
地域での防災活動には  

ご近所付き合いも大切に  

 

８月１８日（日）に市内の下石原で発生した火災 

で、近隣の住民が協力し、初期消火や通報等を 

行い火災の拡大を防いだ。この消火活動協力者 

に対し、調布消防署長感謝状を贈呈した。８月 

３０日（金）から９月５日（木）まで防災週間で９月 

１日（日）は防災の日。「防災には地域の防災訓練やイザと

いうときに顔の見えるご近所付き合いが大切になってきま

す」と、調布消防署（☎０４２－４８６－０１１９）が自助共助の

大切さを訴えている。 

「調布で活躍している人」第 18 回調布市こころの健康支援センター センター長 嵐祐子さん 
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現在の社会は、こころに悩みを抱えた人が急増している。調布市には、市民のメンタ 

ルヘルスを支える専門施設として「調布市こころの健康支援センター」があり、事業運営 

は、調布市社会福祉協議会（＝社協）に委託している。自治体が独自にこのような施設 

を設置しているのは珍しい。そこのセンター長をしているのが、嵐 祐子さん。 

三重県出身の嵐さんは、高校時代に心理学に興味を持ち、都内の大学に進学。大学 

時代に阪神・淡路大震災があり、被災地へ行った。そうした経験もあり、調布市社会福 

祉協議会に勤める事となる。国領にある、市民活動支援センターに 6年勤務し、副セン 

ター長をしていたので、ご存知の方も多いと思う。平成 30年度から現職。こころの不調 

や悩み、生活面や仕事面などで生きづらさを抱えた人の相談に応じている。平成 30年 

度の相談者数は 919人だった。 

中高生時代はブラスバンドに所属し、今でもトランペットは続けている。仕事の合間を縫ってバンド活動に参加す

ることもあるそう。自分が何かの役に立っていると感じることが、いきがいに繋がっていると話す。 

 

俳優の里見浩太朗が  

     調布警察署の１日署長に  
 

  秋の全国交通安全運動が９月２１日（土）から

３           ３０日（月）まで行われる。高齢者の事故防止と 

子どもの安全確保等を訴えるキャンペーン。その 

一環として、俳優の里見浩太朗が９月１４  

日 (土 )に調布警察署の１日署長を務める。

「午後１時から調布駅前交番横で１日署長の委嘱式が

行われ、午後２時からグリーンホールで交通安全の集い

を開催します」  と調布警察署（☎０４２－４８８－０１１０）

が参加を呼び掛けている。  

 

ラグビーＷ杯開幕。その醍醐味を調布駅前のファンゾーンで体験 
アジアで初めて開催されるラグビーワールドッカップ２０１９（Ｗ杯）が今月２０日（金）から東京スタジアムでの

日本対ロシアの開幕試合から始まる。期間は１１月２日（土）の決勝戦までの 44日間。この間全国 12か所の会

場で 48試合が行われ、調布では 8試合がある。公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019組織委員会の試算

では、約 40万人の外国人が日本を訪れ、１０００億円以上の消費支出が見込まれている。さらに「ラグビーの盛

んな欧米やオーストラリアなどのファンは数試合を観戦するために、1 週間から１０日間ほどの長期滞在型が多

い」（調布のラグビー関係者）。まさに世界的なスポーツイベント、調布にも多大の経済効果があることを期待し

たい。  Ｗ杯は国際交流の場でもある。東京都が主催するファンゾーンが調布駅前 

広場に設けられる（入場無料）。試合を大型ビジョンで観てライブ感覚で楽しめる 

パブリックビューイングや飲食コーナー、ラグビー体験などがある。海外からのファン 

はここに集まり、地元の人と交流を深める。「飲食コーナーではビール（ハイネケン） 

やハイボール、グルメでは出場国料理と日本の丼ぶりものとのコラボもあります」 

（東京都のワールドカップ開催準備課）。海外ファンはビール好きが多いからビール 

談義で盛り上がりそうだ。Ｗ杯の醍醐味を味わえる場所となり、国内外から 1日に延 

べ 5000人の来場者が見込まれている。市ではこれらに合わせて独自のおもてなし 

イベントとしてビックカメラ横の南北道路に「調布の秋祭り」のコンセプトで出店や 

飲食ゾーンを企画中。今回日本はベスト８以上が目標、バナーフラックがたなびくファンゾーンで素晴らしい熱戦

が続くＷ杯を楽しみましょう。（大泉洋一） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラグビーワールドカップ開幕直前！ 

～図書館も応援しています～ 

でしょうか。図書館ではラグビーのルールブックや

今回のワールドカップに向けて作成された冊子を配

付しています。緑ケ丘分館では、ラグビーワールド

カップに向けた展示をしています。 

ぜひ手に取ってみてください。 

ガンバレ、ニッポン！ 

緑ケ丘分館 03-3300-7672 

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 52 16 勝 5 負 4 引き分け 順位１ （8 月 31 日現在） 
  FC東京の本拠地である味の素スタジアムは 9月からラグビーワールドカップの試合会場として使用されるため、 

24～31節の 8試合は全て敵地で開催されます。その為、9月 10月のホームでの試合はありません。 

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 ９月１日（日）三菱電機 WORLD CHALLENGE CUP 2019 

ラグビーワールドカップ 2019 情報 チケットが手に入らなかった方も、調布駅前広場とグリーンホール大ホールで 

ファンゾーン、パブリックビューイングが行われます。一緒に楽しみましょう！（詳細は市役所の HPをご覧ください。） 

【開会式】         9月 20日(金)18:30～                            ＠東京スタジアム 

【予選プール A試合日程】 9月 20日(金)19:45～日本 vsロシア             ＠東京スタジアム 

【予選プール C試合日程】 9月 21日(土)16:15～フランス vs.アルゼンチン       ＠東京スタジアム 

【予選プール D試合日程】 9月 29日(日)16:45～オーストラリア vs.ウェールズ    ＠東京スタジアム 

【予選プール C試合日程】10月 5日(土)17:00～イングランド vs.アルゼンチン     ＠東京スタジアム 

【予選プール B試合日程】10月 6日(日)13:45～ニュージーランド vs.ナミビア      @東京スタジアム 

【準々決勝２ 試合日程】 10月 19日(土)19:15～2プール B 1位 vs.プール A 2位 ＠東京スタジアム 

【準々決勝 4 試合日程】 10月 20日(日)19:15～プール A 1位 vs.プール B 2位   ＠東京スタジアム 

【3位決定戦 試合日程】 11月  1日(金)18:00～準決勝 1 敗者 vs.準決勝 2 敗者 ＠東京スタジアム 

シークレットベース：調布のプロレス  
 日時：9月 8日（日）13:00開始 ＠調布グリーンホール小ホール ダイナ御堂、参戦表明 

 

9月 20日（金）、ラグビーワールドカップ 2019大

会がいよいよ開幕します。開会式と開幕戦は調布

市で開催されます。４年に１度開催される世界大

会で、約 1か月半に渡って繰り広げられる熱戦の

行方に、ぜひ注目してください。 

ところで、ラグビーのルールはご存じですか？

大学や企業のラグビーは盛んですが、実際に競

技場で観戦したことがある方は少ないのではない 

 

 

FC 東京応援記 鹿島戦は王者に相応しいかが試される試合だ！ 

 

8月のＦＣ東京はＪ1 リーグ戦を 3勝 1敗 1分け勝点 52で首位をキープした。9月は代表戦があり、9月 14

日の鹿島戦と 29日の松本戦の 2試合。8月 30日の名古屋戦を 2-1で勝ち、中断期間に入れたのは気分的

にもポジティブにトレーニングに望めていい。次節の鹿島戦は東京が Jリーグ王者に相応しいかが試される試

合だ。相手はこれまで何度もリーグチャンピオンになり、アジア王者でもある。 

FC東京が越えていくべき相手であり、越えなければいけない王者である。確かに 

長いシーズンの中では 1/34の試合かもしれない。しかし、ここで勝つことは次節以降 

で相手が「東京は強い」と精神的なアドバンテージを確実に得られる戦いになるはず 

である。 

9月 10日からは W杯アジア二次予選も始まる。ここから最終予選まで 1年超の戦いだ。東京からは永井、

橋本の 2人が選出され、予選に挑む。首位東京の誇りと共に戦え!そして勝ち抜け！！      （日比生） 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークル紹介  
中国語会話「ニイハオ調布会」 

 

先生役の呉雅麗さんから、旅行に役立つ日常会話

を教えてもらう中国語会話教室の入門コース。２０１２

年から始まっている。最初に生徒役の参加者が最近体

験したことを簡単な中国語で報告し、和気あいあいとし

た雰囲気で始まる。８月中旬に取材した日は男性２人、

女性５人。その中の１人は上海の地下鉄の路線図を拡

げながら「娘と一緒に上海に行きます。そのために習っ

ています」と話す。 

北京大学出版の中国語会話教材を使用して音読も

する。発音練習だけでなく読み書きの反復練習もある。

単語だけでなく動詞や形容詞の使い方も教えてもらえ

る実践的なクラスだ。 

 

活動日：金曜日の１３時１０分から１４時３０分 

活動場所：文化会館たづくり 

主な年齢層：４０代から７０代 

会費：入会金１０００円、４８００円/月 

連絡先：呉 雅麗（ご がれい）  

☎０８０－３３４２－６１１０ 

 

     神代植物公園からのお知らせ 
     ９月１５日～２１日は老人週間 

60 歳以上の方＋付き添い１名入園料無料 

◆古代の紙  パピルスを作ろう 
・日時：９月１５日（日） １３：３０ ～ （約１時間程度） 

・定員：２０名（事前申込制） 

・申込：９月１日から開催７日前の２４時まで 

（定員になり次第締切）E メール・電話、窓口で受付け 

＊詳細はホームページ「神代植物公園」 

を参照ください 

・定員：当日先着２０名 

・参加費：５０円（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 

◆９月専門講座 ～あなたのまちの緑地・雑木林に出張 

「おでかけ植物調査＆標本作成講座 in22 森」 

・日時：１回目９月２２日（日）１３：３０ ～ １６：００ 

     ２回目９月２９日（日）１３：３０ ～ １５：３０ 

・場所：１回目植物多様性センターで座学と採集 

     ２回目首都大学東京牧野標本館 

・定員：先着２０名 (事前申込制電話またはカウンターで） 

・対象：植物保全活動をされている方、これから参加しよ 

うと考えておられる方 

・参加費：５０円（保険代実費） 

■問い合せ先：植物多様性センター ☎042-485-1210 

受動喫煙防止に向けて共同キャンペーン 
調布市が独自に制定した「受動喫煙防止条例」が７ 

月Ⅰ日に施行された。学校や児童福祉施設の敷地内 

だけでなく、隣接する路上や公園、駅前広場などを 

禁煙とするのが特徴で、来年４月に東京都が施行する 

条例より厳しい。市内の東京スタジアムで９月から１１ 

月にかけてラグビーワールドカップ（Ｗ杯）が開催され、 

来年には東京五輪・パラリンピックの会場となることや 

市民の声を受けて制定したものである。この受動喫煙 

防止に向けた取り組みを周知するため、８月５日に 

東京都と共同でＰＲキャンペーンを行った。 

この日は「たばこのないオリンッピック」を目指す 

東京都の小池都知事と長友市長が、天神通り商店街 

の手打ちそば店「調布清水」（受動喫煙ゼロの登録 

店舗）を視察。その後、駅前広場で市民の前に２人並 

んで立ち、受動喫煙防止を訴えた。長友市長はこの啓 

発イベントで「ラグビーワールドカップや東京オリン 

ピック・パラリンピックを契機に、受動喫煙防止問題に 

は徹底的に取り組んでいきたい」と語 

っていた。（大泉洋一） 

 

 

 

  
 

 

調布リトルリーグのスポーツマンシップが大反響 
 調布の地では、今月 9月から世界的なスポーツイベ

ントが続く。そんな中、調布にある名門調布リトルリー

グが 7月 19日(金)から 22日(月)にかけて長野県営上

田野球場にて行われた「JA共済杯第 53回全日本リト

ルリーグ野球選手権大会」の決勝戦で牛久リトルリー

グを 8-0で下し、3年ぶり 11度目の優勝を飾った。 

日本一になった調布リトルリーグは、アメリカのペ

ンシルべニア州ウィリアムズポートで 8月 15日(現地

時間)から開催された世界選手権に、日本代表として

出場。24日（日本時間 25日）、国際グループ決勝で

キュラソーに 4-5で惜敗。残念ながら 43年ぶりの世

界一を逃した。しかし試合後、日本の選手たちがキュ

ラソーの選手に歩み寄り、がっちりとハグし健闘を称

え合ったその実際のシーンが米メディアで動画付き

で公開され評判になった。調布リトルリーグの選手の

スポーツマンシップは、世界の多くの人たちに感動を

与えた。これからもこの気持ちを忘れずに生きてほ 

しい。選手の皆さん、関係者の皆さん、 

本当にお疲れ様でした。 
 

 

 

～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！ 

 



～ 

 

 

２０19年 9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！      

 
 

 

 

 

テ
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ビ

番
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調 布 Ｃ Ａ Ｔ Ｃ Ｈ    Ｊ：COM 111ｃｈにて 1日 2回放送 

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調布市平和祈念事業 神田さち子主演 ひとり芝居～帰ってきた 

おばあさん～：本番当日、チケットは完売。平和への祈りを込め、一人で 

８役を演じきった神田さんに会場からは惜しみない拍手が送られました。 

②第 28回 調布観光フェスティバル： 

会場には飲食店、雑貨店など４０店舗が出店。特設ステージでは歌や 

ダンスが披露され、猛暑にも負けないパフォーマンスに、大きな拍手が送られていました。 

③リトルギャラリー 面工房「テポーレ」面展： 

加藤尅朗さんの作品展。ユニークな表情が楽しい狂言の面を紹介します。迫力のある、素晴らしい 

作品の数々をご覧ください。９月からは日本の伝統的な美しさの能面が展示されています。 
 

 

16

日 

 

30

日 

① 調布よさこい 2019：熱気あふれるよさこい踊りが、市内数か所の会場 

で披露されました。ラストは皆で総踊り、大人も子どもも一緒になって 

「よさこい！よさこい！」元気な掛け声が街いっぱいに響き渡っていました。 

② 野川灯篭ながし：川のほとりでは被災者への追悼、平和への祈りが 

捧げられました。平和への祈り、大切な人への思いを乗せて約１０００基の 

灯篭がゆらゆらと、夕闇の野川を流れて行きました。 

③ ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックへ向けた調布市の取り組み～その３～ 

ラグビーワールドカップ直前の調布市内の取り組みをご紹介します。 
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「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 

９ 
 

月 

2日（3回目） 

9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） 

16日（前編） 

23日（後編） 

30日（再放送） 

インタビュー番組  
ゲスト： 有川和子さん 

今年創立60周年を迎える調布市美術協会の会長である有川和子さんにお

話を伺いました。第 110回調布市美術協会展が９月２日（月）～８日（日）ま

で、文化会館たづくり 北ギャラリーで開催されております。 
 

 

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◆調布 WAT 

◆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◆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 

◆豆工房コーヒーロースト◆イタリアンレストラン BARRY`S ◆スリジェ ◆家庭料理斗南 ◆調布市社会福祉事業団 

◆調布市内児童館◆調布市こころの健康支援センター 
 

＜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 

～  

  

 

 


