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　　採用情報

■ 令和２年度市職員（第４回）
職種／中級（短大卒業程度）：保育士　
採用日／６月１日
■申■問申込書、受験票（市■HPから印刷可）、返信用封筒（長
形３号封筒に返信先を記入し、84円切手を貼付）を２
月14日㈮までに、〒182－8511市役所人事課☎481－
7355へ郵送（簡易書留）

■ 令和２年度育児休業代替任期付職員
職種／上級（大学卒業程度）：事務、保健師　中級（短
大卒業程度）：保育士※募集職種は変更になる場合あ
り　
月給／上級：約21万3000円、中級：約18万2000円（ほ
か各種手当）　
■申■問申込書、受験票（市■HPから印刷可）、返信用封筒（長
形３号封筒に返信先を記入し、84円切手を貼付）を〒
182－8511市役所６階人事課☎481－7355へ郵送（簡易
書留）または本人が持参

■ 令和２年度　会計年度任用職員
◎男女共同参画推進センター保育士（一時保育）　
業務内容／男女共同参画推進センターの事業における
一時預かり保育　
勤務日／一時保育を行う際にその都度依頼　
雇用期間／４月１日～令和３年３月31日（連続４回ま

で再任あり）　
■申■問申込書・返信用封筒を２月６日㈭～20日㈭の午前
９時～午後５時に〒182－0022国領町２－５－15市民
プラザあくろす３階男女共同参画推進センター☎443
－1213へ本人が持参または郵送（必着）

　　ボランティア

■ 協力会員募集説明会（地域ボランティア）
■日①２月19日㈬午前10時～11時30分②28日㈮午後１時
30分～３時　
■所①調布ゆうあい福祉公社②入間地域福祉センター　
■内高齢や障害などにより家事の支援や食事の配達を必
要とする方に、有償で支援する活動の説明会　
■他参加できない場合は個別に対応可　
■申■問事前に電話で（公財）調布ゆうあい福祉公社☎481
－7711へ

■ 「高齢者会食」調理
■程月１回（火～金曜日のいず
れか）
■時午前９時頃～午後３時頃　
■所地域福祉センター　
■内５人１チームで20人分の献
立、買い物、調理、会場準備、会食参加、後片付けまで
■問社会福祉協議会☎481－7613

　　その他のお知らせ

■ 「明るい選挙啓発書道展」入賞者決定
　市内在住・在学の小学生からの応募作品総数713点
の中から、次の方々が入賞しました（敬称略）。

【入賞者】
会長賞／
古賀七

なな

彩
さ

（上ノ原小６年）
金賞／
原　陽

ひなた

菜（第一小６年）、阿部璃
り

久
く

（杉森小５年）
銀賞／
奥村心

みひろ

宥（若葉小２年）、清水双
ふた

葉
ば

（北ノ台小３年）、
田波陽

ひまり

莉（杉森小１年）、薮内佑
ゆ

羽
う

（杉森小３年）、
稲村瑠

る

華
か

（晃華学園小５年）
銅賞／
原　陽

ひより

愛（第一小２年）、八木穂
ほ

乃
の

夏
か

（第三小５年）、
鴨下　翔

しょう

（深大寺小６年）、宮本莉
り

々
り

（深大寺小６年）、
戸
と

ケ
が

㟢
さき

遥
はる

香
か

（若葉小３年）、岡本華
は

奈
な

（若葉小６年）、
楠　萌

め

里
り

（緑ヶ丘小３年）、蝶
ちょう

名
な

林
ばやし

咲
さく

弥
や

（緑ヶ丘小５年）、
小野華

か

澄
すみ

（北ノ台小５年）、薮内里
り

帆
ほ

（杉森小５年）、
山下莉

り

美
み

香
か

（飛田給小４年）、小山　天
てん

（国領小５年）、
北川真

ま

梨
り

（晃華学園小１年）、橋本歩
あゆ

実
み

（晃華学園小
４年）、池原芽

め

唯
い

（晃華学園小５年）
【入賞作品展】
■期２月６日㈭～８日㈯　
■時午前10時～午後４時30分（最終日４時まで）　
■所文化会館たづくり２階北ギャラリー　
■問選挙管理委員会事務局☎481－7381

■ ご寄附ありがとうございました
▷令和元年台風第19号の復旧対策支援のため
　丸島和洋様 １万円
　渡邊和代様 5000円
　犬
いぬ

伏
ぶし

　昭様 5000円
　見

み

呂
ろ

津
つ

正明様 １万円
▷ふるさとのみどりと環境を守り育てる基金として
　アフラック生命保険㈱社員有志一同 52万9900円
　援農ボランティア　のらぼうの会 １万1000円
 （管財課）

令和元年分の所得税確定申告で 介護保険の保険料、利用料などは所得控除の対象に
65 歳以上の方の介護保険料［社会保険料控除］

　控除対象金額は、平成31年１月１日～令和元年12月31日に納付した介護保険
料の合計額です。納付済みの金額は、下表扌に記載の書類で確認してください。
※申告手続きには納付額を証明する書類の添付不要

※遺族・障害年金などの非課税年金は源泉徴収票が送付されないため、決定通知書で確認

■問高齢者支援室☎481－7504※40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入し
ている医療保険者へ要問い合わせ

　要介護の認定を受けている方で、一定の条件に合う方も、市長が控除の対象
者であることを認定すれば、障害者控除または特別障害者控除の対象となりま
す。必要な方には「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、申請をして
ください。
■申■問高齢者支援室☎481－7016

●おむつ代
　６カ月以上寝たきりで医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認めら
れた方は、おむつ代が医療費控除の対象となります。
必要書類／医師が発行した「おむつ使用証明書」※２年目以降は要介護認定の

「主治医意見書」をもとに、市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」で
も代用が可能。詳細は要問い合わせ　■問高齢者支援室☎481－7016
●サービス利用料
　対象となるサービスは右表➡の通りです。介護保険の
高額介護サービス費や、高額医療合算介護サービス費の
給付を受けている場合は、その金額を利用料から差し引
いた額が対象額となります。
必要書類／「医療費控除の明細書」の添付が必要（令和
元年分の確定申告までの経過措置としてサービス事業所
が発行した領収書（控除対象額が記載）でも可）
※税務署から提示を求められる場合があるので５年間は
領収書の保管が必要

※施設サービス費用のうち日常生活費と特別なサービス費用は医療費控除の対象外
■問高齢者支援室☎481－7321

※１　一体型事業所で訪問看護を利用する場合　
※２　医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの
医療費控除の対象外となる居宅サービスなど
◦訪問介護（生活援助中心型）　
◦認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
◦介護予防認知症対応型共同生活介護　◦特定施設入居者生活介護【有料老人ホームなど】
◦地域密着型特定施設入居者生活介護　
◦介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護　◦福祉用具貸与
◦介護予防福祉用具貸与　◦複合型サービス（生活援助中心型の訪問介護の部分）
◦地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービスに限る）
◦地域支援事業の通所型サービス（生活援助中心のサービスに限る）
◦地域支援事業の生活支援サービス
※医療系サービスと併用しない福祉系サービスまたは、医療費控除の対象外の居宅サービ
スで行われる介護福祉士などによる喀痰吸引など（支払った額の10分の１に相当する金額）
は医療費控除の対象

障害者控除対象者認定書［障害者控除または特別障害者控除］

おむつ代・介護サービス利用料など（一部のみ）［医療費控除］

特別徴収
（年金からの納付）

介護保険料決定通知書（平成30年度２月～平成31年度
12月納付分）または公的年金の源泉徴収票※

普通徴収
（納付書・口座振替

からの納付）

納付書…納付書の領収証書

口座振替…「口座振替済のお知らせ」（１月22日発送）、
記帳済みの通帳

サービスの種類 医療費控除の対象

在宅サービス
（介護予防サー
ビスと介護予防
・日常生活支援
総合事業を含む）

医療系サービス
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養
管理指導、通所リハビリテーション、短期入所
療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※１、看護小規模多機能型居宅介護※２

利用料・食費・滞在
費

福祉系サービス
訪問介護（生活援助中心型を除く）、夜間対応
型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密
着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模
多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機
能型居宅介護

利用料（医療系サー
ビスと併用して利用
している場合のみ※
一部例外あり）

施設名 医療費控除の対象
◦指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
◦指定地域密着型介護老人福祉施設

介護費・食費・居住費の
２分の１に相当する金額

◦介護老人保健施設
◦指定介護療養型医療施設（療養型病床群等）
◦介護医療院

介護費・食費・居住費として
支払った額

医療費控除の対象となる居宅サービスなど

医療費控除の対象となる施設
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★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称を省略しています
★「全◯回」と表記している事業は全日程参加が原則です

■ 多摩川の四季～春～
■程２月16日㈰
■集午前８時30分・調布駅中央口交番前
■内12kmコース／調布駅➡京王多摩川駅➡是政橋➡多
摩川原橋➡京王多摩川駅　20kmコース／調布駅➡京
王多摩川駅➡是政橋➡多摩水道橋➡京王多摩川駅
■講調布市ウオークリング協会会員
■費300円（地図代、保険料）
■持帽子、水筒、昼食
■申当日直接集合場所へ
■問調布市ウオークリング協会事務局・小川☎03－5497
－0286 （産業振興課）

■ ふれあいフェスタ北ノ台
■日２月16日㈰午前10時～午後３時　
■所深大寺地域福祉センター　
■内舞台発表、野菜販売、ゲームコーナーなど
■申当日直接会場へ
■共北ノ台まちづくりネットワーク　
■問希望の家深大寺☎426－8577 （社会福祉協議会）

■ 市立第一小学校第39回ジョイントコンサート
■日２月23日㈷午後１時30分～４時（１時開場）
■所市立第一小学校体育館
■演吹奏楽クラブ・CJJN（調布ジョイフルジャズネッ
トワーク）　
■定当日先着300人　
■費無料
■問市立第一小学校・飯島☎481－7636

■ さるすべりシニア調布（老人クラブ連合会）「カラオケふれあいのつどい」
■日２月26日㈬午前９時40分～午後３時30分
■所文化会館たづくり２階くすのきホール
■内会員による歌の披露
■問さるすべりシニア調布☎481－7693
 （社会福祉協議会）

■ 春の花を集めてアレンジメント～花と癒しのひと時～
■日２月27日㈭午前10時～11時30分
■所文化会館たづくり10階1002会議室
■講調布市民健康づくり始める会会員
■定申し込み順20人
■費2200円（保険料、材料費）
■持花ハサミ、新聞紙、持ち帰り用袋（レジ袋大、また
は同容量の紙手提げ袋など）
■申■問２月６日㈭～25日㈫に電話で市民活動支援センタ
ー電話代行サービス☎498－3381へ（開催日前日まで）
 （健康推進課）

■ いやしとふれあいの旅事業　
Ⓐ日帰りで行く　春の伊豆大島椿まつり
■程３月６日㈮
■集午前５時50分・せんがわ
劇場前、６時・国領駅前、
６時20分・文化会館たづく
り前
行程／東京竹芝桟橋➡［東海汽船・ジェットフォイル
船］大島➡地層切断面（見学）➡三原山頂口（三原山
展望台）➡大島温泉ホテル（昼食）➡大島公園／椿園・
椿資料館（椿鑑賞）➡大島［東海汽船・ジェットフォ
イル船］竹芝桟橋➡調布到着（午後７時頃・飛田給駅
前、７時10分頃・文化会館たづくり前、７時20分頃・
神代植物公園前、７時30分頃・国領駅前、７時40分頃・
せんがわ劇場前）
■費大人１万7500円、小人１万4500円
最少催行人数／35人
■問さくらツーリスト㈱（小島町２－45－７　２階）☎
487－1711
Ⓑスカイベリー狩りと世界遺産日光散策
■程３月７日㈯
■集午前７時・文化会館たづ
くり前、７時30分・仙川駅
前
行程／いちごの里（スカイ
ベリー狩り30分食べ放題）
➡マルウチ食品（佐野ラーメンとイモフライの試食・
買い物）➡磐梯日光店（昼食）＆日光山内自由散策（日
光東照宮参拝の場合は別料金1300円）➡日光ろばた漬
け（買い物）➡調布到着（午後６時40分頃・仙川駅前、

７時頃・文化会館たづくり前）
■費大人・小人9980円　
最少催行人数／30人
■問京王観光㈱調布店（小島町２－48－26調布サウスゲ
ートビル１階）☎481－1616、つつじケ丘店☎489－
5911、仙川店☎03－5314－3338
Ⓒお花畑＆菜の花摘み
　 メロンにイチゴにレタスに干物　古民家「季

とき

の音
ね

」
で食す至極の懐石料理　これでもか房総
■程３月10日㈫
■集午前６時35分・せんがわ
劇場前、６時45分・国領駅
前、７時５分・文化会館た
づくり前
行程／海ほたる（休憩）➡
お百姓市場（いちご狩りと
干物詰め放題）➡百

ひゃく

笑
しょう

園
えん

（菜の花摘みとレタス１個お
持ち帰り）➡古民家・季の音（昼食）➡白間津のお花
畑（お花摘み※個人払い）➡安田農園（メロン２分の
１カット試食）➡海ほたる（休憩）➡調布到着（午後
６時５分頃・飛田給駅前、６時15分頃・文化会館たづ
くり前、６時25分頃・神代植物公園前、６時35分頃・
国領駅前、６時45分頃・せんがわ劇場前）
■費大人１万2500円　最少催行人数／35人
■問さくらツーリスト㈱（小島町２－45－７　２階）☎
487－1711
Ⓐ～Ⓒ共に
■他集合場所と確定時間は、最終案内書で要確認。交通
事情などにより時間が前後する場合あり。旅行契約成
立後に旅行を取り消す場合は、取消料金がかかる場合
あり （協働推進課）

■ 高尾梅郷散策ヘルシーウォーキング
■程３月14日㈯※雨天中止
■集午前９時・高尾山口駅（時間厳守）
解散／午後３時（予定）・高尾山口駅
歩行距離／約９km
■費300円（保険料、資料代）
■持弁当、飲み物、雨具、手袋、防寒具、常備薬、健康
保険証、ごみ袋、敷物など
■申当日直接集合場所へ
■問市民活動支援センター電話代行サービス☎498－
3381（開催日前日まで） （健康推進課）

■ 家族で木島平　スキー・スノーボードツアー（２泊３日・リフト券付き）
■期３月20日㈷～22日㈰
■所長野県木島平村
■集午前７時30分発・市役所
■対市内在住・在勤・在学の小学生
以上※親子・初参加者優先
行程／＜１日目＞市役所➡小布施SA（各自昼食）➡
観光交流センター（到着）➡各宿➡スキー場自由行動
➡各宿（夕食・宿泊）＜２日目＞各宿（朝食）➡スキ
ー場自由行動（各自昼食）➡各宿（夕食・宿泊）＜３
日目＞各宿（朝食）➡スキー場（宝探し大会・各自昼
食）➡市役所（午後６時予定）
宿泊施設／①民宿仲山荘②ペンション童夢③ペンショ
ンケントス④ペンション森のかくれんぼう⑤パノラマ
ランド木島平の中から選択
※行程は変更する場合あり。分煙状況・アレルギーの
対応については宿に要問い合わせ
■定40人（多数抽選）　最少催行人数／20人
■費大人２万1000円、中学生・65歳以上１万9000円、小
学生１万4000円（往復バス・食事４回分・リフト代、
宿泊費、保険料含む）
※参加費は市内在住・在勤・在学の方で姉妹都市宿泊
費助成制度を利用した場合の料金。レンタルスキーな
どを希望する場合は各自申し込み（レンタル料は各自
負担・宿泊先により異なる）
※スキースクールは現地申し込み（費用は各自負担）
■他重複の応募は失格。部屋は相部屋になる場合あり。
通知が３月４日㈬までに届かない場合は要問い合わせ
■申■問往復はがきに参加者全員の住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、性別、電話番号、在勤・在学の方は勤め先・
学校名、レンタル希望の有無、希望宿（第３希望まで
必記。記載がない場合は無効）、宿泊費助成制度を利
用する場合は制度利用に「同意する」と明記し、２月
21日㈮（必着）までに〒182－8511市役所文化生涯学
習課「姉妹都市木島平村バスツアー」係☎481－7139
へ

　　催　　し

■ 神代植物公園「梅まつり」
　古くから伝わる品種を中心に約70品種、170本の梅
を楽しむことができます。期間中は「梅」にちなんだ
さまざまなプログラムがあります。
■期３月１日㈰まで※２月10日㈪・17日㈪・25日㈫を除
く　
開園時間／午前９時30分～
午後５時（最終入園４時）
■内うめコンサート、うめ園
ガイドツアー、講演会「江
戸の梅見」、梅見茶屋
■費一般・大人500円、65歳以上250円、中学生200円、
小学生以下と都内在住・在学の中学生は無料
■問都立神代植物公園サービスセンター☎483－2300
 （産業振興課）

■ 第１回学力向上アプリコンテスト
　勉強のノウハウをアプリにするコンテストです。
エントリー期間／２月５日㈬～８月２日㈰
作品募集締め切り／８月17日㈪
作品公開・ユーザーによる人気投票期間／８月下旬～
11月　■対小学５年～大学生の団体または個人
評価方法／人気投票ランキングと審査員による着眼点、
創意工夫、面白さ、コードの評価
審査委員長／田野俊一（電気通信大学大学院教授）
主催者代表／雪本修一（電通大発ベンチャー㈱MNU代
表取締役）　■費無料
■申コンテスト■HP（右記２次元コードからアク
セス可）から申し込み
■問電通大発ベンチャーNPO法人uecサポート■Ｅuecpro
gramming2018@gmail.com （文化生涯学習課）

■ 第17回調布銀座雪まつり
　雪の滑り台、雪だるま、
雪遊びなどで楽しめるスノ
ーパークを開催します。
■日２月８日㈯午前10時～午
後５時
■所調布銀座商栄会協同組合
ゆうゆうロード
■他抽選会、木島平きのこ汁の無料配布、チョコフォン
デュなどあり。当日運ばれる雪の不足により中止の場
合あり
■問調布銀座商栄会協同組合☎482－2634（産業振興課）

■ 第３回柴崎つつじヶ丘仙川まちゼミ
　商店街の店主が講師となり、専門店ならではの専門
知識や技術、こつなどを伝えるミニ講座です。親子で
参加する講座や、夜講座もあります。
■期２月14日㈮～３月13日㈮　
■所市内店舗など（柴崎・つつじヶ丘・仙川駅周辺）　
■時各回１時間～１時間30分
■費無料
■申２月７日㈮から希望講座の開講店舗へ直接電話など
で申し込み（先着順）
■他全21講座。各講座内容と開講店舗は新聞折込チラシ

（一部）または調布観光ナビ■HP「第３回柴崎つつじヶ
丘仙川まちゼミ」参照
■主柴崎駅北口商店会、深大寺通り商店会、つつじヶ丘
商店会、仙川商店街協同組合　
■問産業振興課☎481－7539

■ 深大寺ゆきあそび
　姉妹都市の木島平村から
雪を運び、雪の滑り台や雪
遊び広場を作ります。
■程２月15日㈯・16日㈰
■時午前11時～午後３時
■所深大寺深沙の杜
■他木島平村の特産品やきのこ汁の販売などあり
■主■問深大寺そば組合☎070－3149－3702
 （文化生涯学習課）
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●市内で開催される東京2020オリンピック・パラリンピック競技　◦7人制ラグビー、近代五種（水泳、馬術、ランニング、射撃）、サッカー　■所東京スタジア
ム（味の素スタジアム）　◦近代五種（フェンシング）、バドミントン、車いすバスケットボール　■所武蔵野の森総合スポーツプラザ　◦自転車（ロードレース）
スタート会場　■所武蔵野の森公園　　■他詳細は市■HPの特設ページ（右記２次元コードからアクセス可）を参照

　講座・講演会

■ エネルギーセミナー「ｅモビリティ～走る蓄電池と移動・暮らしの未来像～」
　電気自動車や電動バイクなどの“ｅモビリティ”と
再生可能エネルギーをテーマに、EVsmartブログ編集
長と電動バイク販売会社の経営者が語り合います。
■日２月11日㈷午後１時30分～３時30分（１時15分開場）
■所文化会館たづくり８階映像シアター
■対市内と近隣在住・在勤・在学の方
■演塩川正明（㈱MSソリューションズ代表取締役社長）、
寄
より

本
もと

好則（EVsmartブログ編集長）、古屋将太（認定
NPO法人環境エネルギー政策研究所（ISEP）研究員）
■定申し込み順100人
■費無料
■申■問電話・FAXまたはＥメールに住所、氏名、参加人
数、日中つながる電話番号を明記し、２月10日㈪まで
に〒182－0024布田１－46－１調布KSビル４階（一社）
調布未

あ

来
す

のエネルギー協議会☎444－1120・ 444－
1952・■Ｅ info@chofu-energykyou.jpへ （環境政策課）

■ 榊原記念病院　市民公開講座
■程・■内①２月13日㈭・心臓病における運動の効果と方
法②３月12日㈭・食事で動脈硬化の改善・予防をしよ
う
■時午前10時～11時
■所榊原記念病院１階オリエンテーションルーム
■講榊原記念病院①理学療法士②管理栄養士
■定当日先着20人　■費無料　
■他詳細は病院■HP参照
■主■問榊原記念病院☎042－314－3111㈹ （健康推進課）

■ 空き家活かし方会議 ～地域の魅力を活かしたゲストハウス編～
■程２月15日㈯
■時・■内①午前10時～正午・空き家見学会、深大寺周辺
のまち歩き②午後１時～４時・調布市の取り組みの説
明、ブレスト会（意見交換）※原則、両方参加
■所深大寺いづみや（深大寺元町２－33－５。まち歩き
は深大寺周辺）
■対市内と近隣区市在住者、同地域に空き家を所有して
いる方、利活用希望者など
■定申し込み順40人
■費800円

タオル
■申■問２月６日㈭午前10時30分から電話または直接市民
プラザあくろす指定管理者☎443－1211へ
 （男女共同参画推進課）

■ ワードを使って団体やイベント告知の チラシを作ろう（全４回）
■程①２月20日㈭②27日㈭③３月５日㈭④12日㈭
■時午後６時30分～８時30分
■所市民プラザあくろす２階会議室１
■内ワードの基本操作の説明、チラシを作る上で必要な
テクニックなどの紹介　
■定申し込み順８人　■費500円　
■持パソコン（無くても可）
■申■問２月14日㈮までに電話またはＥメールで協働推進
課☎481－7036・■Ｅkomyuni@w2.city.chofu.tokyo.jpへ

■ レクリエーション講習会 「みんなで考える　ゲームの創作」
■日２月20日㈭午後７時～９時
■所教育会館３階301研修室
■対高校生以上
■講池田雅彦（コミュニケーションラボラトリー代表）
■定50人（多数抽選）　■費無料
■申■問申込書（社会教育課（教育会館１階）で配布また
は市■HPから印刷可）に必要事項を記入し、直接または
郵送・FAXで２月18日㈫までに〒182－0026小島町２
－36－１教育会館１階社会教育課☎481－7488・ 481
－7739またはＥメールに氏名、電話番号、Ｅメールア
ドレス、参加したい旨を明記し、■Ｅsyakaiky@w2.city.
chofu.tokyo.jpへ

■ 消費者講座「食の安全は手作りから」
■日２月26日㈬午前10時30分～午後１時30分
■所文化会館たづくり10階調理実習室
■対市内在住・在勤・在学の方
■内姉妹都市木島平村のおやき作り
■講調布市消費者団体連合会
■定16人（多数抽選）　■費400円
■持エプロン、タオル
■申往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、電話番号、
返信面に住所、氏名を明記し、２月17日㈪（必着）ま
でに〒182－8511市役所文化生涯学習課「おやき作り」
へ
■問調布市消費者団体連合会☎090－4913－8478
 （文化生涯学習課）

■申予約フォーム（市■HP、イベントチラシ参照または上
記２次元コードからアクセス可）から申し込み
■問住宅課☎481－7817

■ 第23回　生涯学習講演会 「その先に見えたもの 
　～私がオリンピックまで頑張れた理

わ

由
け

～」
■日２月15日㈯午後６時～８時（５時30分開場）
■所文化会館たづくり８階映像シアタ
ー　
■講藤丸真世（アテネ五輪シンクロ銀
メダリスト）　
■定当日先着100人　
■費無料　
■主■問調布市文化協会事務局☎441－
6196 （文化生涯学習課）

■ 若者にかかわる「オトナ」のための講座
　中学・高校生世代の居場所「青少年ステーション
CAPS」を運営してきたスタッフと一緒に、若者に関
わる上での悩み事や相談事を話してみませんか。
■日２月19日㈬午後６時30分～８時30分
■所文化会館たづくり３階303会議室
■対小学生以上の子育てをしている保護者、青少年・若
者と関わりがある方
■講平澤和哉（NPO法人ちょうふこどもネット理事長）、
調布市青少年ステーションCAPSスタッフ
■定申し込み順20人
■費500円（当日持参）
■申■問Ｅメールに講座名、氏名（ふりがな）、電話番号、
Ｅメールアドレスを明記し、NPO法人ちょうふこど
もネット事務局☎444－8310・ 444－8312・■Ｅnukum
orist@live.jpへ （児童青少年課）

■ 世界のヘルシー料理紀行
■日２月20日㈭午後６時～８時、21日㈮午後５時～７時

（各回同内容）
■所市民プラザあくろす３階調理室
■内ドイツ周辺の郷土料理「精
進シュニッツェル」「レン
ズ豆の濃厚スープ」
■講田中澄子（創作料理家）
■定各回申し込み順12人
■費2000円（材料費含む）
■持エプロン、三角巾、布巾、

映画のまち調布　シネマフェスティバル2020
　映画賞「第２回映画のまち調布賞」授賞式のほか、
映画制作の技術スタッフなどによるトークショー付
きの映画上映会、展示、ワークショップなど、各種
イベントを開催します。
■期２月14日㈮～３月８日㈰
■所文化会館たづくり、グリーンホール、シアタス調
布　ほか
●映画賞「第２回映画のまち調布賞」受賞者発表
　昨年行われた投票で選ばれた作品の中から、映画
文化・芸術・産業の振興に寄与した映画・映像作品
とその製作に貢献した方を顕彰します。
撮影賞：「新聞記者」今村圭佑
照明賞：「日日是好日」水野研一

録音賞： 「こんな夜更けにバナナかよ　愛しき実話」
鈴木　肇

美術賞：「キングダム」斎藤岩男
編集賞：「翔んで埼玉」河村信二
作品賞：「天気の子」
功労賞：紅谷愃一（録音技師）
■問（公財）調布市文化・コミュニティ振興財団文化・
コミュニティ事業課☎441－6150
●第２回映画のまち調布賞授賞式と先行特別上映会
■程２月29日㈯
■時授賞式：午後５時～
　上映会：６時10分～
■費1400円
■内Fukushima50（2020
年／122分／DCP）
■他映画賞の詳細、チケ
ット購入は■HP「映画の
まち調布シネ
マフェスティ
バル」参照

■所■問イオンシネマ　シアタス調布☎490－0039（音声
自動ダイヤル） （文化生涯学習課）

映画のまち調布シネマフェスティバル2020関連事業
アフラックプレゼンツ

「井上あずみファミリーコンサート」
　スタジオジブリ作品「天空の城ラピュタ」のシア
タス調布での特別上映会を記念して、同作品エンデ
ィング曲「君をのせて」を歌う井上あずみさんのコ
ンサートを開催します。当日は、アフラックによる
健康増進関連の展示も行います。
■日３月１日㈰午後１時30分～２
時30分（０時30分開場）
■所グリーンホール大ホール
■内君をのせて、さんぽ、となり
のトトロ　ほか
■演井上あずみ（歌手）
■定700人（多数抽選）
■費無料
協賛／アフラック生命保険㈱
■他抽選結果は２月25日㈫以降に
連絡。当日は、返信はがきまた
はＥメールの返信文を会場で要提示
■申■問往復はがきまたはＥメールにタイトル「井上あ
ずみファミリーコンサート応募」、チケット希望枚
数（１人８枚まで）、住所、氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号を明記し、２月21日㈮（必着）までに〒182
－8511市役所３階産業振興課☎481－7180・■Ｅkank
ou@w2.city.chofu.tokyo.jpへ

功労賞：紅谷愃一

録音賞：鈴木　肇撮影賞：今村圭佑

編集賞：河村信二

照明賞：水野研一

美術賞：斎藤岩男

「Fukushima 50」
（フクシマフィフティ）

©2020「Fukushima 50」
製作委員会

3月6日㈮全国公開
配給：松竹　KADOKAWA
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●児童虐待の「早期発見」は、子どもと保護者を必要な援助につなげるための第一歩です
　虐待されている子どもや、その保護者は援助が必要です。虐待が疑われる行為を発見した場合はご連絡ください。なお、連絡した方の個人情報は守られます。
　■時午前９時～午後５時（第３土曜日とその翌日、年末年始を除く）　■問子ども家庭支援センターすこやか 0120－087－358（子ども政策課）

■ 社会教育学習グループ公開講座　
◎CCD「インクルーシブ英会話」（中級クラス）
■日２月26日㈬午後１時～３時　
■所総合福祉センター２階団体室　
■講アンドレ・キングウェイ（英会話講師）
■定申し込み順10人　
■費無料　
■他会員登録（有料）すると継続受講可能　
■申■問２月25日㈫までに電話またはＥメールで調布障害
者協議会（CCD）・神尾☎090－5558－2537・■Ｅccd.jin
@gmail.comへ （社会教育課）

■ 見守りサポーター（みまもりさん）養成講座
■日①２月27日㈭午前10時～11時②３月18日㈬午後２時
～３時　
■所①市民プラザあくろすホール②文化会館たづくり８
階映像シアター　
■内高齢者などの見守りに役立つ知識を身につける　
■定当日先着80人　
■費無料　
■問高齢者支援室☎481－7150

■申２月12日㈬までに電気通信大学社会連携センター■HP
から申し込み
■他締め切り後、定員に空きがある場合は申し込み順で
受け付け
■問電気通信大学総務企画課☎443－5880
 （文化生涯学習課）

画像ライブラリーを
ご存知ですか？

　画像ライブラリー
では、市職員が撮影
した風景・施設・イ
ベントなどの写真を
公開しています。掲
載した写真はダウン
ロードして利用する
ことができます。調
布の魅力発信などにご活用ください。
注意事項／画像データの利用に当たっては、事前
に利用規約の確認を。画像データの利用をもって、
利用規約に同意したものとします
■問広報課☎481－7301

■ のびのび英会話
◎B1コース／初歩からはじめる英会話
■程３～９月の火曜日（月４回）　
◎B2コース／初歩からはじめる英会話
■程３～９月の水曜日（月４回）
各コース共に
■時午前10時30分～正午　
■対一般初級　
■定申し込み順10人　
■費月4000円
■所■申■問電話で調布市シルバー人材センター☎487－9375
へ

■ サイエンスカフェChofu第15回
　コーヒーを飲みながら、研究者と気軽に科学につい
て語り合いませんか。
■日３月14日㈯午後２時～３時30分
■所電気通信大学創立80周年記念会館３階フォーラム
■対高校生以上
テーマ／乳酸菌とヒトとの永く深いつながり
■講佐々木泰子（明治大学准教授）　
■定30人（多数抽選）　
■費無料　

■ 電気通信大学〈平成15年５月20日締結〉
◎調布少年少女発明クラブ令和２年度会員募集
■日原則、毎月第１・３土曜日の午後
■所創立80周年記念会館
■対現在小学２～５年生
■定男子20人、女子20人（多数抽選）
■費１万円（年会費）
■申■問２月19日㈬（必着）までに社会連携センター■HP
から申し込み、またはFAX、郵送で〒182－8585調
布ケ丘１－５－１電気通信大学総務企画課発明クラ
ブ事務局☎443－5880・ 443－5887へ
◎いっしょに直そうおもちゃの病院
■日２月15日㈯午前10時30分～午後３時（受付２時ま
で）
■所創立80周年記念会館
■費無料
■他要申し込み。原則子ども同伴。おもちゃ３個以内
■申２月13日㈭午後３時までに社会連携センター■HPか
ら申し込み
■問総務企画課☎443－5880
◎電気通信大学プログラミング教室入会説明会
■日２月16日㈰午後２時～３時30分
■所UECアライアンスセンター１階100周年記念ホール
■対小学５年～高校３年生
■申電気通信大学プログラミング教室■HP「お問い合わ
せ」の中の申し込みフォームから申し込み
■問電気通信大学プログラミング教室■Ｅuecprogramm
ing2018@gmail.com
◎子ども工作教室
　「エア・クッション・ビークルの製作」
■日３月７日㈯午後１時～４時
■所創立80周年記念会館
■対小学３～６年生

■定20人（多数抽選）
■費500円
■申２月５日㈬～９日㈰に社会連携センター■HPから申
し込み
■問総務企画課☎443－5880
◎AI・セキュリティ人材育成プログラム
　汎用人工知能やセキュリティの基礎から、深層学
習、ゲームAI、ブロックチェーンなどの最先端の理
論を修得します。
■程７～12月の水曜日夜・土曜日※計70時間
■所東３号館
■費56万円
■対社会人（理工系学部卒業または同等の学力を有す
る方）
■定申し込み順30人
■締５月17日㈰
■他詳細は電気通信大学ウェブシステムデザインプロ
グラム■HP参照
■問ウェブシステムデザイン事務局■Ｅcontact@websy
s.edu.uec.ac.jp

■ 明治大学〈平成16年2月17日締結〉
①東京2020オリンピック・パラリンピックの視点
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の観戦を10倍楽しむための話題を話します。
■日２月29日㈯午後１時～２時30分
■所中野キャンパス５階ホール
■講後藤光将（本学教授）ほか
■定申し込み順400人
■費無料
②リバティアカデミー2020年度春期講座パンフレッ
トの無料配布
　駿河台、和泉、生田、中野の４キャンパスで教養・
文化、ビジネス、資格・実務、語学など幅広い分野

の講座を開設します。
①②共に
■申■問リバティアカデミー事務局☎03－3296－4423・
■HP「明治大学リバティアカデミー」

■ 白百合女子大学〈平成18年３月28日締結〉
◎白百合女子大学児童文化研究センター講演会
■日３月７日㈯午後１時～４時
■所本館地階9013教室
■内光吉文庫のロシア絵本について
■講沼辺信一（絵本蒐集・研究家）
■費無料
■申■問３月５日㈭までにＥメールまたはFAXで白百合
女子大学児童文化研究センター☎03－3326－7994・

03－3326－1319・■Ｅ jido-bun@shirayuri.ac.jpへ

■ 東京慈恵会医科大学〈平成20年11月28日締結〉
●東京慈恵会医科大学第三病院
◎コンポリクラブ「食物アレルギー最新情報」
■日２月15日㈯午後２時30分～４時
■所看護専門学校６階講堂
■定100人
■保あり（無料）
■申当日直接会場へ
■問小児科外来☎03－3480－1151（内線3185）
◎社会保険労務士による就労相談
■程３月４日㈬
■時午後２時～、３時～、４時～（各45分）
■所がん相談支援センター
■対がん経験者と家族
■他事前予約制
■申■問がん相談支援センター☎03－3480－1151（内線
3562）

詳細は調布市生涯学習情報コーナー■HP（右記２次元コードからもアクセス可）参照　（文化生涯学習課）
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掲載の申し込み／㈱ウィード（広告代理店、多摩川5－9－4 インペリアル京王多摩川フラット103号）☎443－6681・　443－6682
広告料／1 枠3万円（前払。デザイン・版の制作費・消費税広告主負担）※広告料収入は市報ちょうふの印刷製本費用の一部に充当しています

（広報課）

掲載の申し込み／㈱ウィード（広告代
理店、多摩川5－9－4　インペリアル
京王多摩川フラット103号）☎443－
6681・　443－6682　
広告料／1号・2号：1枠3万円、3号

（オビ）：1枠１万5000円（前払。デザ
イン・版の制作費・消費税広告主負担）
※広告料収入は市報ちょうふの印刷製
本費用の一部に充当しています

市公式ホームページの広告主募集
　１年間で約122万（平成30年度実績）件アク
セスのある市公式ホームページトップページ
に広告を表示しませんか。
掲載単位／１カ月（１日～末日）
掲載位置／市■HPのトップページ下部　
規格／GIF形式、縦60ピクセル×横150ピクセル
広告料／１枠当たり１カ月３万円　
■締掲載希望月の前々月の末日　
■申■問申請書（広報課（市役所４階）で配布、
または市■HPから印刷可）に必要事項を記入し、〒182－8511市役所４階広報課☎
481－7302へ郵送または持参（土・日曜日、祝日を除く）
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★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称を省略しています
★「全◯回」と表記している事業は全日程参加が原則です

ちょうふの各館だより
多彩なイベントを開催します。ぜひお出掛けください

●常設展示「調布の歴史」
（２階展示室）
■費無料
●郷土学習展
「ちょっと昔の暮らし」
（１階展示室）
■期３月29日㈰まで　
■費無料
●団体見学が始まっています
　市内の小学３年生が学習のために来館しています。
混雑することがありますが、団体見学時も展示をご覧
いただけます。ご理解とご協力をお願いします。

●企画展「読者に届くまで」
～自筆原稿・装幀・単行本～
　実篤の文章が読者に届くま
でにどのような過程を経るの
かを自筆原稿でたどり、本を
彩った装幀や挿絵の数々とと
もに紹介します。
■期３月８日㈰まで
◎展示解説
■日２月８日㈯午後１時30分～　
■申当日直接会場へ

●閲覧室休室
■程２月６日㈭・13日㈭・20日㈭
●実篤公園ボランティアガイド
■程２月15日㈯　
■時午後１時～３時※２時30分まで随時受け付け。荒天
中止　
■対個人または５人までのグループ　
■内旧実篤邸や公園の見所などを案内（約30分）　
■費無料　
■申当日、記念館・公園受付またはガイドへ直接申し込
み
●観梅のつどいコンサートとギャラリートーク
　実篤記念館中庭の梅の花を楽しむつどいです。中庭
を臨む館内で、桐朋学園音楽学部生のコンサートの後、
学芸員によるギャラリートークを行います。
■程２月22日㈯　
■時コンサート：午後１時～（40分程度）
　ギャラリートーク：コンサート終了後～（45分程度）
■定なし※コンサートの椅子席は先着30人程度。当日正
午から整理券配布
■費無料（入場料のみ）
■申当日直接会場へ
■他コンサートのみ、ギャラリートークのみの参加も可
●公開ワークショップ「朗読で感じる実篤」
　朗読することで、黙読では気づかない言葉のリズム
やニュアンスを感じ取ることができます。講師の指導
で、朗読を通して実篤のことばを体感し、表現力を養
いましょう。ワークショップへの参加・見学のどちら
かを選んでお申し込みください。
■日３月７日㈯午後１時30分～３時30分
■所仙川ふれあいの家
■講河崎早

さ

春
はる

（朗読家・
俳優）
■定・■費参加者／15人・
250円、見学者／30人・
無料※共に多数抽選
■申往復はがきの往信面に希望する講座名、参加・見学
のいずれか、応募者全員（１枚２人まで）の郵便番号、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号と、返信面
に自身の宛先を明記し、２月22日㈯（必着）までに実
篤記念館へ。締切後、定員に空きがある場合は23日㈷
午前９時～３月６日㈮午後５時に電話で受け付け（先
着順）　

●開館時間と２月の休館日

●文化会館たづくりの総合保守点検などに伴う
中央図書館休館期間
◦ブックポストへの返却不可
２月21日㈮午後８時30分～24日㉁午前９時
◦インターネットによる本の予約停止
２月21日㈮午後５時～24日㉁午前９時
◦図書館ホームページの閲覧停止
２月22日㈯午後５時30分～23日㈷午前９時
■他資料の問い合わせ・予約・延長・返却は分館で受け
付け
●調布の昔を地図でたどってみませんか
　中央図書館５階の地域資料コーナーには、個々の家
が分かる住宅地図や、周辺の風景が読み解ける地形図、
戦後間もない時期の航空写真や江戸時代の甲州街道沿
いのお店が分かる絵図など、多種多様な資料がありま
す。ぜひご活用ください。
●展示「ファンタジーの世界へ～10代のみなさんへ～」
　ちょっと不思議なお話から本格的なファンタジー小
説まで、幅広く本を集めて展示しています。
■期３月22日㈰まで
■所中央図書館４階
●布の絵本・布の遊具の利用を
　布地やフェルトで作られた布の絵本・布の遊具を所
蔵しています。ボタンやマジックテープなどのしかけ
があり、楽しく遊びながら障害のある子どもたちの成
長・発達が助けられるよう工夫されています。また、
障害のある子どもや、障害のある子どもがいる団体へ
貸し出しも行っています。
■他利用支援係への事前登録が必要

　「防災マップ」には、大震災の時に被害を最
小限にとどめられるように地震対策や発災時の
行動などの防災情報を掲載しています。
　「洪水ハザードマップ」には、浸水想定区域
や避難所の場所、日頃からの備えなどの情報を
掲載しています。
　各マップは、総合防災安全課などで配布しているほか市■HPからも
閲覧できます。

　台風や大雨の水害などの災害時に慌てることがないよう、家族構
成や生活環境に合わせて、「いつ」「誰が」「何をするのか」を時系列
で整理したものです。市■HPなどで洪水のリスクなどを調べて、家族
で話し合いマイ・タイムラインを作成しておきましょう。

　災害時は防災行政無線や市■HPのほか、下
記でも緊急情報などが配信されますので、
ご活用ください。
●調布市防災・安全情報メール
　市からの緊急情報や地震情
報（震度３以上）、気象情報（特
別警報、警報、注意報）、災
害情報などを配信します。
登録方法／Ｅメールアドレス（■Ｅc-bousai@
sg-m.jp）に空メールを送信し、自動返信さ
れるメールに従って登録
●防災フリーダイヤル（☎0800－8000－903）
　防災行政無線で放送した防災・災害など
の緊急情報を放送後24時間確認できます。

●市公式ツイッター　
アカウント／chofu_shi

●調布エフエム放送
　ラジオ／FM83.8MHz
　パソコン／「ListenRadio」
または「サイマルラジオ」
　スマートフォン／無料ア
プリ「Listen　Radio」を
インストール
●ケーブルテレビ　J：COM（地デジ11ch）
　災害時には、J：COMの番組画面に災害
情報が表示されます。
■問総合防災安全課☎481－7346

「防災マップ」と「洪水ハザードマップ」の確認を

マイ・タイムラインの作成を

災害時の情報収集方法の確認を

図書館
中央図書館　〒182－0026　小島町２－33－１
　　　　　　文化会館たづくり４・５・６階　
　　　　　　☎441－6181　　441－6183

専用　あり■HP ■HP携帯版　http://www.lib.city.chofu.tokyo.jp/i/

武者小路実篤記念館
〒182－0003　若葉町１－８－30　専用　あり
☎03－3326－0648　　03－3326－1330

■HP

開館時間／午前９時～午後５時
入場料／大人200円、小・中学生100円、市内在住の65歳以上無料
休館日／月曜日（祝日の場合は直後の平日）

開館時間／午前９時～午後４時　入場料／無料
休館日／月曜日（祝日の場合は直後の平日）

郷土博物館
〒182－0026　小島町３－26－２
☎481－7656　　481－7655

中　央
図書館

分　館

開 館 時 間

午前９時～ 
　　　　午後８時30分

午前９時～午後５時

休　館　日

２月17日㈪・18日㈫ 
　　22日㈯・23日㈷

２月10日㈪・17日㈪ 
　　18日㈫・25日㈫

展示の様子

武者小路実篤
『友情』初版本

（以文社　大正９年４月）

昨年のワークショップの様子



●月曜日休館　●申し込み／原則、電話または来館で
●費用／記載のない場合は無料

公民館だより・市民の広場 � 令和2（2020）年2月5日　　【15】No.1648

●東部市民講座「武蔵野台地と立川断層」（全３回）
　地元の地形の成り立ちと、予想される自然災害につ
いて学びます。
■程・■内①２月18日㈫・私たちの住む武蔵野台地②25日
㈫・立川断層の存在③３月３日㈫・地形と自然災害の
関係　■時午前10時～正午
■講山崎晴雄（首都大学東京名誉教授）
■定申し込み順40人
■申２月６日㈭午前10時から受け付け
●東部ジュニア教室
　「親子でつくろう　オリジナルフルーツ大福」
　イチゴ大福の中身やトッピングをアレンジして、オ
リジナル大福を作ります。
■日２月22日㈯午前10時～正午
■対小学生以上の子どもと保護者
■講小

お

高
だか

富士子（料理研究家、辻クッキングスクール元
講師）　■定申し込み順８組16人（市民優先）
■費500円（材料費。２月19日㈬までに持参）
■持エプロン、バンダナ、布巾、手拭きタオル、持ち帰
り容器、筆記用具
■申２月８日㈯午前９時から電話または直接受け付け
●東部市民講座「地域を歩こう　白百合女子大学
キャンパス見学ツアー」　
　チャペル、図書館、カフェテリアのほか、国の登録
有形文化財「めぐみ荘」を見学します。
■日２月27日㈭午前10時～正午
■所白百合女子大学11号館３階クララホール※詳細は返
信はがき参照
■定20人（多数抽選。初参加
・市民優先）
■申往復はがき（家族は２人
連記可）に住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号、
返信用宛先を明記し、２月
13日㈭（必着）までに東部公民館「白百合女子大見学
ツアー」係へ
■他車・自転車での来場不可
●講演会「悲しみを生きる力に」
　世田谷事件遺族として犯罪被害の悲しみ・苦しみと
向き合い、葛藤の中で「生き直し」をした体験などを
話します。
■日２月27日㈭午後２時～４時　
■講入江　杏

あん

（「ミシュカの森」主宰、上智大学グリー
フケア研究所非常勤講師）　■定申し込み順50人
■申２月12日㈬午前９時から受け付け

●芸術鑑賞講座
　「建築の魅力発見　江戸東京たてもの園」（全２回）
■日①３月５日㈭午前10時～正午②12日㈭午前９時～午
後４時
■所①東部公民館　
■集②文化会館たづくり北
側入口
■内①講義「昭和レトロな
看板建築から高橋是清邸
まで」②見学「江戸東京たてもの園」（小金井市桜町
３－７－１）
■講江戸東京たてもの園①学芸員②ボランティアガイド
■定申し込み順40人
■費1000円（参加費・資料代。初回持参）　
■申２月12日㈬午前９時から受け付け
■他昼食希望者は別途750円（初回持参）。市のバスを利
用

●初めてでもできる簡単パン作りにチャレンジしよう
■日２月27日㈭午前10時～午後１時
■内りんごとシナモンのリングパン、ツナとコーンのマ
ヨネーズパンなど３種
■講粟谷道代（料理研究家）
■定申し込み順12人
■費1000円（材料費。２月22
日㈯までに持参）　
■持エプロン、バンダナ、布巾
■申２月６日㈭午前10時から受け付け
●子ども体験教室
　「かがくじっけんでモクモクしちゃおう」
　ドライアイスを使った実験をします。
■日２月29日㈯午前10時30分～午後０時15分
■対小学生
■講小沢洋一（仮説実験授業
研究会会員）
■定申し込み順20人（普通学
級生10人、特別支援学級生
10人）
■申２月６日㈭午前10時から受け付け
●特別講演会　「駅ピアノ」「世界ふれあい街歩き」
の映像ディレクターが語る異文化との出合い
■日３月19日㈭午後６時30分～８時30分
■所文化会館たづくり８階映像シアター
■内ハンドベルミニコンサー
トと講演　
■講尾崎竜二（映像ディレク
ター）
■演ベリーラブ（ハンドベル
デュオ）
■定申し込み順100人　
■申２月６日㈭午前11時から電話またはＥメール（■Ｅse
ibuk＠w2.city.chofu.tokyo.jp）で受け付けＥ
■他手話通訳あり

●開館30周年記念展示・
　絵手紙花の会秋桜作品展
■期２月13日㈭まで
■時午前９時～午後５時
■所１階北の杜ギャラリー

●平和フェスティバル
「未来へのフィロソフィー～ピアノと父の手紙から～」
　ピアノの調律師をしていた語り手の父が残した手紙
を元に、参加者同士で未来について考えます。
■日２月22日㈯午後２時～４時20分
■講清水千絵（（一社）つなぐ会会員）
■演Saki＆Maki（ヴァイオリンとピアノ）
■定申し込み順30人
■申２月６日㈭午前10時から電話または直接受け付け
■他「ちょうふピースメッセンジャー2019」の報告やJ－
popや童謡などを演奏するコンサートもあり
●折り紙体験教室「おひな様」
■日２月25日㈫午前10時～正午
■講■主北部公民館利用登録団体
「紙遊びの会」
■定申し込み順15人
■費500円（材料費。２月22日㈯
までに持参）
■持はさみ、ボンド
■申２月６日㈭午後１時から電
話または直接受け付け

■第18回調布水彩画会展■日２月10日㈪～16日㈰午前10時～
午後５時（初日午後０時30分から）■所文化会館たづくり２
階■費無料■問佐藤☎483－7679

■調布・狛江リウマチ友の会■日２月12日㈬・３月11日㈬午
後１時30分～３時30分■所総合福祉センター２階■費200円（茶
菓代）■問大串☎499－2065

■第１回翔
しょう

永
えい

水墨画有志展■日２月24日㉁～26日㈬午前10時
～午後５時（初日正午から、最終日４時まで）■所文化会館
たづくり２階■費無料■問杉本☎483－3850

催　　し

　生涯学習サークルに体験入会し、生涯学習活動
を始めてみませんか。
アンサンブル・ボー（全２回）
■程２月12日㈬・19日㈬
■時午前９時40分～正午
■所文化会館たづくり地下音楽練習室
■対女性
■内女声合唱　「365日の紙飛行機」ほか
■定申し込み順５人
■費100円（資料代）
■持筆記用具
■申■問２月10日㈪までに生涯学習情報コーナー☎441
－6155（土・日曜日、祝日、たづくり休館日を除
く午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く））
へ

生涯学習サークル体験活動をしませんか

東部公民館
〒182－0003　若葉町１－29－21
☎03－3309－4505　　03－3305－3456

西部公民館
〒182－0035　上石原３－21－６
☎484－2531　　484－3704

北部公民館
〒182－0014　柴崎2－5－18
☎488－2698　　488－2787

市民の広場　催し＆会員募集

●記事の内容などは直接問い合わせ先へ連絡をお願いします。掲載を希望する方は必ず掲載基
準を読んでからお申し込みください。申し込みが多い場合掲載できないことがありますので、
あらかじめご了承ください。（広報課）

めぐみ荘
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　ＮＴＴ東日本バドミントン部　地域感謝祭
　東京２０２０大会では市内の武蔵野の森総合スポーツプラザで行われるバドミント
ン。市内に活動拠点を置くＮＴＴ東日本バドミントン部選手・コーチの指導のもと、選手
が実際に練習している体育館で体験できます。
■日２月２９日（土）午前１０時～午後１時　■所ＮＴＴ中央研修センタ　体育館　■集午前９時
３０分　■対市内在住・在学の小学生　■内レベル別のバドミントン体験　■講ＮＴＴ東日本
バドミントン部選手・コーチ　■定５０人（多数抽
選）　■費無料　■持体育館履き・バドミントンラ
ケット・飲み物　■他保護者同伴の場合は１人ま
で。詳細は市■HP参照　■申■問住所、氏名（ふりが
な）、年齢（学年）、学校名、電話番号、同伴の有
無を明記し、２月19日（水）までにＦＡＸまたはＥ
メールでスポーツ振興課☎４８１－７４９６・　４８１
－６８８１・■Ｅsports@w2.city.chofu.tokyo.jp
へ　

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています★

1　7　0　　

2　0　2　　

活動日／①オリンピック聖火リレー：7月16日（木）、②パラリンピック聖火リレー：8月24日
（月）　活動時間（予定）／①早朝からお昼頃までの2～4時間程度　②午後から夕方頃ま
での2～4時間程度　活動場所／調布市内における聖火リレーのコース沿道、セレモ
ニー会場、聖火ランナー集合場所など　活動内容／聖火リレー沿道の走路管理や沿道
周辺の観衆整理、セレモニー会場などにおける運営補助など
募集人数（予定）／①400人程度、②300人程度
応募要件／市内在住・在勤・在学の平成17年（2005年）4月1日以前に生まれた方で、原
則、電子メールと携帯電話の両方で事務局からの連絡を受け取れる方など
■他ユニフォーム（Ｔシャツ）・帽子支給予定。ボランティア保険は市で加入。詳細は市■HP参照
■■申■問申込書（オリンピック・パラリンピック担当で配布、または市■HPから印刷可）に必要事
項を記入の上、２月５日（水）～３月３１日（火）(消印有効)に直接または郵送、Ｅメールで
〒182－8511市役所8階オリンピック・パラリンピック担当☎４８１－７４４７・■Ｅchofu_vol
@w2.city.chofu.tokyo.jpへ

■問NPO法人ファーストステップ（染地3－1－946）☎426－4223・　426－4240

 　パラアート展にも参加したファーストステップは、障害のある方の芸術活動支
援を行っている障害者支援施設です。今回は、パラアートという観点から、市内で
長年障害者支援に携わっている理事長の名古屋さんにお話を伺いました。

●施設の活動内容を教えてください。
　誰もが自分の好きなことを仕事にしたいと考えていると思います。自分が若い
頃に絵を描いていたこともあり、「絵を描くことが好き」、「何かを造ることが好き」
な障害者を応援するため、ファーストステップを立ち上げました。現在11人の利用
者と、絵画の販売や作品をモチーフにした商品の制作・販売を行っています。
●障害のある方ならではの作品の良さや持ち味はありますか。
　私たちとは違う「繊細」かつ「鋭い」感性で描かれる作品には魅了されます。特に
色使いや技法については、誰に教わるわけでもなく自然に表現されています。ま
た、作品を観る時に「障害者の作品」という視点は必要ありません。アート作品は誰
が制作したかではなく、作品自体の魅力で評価されるからです。
●施設を運営する上での工夫はありますか。
　一般的なギャラリーよりも気軽にお店に来て、作品を楽しんでいただけるよう、
「ギャラリー＆カフェ」としました。また、福祉施設は関係者以外が入りにくい傾向に
あるため、作品だけでなく一般雑貨も置くことで、さまざまな人がお店に入りやす
いよう工夫しています。
　その結果、地域のみなさんがカフェを利用したり、作品を購入したりするだけで
なく、道端でも利用者に声を掛けてくださるようになりました。利用者は、こうした
地域との交流などがやりがいにつながり、どんどん表情が明るくなっています。
●普段の生活の中で、障害のある人もない人もお互いを尊重するために、どのよう
なことを考えればよいと思いますか？
　私たちは「一人で生きる」ことは困難です。お互いに強みや弱みを認め合い助け
合うこと、特に障害者を特別扱いすることなく、共に地域で生きようとすることだ
と思います。
●皆さんに一言お願いします。
　カフェでは学生の勉強、会社員の仕事も大歓迎です。静かにゆっくり過ごしたい
という方やアートが好きな方、ぜひお越しください。お待ちしています。

オリンピック　　パラリンピックオリンピック　　パラリンピックオリンピック　　パラリンピック

インタビュー全文
（市■HP）はこちらから！

名古屋一さん（左から2番目）

■問キャッチフレーズについて／政策企画課☎481－7368　
　パラアート・アートデザインについて／文化生涯学習課☎481－7139

　この「パラハートちょうふ」というキャッチフレーズには、「市内外の多くの方々がさ
まざまな障害に対する理解を深め、一人ひとりが寄り添う心を持ち、手を取り合って暮
らせる共生社会を実現したい」という思いを込めています。
　市は、2020年を「パラリンピックを契機とした共生社会の実現の重要性を発信し
ていく１年」と位置付け、さまざまな取り組みを展開します。

詳細は
こちらから

ファーストステップ■HP
（施設概要やアクセスなど）

ロゴとアートデザインを組み合わせた活用の例

アートデザインの制作風景

名古屋一さん
（NPO法人ファーストステップ　
　理事長）

左記のアートデザインの制作に
携わった名古屋さんに

共生社会を実現するための
ヒントを伺いました

　　セブン-イレブン飛田給品川通り店で福祉作業所商品を販売

●固定資産税・都市計画税第４期、国民健康保険税第８期の納付期限は３月２日（月）　お手元の納付書で、指定金融機関派出所（市役所２階）・神代出張所・取扱金融機関などでお納めください。
なお、バーコード付きの納付書は全国のコンビニエンスストアや携帯電話・スマートフォン・タブレット端末（モバイルレジ）でも納付できます。納付方法の詳細は納付書裏面をご覧ください。納付書がない方は、担当課へ
ご連絡ください。　■問固定資産税・都市計画税／納税課（市役所３階）☎481－7214～20　国民健康保険税／保険年金課（市役所２階）☎481－7055・6

　東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー
　調布市聖火リレーサポーター募集

市の取り組み

ロゴとアートデザインの活用

使用方法など、詳細は市■HP参照（右記２次元コードからアクセス可）

◆パラアート展
　市内の福祉作業所で活動している方々の
作品を展示するアート展です。
　今年度は12月に、縫製サンプルの「トワ
ル」を装飾したアート作品をはじめ、さまざま
な作品を展示しました。

　オリンピック開会１年前となる７月
24日に開催された「調布サマーフェ
スティバル2019」で、パラアート展の
関連ワークショップを実施しました。
ワークショップでは、市内の福祉作業
所メンバーとイベントに来場した子ど
もたちが、指や手に絵の具をつけて、
一緒にアート活動を楽しみました。

　パラアート展の関連ワークショップで制作
したアートデザインとロゴを組み合わせて、
グッズの作成など、市の取り組みのＰＲに活用
していきます。

ロゴとアートデザインをチラシやグッズなどに使用しませんか

「パラハートちょうふ」の
ロゴデザインを作成しました

ロゴとアートデザインを組み合わせた活用の例ロゴとアートデザインを組み合わせた活用の例ロゴとアートデザインを組み合わせた活用の例ロゴとアートデザインを組み合わせた活用の例ロゴとアートデザインを組み合わせた活用の例

　調布市、（株）セブン-イレブン・ジャパン、（株）イ
トーヨーカ堂による地域活性化包括連携協定に
基づく事業として、市内福祉作業所で手作りした
焼き菓子などを販売しています。　
■所セブン-イレブン飛田給品川通り店　
■問調布市福祉作業所等連絡会☎481－3201　

はじめ
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