
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    
Community Access Television Chofu 

 

調布市民放送局ニュース 
☆第１３０号☆    2020 年４月号  

 

「調布で活躍している人」第２５回 日本アカデミー賞最優秀美術賞受賞 斎藤岩男さん 

深大寺の元三大師坐像が東京都の文化財に指定 

古刹・深大寺を訪ねたのは３月２４日(火)のお昼すぎ。バス道路沿いの桜は満開だったが、参道にはかつて

のような賑わいはなく、深大寺そば店のお客さんも激減。「新型コロナウイルスの影響で観光バスが来ない。平

日はガラガラですね」（そば店の従業員）。山門をくぐり境内に入っても、前は多かった中国人の姿はない。「昨

年はラグビーＷカップが調布で開催された事もあり、アメリカやヨーロッパの観光客も目立ちましたが、今は皆

無です。お寺からすれば静かにお参りができる雰囲気ですね」(寺の関係者)。 静寂の戻った深大寺の元三大

師坐像が、今年３月６日に東京都の文化財に新しく指定された。鎌倉時代に制作され、日本最古の像高２㍍の

厄除け像で圧巻の秘仏と言われている。１０年ぶりの特別開帳が４月１８日から予定されていたが、コロナウイ

ルス感染拡大防止のために１０月頃に変更された。 

どんな秘仏なのか？ 教化部学芸員（文化財担当）の菱沼沙織さんに聞 

いた。「お顔は写実的で起伏の激しい表情、平安時代の比叡山の高僧・ 

元三大師が生きているように見えますね。お身体は顔や目と比べると大振 

り。火事で焼けてこの部分は新しく作られたものと考えられます。江戸時代 

には出開帳で両国の回向院にも行ったという寺の記録があります。台座に 

は当時の車の跡も残っています」と話す。元三大師は悪魔調伏の力を持つ 

と信じられ、平安の昔に鬼の姿となり疫病神を退治したことから、その姿を 

写しとった「魔除けのおふだーー降魔札（ごうまふだ）」として江戸時代から 

庶民に親しまれてきた。また、おみくじの創始者としても知られている。緑の木々の深大寺で国宝の白鳳仏とこ

の大師像にお祈り。コロナ禍の春の過ごし方の一つと言えよう。（大泉洋一） 

 

                映画「キングダム」で今年の日本アカデミー賞最優秀美術賞と、調布で行われ 

                    たシネマフェスティバル２０２０の美術賞に輝いた斎藤岩男さん。青森県生まれ、 

調布市染地在住の６１歳。小さい頃から絵を描くことが好きだった。同志社大学 

文学部で美学を専攻。学生時代は、大学で立ち上げた劇団の舞台装置に携わ 

ったりしていた。１９８２年(株)にっかつに入社。木村威夫氏を師と仰ぐ。１９９６ 

年より文化庁の在外研修員として渡米。本場ハリウッドでは『エイリアン４』の美 

術部に参加する。欧米を歴訪して広い視野で映画美術に取り組んできた。 

    今後は、デザイナーとして国際的に流通する日本映画の製作に参加し海外 

映画人と交流できればと語る。アーチストとして２００９年から書き始めた鉛筆

画。絵を描き始めたら一日１２時間書き続けるとの事。私は、繊細なタッチだが、

絵から、斎藤さんの優しい人柄を感じる。来年７月、銀座で４回目の個展を 

開催予定。現在は、その為の充電期間。素晴らしい人とお話できることが、この活動の醍醐味である。満喫させ

ていただいた。（映画のお話は、調布わくわくステーション 5月の放送をお楽しみに！） 

                

 

NPO法人調布市民放送局より、ニュース 4月号についてのお知らせ 

 

コロナウイルスの影響で、調布市民放送局の活動も色々な制限を受けております。（３面参照） 

今回、調布市民放送局ニュース４月号の配布を中止し、調布市民放送局のホームページとFACEBOOK支局で

公開したいと思います。是非ご覧ください。こういう時こそ、信頼できる情報を配信していきたいと思います。 

ご理解の上、ご協力をお願いいたします。                    NPO法人調布市民放送局局員一同 

 

 



新しい環境での安全確認  

防火防災を学びましょう  
 

４月は入社や引っ越しなどで生活  

環境が変化。自分の新しい住まいで  

の安全確保が大切になります。「家  

具類の転倒防対策をし、もしもの時  

には１１９番通報で、会社や自宅の住所を言え

るようにして、自分の周りの防火防災について

学びましょう」と調布消防署（☎０４２－４８６－

０１１９）が呼び掛けています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナを手口とする  

     怪しい電話に厳重注意を  

 

昨年は菅内で特殊詐欺認知件が 

114 件発生したが、今年３月末まで 

は昨年比で 1/３程度に減っている。 

だが、新型コロナウイルスを巡る

詐欺電話が警視庁で確認されており「新型コロ

ナを語る怪しい電話には絶対に反応しないよう

に」と調布警察署（電話０４２－４８８－０１１０）

が注意喚起している。 
  
   

FC 東京応援記  チームＦＣ東京で団結し乗り切ろう！ 

ＦＣ東京のＪ１リーグ戦再開が一応 5月 10日サガン鳥栖戦(ホーム)に設定された。 

これまで延期された試合のスケジュールについては 4月中頃のリリースになるという。 

オリンピックも 1 年延期され、本来は中断期間だった夏場に連戦が組み込まれるのだろう。ACL の戦いががど

う組まれるか現時点で分からないが、そちらも並行で進むと、まさにチームの底力が試されるシーズンとなっ

た。幸いにケガをしていた東、安部も復帰。右肩を手術した永井も戻ってくる目途がついたようだ。 

我々、ファン・サポーターも今は自らが発症しない、感染源にならないように日々の生活に細心の注意を図

り、その時に備えようではないか。チームＦＣ東京として、皆の安全、安心と、まだ見ぬリーグ優勝という高みを

目指すために！                                                    （日比生） 

 応援しよう！スポーツ in 調布 
FC東京 ２０２０明治安田生命 J１リーグの４月の試合は、すべて延期となりました。 

LIXIL DEERS(リクシル ディアーズ)： 調布のｱﾒﾌﾄﾁｰﾑ  

春季公式戦日程：新型コロナウイルス感染拡大への対応のため全試合中止。 

武蔵野の森総合スポーツプラザの情報  ３月２８日（土）から４月１２日（日）まで全館休館 

シークレットベース：調布のプロレス ４月１９日（日）１３時開始＠調布はあとふるホール（予定） 
 

 

  

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会情報 

コロナウイルスの影響で、２０２０年夏に開催する予定だった東京オリンピック（五輪）・パラリンピックが、下記

のように延期になりました。詳細は、まだ決定していません。 

２０２０年東京オリンピック   ２０２１年７月２３日～８月８日までの１７日間 

２０２０年東京パラリンピック  ２０２１年８月２４日～９月５日までの１３日間 

 

 

に滞在して行われるサービスを中止しました。 

このたび東京都知事からの要請を受け，市は施設

の休館・事業休止に関する方針を定め，図書館は３

月２８日（土）から４月１２日（日）まで（分館は４月１３

日（月）定例休館日）休館します。ご不便をおかけし

ますが，ご理解とご協力をお願いいたします。 

図書館ホームページには有益と思われる感染症情

報や家にいる時間の長くなる子どもたちやその保護

者に向けておはなしやブックトークなどを配信してい

る東京子ども図書館のリンクを載せています。 

調布市立図書館 042-441-6181 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため，図書館で

は２月２６日（水）からおはなし会，ちいちゃいちいちゃ

いおはなし会，０・１・２歳のおはなし会を中止し，中央

図書館と神代分館で実施予定の土曜おはなし会も中

止しました。 

３月２日（月）からは，サービスの一部中止を行い，予

約した資料の受け取り，資料の予約，返却，本の相

談（電話。書名がわからない等）を実施し，図書館内 



 
 

 

 

「うだ卓」が仙川にオープン！ 

 

 

今年の２月、仙川駅から南に徒歩３分、島忠ホー

ムズのすぐ近くに「うだ卓」（会員制 卓球教室）がオ

ープンした。代表者であり指導者の宇田直充さんは、

２０２０年全日本卓球選手権大会男子シングルスで

衝撃の初優勝を遂げた宇田幸矢選手（JOCエリート

アカデミー/大原学園）の父親だ。 

幸矢選手は、４歳の時から卓球を始める。幼稚園

の時の運動会でも走るのが群を抜いて早く、その時

から幸矢選手の身体能力の高さを感じていたそう

だ。市内石原小学校を卒業して中１から高３まで、

JOCエリートアカデミーに入り、卓球に打ち込んで来

た。 

４月から明治大学商学部に進学。同時に明治大学

卓球部に所属し、オリンピックを目指す。お姉さんも、

４月から社会人となり実業団で卓球を続ける。 

宇田直充さんも幸矢選手も調布生まれで調布育

ち。ここ調布から世界に羽ばたく選手を 

育てたいと直充さんの夢は大きい。 

 

 

 

コロナウイルスによる調布市民放送局の近況 

 

 

３月２５日、コロナウイルスの感染防止のための緊

急記者会見で、小池都知事は、週末の不要不急の外

出を控えることや平日も可能な限り自宅で仕事を行う

よう要請した。人類として地球規模のかつてない状況

を迎えている。 

そんな中、私たち調布市民放送局も色々な影響を

受けている。先ず、イベントの多くが中止になっている

ため、撮影できる題材が少なくなってきている。また、

普段借りている収録や会議場所の利用中止が決まっ

た。このニュースも通常は、たづくり 11階の印刷室で、

印刷を行い、ボランティアの女性陣が折り込んだり、配

布作業を行っていたが、部屋が使用できず、やむを得

ず、ネット上での公開に踏み切った。 

調布市民放送局は、情報化の中、情報技術を活用

してどこまで市民が活動できるか可能性を模索しなが

ら行っている。今回の件でも、可能な限り知恵を出し合 

い、地域情報を発信し続けたいと考えている。是非 

ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。 

サークル紹介 

植物画サークル「パレット会」 
植物の花や葉を観察して、形や色、 

細部の特徴を精密に描くボタニカルアートの会。平

成２３年４月に発足し、講師に佐藤晶子先生を招い

て丁寧な指導の下で学んでいる。植物の細密画の

歴史は古く、１５～１６世紀の大航海時代にヨーロッ

パの貴族たちが好んだと言われている。「植物の花

は一定の法則にのっとって咲くことが、描いていると

よく分かりますね」と会員の一人。 

 制作の場に伺った。皆さん、色鉛筆や絵具で描い

ている。先生の指導でする彩色の直しには皆、鋭い

眼差し。先生が陰影を付けると細密さが更に増して

来る。真剣な学びのサークルである。 

 

活動日：第２木曜日。１９時～２１時 

活動場所：たづくりの３階 

会費など：入会金なし。 

２５００円/１回 （３か月分前納） 

会員：１０人（男性は１人） 

連絡先：xbyio00586@yahoo.co.jp（樋口まで） 

     《神代植物公園からのお知らせ》 

      4月 12日（日）まで休園！！ 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため 

３月２８日(土)から４月１２日（日）まで休園になりました。 

４月１４日（火）以降に予定していましたイベント、講演会な

どは、決まり次第ホームページ等でお知らせします。 

■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》 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため 

３月２８日(土)から４月１２日（日）まで休園になりました。 

■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：㈱パルコ調布店   

イラスト：松浦素子  墨絵：高橋弘子  音楽：K-Muto  ㈱きらぼし銀行  皆様ご協力ありがとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

３月２６日 神代植物公園で撮影 

 

mailto:xbyio00586@yahoo.co.jp


～ 

 

 

 

２０２０年４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
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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 映画のまち調布 シネマフェスティバル２０２０～イベントの紹介～ 

７０年前に公開された映画「羅生門」の上映前の美術監督のトークショー 

と撮影で使用されたセットの 1/10スケールの「羅生門」の除幕式｡映画 

「アルキメデスの大戦」関連、調布と映画に関する過去の貴重な資料、 

映画美術に関する展示等が行われました｡ 

②  ３．１１ 慰霊祭 to TOHOKU from CHOFU 

地震発生の２時４６分黙とうが捧げられ、僧侶の読経の中多くの市民が手を合わせていました。

午後６時、祭壇に飾られたキャンドルに慰霊と復興への思いを込めあかりがともされました。 

 

16

日 

 

30

日 

① 神代植物公園で椿・さくらまつり  名高い「神代曙」の原木など、 

約５８種７５０本の桜が園内に植えられています。花と緑に囲まれ大勢の 

人が穏やかな、心地よい春の一日を過ごしました。 

② アテネ五輪銀メダリスト・藤丸真世さんの講演会： 

調布市内のプールで泳ぎ始めた時から銀メダリストになるまでのオリン 

ピックに人生を掛けるアスリートの強い気持ちが伝わる講演でした。 

③ ｢調布市協定大学ゼミ展」 ステージでは演奏や、発表が行われ、各大学の展示ブースでは、 

たくさんの来場者が大学生の説明を聞いていました。 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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 

４ 
 

月 

4月 6日（放送） 

4月 13日（再放送） 
（朗読）宮本苑生監修 

「詩の世界」 

『新川和江詩集より』 

詩人新川和江さんは、創作の対象は多岐にわたりますが、難解

な言葉は遣わず、女性の視点で様々な愛の形を歌っています。 

今回は親しみやすい作品を中心にお届けします。 

4月 20日（再放送） 

4月 27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」を、解説を交えて朗読します。 
 

 

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◆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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