
住宅火災が多い。出火原因は  

１位たばこ２位放火３位電気  

年末から住宅火災が多発している。出 

火原因のトップはたばこの火の不始末。 

灰皿で消したつもりでも完全に消えてい 

ないと、それが火種になって火事になる。「吸殻は必

ず消して、灰皿もこまめに掃除。寝たばこは発見が

遅れるために非常に危険」と調布消防署（☎０４２－

４８６－０１１９）が呼び掛けている。 
 

が「飛んで古ｒて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    
Community Access Television Chofu 

 

調布市民放送局ニュース 
☆第１２８号☆  2020 年 2 月号 2400 部発行 

 

特殊詐欺被害認知件数が 

    都内のワーストワンに 

       令和元年の管内の警視庁指定重点犯 

罪（強盗、侵入窃盗、ひったくり等）は増 

加しており、特殊詐欺認知件数は１００件 

超で、ついに都内のワーストワンになった。「高齢者を

狙うアポ電やキャッシュカードすり替えが市内で増えて

います。十分に注意しましょう」と調布警察署（☎０４２

－４８８－０１１０）が注意喚起。 

 

  

「調布で活躍している人」第 23 回 調布市オリパラ担当部長 小林達哉氏（55 歳） 

調布にふさわしい映画賞「第２回映画のまち調布賞」の受賞者が決定 

「映画のまち調布シネマフェスティバル２０２０」が１４日（金）から３月８日（日）まで文化会館たづくり、グリーンホ

ール、イオンシネマシアタス調布を会場にして開催される。この映画祭は映画・映像産業企業が４０社以上集ま

っている調布ならではの映画祭。映画・映像関連企業と調布市が実行委員会を作り、企画などの大枠を決定。

市民投票で選ばれた上位１０作品の中から撮影、照明、録音などプロの映画産業スタッフで作られたが選考委

員会が各賞を決めていく。今年の受賞者は撮影賞が「新聞記者」の今井圭祐、照明賞が「日々是好日」の水野

研一、録音賞が「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」の鈴木肇、美術賞が「キングダム」の斎藤岩男、編

集賞が「「翔んで埼玉」の河村信二の各氏。作品賞は得票数トップの「天気の子」。功労賞として録音技師の 

紅谷愃一氏。授賞式は２９日（土）にシアタス調布で午後５時から。 

 この映画祭では展示／撮影体験ワークショップもあり、黒澤明監督の「羅生門」 

上映（２９日）にあわせて、たづくりエントランスホールに１０分の１の羅生門が再 

現される。この模型はクラウドファンディングで集められた募金で作られるものだ。 

プレイベントとして７日（水）午後７時から、たづくり８階の映像シアターで、ワン 

コイン（５００円）で聞ける佐藤克則氏（城西国際大学メディア学部助教）の「一本の 

映画ができるまで」の講座がある。調布映画祭を盛り上げましょう。（大泉 洋一） 

 

              今年は、オリンピックイアー。調布市役所の担当部長が小林達哉氏。昨年のラグ 

ビーワールドカップから、フル回転の毎日を送っている。 

                  小林さんは、群馬県桐生市で生まれた。中学・高校までバレーボール部のキャプ

テンとして、青春を謳歌。その経験を生かして教職に就きたいとの思いがあった

が、大学時代は、テニスとスキーのサークルに夢中になり、そのままメーカーに就

職。3年間勤めたが、教職に就きたいという夢を胸に、退職。その後塾の先生にな

って生計を立てながら通信教育で教員免許を取得。晴れて桐蔭学園の社会科の

教諭として 13 年間教職についた。先生になったと同時に男子中学校のバレーボ

ールの監督にも就任。中高時代の夢を実現した。その後、地域と学校の関わりを

持ちたいと、放送大学で勉強をして、調布市の経験者採用に応募し、調布市役所 

に就職。教育委員会、秘書課、市長会事務局などの部署で経験を積み、現在のオリパラ担当部長についた。 

波乱の人生のように思えるが、その時々の経験が現在の仕事に生きているように思う。穏やかな性格で、学生 

たちの悩みを親身に対応してきた人間性が今に引き継がれているようだ。勉強好きの部長である。頑張れ！ 
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FC 東京応援記いよいよ開幕！ワクワクが止まらない! 
１月２８日の ACLプレーオフから今シーズンの公式戦が始まった。寒いし、雨だし、スタジアムは工事中だっ

たが、駆け付けないわけにはいかない。ピッチはまるでプール状態で、ボールを蹴って走るだけの、本来の姿

とは程遠いゲームではあったが、勝つことだけに執念を燃やした FC東京が本戦出場を決めた。ケンタトウキョ

ウの新システムは４-３-３。昨シーズンより前に人数をかけ、得点を奪いにかかる狙いだ。しかしその根底に

は「前からの守備」「切り替えの早さ」不変のファストブレイクがある。アダイウトン、レアンドロ、ジョアン・オマリ

ら新外国人選手もその基本戦術を理解し激しく守り、課題の攻撃にも厚みを持たせていたのだから頼もしい。

さらにインサイドハーフとしてスタメン出場した大卒ルーキーの安部柊斗は奪う力、前への 

推進力でもキラリと魅せた。FC東京に欲しいと願っていたドリブルで局面を変えられる選 

手だ。ここにディエゴ、永井、橋本、三田ら昨シーズンのレギュラーも加わるのだから、２月 

１１日から始まる ACLのグループリーグ、２月２３日の J リーグ開幕へ向けて、ワクワク 

が止まらない! さぁ、ACL とリーグを制覇し、きっちり借りを倍返ししようぜ!（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  

 ２月２９日(土)14:00～ ＶＳ横浜 F・マリノス ＠味の素スタジアム (ホーム開幕戦) 

ACL（アジア・チャンピオンズリーグ） 

 ２月１８日(火)VSパース・グローリーFC ＠東京スタジアム （AFCオフィシャル webサイより、変更の可能性あり） 

LIXIL DEERS(リクシル ディアーズ)： 調布のｱﾒﾌﾄﾁｰﾑ 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  

２月 ８日（土） １０:００～１２:００（９:３０受付開始）むさプラスポーツ振興事業「ニュースポーツ・プラザ in むさプラ」 

＠サブアリーナ お問い合わせ先：０４２-４８８-８６０７（武蔵野の森総合スポーツプラザ） 

２月２２日（土）武蔵野の森総合スポーツプラザ「わくわく剣道レッスン２０２０」＠サブアリーナ 

          １０:００～１２:００ 『はじめて』レッスン １３:００～１５:００ 『上達』レッスン 参加費：各回 500円 

           定員（各回 100名）になり次第締切 お問合せ：MAIL:info@event222.com 

シークレットベース：調布のプロレス   

２月１６日（日）１３:００開始 ＠調布はあとふるホール大会 

 

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 

 

 

２月１４日から開催される「映画のまち調布 シネ

マフェスティバル」内で，図書館は「出張！映画資

料室 ～『映画のまち調布』のはじまり 旧日活・大

映村と映画『花嫁日記』～」を，調布市文化会館た

づくり２Ｆ南ギャラリーで行います。展示期間は２

月２９日から３月８日までです。 

 図書館にはポスター，撮影用台本，雑誌などの

資料がたくさんあります。今回は日本映画，特に

調布で制作された作品で，日活のトーキー第１作 

映画である「花嫁日記」に関する資料を中心に展示

します。映画をモニターで上映しながら，関係資料を

見ていただける内容としています。 

３月７日はシネマフェスティバル実行委員長と旧

日活・大映村の会事務局長によるギャラリートーク

も開催。詳しくは，シネマフェスティバルのリーフレッ

ト，ホームページなどでご確認ください。 

 

調布市立図書館 ０４２-４４１-６１８１ 

 

 



調布で「外国人のための防災訓練」開催 

東京都主催の「外国人のための防災訓練」が１月２

８日（火）午前１０時から市内の武蔵野の森総合ス

ポーツプラザで開催された。冷たい雨の降る１日だ

ったが、４４カ国・地域、１国際機関から２２４名（大

使館関係５４人、一般外国人１７０人）が参加した。

冒頭で小池東京都知事が「大地震は今後３０年で 

７０％の確率で発生すると言われています。最近は

台風や洪水など今まで経験したことのない災害が

多い。今回は体験型の防災訓練です」と挨拶。 

 参加者はゼッケンをつけて６のグループに分かれ

て、起震車に乗って震度５強の地震体験や消化器

使用、避難所体験などで災害から身を守る方法を

学んだ。地震車に乗ったデンマーク人や血止めの

応急処置をしたシンガポールの女性など口ぐちに

「有益な体験になりました」と話していた。参加者は

ネパール３４人、ベトナム２８人、台湾２７人がトップ

３。筆者も、インドネシアの女性２人と炊き出しのチ

キンカレーを屋外のテントで味わった。 参加外国

人にとって地震や火事の際にこの訓練 

は役立つだろう。（大泉洋一） 

 

調布市協定大学によるゼミ展開催のお知らせ 
        （大学生による学びの祭典） 

 

調布市では、文化、教育、学術、スポーツなどの分

野で援助、協力し相互発展を図ることを目的として、地

域の大学と相互友好協力協定を締結している。電気

通信大学、明治大学、桐朋学園大学（桐朋学園芸術

短期大学）、白百合女子大学、東京外国語大学、東京

慈恵会医科大学、ルーテル学院大学の８校で、今回

初めて各大学の学生によるゼミ発表会と展示を、 

日時：２月１５日（土）１３時～１６時まで 

場所：文化会館たづくり 1階のむらさきホ―ル 

で行う。桐朋学園による演奏会もあり、当日は、誰でも

楽しめるようにホール内の展示をまわる「大学めぐりス

タンプラリー」も行われ、景品もいただける。子どもも楽

しめるように、ワークショップ「オリジナル缶バッチ」も無

料で作れる。各大学の特色を生かした興味ある内容

で、各大学のゼミ内容をちょっと覗いて昔を思い出して

若い学生たちと議論してみるのも楽しそうである。 

各大学では、学生以外にも公開講座を行っている。 

各大学の学生達の趣向を凝らしたゼミ展を 

見たら、学生に戻ってみたいと思われるかも 

しれませんね。 

サークル紹介 

    調布市青少年吹奏楽団 

 

 

 昭和３５年（１９６０年）に発足したアマチュアの吹

奏楽団で、もう５０年以上も続くサークル。「音楽を通

して、より良い社会人を形成する」を理念として団員

は中学生から社会人まで約３０人、代表の吉野敏之

さんはトランペットを担当して３７年になる。「さまざま

の仕事の人が集まって吹奏楽を楽しんでいます。吹

奏楽はジャズから歌謡曲まで演奏できるので、いろ

んなジャンルの音楽が楽しめます」と話す。１月１２

日に多摩川であった調布市消防団出初式では「パ

プリカ」などを演奏し集まった子供たちは踊り始め

た。６月２７日（土）にはグリーンホールで第６０回定

期演奏会を開く。 

 

活動日：金曜日（１８時２０分～２１時３０分） 

       日曜日（１３時～１７時） 

活動場所；金曜/つつじケ丘児童館 

       日曜/市立石原小学校 

会費など：入会金なし ３０００円/月 

１８歳までは月額会費は１５００円 

年齢層：１０代から５０代。女性が多い 

連絡先：吹奏楽団事務所  

代表の吉野敏之☎：０９０-９０１９-３８２６ 

           神代植物公園からのお知らせ 
        福寿草が顔を覗かせています 
◆うめコンサート 

  梅をイメージした雅な楽曲をお楽しみください  

・日時：２月１１日（火・祝）１１：００～ 、１３：００（各回 30分） 

・出演：桐朋学園芸術短期大学の皆さん 

・場所：園内 

・参加費：無料（入園料別途） 

＊出演者、場所等詳細は決まり次第 

ＨＰでお知らせします. http://www.tokyo-park.or.jp/jindai/ 

◆講演会「江戸の梅見」 
・日時：２月２３日（日・祝）１３：３０ ～ １５：００ 

・定員：３０名（当日先着順  １３：００受付開始） 

・場所：植物会館２階 集会室 

・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 

◆専門講座「伊豆諸島の植物多様性と保全の最前線」 

・日時：３月１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：６０名（事前申込制） 

・申込：電話またはセンター窓口へ 

・講師：上条隆志（筑波大生命環境系教授） 

■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 イラスト：松浦素子 墨絵：高橋弘子 音楽：KーMuto 撮影協力：㈱パルコ調布店  

その他：電気通信大学 (株)きらぼし銀行 （敬称略） 皆様ご協力ありがとうございます！ 

 

 

 

 

http://www.tokyo-park.or.jp/jindai/


～ 

 

 

２０２０年２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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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「第２回 ちょうふ高齢者応援大会」 

認知症、リハビリ、介護などをテーマに講習会や実演が行われ、調布 

市民をはじめ医療、介護などの関係者が多数参加しました。 

 

② 府中調布三鷹ラグビーフェスティバル２０１９ 

ラグビーワールドカップの余韻のある中、今年東京スタジアムで行わ 

れるオリンピック７人制ラグビーの代表選手によるイベントが２日間に渡り開催されました。 

 

③ ２５th CIFA NEW  YEAR  PARTY  ２０２０ 

外国人やボランティア指導者など約２００人が参加、舞踊や演奏など国際色豊かなパフォ 

ーマンス。最後は東京五輪音頭２０２０で盛り上がりました。 

 

16

日 

 

29

日 

①「第６４回 調布市民駅伝競走大会」 

雪もちらつきそうな冷たい雨の中２９５チームが参加、応援を含む 

約３，０００人が集合し、会場は力を出し切ったランナーの笑顔で溢れて 

いました。 

 

②ブラインドサッカー講演会 

ブラインドサッカーの魅力を知って欲しいと講演会が開催され、寺西選手の華麗なボールさばき 

が実演されました。東京２０２０パラリンピックへの期待が大きくふくらむ講演会となりました。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

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 

２ 
 

月 

 

２月 ３日放送 

２月１０日再放送 

 

朗読「るらるらる」後編 

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」

の後編をお送りします。朗読：峯田里香子 

２月１７日放送 

２月２４日再放送 
インタビュー番組 

ゲスト：石川直宏さん 

FC東京クラブコミュニケーターの石川直宏さん。現役サッカー選手

時代のお話や、ブラインドサッカーの取組みをお聞きします。 
 

 

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◆スリジェ 

◆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◆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◆(株)きらぼし銀行◆青木病院 
 

＜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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