茨田北地域活動協議会組織図＞
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～ 茨田北盆踊り大会 ～
平成２５年８月２日(金)・３日(土)
両日とも午後７時～
茨田北小学校第２運動場
各種団体による、模擬店・屋台
もたくさん出ます。毎年大勢の
人出でとても盛り上がります。
どうぞ誘い合わせて参加して下さい。 みんなで楽しみ
ましょう！
踊りの練習もありますのでよろしく。
◎盆踊り練習・・７月９日､１８日､３１日
茨田北小学校多目的室 午後７時３０分～

◇防犯委員
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共有するために広報誌の発行、
※ 他の３部会から広報担当を
選出し活動する。

●広報誌（茨田北Ｎｅｗs）
を年数回発行する

●ホームページ作成・運営
＜協力団体＞
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☆ 青色防犯パトロール ☆
防犯委員､町会長､女性会 等
の協力のもと、青色防犯パト
ロール車でアナウンスしなが
ら地域を巡回します。
区役所や鶴見警察署とも連携
しつつ、年間を通じて週４回
程度実施して、犯罪防止と地
域住民の安全を見守ります。
街頭犯罪の減少が期待されて
います。
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 茨田北・焼野子育てサロン 

 茨田北子育てサロン 

子育ておしゃべり会

子育てひろば

平成２５年 ８月７日(水)
平成２５年 ９月４日(水)
平成２５年１０月２日(水)
午前１０時～１１時
場所：焼野福祉会館
＜マタニティー～6 か月程度の乳児と保護者が対象＞
※ 毎月第１水曜日に、焼野地区と合同で開催していま
す。保健師さんも来ますので色々相談できます。

平成２５年 ９月３０日(月)
平成２５年１０月２１日(月)
午前１０時～１２時
場所：茨田北福祉会館
＜0 歳～就学前までの子どもと保護者が対象です＞
※ 毎月第３月曜日に開催しています。８月と１月は
休みです。祝日の場合は次週の月曜日になります。
大型遊具や絵本の読み聞かせもあります。

❀ 高齢者食事サービス ❀

❀ ふれあい喫茶 ❀

平成２５年 ８月２０日(火)
平成２５年 ９月１７日(火)
平成２５年１０月１５日(火)
午前１１時～１３時
場所：茨田北福祉会館
問合せ：☎０６－６９１３－８１１９
＜６５歳以上の高齢者が対象、予約制です＞
※ 毎月第３火曜日に開催しています。食事をしなが
ら人々とふれあいを深め、心と身体の健康増進を
図りましょう。 利用者負担３００円が必要です。

平成２５年 ・・・・
９月１５日(日)
１０月２０日(日)
午前１０時～１２時
場所：浜公民館

＜地域の方どなたでも参加いただけます＞
◎男性の参加も是非よろしくお願いします。
※ 毎月第３、４日曜日にちがう場所で開催していま
す。気楽に集まって交流することで、つながりを
深めましょう。 利用者負担１００円が必要です。

◇ 咲くやこの花館（鶴見緑地）

●∀ 大運動会 ∀●
平成２５年 ９月１５日(日)
当日雨天の際は､１６日(祝日)
午前９時～１５時
場所：茨田北小学校第２運動場

イベント リポート

☆ ｢植物スケッチコンクール｣作品募集
受付期間 7 月 20 日(土)～9 月 16 日(月・祝)
大人から子どもまで、館内の植物をスケッチ
してご応募ください。館内で絵の具は使用で
きません。［受付は １Ｆフラワーホールで］

＜地域の子ども・保護者が対象です＞

◇ 第３９回鶴見区民まつり

地域対抗の得点競技ですごく盛り上がり
ます。親子間で、そして地域の方々とも
楽しく過ごしてふれあいを深めよう！

☆ 平成２５年９月８日(日)
午前１０時～ 鶴見緑地公園にて
◎鶴見区のメーンイベントです。

Θ 第６回ほたるの夕べ Θ
平成２５年６月１５日(土) 午後８時～９時､茨田北小

←ホタル
です。

８月２５日(日)
９月２２日(日)
１０月２７日(日)
午前１０時～１２時
茨田北福祉会館

❤ 献血車がきます
平成 25 年 9 月 22 日(日)
10 時～12 時､13 時～16 時
場所：茨田北小学校にて

学校ほたる池及び講堂において、茨田北小学校｢はぐ

献血にご協力お願いします。献血時の

くみネット｣による｢ほたるの夕べ｣が開催されました。

検査結果通知を受ける事も出来ます。

当日はあまり天候が良くなかったのですが、茨田北地区はもち
ろん焼野地区からの参加もあり、約３００名の方々が鑑賞され
大変有意義な催しと成りました。また、都倉鶴見区長もお見え
になり、熱心に見学されていました。開催にご尽力頂きました
｢鶴見にほたるを飛ばそう会｣の皆様ありがとうございました。

◎ 当協議会では、様々な事業にお手伝いをしていただけるボランティアさんを募集してい
ます。 一緒にやってみようと思って頂ける方は、右記の茨田北地域活動協議会事務局ま
でご連絡ください。 また、ご意見・お問合わせも右記事務局までよろしくお願いします。

● 通年の活動 ●
☞花づくり活動
☞高齢者見守り活動
☞ネットワーク活動
☞防犯一斉巡視
☞子ども見守り隊
☞一斉清掃活動
など、さまざまな活動を年間を通じて
実施して参ります。

☎ ０６－６９１３－８１１９
平日 10:00～12:00 13:00～16:00
Mail：matta_kita@yahoo.co.jp

