
春の火災予防運動が始まる  

    住宅火災はコンロから 

１日から春の火災予防運動が始まって 

いる（７日まで）。住宅火災の原因の 

トップはコンロ。調布消防署（☎０４２ 

－４８６－０１１９）が「調理中にコンロから離れないこ

と。周囲に燃えやすいものを置かない。火が鍋から

はみださないように調整すること」などと呼び掛けて

います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    
Community Access Television Chofu 

 

調布市民放送局ニュース 
☆第１２９号☆  2020 年 3 月号 2400 部発行 

 

キャッシュカードすり替え 

被害激増。ニセ調布署員に注意  

 令和元年、管内の特殊詐欺認知件数 

 は１１５件で、キャッシュカードすり替え被 

害（詐欺盗）が１７件。警察官と名乗り

「封印をするので判子を持って来て欲しい」と言い、家

人が奥に行っている間に偽のカードとすり替える。 

「ニセ調布署員にご注意を！」 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 24 回新藤晶子さん 世界の国歌専門家 ソプラノ歌手 

 

活動開始して１５周年、市民活動支援センターの役割りと現状は？ 

 

国領の調布市市民プラザあくろす２階にある市民活動支援センターは今年で活動を開始してから１５周年に

なる。調布市社会福祉協議会が運営をしており、主業務はボランティアや市民活動に関する相談だが、センタ

ーの独自事業も増えている。１５周年という節目を迎えたこともあり、その現状をセンター長の髙木直さんに聞

いた。「ボランティアとして何かをやりたい、地域に貢献したいという人は意外とノープランで相談にいらっしゃる

ことが多い。こういう人には、今までの社会経験や特技・趣味などを聞いて、『こうした活動・団体はいかがです

か？』とアドバイスしています」と話す。令和元年度の市民活動団体リストには４２０団体が掲載されており、地

域交流や地域安全などの「まちづくり」（２０４団体）保健・医療・福祉関連（１３１団体）など市内の市民活動は多

い。２階にはオープンスペースの「はばたき」があり、こうした団体の打ち合わせや軽作 

業ができる。各団体が成果発表のできる壁面展示もある。 

 センター事業の大きな柱として「えんがわファンド（助成金）」がある。２００６年から始 

まり、市民活動を財政面から支援する助成事業。助成金の総額は年間１００万円で１団 

体最大１０万円。年間約１５～２５団体が対象である。昨年度は「ハッピーこども食堂実 

行委員会」や「ソシアルワーク・ステーション柴崎」など１５団体に約９８万円を助成して 

いる。財源は市民のサポーター会費（年間３０００円）やチャリティーウォーク参加費 

（１人参加費５００円）など。NPO 講座もあり、法人格の取得や運営に必要なノウハウを 

教えてくれる。幅広い市民活動を総合的に支援しくれる拠点だから、気軽に訪ねても役 

に立つ場所でしょう。（大泉 洋一） 

 

              今年、オリンピック・パラリンピックを迎える年に話題になっているのが、世界１００

ヶ国の国歌を原語で歌えるソプラノ歌手の新藤昌子さん。２００８年より国歌を通じ

た国際友好親善活動をスタート。先日も、NHKでも紹介された。 

                 新藤さんは、調布生まれで第２小学校卒。その後仙川にある桐朋女子中学校に入 

                 学。桐朋には、学年の色があり、新藤さんは「青」。高等学校を経て、桐朋学園大学 

                 音楽学部声楽科から研究科へ。生まれてからず～と調布に住み、学んだ。 

                  その新藤さんも、大学時代から、若年性椎間板ヘルニアを患い、結婚して３０歳を 

                 迎えるまでは、病気との格闘だったそうだ。ご主人の写実画家平澤篤さんとは、２８ 

歳の時、沖縄のムーンビーチで開催されたミュージックキャンプで知り合い結婚。 

                 ご主人の絵のモデルは、奥様とお嬢様が多い。残念な事に平成３０年の１０月１０日 

病気療養中の所他界された。奥様のご活躍を天国から見守られていることでしょう。      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC 東京応援記     終わってみれば、清水に快勝！ 

２月２３日ＦＣ東京のＪ１リーグ戦が開幕した。第１節はアウェイの清水戦。IAIスタジアム日本平のピッチに

立つ選手の表情からは今年にかける思いがひしひしと伝わる。その中、先発左サイドバックは大卒ルーキー

中村帆高選手が初先発となった。小川諒也選手に何かしらアクシデントかコンディション不良があり、急遽の

抜擢だったのだろう。本職の右サイドでないためか、彼だけは立ち上がりがとにかく硬かった。チームもＡＣＬ

パース戦から中４日という日程もあり、前半は動きが重たく、清水にボールを握られる展開であった。しかし、

後半の選手交代から躍動しはじめ、ディエゴ、アダイウトン、レアンドロの強力３トップで試合をひっくり返してみ

せた。中村選手も徐々に対人の強さをみせ、いいクロスも一本あった。終わってみれ 

ば、いや残り２０分だけみれば快勝である。さぁこれで、横浜Ｆ・マリノスを迎えてのホー 

ム開幕戦だ！と思っていればご承知のようにコロナウイルス感染防止のためリーグ中断 

である。勢いはそがれたかもしれないが、この中断を前向きにとらえよう。キャプテンの 

東をはじめケガ人も何人かいる。チームの始動がＡＣＬプレーオフのため、今シーズンは 

とにかく早かったから、十分な休養と体力づくりがまだできていない面も少なくともあるだ 

ろう。ぜひこの期間を有効に使い、来る再開に備えてほしい。（日比生） 

応援しよう！スポーツ in 調布 

調布市では、全治３か月の怪我を負った調布市応援アスリート桃田賢斗選手の一日も早い快復を祈念し、

「応援 -エール-を送ろう」企画として皆さんからの千羽鶴や応援メッセージカードを桃田選手に届けることに

なりました。皆さんの千羽鶴やメッセージをお待ちしています。（調布市オリパラ担当より） 

募集期間／３月３１日(火曜日)まで  募集箱設置場所／市役所２階総合案内所前、総合体育館 
 

 

FC 東京 明治安田生命Ｊ１リーグ 第２節、第３節、第４節は、コロナウイルスの影響で、未定 

 ３月１８日(水)１９:００～ VSサンフレッチェ広島 ＠味の素スタジアム 

LIXIL DEERS(リクシル ディアーズ)： 調布のｱﾒﾌﾄﾁｰﾑ ３月２１日（土）に予定していました「公開練習 DAY」は中止。 

武蔵野の森総合スポーツプラザの情報  

新型コロナウイルス感染症の影響で、３月のスポーツイベントは中止 

シークレットベース：調布のプロレス   

３月１５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 

 

新型コロナウイルス流行の影響を受け，図書館のおは

なし会など中止としています。今後の予測はできません

が，図書館ホームページや館内ポスターなどで状況をお知

らせします。 

図書館では，時事の情報提供として展示を行っていま

す。中央図書館では「ファンタジーの世界へ－１０代のみな

さんへ－」，深大寺分館では新学期に向けて「１ねんせい 

にすすめるほん」，緑ケ丘分館では「話してみよう！」。映画

のまち調布シネマフェスティバル開催に合わせて期間中は

【シネフェスコラボ展示】をすべての館で行っています。日頃

みかけることがない本や雑誌に出会う企画でもあります。図

書館にいらっしゃる時にどうぞご覧ください。図書館ホームペ

ージでも紹介しております。 

調布市立図書館 ０４２-４４１-６１８１ 

 



災害時の IT支援に係る協定書締結 

調布市とサイボウズ(株)は、２月２７日（木）調布市

に置いて、全国初の IT支援の災害協定を結んだ。 

 昨年１０月には、調布市においても、台風１９号の

被害があり、調布市政初めて避難勧告が出された。 

また、現在はコロナウイルスの感染で、日常生活に

も多大な影響が出ており、災害対応は喫緊の課題

である。協定内容は、災害発生時に調布市からの

要請により、IT 企業のサイボウズ(株)が災害支援プ

ログラムに沿って協力を行うもの。（詳細は、市役所

の HP をご覧ください。）簡単に言うと、予測できない

事や人間がすぐに対応できない突然起こる災害に

IT を駆使して解決の一助とするもの。調布市では他

に、ドローンによる災害協定も結んでいる。 

災害は起こらないにこしたことはないが、ここ日本

では、誰でもいつでも被災者になる可能性がある。

その為の準備と対策は、今や必須のアイテム。 

調布市民放送局も、私たちのできる協力 

をと、調布 FM と災害協定を結んでいる。 

高さ３㍍の「羅生門」がエントランスに展示 

今月の８日（日）まで続く「映画のまち 調布シネマフェ

スティバル２０２０」の中で名作「羅生門」が２月２９日

（土）に文化会館たづくりのくすのきホールで特別上映

された。この「羅生門」のセットが高さ３㍍に復元され、

たづくりのエントランスホールに展示されている（８日ま

で）。映画美術の日本映画・テレビ美術監督協会が設

立８０周年記念事業として、クランドファンディングで費

用を集めて製作した。映画「羅生門」はモノクロだが、

この１/１０のセットは色が付いている。映画での朽ち

果てた門の感じがプロの美術担当者の技術で見事に

再現されている。さすが、映画美術という感じだ。 

 関係者は「門の製作は美術監督協会からありまし

た。展示場所としてたづくりを使用させてほしい。そこ

で、展示するなら協会とコラボして映画【羅生門】も上

映し、トークもしましょう」と云うことで実現したそうだ。

上映当日の２９日は協会の竹内公一氏と安藤篤氏の 

２人が舞台に立ち、復元の苦労話やエピ 

ソードを語った。（大泉洋一） 
 

 

サークル紹介 

    ラビットクラブ（バドミントン） 
バドミントンを通じて健康を維持し、参加 

者同士の親睦を深めることを目的としている。簡単

な練習の後は初心者でも試合形式で楽しむ。３０年

くらい続いているサークルで代表の井上智彦さんは

「外部との試合には出ません。皆さん、バドミントン

を２時間ほど楽しんでいる感じですね」と話す。 

 活動場所の市立第二小学校体育館で夜の練習ぶ

りを拝見。側で見ると、飛び交うシャトル（羽）の速さ

に驚いた。それにドライブをかけたり、スピンさせた

りするテクニックがいろいろある。東京五輪候補の

桃田選手が得意とするヘアピンの技も見せてもらっ

た。初心者大歓迎とのこと。 

 

活動日：毎週火曜日 １９時～２１時 

活動場所：市立第二小学校体育館 

会費など：５０００円/半年 入会金なし 

年齢層：１０代～６０代 

連絡先：井上智彦（トモ美容室） 

電話：０４２－４８８－８４４６ 

 

       神代植物公園からのお知らせ 
      椿・さくらまつり ３月１０日から 
       新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の 

ため中止となることがありますので、お問い合わせの上来園 

下さい。 

◆さくらコンサート 

・日時：３月２９日（日）１１：００ ～、１４：００～（各回 30分） 

・場所：芝生広場 

・参加費：無料（入園料別途） 

 ＊出演者、演奏内容は決まり次第ＨＰでお知らせします 

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

◆椿・さくらガイドツアー 

・日時：３月２７日（金）・２８日（土） 

 各日１０：３０ ～  １３：３０～ 

・集合場所：正門周辺  ・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 

 イベント・ガイドツアーは、新型コロナウイルス感染症の 

 感染拡大防止のため３月１５日まで中止となります。 

 以降についてはお問い合わせください。 

◆こもれびの森林保育～緑の図書室～ 

  植物に囲まれた図書室で紙芝居・絵本の読み聞かせ 

・日時：３月２１日（土） １３：００ ～ １５：００ 

・定員：参加自由 

 ＊感染拡大予防のため中止になることがあります。 

■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～（敬称略） 

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：㈱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  ㈱きらぼし銀行  皆様ご協力ありがとうございます！ 

 

 

 

 

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


～ 

 

 

２０２０年３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 

放送時間の変更： 3/8（日）１７：５５⇒１８：５５  3/22（日）８：５５⇒７：２５ 

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 令和元年度 生涯学習サークル合同発表会 

市民のサークル活動を広く紹介する発表会が開催され、１３団体が出演。 

素晴らしいステージに客席からは大きな温かい拍手が送られていました。 

② 調布 Facebook交流会４５００名記念オフ会 

災害時の支援を迅速に、効率よく実施することを目的とする「調布 

Facebook交流会」のオフ会が、「次の災害に備えてつながろう」をテーマに開催されました。 

③ リトルギャラリー：ウクライナ伝統工芸ピサンキ ～伝統模様を纏う卵～ 作:池間恵子 

たまごの殻に描かれた緻密な模様とカラフルな色が目を引くピサンキをお楽しみください。 
 

 

 

16

日 

 

31

日 

① 映画のまち調布シネマフェスティバル２０２０が開催されました。 

映画祭初日、イオンシネマシアタス調布で、京王多摩川駅列車接近メロ 

ディーの映画音楽導入を記念し、イベントが開催されました。 

また、映画祭中盤の２月２９日、同じくイオンシネマシアタス調布で、６ヶ月 

に渡った人気投票を基に専門家によって決定した第２回映画のまち調布 

賞の授賞式が行われました。映画をつくる街に相応しい「撮影賞」「照明賞」「録音賞」「美術賞」

「編集賞」「作品賞」「功労賞」の授賞式でした。 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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 

３ 
 

月 

3月 2 日（放送） 

3月 9 日（再放送）） 

（朗読）宮本苑生監修 

「詩の世界」 

今回のテーマは『家族』 

渡辺陽子作「つくし」「小春日和」「陽だまり」、鈴木昌子作「アリ地獄」

（抜粋）「石ころになった長男」谷口典子「赤いリボン」「小銭入れ」宮本

苑生作「かきのき」 解説を交えて朗読します。 

3月 16 日（前編） 

3月 23 日（後編） 

3月 30 日（前編） 

（インタビュー番組） 

ゲスト：宮本信也さん 

白百合女子大学発達心理学科教授の宮本先生に、現在の発達障害

の現状（前編）や、自閉症スペクトラム（後編）を伺いました。是非ご参

考にされてください。 
 

 

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 
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