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サウディアラビアンフットサル
国際親善カップ

世界遺産アルヒジュル古代遺跡があるアルウラー（マディーナ） 首都リヤド 世界中からイスラム教の礼拝者が集まる聖モスク（マッカ）

調布サマーフェスティバル2019

サウジアラビア文化展

名称：サウジアラビア王国
（Kingdom of Saudi Arabia）
人口：3370万人（2018年、世界銀行データ）
面積：215万ｋｍ2（日本の約5.7倍）
首都：リヤド　公用語：アラビア語　
通貨：リヤル
日本との時差：６時間（日本が正午のとき、
サウジアラビアは午前6時）

基 礎 知 識学ぼう！

サウジアラビア王国のホストタウンです

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

◆サウジアラビア王国の文化 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆
　国土が砂漠に覆われ、陸地の自然環境に彩りが少ないため、住環境に鮮やかな色
を取り入れる習慣があります。ソファーやタペストリーなどは鮮やかな色彩が多く、
アラビア模様などの美しい織物もありま
す。また、大人も子どもも日常的に伝統的
な民族衣装を着ています。
　市では、サウジアラビアの魅力的な文
化に触れることができるよう、美しい宝飾
品やテント、試着ができる民族衣装の展
示、ヘナタトゥー体験など、体験型の文化
展を開催しています。

◆調布市とサウジアラビア王国の交流の歴史 ◆◆◆◆◆◆◆
　サウジアラビア王国と調布市は、２００２ＦＩＦＡワールドカップで、サウジアラビア代
表チームの公認キャンプ地として調布市が選ばれたことをきっかけに交流が始まり、
これまで「サウディアラビアンフットサル国際親善カップ」や、市内小・中学生の「アラ
ブ イスラーム学院体験学習会」を継続して実施するなど、さまざま事業を通じて友好
関係を築いてきました。

調布市は

　東京２０２０大会に向けて、調布市はサウジアラビア王国のホストタウンとして登録されました。市では、サウジアラビア
王国について知ることができる文化展や講演会などを実施して、その交流を深めています。今回は、サウジアラビア王国
の文化や魅力、調布市との交流の歴史などを紹介します。

◆食文化 ◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ ◆
　遠く離れた日本とサウジアラビアですが、主食が「米」ということが共通点です。
カプサ
　鶏や羊の肉、玉ねぎやトマト、ニンニク、ス
パイスなどを加えた米を炊き込んだ釡飯のよ
うなご飯です。鶏や羊の肉をご飯の上に丸ご
とのせて、ソースをかけて食べます。ご飯の上
にのせる肉は、普段は鶏、パーティーのときは
羊、さらに豪華にしたいときはラクダになりま
す。

ナツメヤシとアラビックコーヒー
　サウジアラビアの人々は、来客時には「デー
ツ（ナツメヤシの果実）」と「アラビックコー
ヒー」を振る舞います。
　アラビックコーヒーは、日本で馴染みのある
コーヒーとは異なり、カルダモンやサフラン、
クローブ、生姜などを加えた香辛料の香りが
する苦めの味で、小さなカップに何度も注ぐ
のがサウジアラビア流のおもてなしです。
デーツは、甘くて栄養価が高く、アラビック
コーヒーを飲むときに欠かせません。

カプサ

デーツ（ナツメヤシの果実）

ヘナタトゥー体験

◆サウジアラビア王国 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
　日本から西へ約8700ｋｍ。アフリカ大陸の東にあり、アラビア半島の約80％を占
めるのがサウジアラビア王国です。
　気候は、気温が高く乾燥していることが特徴です。国土が広いので、ダイビングな
どのマリンスポーツを楽しめる地域や、冬には雪が降る地域などもあり、地域によっ
て気候が大きく異なります。

みんなで応援しよう！

サッカー男子
サウジアラビア代表は　
オリンピックに出場します。
応援よろしくお願いします！

　

サウジアラビア王国のホストタウンです
　東京２０２０大会に向けて、調布市はサウジアラビア王国のホストタウンとして登録されました。市では、サウジアラビア
王国について知ることができる文化展や講演会などを実施して、その交流を深めています。今回は、サウジアラビア王国

ここです ■問文化生涯学習課☎481－7139

すでに18年間も
交流があります
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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

　　ボランティア

■ 災害時看護職など
■対保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士な
どの資格を有する方
活動内容／災害時：緊急医療救護所における被災傷病
者に対する応急処置と看護など　災害時以外：緊急医
療救護所訓練への参加
■申■問健康推進課☎441－6100

　　仕事・創業

A税務相談会
■日４月14日㈫午後１時～４時
相談員／東京税理士会武蔵府中支部担当者
■定申し込み順３人
B「ゆとりある起業」相談会～人生100年時代を生き
生きと暮らすために～
■日４月17日㈮午前９時～午後４時（正午～午後１時を
除く）　
■講加納道章（経営アドバイザー）　
■定申し込み順６人　
C女性起業相談会
■程①４月18日㈯②22日㈬　
■時①午前10時～午後４時（正午～午後１時を除く）②
午後２時～７時　
相談員／①山田記代美②老川多加子（中小企業診断士）
■定申し込み順５人

D事業承継個別相談会
■程４月23日㈭　
■時午後１時～、２時30分～　
■対中小・小規模企業の経営者・後継者　
相談員／東京都多摩地域事業引継ぎ支援センター専門
担当者　
■定申し込み順２人　
■持直近２期分の決算書・確定申告書、会社概要※持参
可能な場合のみ　
■締４月17日㈮
E50歳から始める創業相談会
■日４月24日㈮午前９時～午後４時（正午～午後１時を
除く）
■講太田定次（経営アドバイザー）　
■定６人
A～E共に　
相談時間／１人50分
■費無料　
F絶対創活塾（第22期）（全６回）
　経営に関する知識の習得を目指し、ビジネスプラン
の作成まで取り組みます。また、この塾で知識を習得
した方は「e-プロジェクト」（調布市の特定創業支援
事業※会社設立の際、登記にかかる登録免許税の軽減
など）を利用することができます。
■程①５月16日㈯②23日㈯③６月６日㈯④20日㈯⑤７月
４日㈯⑥18日㈯　
■時午前９時30分～午後４時30分　
■所市民プラザあくろす会議室２・あくろすホール
■内①創業の心構え②事業構想③マーケティングを考え
よう④必要な資金を割り出そう、ビジネスプランの作
成⑤行政手続き、創業に必要な税の知識⑥人材育成と
雇用の実務、ビジネスプラン発表※内容は変更の可能
性あり　
■講産業労働支援センター経営アドバイザーほか
■定申し込み順16人　■費6000円
A～F共に　
■所■申■問産業労働支援センター■HPまたは電話、FAX、Ｅ
メールで申し込み

　　　官公所だより

■ 世田谷区立三宿中学校夜間学級生徒募集
　小・中学校を卒業していない方や、諸事情により中
学校で十分に学べなかった方のために、夜間学級を開
設しています。

■対15歳以上で、学ぶ意欲のある方※国籍不問
■費無料(教材費は実費)
■他日本語の勉強から始める日本語学級も開設。詳細は
要問い合わせ
■問世田谷区立三宿中学校夜間学級☎03－3424－5255

　　その他のお知らせ

■ 男女共同参画推進団体活動費補助金の交付
対象活動期間／令和３年３月31日まで
対象団体／男女共同参画社会の実現に向けた活動を行
う団体
対象活動／男女共同参画推進に関する講座または講演
会、機関紙などの作成・配布などの活動
対象経費／講師謝礼、協力者謝礼、手話通訳謝礼、印
刷費、消耗品購入費、郵送料、物品借上料、会場使用
料　
■内対象経費の実支出額を補助（１団体につき上限５万
円）
■申申込書（男女共同参画推進センターで配布、または
センター■HPから印刷可）を男女共同参画推進センター
へ持参
■問男女共同参画推進課☎443－1213

新型コロナウイルス感染症に関する情報
　感染拡大を防止するため、イベントが
中止・延期、施設が休館・休業している
場合があります。参加や利用を予定して
いる方は、事前にお問い合わせいただくか、市■HP（上
記２次元コードからアクセス可）や主催団体■HPでご
確認の上、お出掛けください。

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市■HPで公開して
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

■産業労働支援センター　〒182－0022国領町２－５－15市民プラザあくろす３階☎443－1217・ 443－
1218　■Ｅ industry@chofu-across.jp　専用■HPあり
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日本サクラソウ

中央自
動車道

三
鷹
通
り

佐須街道

コンビニ

コンビニ

至布田駅

深大寺
自然広場
野草園

市立
柏野小学校

柏野小学校

佐須

佐須

バス停

バス停

バス停

里山の風景を感じよう

開園期間：3月～10月　開園時間：午前10時～午後4時
休園日：3月～5月/月曜日、祝日 　6月～10月/月曜日、祝日、第1・第3・第5土・日曜日
入園料：無料
■所深大寺南町1－25　深大寺自然広場内　■問 野草園☎498-1464　（緑と公園課）

←ムラサキ
　小さい花の色は白色ですが、根が
紫色の染料として使用されていたこ
とが名前の由来です。今では栽培が
難しく、「幻の花」と呼ばれています。

アクセス
●調布駅からバスで「深大寺」行
き、または「吉祥寺駅」行き乗車(八
雲台経由)「佐須」下車徒歩10分
●調布駅から調布市ミニバス「上
ノ原循環」(上ノ原小学校行き)、ま
たは「深大寺住宅」行き乗車「柏野
小学校」下車徒歩5分 ヤマブキソウ イチリンソウ オドリコソウ

4月12日（日）
まで

閉園です（予定）
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●調布市防災・安全情報メールに登録を　地震・災害・防犯に関する情報、気象警報・注意報、市からのお知らせを配信します。詳細は市■HPトップページ左上「い
ざという時のために・メール配信サービス」をご覧ください。　■問コールセンター 0120－670－970（平日午前９時～午後６時） （総合防災安全課）

　　催　　し

■ 調布市境ウオーク（１回目）
■程４月19日㈰※小雨決行　■集午前９時・京王線仙川駅
コース／仙川駅➡三鷹市役所➡深大寺➡調布駅
■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）

■ 武蔵野の森公園　健けん幸こうウォーキング教室
■日４月25日㈯午前10時～11時30分※雨天時は26日㈰
■所武蔵野の森公園大芝生広場
■集９時45分・サービスセンター前
■内ウォーキングに適したス
トレッチ、基本姿勢や運動
強度と消費カロリーを意識
した効果的な歩き方などの
エクササイズの後、園内コ
ースをウォーキング
■講宮川　誓

ちかい

（健康運動指導士、JMCランライフ株式会
社代表）
■費50円※当日持参　■定申し込み順40人
■持運動できる服装・シューズ（特にウォーキングシュ
ーズでなくて可）、帽子、飲み物
■他小学生以下は保護者同伴
■申■問直接または電話で武蔵野の森公園サービスセンタ
ー☎042－365－8435へ

■ がん撲滅チャリティー公演in調布　第３回宝塚・我が心の故郷
　宝塚の元トップス
ターたちによる高松
宮妃癌研究基金へ支
援のためのがん撲滅
チャリティー公演で
す。
■日５月６日㉁午後２時30分～（２時開場）
■所文化会館たづくり２階くすのきホール
■内モンパリ、ウェストサイド物語より　ほか
■費6500円（全席指定）
■他公演終了後出演者との交流会あり。公演の収益金の
一部と募金の全てを（公財）高松宮妃癌研究基金へ寄
付
■申■問電話またはＥメールで宝塚・我が心の故郷実行委
員会・本庄☎090－5816－3152・■Ｅhonjoh2@yahoo.co.
jpへ （文化生涯学習課）

　雨水浸透ますとは、屋根に降った雨水を雨どいを通して集め、地下に
浸透させるための設備です。これまで下水道に流していた雨水を地中に
浸透させることで、局地的な豪雨などの大雨時の浸水被害を軽減すると
ともに、湧

ゆう

水
すい

の復活、保全につなげます。植物や
魚などの生き物の生息環境を守るためにも、雨水
浸透ますの設置にご協力ください。
■対市内の既存住宅と個人所有の共同住宅
■費無料　■他設置可否の下見あり。設置工事は、半
日～１日程度。設置後の所有と管理は住宅所有者
協力／調布管工土木事業協同組合

　市民と市が協働で調布の自然を見守り、自然環
境の保全に役立てていくためのグループ活動です。
■程年５回程度（原則土曜日の午前中）
■対18歳以上　■定申し込み順30人　■費無料
■申４月６日㈪午前９時からＥメールまたは電話で環境政策課へ
※Ｅメールの場合は、件名に「環境モニター申し込み」、本文に氏名（ふ
りがな）、住所、電話番号を明記

　調布に今も残る里山の風景や雑木林を市民と市が協働で保全していく
ためのボランティア養成講座です。

■時午前10時～午後３時（予定）　■対野外活動ができる18歳以上の方
■定申し込み順25人　■費1500円（ボランティア保険
料、テキスト代）
企画・運営／ちょうふ環境市民会議
■申４月６日㈪～30日㈭に「ちょうふ環境市民会議」
■HP申し込みフォームから申し込み

　河川や緑地などにおける自然体験を通じて環
境を学ぶ、子どもたちの環境活動クラブです。
■程年７回程度（令和２年５月～令和３年３月の
土・日曜日、祝日）
■対市内在住・在学の小学１年生～中学３年生（小学３年生以下は保護者
同伴）　
■定申し込み順60人　■費無料（内容により材料費など実費負担あり）　
■他子どもたちの活動をサポートするサポーターも同時募集（高校生以上）
■申４月６日㈪午前９時から、Ｅメールまたは電話で環境政策課へ※Ｅメ
ールの場合は、件名に「こどもエコクラブ申し込み」、本文に登録を希望
する子どもの氏名（ふりがな）、住所、電話番号、学校名・学年、保護者
名を明記

■問環境政策課（市役所８階）
☎481－7086・7　 481－7550
■Ｅkankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp

　市内の自然環境の再発見と、生物多様性への理解をテーマに、市内に
生息する野生の生き物を主体とした写真を募集し、多摩川自然情報館の
来館者の投票や専門家の評価により入賞作品を決定しました。

展示／■所多摩川自然情報館２階展示室　■費無料
■他ほかの入賞作品は市■HP参照（右記２次元コードからアクセ
ス可）
■問多摩川自然情報館運営等受託業者㈱セルコ☎03－3406－1724（平日午
前10時～午後５時30分）、多摩川自然情報館携帯電話☎080－2087－9009
（土・日曜日、祝日午前９時～午後５時）

応募者／岡田史郎さん
タイトル／蜃気楼

多摩川
部門

応募者／谷　徹さん
タイトル／巣立ち

市内
部門

多
摩
川
自
然
情
報
館
大
賞

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）

日程（予定） 内容
第１回　 ５月16日㈯ 調布の雑木林（過去と現状）
第２回　　 ６月13日㈯ 保全作業の実技と安全管理
第３回 ９月５日㈯ 雑木林の生態系（生き物むし編）
第４回 10月３日㈯ 雑木林の生態系（植物編）
第５回 12月５日㈯ 雑木林の恵みを体験
第６回 令和３年１月16日㈯ 市内樹林地見学バスツアー

応募者／岡田史郎さん多摩川多摩川 応募者／谷　徹さん市内

雨水浸透ます設置にご協力ください

調布市いきものフォトコンテスト2019入賞作品を決定

調布市環境モニター会員募集

雑木林ボランティア講座受講生募集（全６回）

調布こどもエコクラブ会員募集
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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）

■他詳細はFC東京■HP参照（右記２次元コードからアクセス可）
（スポーツ振興課）

■ 電気通信大学〈平成15年５月20日締結〉
◎電気通信大学プログラミング教室入会説明会
■日①小学５年～高校生対象コース：４月19日㈰午後
２時～３時30分②大人対象コース（新設）：４月26
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
■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
◎第17回ジャグリングステージ2020
　Hop Step Passage　
■程５月４日㈷
■時午後１時～、５時～※開場は各30分前
■所グリーンホール小ホール
■費無料　
■申当日直接会場へ
■問ジャグリングサークル　Passage■HP・■Ｅbuchou@
passage-juggling.com

◎演劇同好会劇団パンダデパート
　2020年度合同春公演
■程５月５日㈷・６日㉁
■時午後１時～、６時～※開場は各30分前
■所大学会館４階多目的ホール
■費無料
■申当日直接会場へ
■問演劇同好会劇団パンダデパート■HP・■Ｅpandepa@
hotmail.co.jpへ

■ 明治大学〈平成16年2月17日締結〉
①多死社会に必要とされる人財力
　（明治大学校友会寄付講座）
　葬儀業界とライフエンディングサービス産業の可
能性と、人の想いをつなぐ人財力について話します。
■日５月29日㈮午後７時～８時30分
■講中川貴之（㈱アーバンフューネスコーポレーショ
ン代表取締役社長兼CEO）

②富岡製糸場最後の民間オーナー　近代日本の製糸
業の歴史を紐解く（明治大学連合駿台会寄付講座）
　創業者の想いや工女の暮らしなどの歴史と、化学
繊維の台頭による衰退から生き抜いてきたことにつ
いて語ります。
■日６月５日㈮午後７時～８時30分
■講佐野公哉（片倉工業㈱代表取締役会長）
①②共に
■所駿河台キャンパス
■定200人（要事前予約）　■費無料
■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」

■ 東京慈恵会医科大学〈平成20年11月28日締結〉
●社会保険労務士による就労相談
■程５月13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■問東京慈恵会医科大学附属第三病院がん相談支援
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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　講座・講演会

■ 中国語教室（初心者クラス）第二期
■程５月７日㈭からの毎月第１・３木曜日
■時午後３時30分～５時（90分６カ月コース）
■対中国語初心者　■講シルバー人材センター会員
■定申し込み順８人
■費月2000円（テキスト代別途1980円）
■所■申■問（公社）調布市シルバー人材センター（小島町
３－87－４）☎487－9375

■ 外国人留学生と楽しく交流～英語・中国語～（全10回）
■期５月12日～８月４日（たづくり休館日を除く）の毎
週火曜日　
■時午後２時～３時30分

■所文化会館たづくり内会議室　
言語・レベル／英語：初級、中国語：入門
■講外国人留学生やCIFA外国人会員※英語教師はネイ
ティブではありません
■定各言語10人（多数抽選）
■費3000円（別途当協会会員登録費2000円）　
■申４月19日㈰までに調布市国際交流協会■HP申
し込みフォーム（右記２次元コードからアク
セス可）から申し込み　
■他抽選結果は受講決
定者のみ４月20日㈪
中にメールで通知　
■問調布市国際交流協
会（CIFA） ☎441－
6195（日曜日、祝日、
たづくり休館日を除
く） （文化生涯学習課）

■ 初心者のための将棋講座（全３回）
■程①５月16日㈯②23日㈯③30日㈯　
■時午前10時～正午
■所文化会館たづくり10階1001学習室
■講中村　修（日本将棋連盟（元王将）九段）または日
本将棋連盟公認普及指導員資格者
■定申し込み順30人　
■費500円（初回のみ）　
■持筆記用具　
■主調布市文化協会
運営／調布市将棋連盟
■申■問４月６日㈪午前９時から調布市将棋連盟・元木　
勇☎03－3300－4554・ 03－3300－8728へ
 （文化生涯学習課）

　新型コロナウイルスの影響により、Ｊリーグの試合も延期となっているなか、
我らがFC東京の選手たちは日々トレーニングを行い、シーズン再開に備えてい
ます。FC東京の■HPやSNSでは、選手たちの様子や選手たちからのメッセージが
発信されています。ぜひご覧いただき、来たる試合再開に向けて応援しましょう。

アカウント名／
@fctokyooffi  cial

アカウント名／fctokyochannel

ユーザーネーム／
@fctokyooffi  cial

ツイッター YouTube

インスタグラム

FC東京を応援しよう

 ⒸF.C.TOKYO

練習風景やインタビ
ューなど、さまざま
な動画が楽しめます
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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）
　原始・古代から近代まで
の調布の歩みを紹介してい
ます。
■期４月14日㈫～
■費無料

●ギャラリー展示
　「端午の節供」
　（２階ギャラリー）
　端午の節供の由来や風習を紹介。五
月人形などを展示します。
■期４月14日㈫～５月24日㈰　
■費無料
●郷土学習展
　「ちょっと昔の暮らし」
　（１階展示室）
　収蔵資料の中から明治・
大正・昭和時代の懐かしい
暮らしの道具や、調布の風

景を映した写真を紹介しています。
■期４月14日㈫～５月24日㈰　
■費無料

●４月12日㈰までの休館中の対応
　実篤公園は通常通り開園しています（旧実篤邸の内
部公開は休止）。
●春季展「新収蔵品展」
■期４月14日㈫～19日㈰
※臨時休館に伴う会期延長の予定はありません
●閲覧室休室日
■程４月16日㈭　
●展示替え
　展示替えのため、展示室を休室します。
■期４月21日㈫～24日㈮
●次回展示予告　春の特別展「『白樺』創刊110年
　文学の道～13年５ヶ月の軌跡～」
■期４月25日㈯～６月14日㈰
●実篤記念館公式ツイッターで実篤を知ろう
　ツイッターを通して武
者小路実篤について学べ
る「おうち時間で実篤を
学ぼう！」を実施してい
ます。子どもだけでなく
大人も読み物として楽し
める内容です。
　このほか、ツイッター
で「＃おうち時間で学ぼ
う」と検索すると、当館
を含むさまざまな博物館施設の学習情報やワークシー
トを見ることができます。
■他実篤記念館公式ツイッターは右記２次元コ
ードからアクセス可

●館報「美
び

愛
あい

眞
しん

」第38号を発行
　４～９月の展示・行事などを案内しています。行事
予定は実篤記念館■HPで随時更新します。
●ミュージアムグッズは電話で
も購入できます
　ミュージアムグッズ・書籍や
パンフレット・館報のバックナ
ンバーを含む無料配布のワークシートを郵送でお届け
します。
■申実篤記念館■HPを参照の上、電話で注文

●４月12日㈰までの休館中の対応
●休館期間中に返却期限を迎える方は、図書館が開館
してからお返しください。
●休館中は予約できません。
●休館中に予約の取り置き期限が過ぎてしまう資料
は、開館後１週間、受け取りができます。
●４月13日㈪以降の開館時間と休館日

●図書館公式キャラクター「じろ」の
　ぬりえ・ペーパークラフト
　ぬりえやペーパークラフトなど、自宅で楽しく過ご
すためのアイテムが、図書館■HPから印刷できます。

による防災情報、金曜日：調布警察署による防犯情
報　■時午後６時10分頃～

 
◎調布市ほっとインフォメーション
　福祉や教育など皆さんの暮らしに役立つお知らせ
や、イベント告知などの市政情報を放送します。
■日月～金曜日午前９時15分～、午後１時30分～（再
放送：４時～、９時～）（各15分）、５時30分～（５
分）、土曜日午後５時30分～、日曜日午後３時30分
～（各５分）
◎生涯学習・市民活動のススメ
　調布市の生涯学習を広く取り上げ、出前講座の内
容や市民活動団体の紹介、講座・イベントなどを紹
介します。　
■日日曜日午前11時50分～（10分）（再放送：水曜日
午前10時～）
◎あなたへのブックメール
　図書館職員が図書館で行うイベントやさまざまな
取り組みを紹介します。
■日土曜日午後４時40分～（10分）

　調布ＦＭは、調布市を中心に放送するコミュニテ
ィ放送局です。
　日頃、警察署、消防署による防犯・防災情報など
をお届けしています。
　また、災害時、市内の詳細な被害状況、避難情報、
生活情報など的確な災害情報を提供します。
■問調布エフエム放送㈱☎483－0838 （広報課）
調布FMを聞く方法／
ラジオ：83.8MHz（ハミングハート）
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「ListenRadio」

◎「調布・朝の光と風」内
■程月～金曜日
■時：■内午前７時40分頃：防犯情報
（犯罪発生件数、交通事故件数）、
９時30分：防災情報（火災件数、
救急件数）
◎「ゆうがた５」内
■程：■内月曜日：調布・狛江消防署

防犯・防災や災害時に役立つラジオ局 調布FM（8
ハミングハート

3.8MHz）

◎ラジオレター調布の教育
　教育委員会の事業や制度、社会教
育活動など、児童・生徒や地域に視
点を当てた内容です。
■日水曜日午後６時10分～（10分）（再
放送：日曜日午後２時40分～）

　文化会館たづくり３階のスタジオから、市内のイ
ベント情報など地域に密着した番組を放送し、まち
の魅力や生活に役立つ情報をお届けしています。
　味の素スタジアムで行われるFC東京ホームゲー
ムの実況生中継や、市民参加型の番組など多彩なプ
ログラムで放送しています。

行政情報に関する番組

防犯・防災関連の番組

このほかの番組

新型コロナウイルス感染症に関する情報
　感染拡大を防止するため、郷土博物館、武者小
路実篤記念館、図書館は休館します。　
■期４月12日㈰まで
※状況により変更になる場合あり

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

開 館 時 間 休　館　日
中　央
図書館

午前９時～
　午後８時30分 ４月27日㈪・28日㈫

分　館
午前９時
　　～午後５時
（４～９月の水・

金曜日は６時まで）

４月13日㈪・20日㈪
　　27日㈪・28日㈫



●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4月5日　　【15】No.1652

●文化会館たづくり５月の休館日
　■期５月28日㈪・29日㈫　■問（公財）調布市文化・コミュニティ振興財団☎441－6111　（文化生涯学習課）

●令和２年度成人学級・高齢者学級開設団体募集
Ⓐ成人学級：市民の自主的な企画・運営と相互学習
による活動を援助　
助成内容／会場提供・保育など
Ⓑ高齢者学級：高齢者の自主的な学習活動と高齢者
同士の仲間づくりを援助　
助成内容／会場提供など
ⒶⒷ共に■対市内在住・在勤の方10人以上（Ⓑはおお
むね60歳以上）で、次の①～④全ての要件を満たす
団体①５月～令和３年３月に10回（合計20時間）以
上の学習を行う②学習するテーマが社会生活に関す
ることや教養を高めるもの③１年間の学習計画を立
てている④政治・宗教活動や営利を目的としない　
■申申請書（各公民館で配布）と必要書類を、４月22
日㈬までに開設を希望する公民館へ持参

　市内に３カ所ある公民館では、さまざまな講座や教
室などを開催しています。今回は、改めて３館それぞ
れの特徴を紹介します。サークル活動に参加したい方
や、活動場所を探している方は、ぜひご相談ください。

　学習室や会議室のほか、大小の和室と調理室があり
ます。近隣にある桐朋学園や武者小路実篤記念館など
と連携した事業などを実施しています。

●東部市民講座「風景スケッチの極意～平地を平地ら
しく、坂道を坂道らしく描くコツ～」（全３回）
　仙川の坂道の魅力を知り尽くした講師が、描き方の
こつを教えます。
■程・■内①５月14日㈭・坂道と平地の描き方（講義）②
21日㈭・２つの坂道を描く（解説とデモンストレーシ
ョン）③28日㈭・講評

■時午前10時～正午　
■所②は屋外活動あり
■講花城康雄（日本美術家連
盟会員、日洋会会員）
■定申し込み順16人　
■保１歳６カ月～就学前まで
（■定申し込み順６人　保育
オリエンテーション：５月
７日㈭午前10時～11時※親子で要出席）
■持F４（332×242mm）のスケッチブック、３Bまたは
４Bの鉛筆　
■申４月７日㈫午前10時から受け付け

　児童館に併設された施設で、広いロビーを中心に、
学習室や実習室、和室があります。多摩川が近い環境
を生かした事業などを実施しています。

　絵画や陶芸に適した美術室、炉や水屋を配した本格
的な茶室など、文化活動のための設備が特徴です。

■第111回調布市美術協会展■日４月13日㈪～19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■問有川☎489－8340
■中高年用社交ダンスの基本ステップを習いませんか■日４
月14日㈫・21日㈫・28日㈫午前10時～正午■所下布田ふれあ
いの家２階■費200円（資料代）■問水

みず

出
いで

☎487－2372※ワルツ、

タンゴ、ブルースなど１から指導します。大勢の高齢者も
学ぶ足型図あり
■気功体験会～中高年の健康法は気功です■日４月15日㈬午
後６時30分～８時■所文化会館たづくり６階■費無料■問平山☎
484－1248※初心者歓迎。簡単な動きと呼吸法で筋骨と内
臓を活性化します
■ツボと呼吸法の気功で健康寿命を伸ばして元氣会■日４月
16日㈭、５月７日㈭・21日㈭、６月４日㈭午前10時～11時

30分■所文化会館たづくり■費500円（施設等使用料）■問清水
☎090－7708－2226※初心者歓迎、初回無料、５月無料（発
足半年記念）
■調布・狛江リウマチ友の会■日５月20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

催　　し

備 考問い合わせ会 費入会金活 動 場 所活 動 日 時サ ー ク ル 名
英語サークル（英語講読） 第1・2・3金曜日午後2時30分～4時 文化会館たづくり ナシ 月3000円 菅森☎090-4962-9120 
絵手紙花の会　もみじ 月1回第3火曜日午前10時～正午 北部公民館 ナシ 1回1000円 元木☎490-6220 
オペラ愛好会　  文化会館たづくり ナシ 半期5000円 大沢☎486-6219 
和恵会（裏千家茶道） 第2・3木曜日午前10時～午後4時 総合福祉センター4階 ナシ 月2000円 丸山☎090-6122-5190 
調布ヶ丘囲碁クラブ 毎週土曜日午後1時～5時 調布ケ丘地域福祉センター ナシ 年2400円 相田☎444-8218 60歳以上募集中
アノアノ（小学生フラダンス） 第1・2・4火曜日午後5時～6時15分 小島町ふれあいの家 2000円 月3000円 田

た

形
がた

☎090-5338-2013 
TOMOに（ヨーガ） 毎週水曜日午前10時30分～正午 国領ふれあいの家 ナシ 月2500円 山崎☎090-6048-1956 
フラサークル　メレオハナ（シニアフラダンス） 第1・2・3月曜日午後1時30分～2時45分 深大寺地域福祉センター 2000円 月3000円 桜井☎090-2544-6390 初心者歓迎
あおぞら合気道 毎週①木曜日午後7時～②土曜日午後3時～ ①多摩川児童館②西調布体育館 1000円 月3000円 小須田☎080-4620-7749 

会

員

募

集

アリス・マンローの小説を講読
中。男性会員歓迎

小学校低学年から高学年まで、
春から始めてみようフラダンス
体操とともに呼吸も意識し自律
神経を整えましょう

楽しく学ぶ護身術。健康で丈夫
な体を作りましょう

新しい教室です。初心者歓迎。
4月21日㈫体験レッスンあり

初心者、体験者大歓迎。抹茶・
菓子・水屋代含む

オペラ映像を楽しむ講座です。
著名評論家堀内先生による解説。

前期4月～7月、後期10月～1月指
定月の第2水曜日午後2時～4時

　　　　　深大寺恋物語
　　　　　第15回記念号を発行
　深大寺の発祥は、その名前の由来でもある「深
沙大王」という神様にまつわる「縁結び」の物語
に由来する、と伝えられています。この由来にち
なんで、深大寺界隈の豊かな自然や花と緑を盛り
込んだラブストーリーを
募集しました。
　今回は入賞作品６編の
ほか、最終審査委員で直
木賞作家の村松友視、井
上荒野、江國香織、角田
光代、今村翔吾の５人が
執筆した作品を含めて、
計11編の短編恋愛小説を
掲載しました。
販売場所／真光書店、深
大寺授与所、深大寺恋物
語公式■HP　価格／1000円
■問深大寺短編恋愛小説実行委員会事務局☎487－
4282・■Ｅnovel@chofu.com （文化生涯学習課）

公民館施設の貸し出しを中止・受付時間を変更
■期４月12日㈰まで
※主催事業の中止期間は４月30日㈭まで延長
変更後の受付時間／午前９時～午後５時15分
※６月分の施設予約日の４月７日㈫のみ、午後６時
30分からの夜間施設受付を実施

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）

講師作品

文化祭お抹茶席

健康講座

ラベンダースティック作り
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■所深大寺元町５－15－１
元三大師堂での護摩祈願／
毎日午前11時～、午後2時～（土・日曜日、祝日は午後１時～あり）
■問文化財指定について：郷土博物館☎481－7656

元三大師像を安置している元三大師堂

深大寺だるま市

　

３
月
16
日
、深
大
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所
蔵
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京
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東
京
都
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。

　深川の江戸資料館に、江戸町人の生活を再現した展示があり、
その町屋の玄関先で「あッ」、私は思わず足が止まりました。元三
大師さまの降魔札が戸口に貼られていたのです。その信仰は江
戸市中にあまねく広がっていました。この降魔札の起源は、平安
京に疫病を流行らせた疫病神を退散させるため、元三大師さま
自ら鬼に変わったときの姿なのです。まさに現今、疫病の禍中に
あって、日本最大の肖像彫刻である深大寺の元三大師さまが、図
らずも東京都の有形文化財に指定されました。今秋一カ月に渡
り特別開帳を予定しています。過去のご開帳は、大師さまのお顔
しか拝せませんでしたが、日本最大の肖像彫刻とは一体どんな
ものか、今回初めて、お像の全体をご開帳いたします。この機縁
にその厄除けの法力を感じていただければと思います。

はい　

　秘仏のため50年に１度のみ開帳
されますが、都文化財指定を記念
し、10月ごろに特別開帳が予定さ
れています。
　詳細は決まり次第、深大寺■HPな
どでお知らせします。

秋ごろに
   特別開帳予定

　深大寺の元三大師像の文化的価値
　元三大師像は、鎌倉時代後期頃の作と考えられており２メー
トル近い像高があります。これは肖像彫刻として日本最大の大
きさです。この比類なき大きさと、元三大師のたくましい姿を巧
みに捉えたことが優品として評価され、都文化財に指定されま
した。

　元三大師と呼ばれる良源
　本像は、比叡山延暦寺の高僧であった良源の像です。良源は、
悪魔調伏の力があると信仰されており、古くから絵画や彫像が
制作されてきました。良源の命日が正月３日であったことから、
ひろく元三大師と呼ばれています。今でも厄除けの元三大師と
して、多くの方に親しまれています。

　鎌倉幕府と深大寺
　深大寺の起源を伝える「深大寺縁起」には、深大寺が源氏の尊
敬を集め、崇拝されていたとあります。また、鎌倉幕府将軍源頼
朝の甥にあたる範円、源昭が、現在の住職にあたる深大寺別当と
いう深大寺の要職についていたことからも、鎌倉幕府が中世の
深大寺の隆盛や日本最大の元三大師像の造像に関わっていた可
能性があります。

　厄除元三大師大祭 だるま市
　毎年３月３日・４日に開催され、江戸時代から続く歴史と伝統
のある行事です。これにあわせて境内ではだるま市も開かれ、た
くさんの人が訪れます。「日本三大だるま市」の１つとして、また
「東京に春を呼ぶ深大寺のだるま市」として有名です。

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています★

 

●国民健康保険税の納め忘れはありませんか   国民健康保険税第８期（３月２日納期）の納付期限が過ぎています。納付期限が過ぎた納付書はコンビニエンスストアでは納付できませんので、納め忘れがあ
　る方は納付書に記載の金融機関で納めてください。納付書がない方は、再発行しますので保険年金課へ連絡してください。　■問保険年金課（市役所２階）☎４８１－７０５５・６
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深大寺
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木造元三大師像


