
冬は電気火災が多い  

「小さな焦げ跡  大きな火災」  

調布消防署は下石原１―１６－１に移転。  

市民相談室もあります。市の火災発生数  

５５件の内１６件が電気火災（１２/１８日現  

在）。電源タップ（差し込み口）の焦げ跡やコードの変

形は火災の原因に。「小さな焦げ跡  大きな危険」で

す。「焦げ跡を見つけたら消防署に問合せを」と調布消

防署（☎０４２―４８６－０１１９）が注意喚起。  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年開催のオリンピック・パラリンピックを盛り上げるために、調布市と調布市文化

協会は「東京五輪音頭」の講習会を行っています。調布市文化協会の会長をされ

ているのが、加藤弘子さん。文化協会は、昭和４１年、調布市の芸術・文化を振興

し広く市民の文化生活の向上と加盟団体の発展と相互の連絡協議を図ることを目

的に発足しました。主催している調布市民文化祭は今年６５回を迎えます。２０２１

年には５５周年を迎える歴史ある団体で、現在２１団体約２，０００人の方が所属し

ています。 

加藤さんは、調布駅近くで五人兄弟の長女として生まれました。嫁ぎ先も調布市深

大寺北町と、調布の移り変わりを見て過ごされてきました。７歳の頃から日本舞踊

を始められ、平成１１年、前会長からのお勧めもあって民謡舞踊好友会の一員とし

て文化協会 

東京２０２０大会の年  

警備や交通規制でご協力を  

今年は２０２０東京大会開催の年。  

市内ではサッカーや近代５種、バドミント  

、車椅子バスケットなどが開催されま。  

「警備としてテロ防止のために不審者を  

かけたら警察に通報して下さい。また甲州街道などの交

通規制にご協力をお願いします」と、調布警察署（☎０４２

－４８８－０１１０）が呼び掛けています。  
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「調布で活躍している人」第２２回 調布市文化協会会長 加藤弘子さん 

て文化協会に入会されました。前会長が病気で平成２７年に急逝されたため会長職を引き継がれました。穏

やかなお人柄は、文化協会の会長に相応しい心配りと包容力がある方です。 

 

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

今年は、待ちに待った東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を迎える年になった。調布市では、６

競技が開催、パラリンピックの開催期間中は、調布駅前はライブサイト等の多摩地域の拠点となる予定。 

昨年１２月２１日と２２日に開催された第３回調布市・府中市・三鷹市３市によるラグビーフェスティバルで

は、ワールドカップ開催前とは打って変わって、３，０００名（主催者発表）の参加者があり、観客の視線も熱く、

盛り上がった。３市を代表して、立教大学ラグビー部出身の府中市高野律雄市長にお話を伺った。ラグビーワ

ールドカップとオリンピック７人制ラグビーの開催地を、日本のラグビーの聖地にしたいと熱く語られた。７人制

ラグビーの日本代表選手の合宿も府中朝日フットボールパークで行われており、正に聖地に相応しくオリンピ

ックがまた楽しみになった。にわかファンではなく、本格的なファンが増える事は昨年で実証済み。 

２年に渡っての世界的なイベントを開催するにあたって 地域の安全安心を支え 

てくださっているのが、警察と消防。調布警察署は、昨年の警備で警視総監賞をい 

ただいたとの事。また、昨年１１月２３日には、調布消防署の新庁舎の落成式が 

あり、今年に臨む姿勢は万全の構え。本当にありがたい事だ。 

調布市にある劇団芸優座が、１９４０年の幻のオリンピックを題材に作った 

「昇らぬ朝日のあるものを」の台詞を最後にご紹介する。 

「出迎えよう大事な客人を、送りだそうオリンピックを目指してきたすべての若者を 

晴れの舞台へ」 （編集部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                    市立図書館は１月４日から開館しております。本

年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 図書館は１９６６年に開館し，市内に１１の図書館

（分館）を作って図書館活動を行っています。開館

以来,読書会などの活動を育成，支援を行ってきて

おり，１９７３年には調布ブッククラブ（現生涯学習

団体アカデミー愛とぴあ）が発足しました。少し早

いお知らせですが，２月には第４８回調布樟まつり 

（旧図書館まつり）をアカデミー愛とぴあと共催し， 

FC 東京応援記 
 ２０２０年のＦＣ東京は１月７日の沖縄国頭キャンプから始動する。１月２８日にはＡＦＣチャンピオンズリーグ

のプレーオフが控えており、３週間の急ピッチで仕上げていく。しかし、田川亨介、岡崎慎、渡辺剛の三選手が

チームを離れ、Ｕ-２３日本代表としてアジアＵ-２３選手権に臨むことが発表された。猛暑のタイでリーグ戦3試

合、１月２６日の決勝まで勝ち上がれば最大６試合を短期間でこなす。夏の東京オリンピックに向けた最高の

シミュレーションにはなるが、森重真人の相棒となるセンターバック候補の二人がこの時期にいないのは心配

だ。（１２月３０日２１時現在、ＤＦ選手の移籍についての公式発表はない） 

守備の構築と共に２０２０シーズンは得点の量産が課題だが、ジュビロ磐田 

で今季３３試合７得点を上げたＭＦのアダイウトン選手が FC東京へ完全移 

籍加入することが決定した事は朗報だろう。それでも永井謙佑が肩の手術で 

完治４か月と伝えられているだけにＦＷにはあと二人は欲しいし、チーム層を 

厚くするためにもＣＢとＳＢもまだまだ補強は必要だ。１月に入りワクワクする 

ような発表があることを期待したい。トルコからとか、イングランドからとか・・・・（日比生） 

 応援しよう！スポーツ in 調布 

FC 東京 明治安田生命Ｊ１リーグ 勝ち点６４ １９勝８負７引き分け 順位２ （２０１９年の最終成績） 

 昨年は、惜しくも２位の成績でシーズンを終了しました。是非、今年こそは、J1 リーグ優勝を！ 

LIXIL DEERS(リクシル ディアーズ)： 調布のｱﾒﾌﾄﾁｰﾑ  

 あけましておめでとうございます。今年も応援をよろしくお願いします。 

武蔵野の森総合スポーツプラザの情報  

１月 ５日（日）～７日（火）１１日（土）～１２日（日）第７２回全日本バレーボール高等学校選手権大会  

１月１８日（土）１９日（日）Dance Drill Winter Cup ２０２０ 

１月２２日（水）２３日（木）ミュージカル『刀剣乱舞』 歌合 乱舞狂乱 ２０１９ 

シークレットベース：調布のプロレス   

１月１２日（日）１３:００開始 ＠調布はあとふるホール大会 

 

 

講演会，句会，歌会，淡彩画展，名画鑑賞会(映

画会)など行います。詳しくは１月２０日市報，ポス

ター，図書館ホームページなどでご確認ください。

初日は２月１日（土）磯崎憲一郎氏「小説家の『仕

事』」です。３日（月）は鹿島茂氏，６日（木）は安田

登氏と続き，２１日（金）の名画鑑賞会まで１０の

事業を行います。 

調布市立図書館 042-441-6181 

 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会情報 

オリンピック：７月２４日(金)～８月９日（日）聖火リレー７月１６日（木） 

パラリンピック８月２５日(火)～９月６日（日）聖火リレー８月２４日（月） 

 ●サッカー ＠東京スタジアム 女子一次ラウンド７月２２日（水）  男子一次ラウンド ７月２３日（木） 

 ●バトミントン ７月２５日（土）～８月３日 ＠武蔵野の森総合スポーツプラザ 

 ●自転車競技（ロード）男子ロードレース  ７月２５日（土）女子ロードレース  ７月２６日（日） スタートは武蔵野の森公園 

 ●7人制ラグビー ＠東京スタジアム 男子 ７月２７日（月）～７月２９日（水）女子 ７月３０日（木）～８月１日（土） 

 ●近代 5種 ８月６日（木）＠場所：武蔵野の森総合スポーツプラザ 

８月７日（金）～８月８日（土）＠場所：東京スタジアム 

 ●車いすバスケットボール ８月２６日（水）～３０日（日） ＠武蔵野の森総合スポーツプラザ 

 

【昨年行われた報告会の模様】 

 



調布駅前ハルナビジョンで放映始まる 

昨年１２月中旬、調布駅中央口を出た左側（交番

の道路挟んで向かい側）に、『ハルナビジョン』が完

成した。ハルナビジョンとは、８５インチ高輝度ビジョ

ンと５５インチ縦型ビジョンで織りなすデジタルサイ

ネージで、映像制作等をしている株式会社トラスゴ

ーメディアが運営している。 

調布市民放送局は、色々な媒体を使って、調布

の情報を調布市民に伝えるという地域の市民メディ

ア活動をしている。今まで調布 FM、J:COM、紙媒

体、インターネットと４つの媒体を使用して、情報を

発信していたが、今回からデジタルサイネージでの

配信ができる事となった。今まで、ケーブルテレビを

見る事が出来なかった方、インターネットでの放送を

見る事が出来なかった方でも調布駅前に行けばご

覧出来る事になった。ハルナビジョンの特徴は、高

輝度型モニターで、昼間でも明るくハッキリ見る事が

できる。調布駅にいらしたら、是非、足を 

止めてご覧ください。 （編集部） 

エコフェスタちょうふでエコ川柳の表彰式 

ごみの減量とリサイクルを啓発するための第６回エ

コフェスタちょうふが、１２月８日（日）の午後１時から文

化会館たづくり１２階大会議室で開催された。副市長

の挨拶の後で第Ⅰ部として、ごみの減量やリサイクル

をテーマにしたポスターやエコ川柳の表彰式、第２部と

して展示・工作体験やクイズ大会、抽選会などがあり

約２００人の市民が参加した。 

今回初めて募集されたエコ川柳には３７７句の応募

があり、優秀作には金賞、銀賞、銅賞、調布市長賞、

調布市廃棄物及び再利用促進審議会会長賞、調布市

環境部長賞が贈呈された。小中学生の部の金賞は

「エコバッグ いつも優しさ 持っている」（ゆうさん）銀

賞は「もったいない。 まだつかえるのに 捨てない

で？」（半田麟太郎さん） 

高校生以上の部では金賞は「知らないの ごみは漢

字で 護美と書く」（有本幸子さん）」。調布市長賞は 

「衝動買い お財布減って ゴミ増える」 

神田美和子さん）など。（大泉洋一） 

サークル紹介  木版画「木遊会」 

木版画で作った年賀状をもらうと、木の素朴さに

暖かみを感じる人は多いでしょう。取材で訪ねたの

は１２月７日（土）。入会のために見学に来たという

女性は「今まで自己流で作っていましたが、細かい

線の出し方などを一度きちんと習いたくて」」と話す。

木版画には「下絵を描く」「それを版木に転写する」

そして「彫る」「摺る」という４つの工程。版木は「１色

１枚」だから、摺り上がりが３色なら３枚の版木が必

要。版木はシナノベニヤが多い。 

代表の早川昭男さんは２０年のベテラン。浮世絵

を彫る。下絵は葛飾北斎の「北斎漫画」から。浮世

絵師・葛飾北斎が描いた江戸時代の「絵の百科事

典」と呼ばれるものだ。「彫るのは根気がいります

が、摺り上がった後の達成感が最高」と会員は語っ

ています。 

活動日：第１土曜日、１３時から。 

活動場所：たづくり１２階 

会員：１６人。男性８人、女性８人 

会費：入会金なし。５０００円/年 

連絡先：早川昭男 電話：０４２－４８４－７６６４ 

神代植物公園からのお知らせ 
        蝋梅が咲きはじめました 
◆公園ゾロリ・キッズイベント 

  ゾロリと一緒に記念撮影ができるよ 

・日時：１月１２日（日）１０：００ ～ １５：３０ 

（最終受付１５：００） 

・場所：芝生広場 

・参加費：無料（入園料別途） 

◆防災フェスタ 

  消防・自衛隊・警察車両展示、乗車体験 消防体験 

・日時：１月２６日（日）９：００ ～１２：００ 

・場所：正門前広場 

◆ハンギングバスケットコンテスト作品募集 

・募集期間：令和２年２月９まで                                                                                        

・募集数：７０点（先着順）   

・開催日：令和２年３月８日（日）～２２日（日） 

・申込方法：必要事項を記入の 

上事務局へメールで申しこんで下さい 

＊詳細はＨＰを参照または問合せください。 

jindai-hangingbasket.sm@tokyo-park.or.jp 

■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 

◆エントランス展示「植物が染める色彩（いろどり）」 
・日時：１月７日（火） ～ 

・場所：植物多様性センター 情報館エントランス 

■問い合せ先：植物多様性センター ☎042-485-1210 

 

 

 

 

～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Muto ハルナビジョン （敬称略） 皆様ご協力ありがとうございます！ 

 

 

 

mailto:jindai-hangingbasket.sm@tokyo-park.or.jp


～ 

 

 

２０20年 1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

レ

ビ

番

組 

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 ２０２０東京オリンピック・パラリンピック～調布編～ 

いよいよ東京オリンピック・パラリンピックの時を迎えます。聖火リレーは、 

深大寺を出発点として７月１６日行われます。調布市内では、６種目の 

競技が行われます。調布市は、この機会に市とゆかりのある現役アスリ 

ートを、“調布市応援アスリート”として指定し、スポーツ振興をしています。。 

調布市内での取り組みを含め、オリパラをご紹介いたします。 

②リトルギャラリー：のぐちみか陶展 

色、光、水をテーマにした展示で、カラフルで繊細な作品をご覧ください。透かし彫りを使った蛍手と

いう技法で作られたカップなど、陶器のやさしい彩りをギャラリーに足を運んでお楽しみください。 
 

16

日 

 

31

日 

① ラグビーワールドカップ 総集編 

昨年９月２０日、夕暮れの空にラグビーワールドカップのオープニングを 

告げるブルーインパルスが登場。ラグビーワールドカップ２０１９が開幕！ 

日本代表は開幕のロシア戦を始め４戦全勝で悲願のベストエイト入り。 

調布の東京スタジアムでは準々決勝、３位決定戦など合計８試合が行わ 

れ、観客総数は約３８万人に達しました。また調布で開催されたパブリックビューイング会場では、

延べ１３１,９００人の来場者が世界トップクラスのラグビーを観戦、その喚起の声は調布の街に響い

ていました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

１ 
 

月 

１月 ６日 

１月１３日（再放送） 

朗読『るらるらる』 

作：宮本苑生 

宮本苑生詩の世界 今回はひらがなで書かれた詩集

「るらるらる」をお送りします。朗読：峯田里香子 

１月２０日 

１月２７日（再放送） 

インタビュー番組 

ゲスト：加藤弘子さん 

調布市文化協会会長、民謡舞踊好友会副会長、 

「東京五輪音頭」の講習会を開催しています。 
 

 

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 

～ 

  

 

 

 


