
 

 

 

終戦から７４年目の夏、平和の大切さを考える市の平和祈念事業 
終戦から７４年目、今年も鎮魂の夏を迎える。戦争の惨禍を追体験して、平和の大切さを祈念する事業が

今年も数多く用意されている。調布市は昭和 48 年（１９７３年）１１月に市役所前庭に「平和の塔」を建立し、

昭和 58 年（１９８３年）９月に「非核平和都市宣言」をしている。それだけに、平和祈念事業への取り組みに

は力を入れている。今年は４年ぶりに、市内の中学生１２名を市民の代表としてピースメッセンジャーに任命

し、７月２９日（月）から３０日（火）にかけて被爆地広島へ派遣した。「原爆ドームや平和記念資料館などを見

学して、戦争の悲惨さや平和の大切さを学んでもらう。広島に行った中学生には 

今後、公民館などで平和への想いを話してもらう予定です」（文化生涯学習課 

の担当者）。文化会館たづくり２階では、１日（木）～８日（木）にかけて被爆 

資料の展示や被爆体験者の講話がある「原爆展」が開かれる。 

 中央図書館では９月２３日（月・祝）まで平和祈念「図書展」を開催中。４階で 

は「スポーツと戦争」に関する本の展示、６階廊下では映画「火垂るの墓」など 

のチラシを展示。１３日（火）と２９日（木）には平和祈念「読書会・歴史講演会」 

もある。郷土博物館では９月２９日（日）までャラリー展「市民のおくりもの～ 

戦争資料～」を開催中。西部公会堂では１０日（土）に平和フェスティバルがあり、 

１７日（土）には八王子の戦争遺跡巡りなどの平和バス見学会もある。 舞台としては１２日（月）に文化会館

たづくりで、「中国残留婦人」の激動の人生を描いた神田さち子ひとり芝居「帰ってきたおばあさん」の公演

（９月１日から稽古や公演を本局で放映）。いろいろな場で平和を祈念したい。（大泉 洋一） 

 
 

  

水の事故が多くなる。河川やプール  

では子供から目を離さないように  

 

夏休みは河川やプールで子供たちの水の事故 

が目立ち、水の事故による救急搬送が夏は多く 

なる。河原でバーべキューに夢中になり、子供 

から目を離した隙に子供が溺れたなどの事例が 

多い。夏休みの水の事故をなくしましょう。「子供 

さんから目を離さないこと。飲酒して泳がない、飲酒した人を

泳がせない。上流で雨が降り、河川はいつ増水するかわから

ないので、気象状況にも注意」と、調布消防署（☎０４２－ 

４８６－０１１９）が呼び掛けている。 

「調布で活躍している人」第 17 回（公財）調布市文化・コミュニティ振興財団 渡部和哉さん 

(42 歳) 
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今年の４月から、（公財）調布市文化・コミュニティ振興財団は、調布市内にある文化施

設（文化会館たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場）の指定管理者となり、地域に偏り 

がなく一括管理をすることになった。そこで仕事をされているのが、渡部和哉さん（４２歳）。 

４人兄弟の次男で、福島県出身。高校時代は応援団に所属。中央大学法学部に入学され

てから東京に住んでいる。現在、高校生の娘さんを筆頭に３人姉妹の父親でもある。 

 財団は、今年からリニューアルした「映画のまち調布シネマフェスティバル」「調布国際 

音楽祭」「調布よさこい」「調布市民文化祭」ほか、伝統文化の取り組みである「調布能楽

odyssey」等の事業を行っている。4月からはくらしの中でアートを手軽に親しめることを目

指す取組みとして「ちょうふアートプラス」をスタート。市民は誰でも無料で入会ができる。 

また、障害のある方も、気軽に劇場が利用できるようインクルーシブな劇場づくりへの取組

みや、文化ボランティアの市民活動などのプラットフォーム化も目指している。頑張れ！ 

忍び込みが４件発生  

 窓や網戸を閉めてから寝ましょう  
 

  7月に市内で忍び込みが連続 4件も発生。 

夜、家人が寝ている間に網戸を切り裂いて浸

入         入、置いてあった現金を盗まれた。忍び込み

は         は強盗につながるおそれの高い犯罪である。 

8月は暑いので窓を開けて寝たり、網戸のま

まで寝ることが多いが、開いた窓や網戸は犯人にとって格好

の狙い場所。「暑い季節ですが、窓や網戸を閉めて寝ることが

この種の犯罪の防止策です」と調布警察署（☎０４２－４８８－

０１１０）が注意喚起している。 

 

 

 

 
お詫び：７月号の調布消防署の記事で、「救急搬送の件数」は、「すべて熱中症による救急搬送の件数」でしたので、お詫びしてお知らせいたします。 

 

【文化会館たづくり 1階ホールにて】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みは、宮の下分館で 

「じろさがし」に挑戦！ 

FC 東京応援記 三田啓貴選手、3 年半ぶり復帰！ 

移籍ウインドーに合わせ、ヴィッセル神戸から三田啓貴選手が 3年半ぶりに東京に戻ってきた。久保建英

の抜けた攻撃陣の戦力補強をどうするのかと思っていたが、補って余りある選手の加入である。三田はご存

じの通り東京ユース出身。明治大を経て 2012年からは特別指定選手、翌年正式加入した。攻撃的ボランチ

や SHをこなす。ボールが運べて、ゲームメークもでき、得点能力も高い。東京から 

移籍した仙台、神戸でその能力をさらに磨き、何より「僕には青赤の血が流れている」と 

公言する東京愛熱烈な選手だ。 

7月のＦＣ東京はＪ1 リーグ戦を 2勝 1敗、天皇杯を 1勝。リーグ戦は川崎との多摩川 

クラシコは完敗したが、次節の清水戦は移籍直後の三田も途中出場。2-0 と 7試合ぶり 

のクリーンシートで首位をキープした。 

これから初優勝を目指し熾烈な戦いが続く中、背番号 7が夏の試合をさらに熱くする 

にちがいない。（日比生） 

 

 

図書館に来るきっかけとなるように、「じろさがし」 

というイベントを行っています。宮の下分館の子ども

室にかくれている、図書館公式キャラクター「じろ」

のイラストを１０個見つけると、オリジナルシールか

しおりがもらえます。 

長いお休みは、読書のチャンスです！ぜひ家族

みんなで図書館に足を運んでみてください。 

宮の下分館 042-486-5798 

応援しよう！スポーツ in 調布（スポーツ・オリパラ・ラグビー情報） 

 

FC 東京 明治安田生命Ｊ１リーグ 勝ち点 42 13 勝 4 負 3 引き分け 順位１ （7 月 27 日現在） 
8月 03日(土) 19:00～VSセレッソ大阪＠味スタ    8月 10日(土) 19:00～VSベガルタ仙台＠味スタ 

8月 17日(土) 19:00～VSサンフレッチェ広島＠味スタ 

LIXIL DEERS(リクシル ディアーズ)： 調布のｱﾒﾌﾄﾁｰﾑ 今シーズンも応援お願いします！ 

 秋季日程 第 1戦 9/1（日）vs  明治安田 PentaOceanパイレーツ 18時 ＠富士通スタジアム川﨑 

         第 2戦 9/16（月・祝） vs.電通キャタピラーズ(調布市開催) 15時 ＠ＡＧＦフィールド 

東京サンレーヴス：バスケットチーム Ｂ３リーグ  

ジーズン開幕戦/ HOME 10月 4日（金）金沢武士団【中央区総合スポーツセンター】 で開催 

武蔵野の森総合スポーツプラザの情報 
8月 3日（土）４日（日）東日本大震災復興支援チャリティー／骨髄バンクチャリティー オープントーナメント  

カラテドリームフェスティバル 2019 全国大会 

８月１０日（土）１１日（日）１２日（月）TAEMIN ARENA TOUR 2019 ～X™～ 

８月１４日（水）１５日（木）第 27回関東ジュニア女子新体操選手権大会 兼  

第 37回全日本ジュニア新体操選手権大会 関東ブロック予選 

８月１６日（金）～１９日（月）、２３日（金）～２５日（日）.ジャパンカップ マーチングバンド・バトントワリング全国大会 

８月２９日（木）～３１日（土）三菱電機 WORLD CHALLENGE CUP 2019 

ラグビー情報 ラグビーワールドカップ 2019 全 48試合の内、8試合が調布市にある東京スタジアムで行われます。 

シークレットベース：調布のプロレス  

 日時：8月 4日（日）13:00開始 ＠調布はあとふるホール 〈決定分対戦カード〉山下金吾 VS 南野タケシ 

 

宮の下分館は、多摩川の近く、保育園の２階に

ある小さな分館です。西調布駅から徒歩１５分、 

飛田給駅から徒歩２０分と、少し距離があります

が、集会室も備えているため、地域の方の集いの

場となっています。近くに保育園や学校などが 

複数あることから、団体への貸出は全分館で最も

多くなっています。 

宮の下分館では、夏休みの間、子どもたちが 



 

神代植物公園からのお知らせ 
     木槿が盛りですよ！時間が経つに 

    つれて色が変化する花もあります！ 

◆夏の大温室夜間開園 
・日時：８月３日（土）、４日（日） １７：００ ～ ２０：３０  

（閉園後改めて開園します） 

・参加費：３００円（浴衣を着ている人は１００円） 

＊園内は暗いのでばら園と温室だけに制限されます 

  懐中電灯をご持参下さい   

◆大温室キッズガイド 

  虫を食べる植物のひみつ 
・日時：８月４日（日） 

 ①１１：００から（受付 １０：４５から） 

 ②１４：００から（受付 １３：:４５から）    

・対象：小学生（保護者同伴） 

・定員：当日先着２０名 

・参加費：無料（入園料別途） 

■問い合せ先：神代植物公園 ☎042-483-2300 

植物多様性センターからのお知らせ 
◆センター講座 ～スライドショーで楽しむ～ 

「残暑お見舞いガイドツアー」 

・日時：８月２５日（日）１３：３０ ～ １５：３０ 

・場所：植物多様性センターセミナールーム 

・定員：先着５０名 (電話又はカウンターで８/１（木）～受付） 

■問い合せ先：植物多様性センター ☎042-485-1210 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークル紹介  

社交ダンスサークル「花水木」       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

生涯学習としての社交ダンスを学び、健康維持と

楽しい仲間作りを目的としている。今年で結成１９年

目。現在月に３回、日本ダンススポーツ連盟のＡ級審

査員の小林茂之さんの指導を受けている。練習は金

曜日の朝１０時から始まり、まずラジオ体操から。続

いてワルツのグループレッスン。取材した日は女性 

１５人、男性５人だった。「魅惑のワルツ」や「アメイジ

ング・グレイス」の曲にのってターンやステップの練習

が続く。最後の曲はタンゴの「ベサメ・ムーチョ」だっ

た。「奇麗に楽しくダンスを踊る」 

が小林さんの指導方法。 

１２月８日（日）に会のイベント 

としてダンスパーティを開く。 

活動日：月３回 金曜日 

入会条件：初級以上の経験者 

会員：女性１８人、男性９人 

活動場所：たづくりのむらさきホール 

会費；入会金１０００円 ２５００円/月 

連絡先：大山雅子 ☎０４２－４８２－８４２９ 

 

「映画のまち調布賞」投票締め切り迫る 

撮影賞、照明賞、美術賞、録音賞、編集賞など映画

制作現場の技術者たちが市民とともに選ぶ「映画のま

ち調布賞」。今回は２回目で、この賞にノミネートされる

映画は市民投票で決まる。昨年は１万１１６８票だった

が、今年の投票締め切りが９月１５日までと迫っている。

５月末の中間発表では１位「日日是好日」、２位 

「七つの会議」３位「散り椿」、「翔んで埼玉」（同数）５位

「マスカレード・ホテル」、６位「こんな夜更けにバナナか

よ」が上位を占めている。投票用紙と投票箱はシアタス

調布や市役所、文化会館たづくり、グリ－ンホ－ルなど

に設置されており、インタ－ネット投票もできる。 

 対象作品は昨年９月１日から今年の８月３１日までに

国内で初公開された日本映画。今年は上記作品のほ

かにも「新聞記者」「アルキメデスの大戦」「天気の子」な

ど話題作が多く、投票の結果次第では上位にランクさ

れる可能性も。来年２月末に授賞式がある「映画のまち

調布賞」は市民の投票が基、投票して 

映画祭を盛り上げましょう。 

（大泉 洋一） 

～こんなご協力をいただいています～ 

機材等： ㈱アークシステム、 アツデン㈱、 ㈱ソニー  サーバー：電気通信大学  撮影協力：（株）パルコ調布店   

イラスト：松浦素子  墨絵：高橋弘子  音楽：KーM宇土  （敬称略）    皆様ご協力ありがとうございます！ 

 

 

  

ファビウス・コンスタブル コンサート２０１９ 
 

 

今年、日本ハープ協会がハープの日（8月 2日）を

制定した。ハープの日の 5日後の８月７日（水）《１８時

開場、18時３０分開演》 調布市仙川劇場で、ハープ

のコンサートが開催される。 

ケルティックハープという楽器をご存知ですか？ 

ハープというとオーケストラなどで見かける大きな楽器

を思い浮かべるが、ケルティックハープは一人で持ち

運べる大きさの楽器で、日本ではアイリッシュハープ

とも呼ばれている。イタリアの作曲家でハープ奏者、フ

ァビウス・コンスタブル氏をお招きしてのコンサートで

ある。ケルティックハープ・ オーケストラ (Celtic Harp 

Orchestra) の創立者で、ヨーロッパ全土、アジア、日

本、世界各地で公演している。現在までにヨーロッパ・

アジア各国での公演数は 1000回を超える。2011年の

東日本大震災直後に単身来日、東北、岩手、宮城、

福島の被災地、避難所で 23のコンサートを開催され

たのでご存知の方もいらっしゃるのではないでしょう

か？来日公演も数多く行っている。 

調布仙川で聴けるイケメンの演奏家のコンサート、 

如何でしょうか？チケット問合先：ブレーメンのなかま 

  代表 石井長子 ０３－３３２６－３４６３迄。 

前売り券 3,000円、当日券は 3,500円 
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２０19年 8月 番組表 

 

＜調布市民放送局の番組を見ることができます＞  

 

◆  姉妹都市木島平村のケーブルテレビ「ふう太ネット」で放送中！      
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調 布 Ｃ Ａ Ｔ Ｃ Ｈ    Ｊ：COM 111ｃｈにて 1日 2回放送 

放送時間変更：8月 2日（金）17:55→21:55に変更 

月 火 水 木 金 土 日 

 ８：５５ 

1７：５５ 

 ８：５５ 

1７：５５ 

 ８：５５ 

1７：５５ 

 ８：５５ 

1７：５５ 

 ８：５５ 

1７：５５ 

 ８：５５ 

1７：５５ 

 ８：５５ 

1７：５５ 
 

 

 

 

１

日 

 

 

15

日 

①オリパラ文化プロジェクト 芸優座の公演「昇らぬ朝日のあるものを」  

調布市が来年のオリ・パラに向けて芸優座の公演を８/２１グリ-ンホ-ル 

で無料で行います。是非、親子・お友達とお誘いの上ご覧ください。 

②五輪音頭講習会 

丁寧な説明を聞きながら身振り手振り、曲に合わせ息もピッタリ。最後は 

輪になって「東京五輪音頭－２０２０－」の通し踊り。うっすらと額に汗を光らせて、皆、楽しそう。 

③調布市のオリパラの取り組み～その２～：第 3回「調布市 2019-2020プロジェクト全体会議」の模

様と調布駅前で行われた路面影絵照明、シンボルツリーのカラーライトアップ、樹木ライトアップや

壁画ラッピングライ トアップの点灯式の様子をお伝えします。 
 

 

16

日 

 

31

日 

①  READY STEADY TOKYO- 自転車競技(ロード)  

国内外から２０チーム約１００人が参加。武蔵野の森公園をスタート。 

選手たちは一丸となって、富士スピードウェイを目指し走って行きました。 

② タグラグビー講習会： 

元ラガーマン・金子巧さんの指導により国領児童館で行われました。参加 

した子ども達は皆、汗びっしょり！ラグビーボールを手に元気一杯全力で足りまわっていました！ 

③ 東京 2020応援プログラム(祭り)「調布サマーフェスティバル 2019」（パラアートワークショップ） 

京王閣で開催。夏休みに入ったばかりの子ども達は、元気一杯スポーツ体験を楽しんでいました。 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ラ    

ジ 

オ 

「調布わくわくステーション」 (毎週月曜日、21時 45分～22時 00分)  

調布 FM：83.8MHｚ  HPからは、インタビューの様子を映像でご覧いただけます。どうぞお楽しみに！ 
月 放送日 内  容 ご  紹  介 

８ 
 

月 

5日（3回目） 

12日（４回目） 

朗読「わたし猫ですわ」

作：宮本苑生 

超短編連載詩物語、夏目漱石の 「吾輩は猫である」 を捩ってつけた  

「わたし猫ですわ」を、４回に渡ってお送りします。（朗読：あきのめぐみ） 

19日（前編） 

26日（後編） 

インタビュー番組  

ゲスト：西村直人さん 

NPO法人 えほんうた・あそびうた代表。音楽家。音楽療法士。全国各地で

音楽、絵本、身体遊びを融合したライブや保育研修会を行っている。 
 

 

HP 

インターネットで、いつでもすべての番組を見ること・聴くことができます。 
調布市民放送局で検索  https://www.facebook.com/chofubroadcast （フェイスブック） 

http://chofu-catch.or.jp/ （公式 HP）   http://chofu-catch.sakura.ne.jp/ （アーカイブ） 

調布市民放送局ニュースが手に入ります（順不同 ）  

◆図書館（本館、分館）◆たづくり◆公民館◆調布市総合福祉センター◆深大寺◆喫茶サンマロー◆ジェイコムショップ 

◆調布エフエム ◆調布市商工会館 ◆地域福祉センター◆市民活動支援センター ◆調布市郷土博物館 ◆中村歯科  

◆東日本電気電話保守センター◆電気通信大学◆みんなの広場◆山口酒店◆深大寺そばごちそう門前 ◆スリジェ 

◆布多天神社◆クッキングハウス◆せんがわ劇場◆デンマーク INN深大寺◆デンマーク INN調布◆山田病院◆新鮮屋 

◆調布市総合体育館 ◆セブンイレブン調布染地２丁目店◆多摩信用金庫調布北口支店◆ちょこカフェ ◆co-ba chofu 

◆神代植物公園 ◆神代植物公園植物多様性センター ◆麺飯坊無双 ◆調布白菊幼稚園 ◆クリーンプラザふじみ 

◆男女共同参画推進課◆教育会館◆野村証券調布支店◆調布市青少年ステーション CAPS◆リクシルディアーズ 

◆深大寺門前そば本舗 ◆居酒屋なみはな ◆モダンジャパニーズ スタボン◆南蛮屋 ◆さくらんぼ ◆東京外国語大学 

◆武蔵野の森総合スポーツプラザ◆COFFEE ROAST ◆イタリアンレストラン BARRY`S◆家庭料理斗南 ◆調布 WAT 

◆調布市社会福祉事業団 ◆調布市内児童館 
 

＜ご意見・ご感想をお待ちしています＞  ●メール catch@chofu-catch.sakura.ne.jp ●☎０７０－５５７６－１４２９ 

●郵便〒182-0022 調布市国領町 2-5-15、調布市民プラザあくろす 2階 市民活動支援センター気付 
      〔編集・発行〕 NPO 法人調布市民放送局 （事務所）〒182-0035 調布市上石原 1-48-14 
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