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　　午後３時30分～（５分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります　

　７月４日から再開した明
治安田生命Ｊ１リーグ。われ
らがFC東京も再始動してい
ます。新型コロナウイルス感
染症の影響でリモートマッチ
（無観客試合）からのスター
トですが、FC東京の勝利を
願って、みんなで応援しまし
ょう。
■他詳細はFC東京公式■HP参照
 （スポーツ振興課）

　平和を想いながら折り鶴を折りませんか。ご家庭で折っ
た鶴や千羽鶴を募集します。いただいた鶴は被爆地に献納
する予定です。詳しくは市■HP（右記２次元コードからもア
クセス可）をご覧ください。

■程８月３日㈪・４日㈫
■時①午後の部／午後１時～（０時30分開場）
　②夜間の部／午後６時～（５時30分開場）
■所文化会館たづくり８階映像シアター
■内①映画上映「ヒロシマ　ナガサキ　最後の二重被
爆者」、広島・長崎の被爆伝承者による講演など　②
映画上映「ヒロシマ　ナガサキ　最後の二重被爆者」、
俳優（松﨑謙二など）による朗読
■定当日先着50人※変更になる場合あり
■費①無料②500円
■問文化生涯学習課☎481－7139、タキオンジャパン・稲塚☎090－3433－6644

　館蔵資料から、当時の生活の道具など
を展示して、戦時下の人々の様子を紹介
します。
■期７月７日㈫～８月23日㈰
■所■問郷土博物館☎481－7656

　戦争体験記や戦争に関する図書の展示と貸し出しをして
います。　
■期７月29日㈬～９月13日㈰　
■時午前９時～午後８時30分
■所■問中央図書館☎441－6181

　インド北東部で生活する人々の写真展で
す。
■期前編：７月16日㈭まで、後編：７月18日
㈯～８月８日㈯（最終日は正午まで）※月
曜日を除く
■費無料
協力／延江由美子（メディカルミッション
シスターズ会員）
■所■問北部公民館☎488－2698

　数あるインドのガイドブックや写真集にほとんど
取り上げられることもなく、その存在を知られてい
ないインド北東部について話します。
■日８月１日㈯午前10時～11時45分　
■講延江由美子（メディカルミッションシスターズ会
員）　■定申し込み順18人　
■費無料
■所■申■問７月７日㈫午前10時から電話または直接北部
公民館☎488－2698へ

　戦争の悲惨さや平和の尊さを語りつぐため、
戦争を体験した市民の方々のお話を記録してい
ます。令和元年度は広島平和派遣報告会の様子
も収録しています。
貸し出し場所／図書館、市■HP（下記２次元コー
ドからアクセス可）でも閲覧可
■他戦争体験映像記録の出演者（戦争体験者）募
集中。詳細は要問い合わせ
■問文化生涯学習課☎481－7139

2020　FC東京日程表
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日　程
７月４日㈯

８日㈬
12日㈰
18日㈯
22日㈬
26日㈰

８月１日㈯
９日㈰
15日㈯
19日㈬
23日㈰
29日㈯

キックオフ
午後７時
午後７時30分
午後７時30分
午後７時
午後７時５分
午後６時30分
午後７時
午後７時
午後７時
午後７時
午後７時
午後７時

対戦相手
柏レイソル
川崎フロンターレ
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
北海道コンサドーレ札幌
鹿島アントラーズ
サガン鳥栖
セレッソ大阪
名古屋グランパス
サンフレッチェ広島
湘南ベルマーレ
ガンバ大阪

会　　　　　場
三協フロンテア柏スタジアム
味の素スタジアム
日産スタジアム
味の素スタジアム
札幌ドーム
県立カシマサッカースタジアム
味の素スタジアム
ヤンマースタジアム長居
味の素スタジアム
エディオンスタジアム広島
味の素スタジアム
パナソニックスタジアム吹田

Ｊ１リーグ再開！

ⒸFC東京ⒸFC東京

平和祈念事業調布市国際交流
平和都市宣言30周年

戦争の悲惨さや平和の大切さについて、考えてみませんか

戦争体験映像記録・調布市広島平和派遣報告DVD

平和祈念「図書展」

平和写真展「行
こう

雲
うん

流
りゅう

水
すい

～インド北東部への旅～」

調布市平和映画・朗読会

折り鶴プロジェクト～折り鶴を募集～

平和フェスティバル講演会
「知られざるインド北東部～そこに住む様々な民族と文化と複雑な現実～」

ギャラリー展「戦時下の暮らし」

出征兵士を見送る様子
（昭和13年頃に金子駅で撮影）

このほかの事業は、16面をご覧ください

FC東京を応援しよう！

市場でニワトリを売る女性

おめかしをした
ガロ族の女の子

長谷川監督 永井選手

昨年度の献納の様子
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凡例 ■日⇨日時　■程⇨日程　■期⇨期間　■時⇨時間　■所⇨会場・場所　■集⇨集合時間・場所　■種⇨種目　■対⇨対象　■内⇨内容　■講⇨講師　■演⇨出演・演奏　■定⇨定員　■費⇨費用
■保⇨保育　■持⇨持ち物　■締⇨締め切り　■申⇨申し込み・申請　■他⇨その他　■主⇨主催　■共⇨共催　■後⇨後援　■問⇨問い合わせ　■HP⇨ホームページ　■Ｅ⇨Ｅメール　

■ 介護教室
■日①７月14日㈫②21日㈫　
■時午後２時～４時　
■所特別養護老人ホーム調布八雲苑　
■内認知症ケア①家族の心理②社会資源の活用　
■講①北村世都（聖徳大学助教授・公認心理士・臨床心
理士）②市内介護施設職員など　
■定各回申し込み順15人　
■費無料　
■申■問７月６日㈪から電話で地域包括支援センター調布
八雲苑☎484－8011へ （高齢者支援室）

■ 調布ゆうあい福祉公社相談事業
A内科医師による健康相談
■日７月16日㈭午後１時30分～３時　
B精神科医師による健康相談
■日７月30日㈭午前10時～11時30分　
AB共に
■定申し込み順２人（１人40分）　
■費無料　
■所■申■問前日までに電話で（公財）調布ゆうあい福祉公
社☎481－7711へ

■ 調布市発達障害者支援事業　ぽぽむ講演会「改めて発達障害とは何かを考える」
　30年以上、発達障害の当事者の診療・支援に関わり、
子どもから大人までの発達・成長の過程を見つめてき
た講師の講演です。
■日８月８日㈯午後２時～４時（１時30分開場）
■所文化会館たづくり12階大会議場
■講本田秀夫（信州大学医学部教授、NPO法人ネスト・
ジャパン代表理事）　
■定申し込み順65人　
■費無料　
■他詳細はこころの健康支援センター■HP（右
記２次元コードからアクセス可）参照
■申■問７月10日㈮～８月５日㈬に電話、FAX
でこころの健康支援センター☎490－8166・ 490－
8167へ

■ 知って活かそう介護予防教室（全８回）
　運動や栄養、口腔、認知症予防について、上手に年
齢を重ねるこつを学びます。
■程８月25日～10月20日の火曜日（不定期）　
■時午前10時～11時30分　
■所西調布体育館　
■対市内在住の65歳以上で、初参加の方※要支援・要介
護認定者、介護予防・日常生活総合事業対象者、医師
から運動制限を受けている人は不可　
■定申し込み順15人　
■費無料　
■申■問７月６日㈪から電話で高齢者支援室☎481－7150
へ

■ 令和２年度赤い羽根共同募金地域配分（Ｂ配分）の公募
　市内の施設・団体に助成を行います。
申請額／１施設・団体10～30万円　
対象事業／社会福祉法人や民間の非営利団体が実施す
る備品整備、小破修理、利用者主体の事業など　
■締８月31日㈪　
■他申し込みの詳細は社会福祉協議会■HP参照
■問社会福祉協議会☎481－7617

　　税金・保険・年金

■ 市税の納付は口座振替を～申し込みは郵送で可能～
【口座振替対象税目／納期限・申込期限】
○国民健康保険税／
　第２期（８月31日㈪振替）・７月20日㈪（必着）
○個人市・都民税（普通徴収）／
　第２期（８月31日㈪振替）・７月20日㈪（必着）
○固定資産税・都市計画税／
　第３期（12月25日㈮振替）・11月10日㈫（必着）
■申依頼書（市内の取扱金融機関に備え付け、郵送希望
の場合は要連絡）で申し込み※キャッシュカード（来
庁者本人の名義）と本人確認書類を市役所に持参して、
その場で手続きすることも可。詳細は要問い合わせ　
■問国民健康保険税／保険年金課（市役所２階）☎481
－7055・6、個人市・都民税（普通徴収）、固定資産税・
都市計画税／納税課（市役所３階）☎481－7214～20

■ 市民課・保険年金課・納税課の休日窓口
■程７月11日㈯・26日㈰、８月８日㈯
※休止となる場合あり。来庁前に市■HP要確認　
■時午前９時～午後１時
■他７月26日㈰はマイナンバーカード・電子証明書に関
する手続きは不可。保険年金課は国民健康保険のみ取
り扱い

■所■問市民課（市役所２階）☎481－7041～5
　　保険年金課（市役所２階）☎481－7052
　　納税課（市役所３階）☎481－7214～20

■ マイナンバーカード臨時休日窓口を開設
　マイナンバーカード受け取り予約をした方が優先で
す。予約のない方はお待ちいただくことになります。
■日７月18日㈯午前９時～午後１時
■所市民課（市役所２階）
対象手続き／マイナンバーカード受け取り、マイナン
バーカード電子証明書更新・再設定・ロック解除・券
面変更・ID付き申請書請求※ほかの市民課手続きの取
り扱いは不可
■持各手続きに必要なものは市■HP参照
■問調布市マイナンバーコールセンター☎0570－00－
7211（つながらない場合☎03－5427－3272）
市民課☎481－7041～3

■ コンビニ交付サービスの停止
　マイナンバーカードを利用した住民票や印鑑登録証
明書、課税（非課税）証明書、所得証明書、納税証明
書のコンビニ交付サービスは、システムメンテナンス
のため、終日利用できません。
※国民健康保険税の納税証明書は７月７日㈫に交付開
始
■程７月６日㈪・23日㈷～26日㈰
■問住民票や印鑑登録証明書：市民課☎481－7041～3　
課税（非課税）証明書や所得証明書：市民税課☎481
－7191～7　納税証明書（市・都民税、固定資産税・
都市計画税）：納税課☎481－7214～20　納税証明書
（国民健康保険税）：保険年金課☎481－7055・6

　８月１日㈯から使用する新しい被保険者証、限度
額適用・標準負担額減額認定証（以下、「減額認定証」
という）、限度額適用認定証（以下、「限度額認定証」
という）を発送します。

■被保険者証（カードサイズ、オレンジ色）
　加入者全員に簡易書留で送付します。
※住所と実際の送付先が異なる場合は要問い合わせ

■減額認定証（白色）
　世帯全員が住民税非課税の方が対象です。今まで
に申請したことがあり、令和２年度も該当する方に
送付します。医療機関の窓口に提示すると、保険適
用の医療費の自己負担限度額（下表）が適用され、
入院時の食費も減額されます。

■限度額認定証（白色）
　３割負担の方のうち、世帯の被保険者全員が住民
税課税所得690万円未満の方が対象です。今までに
申請したことがあり、令和２年度も該当する方に送
付します。医療機関の窓口に提示すると、保険適用
の医療費の自己負担限度額（下表）が適用されます。

■現在使用中の保険証、減額認定証、
　限度額認定証の返却
　８月３日㈪以降に、保険年金課（市役所２階）ま
たは神代出張所に返却（郵送可）するか、自身で細
かく裁断して破棄してください。

後期高齢者医療被保険者証（カードサイズに大きさ変更）、

　　　　　　　　減額認定証、限度額認定証 ７月下旬に発送
■問保険年金課
　☎481－7148

（注１）多数回該当：12カ月間に４
回以上高額療養費に該当し
た場合の４回目以降の限度
額。１割負担の方は「外来（個
人ごと）の限度額」による
支給は、多数回該当の回数
に含まない

（注２）「区分Ⅱ」は、世帯全員が住
民税非課税である方のうち、
区分Ⅰに該当しない方

（注３）「区分Ⅰ」は、世帯全員が住
民税非課税で、世帯全員の
年金収入が80万円以下でそ
のほか所得がない方、また
は老齢福祉年金受給者

区分Ⅰ
（注３）

区分Ⅱ
（注２）住民税

非課税
等

一般

現役並み所得Ⅲ
課税所得
690万円以上
現役並み所得Ⅱ
課税所得
380万円以上
現役並み所得Ⅰ
課税所得
145万円以上

負担区分

２万4600円

１万5000円
8000円

５万7600円
（注１）多数回該当の場合

４万4400円

１万8000円
〈年間上限14万4000円〉

25万2600円＋（10割分の医療費－84万2000円）×１％
（注１）多数回該当の場合14万100円

16万7400円＋（10割分の医療費－55万8000円）×１％
（注１）多数回該当の場合9万3000円

８万100円＋（10割分の医療費－26万7000円）×１％
（注１）多数回該当の場合４万4400円

外来＋入院（世帯ごと）の限度額外来（個人ごと）の限度額

１
割
負
担

３
割
負
担

負担
割合

医療費の自己負担限度額
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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

■ 国民健康保険税口座振替加入推進キャンペーン
　国民健康保険税の納付は、口座振替が原則です。口
座振替は納め忘れがなく、納付のために金融機関に出
掛ける手間がかからない便利な納付方法です。
■対市内在住で、期間中に国民健康保険税の口座振替を
新規に申し込み、口座振替で納付した方（すでに口座
振替している方、期間中に口座振替を解約して再び申
し込みをした方、国民健康保険税の未納がある方を除
く）　■内3000人に1000円分の商品券を贈呈（多数抽選）
■申９月23日㈬までに納税通知書（７月上旬に発送）に
同封の「調布市国民健康保険税口座振替依頼書」（は
がき）を郵送、または市役所や市内の金融機関の窓口
に備え付けの口座振替依頼書で申し込み※はがきタイ
プの依頼書の送付を希望する場合は、保険年金課へ連
絡※郵送での申請手続きにご協力ください※キャッシ
ュカードによる保険年金課での申し込みも可。その場
合10月16日㈮まで　
■他商品券の発送は12月下旬（予定）。当選は発送をも
って発表
■問保険年金課☎481－7055・6

■ 国民年金保険料免除・納付猶予申請
　国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合
は、免除・納付猶予申請をすることができます（申請
受け付け時点から２年１カ月遡及可能）。
審査対象／申請を希望する期間の被保険者（本人）、
配偶者（住所が異なる場合も含む）、世帯主（納付猶
予は対象外）の所得　
■持年金手帳（マイナンバーが分かる書類でも手続き可）、
印鑑、委任状（本人以外が申請する場合）、来庁者の
本人確認ができるもの（運転免許証など）、審査対象
者の雇用保険の離職票または受給資格者証など（失業
による退職者特例制度を利用する場合。退職日以降一
定期間内に限る）※審査対象者のうち調布市以外で課
税されている方は、申請書に税申告時点の住所を記載
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例に
ついては市■HP参照
■他申請受付後、おおむね２～３カ月後に日本年金機構
が審査結果を通知　
■問保険年金課☎481－7062、日本年金機構府中年金事
務所国民年金課☎042－361－1011

　　住まい・街づくり・環境

■ 深大寺・佐須地域農業公園の都市計画（案）の縦覧
　深大寺南町２丁目の公有地に農業公園を開設するた
めの都市計画（案）の縦覧です。
■期７月15日㈬～29日㈬（土・日曜日、祝日を除く）
■時午前８時30分～午後５時　
■他意見書の提出可。住所、氏名、電話番号、都市計画
案の名称と意見を明記し、７月29日㈬（必着）までに
〒182－8511市役所８階緑と公園課へ郵送または持参
■所■問緑と公園課☎481－7083

■ 令和２年７月　市営住宅入居者募集
募集する住宅の種類／
●八雲台市営住宅　家族向３DK（３人以上）１戸
　■所八雲台１－31－３　
●富士見第１市営住宅　家族向３DK（３人以上）１戸
　■所富士見町１－33－16　
●山野市営住宅　家族向２DK（２人以上）１戸
　■所深大寺北町６－42－１
●下石原市営住宅　単身者向１DK１戸
　■所下石原３－30－２
入居資格／次の①～⑤全てに該当する方①申込者本人
が６カ月以上市内に居住していることが、住民票など

で確認できる②同居親族がいる（単身者向は配偶者が
なく単身で居住している）③所得が定められた基準内
である④住宅に困っている⑤暴力団員でない
募集案内・申込書の配布
■期７月６日㈪～15日㈬　
■時／■所平日午前８時30分～午後５時15分／総合案内所
（市役所２階）、住宅課（市役所７階）、神代出張所、
市民プラザあくろす３階（午後５時まで）、市内各地
域包括支援センター（営業時間内）※そのほかの時間
は庁舎管理員室前（市役所１階）で配布
■申■問７月17日㈮（消印有効）までに〒182－8511市役
所７階住宅課☎481－7141へ持参または郵送

■ 低未利用土地等（空き家・空地）を譲渡した場合、所得税・個人住民税を控除
　新たに空き家・空地を利用したい方への土地の譲渡
を促進するため、個人が保有する低額の低未利用土地
（空き家・空地）を譲渡した場合の譲渡所得（所得税・
個人住民税）を控除する制度が創設されました。
■対空き家・空地を所有する方
■内７月１日～令和４年12月31日（特例措置期間中）に
以下の要件に該当する譲渡をした場合、売り主の長期
譲渡所得（所得税・個人住民税）を100万円控除
● 譲渡した者が個人
● 土地とその上物の取引額の合計が500万円以下
● 都市計画区域内の低未利用土地など※譲渡後に買い
主に利用の意向があることを確認する必要あり。申
請前に要相談
● 譲渡する年の１月１日時点で、所有期間が５年を超
えている
■申詳細は市■HP参照　
■問住宅課☎481－7817

■ 空間放射線量の測定結果
　６月に、市内公共施設の定点測定場所10カ所で空間
放射線量を測定した結果、全測定場所で除染実施区域
となる基準の0.23マイクロシーベルトの４分の１程度
でした。測定結果は、市■HP（上記２次元コードからア
クセス可）をご覧ください。
■問環境政策課☎481－7087

　ごみ　リサイクル

■ LLサイズごみ袋のばら売り
　ごみ対策課窓口（市役所２階）で行っていた、家庭
系ごみの指定収集袋（燃やせるごみ・燃やせないごみ）
のLL袋（45リットル相当）のばら売り（１枚単位の販

売）を、一部取扱店でも開始しました。
※家庭系ごみの指定収集袋Ｓ・Ｍ・Ｌサイズ、事業系
ごみの指定収集袋はばら売り対象外
■他取扱店は６月20日発行「ザ・リサイクル第84号」ま
たは市■HP参照
※「ザ・リサイクル第84号」３面に掲載の「ばら売り
にご協力いただける取扱店MAP」に記載した取扱店
の位置に誤りがありました。お詫びするとともに、訂
正した内容を市■HPと市報７月20日号で改めてお知ら
せしますので、ご確認をお願いします。なお、一覧表
に誤りはありませんので、取扱店の所在地は表をご確
認ください
■問ごみ対策課☎481－7812

■ クリーンセンターの電話番号にご注意を
　クリーンセンター内にはごみ対策課の３つの係があ
り、各係への連絡先は次の通りです。
　なお、業務係は市外局番となりますので、「042」を
付けてダイヤルしてください。
■問ごみ対策課庶務係☎481－7811
　　　　　　減量対策係☎481－7812
　　　　　　業務係☎042－306－8200

■ 調布市廃棄物減量及び再利用促進審議会市民委員募集
　市では、ごみ減量・再利用促進などについて、検討・
協議する審議会を設置しています。無作為で抽出した
100人の方に委員就任承諾依頼書を郵送しますので、
この審議会の委員に就任していただける方は、承諾書
の返送をお願いします。
■定１人（多数抽選）　■締７月20日㈪
■問ごみ対策課☎481－7812

■ ごみダイエット通信　142
ひと手間かけてお得にごみ減量
　市は、ごみ減量の観点から、小さいサイズのごみ袋
ほど割安になるように設定しています。ごみの減量が
お金の節約にもつながります。
● 野菜や果物の皮は厚くむかない、大根やかぶの葉な
どは炒めたり漬物にしてもう一品に
● 果物の皮や茶がら・ティーバッグなどは天日干しをする
● 流し台のごみなどは水分をしっかり絞る
● 名刺サイズ以上の紙類は燃やせるごみに出さずに古
紙の収集日に出す
● 納豆のパックは、数分間水につけて汚れが落ちやす
くした後、きれいに洗って容器包装プラスチックの
日に出す
■問ごみ対策課☎481－7812

　クールアース・デーは、天の川を見ながら、家庭
や職場で、地球環境の大切さを再確認し、それぞれ
ができる地球温暖化対策の取り組みを推進するため
の日です。この機会に、家庭やオフィスでの省エネ、
節電の方法を考えませんか。
家庭やオフィスなどでできる省エネ・節電例
照明／照明はこまめにオンオフする、LED照明に交
換する※LED電球に切り替える場合は、発煙や焦げ
などの事故につながるおそれがあるため、使用する
照明器具で使用可能かどうか、必ず注意表示などで
確認
冷蔵庫／冷蔵庫の開閉は無駄なく、時間を短くする
冷蔵庫の中は食品の隙間をあけ、詰め込まない※冷
凍室は、隙間なく食品を詰め込んだ方がお互いに保
冷するため節電に効果的
エアコン／フィルターはこまめに掃除する（月２回
程度）、扇風機やサーキュレーターを併用する、冷
房時の「室温」は28度を目安に（体調に無理のない

程度に節電を）、エアコン室外機の周囲に物を置か
ない※エアコンはこまめにオンオフしないほうが節
電に効果的
テレビ・パソコン／画面が明るすぎないように設定
する、省エネモードにする
日射や熱を遮る工夫／すだれ、グリーンカーテン（つ
る性植物を育て窓に日陰を作る）などで日射を遮る
■問環境政策課☎481－7086
東京ゼロエミポイント
　都は、省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、給湯
器への買い替えに対して、LED割引券と商品券に交
換可能な「東京ゼロエミポイント」を付与していま
す。
対象機器／統一省エネラベル☆４以上のエアコン、
☆５の冷蔵庫、高効率給湯器
■他詳細は、東京ゼロエミポイント■HPまたはコールセ
ンターへ
■問コールセンター☎0570－005－083 （環境政策課）

～７月７日はクールアース・デー～夏季の省エネ・節電にご協力を
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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）

　　健　　康

■ 乳がん検診

■対昭和56年３月31日以前に生まれた女性　
■内問診、視触診、マンモグラフィー　
■費1500円（検査時持参）　
受診できない方／①平成31年４月以降の市の乳がん検
診受診者②乳腺科治療中または経過観察中③生理直
前、生理中④妊娠中（可能性あり含む）⑤授乳中⑥心
臓ペースメーカー、豊胸手術など乳房内に人工物があ
る方　■申電話またはFAX（❶❷のみ）で住所、氏名、
生年月日、年齢、電話番号、検診希望日（FAXの場合
のみ第３希望まで）を各医療機関へ
■問健康推進課☎441－6100

■ ７月28日㈫は世界肝炎デー
　世界肝炎デーは、ウイルス性肝炎のまん延防止と、
患者・感染者への差別・偏見の解消や感染予防の推進
のために、世界保健機関（WHO）が定めた日です。
　ウイルス性肝炎は、自覚症状がないことが多いため、
適切な時期に治療を受ける機会を逃し、本人が気付か
ないうちに肝硬変や肝がんへ移行してしまうこともあ
ります。
　過去に一度も市の肝炎ウイルス検診を受けたことが
ない方は肝炎ウイルス検診を受けましょう。
39歳以下の方／東京都保健所へ申し込み
■申多摩府中保健所☎042－362－2334
40歳の方／個別に受診券を発送。申し込み不要
41歳以上の方／健康推進課へ申し込み　
■費無料　■問健康推進課☎441－6100

　　スポーツ

●動画配信「自宅でできるかんたんエクササイズ」
　体育協会■HPで自宅でできるエクササイズの動画を配
信しています。ぜひご活用ください。

●「自宅でできるリフレッシュ体操」ライブ配信
　リフレッシュ体操スクールで指導をしている講師が
２種類のエクササイズを配信します。配信は体育協会
■HPから見られます。
■程かんたん筋力トレーニング：７月16日㈭、８月６日
㈭・20日㈭　リズム体操：７月９日㈭・30日㈭、８月
13日㈭・27日㈭
■時午前10時～
■他過去の動画も掲載。詳細は体育協会■HP参
照（右記２次元コードからアクセス可）
■問体育協会

　　募　　集

■ 庁用封筒の有料広告主
　市では、郵便などに使用する庁内共通封筒の広告主
を募集しています。
広告の掲載方法／①角２と②長３封筒の裏面に単色刷
りで同一広告を掲載（片方のみの掲載不可）
広告の規格（１枠当たり）／①縦54ミリ×横129ミリ
②縦44ミリ×横108ミリ※掲載４枠の場合。枠数によ
って規格は異なる
広告掲載料（１枠当たり）／①７万枚：３万8000円②
20万枚：３万7000円　募集枠／最大４枠
■申■問申込書（総務課（市役所４階）で７月６日㈪から
配布または市■HPから印刷可）に必要事項を記入し、広
告の原稿を添えて、７月６日㈪～16日㈭に総務課☎
481－7341へ持参

■ 東京都子育て支援員研修
■所新宿、飯田橋、立川など　
■対都内在住・在勤の方
■内①地域保育コース②地域子育て支援コース③放課後
児童コース④社会的養護コース
■申申込書（子ども政策課（市役所３階）で配布、また
は市■HPから印刷可）を７月15日㈬（必着）までに書留
で郵送　
■他９月から順次開始。詳細は、募集要項または下記■HP
参照
■問東京都福祉保健局少子社会対策部計画課☎03－5320
－4121、①（公財）東京都福祉保健財団☎03－3344－
8533・■HP「東京都福祉保健財団」②③④㈱東京リーガ
ルマインド☎03－5913－6225・■HP「東京リーガルマイ
ンド」 （子ども政策課）

　市では、市民生活や文化の向上に功労のあった
方を表彰しています。
【市政功労者】①15年以上にわたり、社会福祉・
社会教育に協力、またはボランティア活動を続け
ている方や団体②15年以上にわたり、公共施設の
美化・清掃など社会奉仕活動を続けている方や団
体③10年以上にわたり、自治会長やそのほか地域
福祉活動を続けている方や団体
【技能功労者】市内に５年以上居住し、７月31日
現在60歳以上で、技能や技術を要する職務経験年
数が30年以上あり、現在もその職業に従事または
指導的立場にある方（例：建設業（左官、大工、
配管工など）、製造業（板金工、洋服仕立職など）、
サービス業（美容師、理容師など）など）
■申■問推薦書（総務課（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、８月３
日㈪までに〒182－8511市役所４階総務課☎481－
7341へ郵送または持参

子どものオンラインゲームの
トラブルに注意

【相談事例】
　小学生の息子が、母親のスマートフォンでオンラ
インゲームをしていた。後日クレジットカード会社
から身に覚えのない15万円の請求があったので、息
子に確認すると、「ゲーム内の有料アイテムが欲し
くなったので、購入するというボタンをタップし
た。」と言われた。ゲームに登録した際に設定した
クレジットカード情報を使って勝手に決済してしま
ったようだ。クレジットカード会社にキャンセルで
きないか相談したら、請求元のゲーム販売会社に相
談するよう言われた。
【アドバイス】
◆この事例では、小学生の息子が課金してしまった
事をゲーム販売会社に伝えて相談するよう助言しま
した。後日、「今回に限って請求を取り下げると回
答され解決した。」と相談者から報告がありました。
◆子どもがクレジットカードやキャリア決済、電子
マネーなどでゲームの課金をしてしまった場合、必

ずしもキャンセルしてもらえるとは限りません。管
理責任を問われ返金に応じてもらえないこともあり
ます。決済手段の管理には十分注意しましょう。
◆インターネットに接続できる機器を子どもが使用
する場合は、保護者が子どもの使用する機器を管理
するペアレンタルコントロールや、不適切なサイト
やアプリをブロックするフィルタリングを活用しま
しょう。
◆普段から家族でインターネットの使い方について
ルールを決め、子どもの理解力にあわせて十分に話
し合っておくようにしましょう。

　■問調布市消費生活センター（市役所３階）
　　☎481－7034
　 電話相談／平日午前９時～正午・午後１時～３時
30分、第２土曜日午前９時～正午　

　 来所相談（予約制）／平日午前９時～正午・午後１
時～３時※できるだけ電話相談をご利用ください

このような電話は詐欺の電話ですみんなでなくそう特殊詐欺
●警察官を名乗る者から
捕まえた犯人の所持品から、あなたの名前や住所
が書かれた名簿が見つかった
●大手百貨店を名乗る者から
あなたのクレジットカードで買い物をしている人
がいます。心当たりはありますか
●市役所や銀行の職員を名乗る者から
新型コロナウイルスに関する給付手続きを代行し
ています。銀行口座や暗証番号を教えてください

● おかしいと思ったら、すぐに電話を
切って調布警察まで通報をお願いし
ます
● 自宅にいても留守番電話に設定して
電話に出ないようにしましょう
● お金の話が出たら、それは詐欺です
■問調布警察署生活安全課☎488－0110
　総合防災安全課☎481－7547

詐欺の被害にあわないために

■体育協会　☎481－6221　専用■HPあり　〒182－0011  深大寺北町２－１－65 総合体育館内

推 薦 募 集

実施場所 検診日 申し込み方法

❶調布東山病院
【定員各月200人】
（調布駅から徒歩１分）

❸つつじヶ丘
　神代クリニック
【定員各月150人】

（つつじヶ丘駅）から徒歩５分

❷調布病院
【定員各月100人】

（調布駅、京王多）摩川駅からバス

❹飯野病院
【定員各月100人】
（調布駅から徒歩１分）

月・火・木・
金・土曜日の
午後

月～水曜日の
午前

月～金曜日の
午後

金曜日の午後
・土曜日

☎481－5515　 481－5514

（月～土曜日　　　　　　）　午前９時～午後４時30分

☎443－2246

（月～水曜日　　　　　　）　　　　午前９時～11時・
　　　　午後３時～５時
　土曜日　午前９時～11時

☎484－2626　 481－0323

（月～金曜日　　　　　　）　午前９時～午後４時30分
　土曜日
　午前９時～午後０時30分

☎483－8851

（月～水・金・土曜日）　午前９時～午後５時

【市内検診機関】※12日までの申し込みは翌月、13日
以降の申し込みは翌々月の受診

市政功労者、技能功労者の

●ⒸYUKI ISHIIⒸYUKI ISHIIⒸYUKI ISHII●ⒸYUKI ISHII●ⒸYUKI ISHII
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●熱中症に注意～マスクをする時も熱中症予防を～　
　気温や湿度が高い環境で長時間マスクを着用すると熱中症になりやすいので、注意しましょう。こまめに水分補給し、人との距離を十分に取った上で適宜マスクを外して
休憩しましょう。　　（健康推進課）

　健康な体をつくるためには、有酸素運動で免疫
力をアップさせることが大切です。
　身近なものを使って手軽にできる有酸素運動の
仕方を、ミス調布と一緒に動画で学びましょう。
■他動画は調布市商工会YouTubeに掲載
（右記２次元コードからアクセス可）

■問調布市商工会☎485－2214 （産業振興課）

　　採用情報

■ 令和３年度市職員
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期して
いた採用試験を再開します。
職種／上級（大学卒業程度）：事務、事務（障害者対象）、
土木、土木（有資格）　中級（短大卒業程度）：事務（障
害者対象）、土木
採用日／令和３年４月１日㈭
選考／１次：書類選考、２次：筆記試験（事務・土木
（有資格）：SPI3、土木：SPI3、専門試験）、３～５次：
人物試験など
■申■問①７月19日㈰までに市■HPから電子申請②22日㈬に
市■HPで公表する電子申請の到達番号と対応した受験
番号を確認③31日㈮までに受験番号を記載した申込書
を〒182－8511市役所人事課職員採用試験担当☎481－
7355へ郵送（消印有効）

■ 会計年度任用職員
●児童館・学童クラブ・子育てひろば
職種／①児童館・学童クラブ専門支援員②事務補助員
（児童館・学童クラブ）③事務補助員（子育てひろば）
時給／①1600円②③1020円（有資格1100円）
■申申込書・受験票（児童青少年課（市役所３階）で配
布または市■HPから印刷可）、資格を証する免許証など
の写し、返信用封筒（持参の場合は不要）を郵送また
は本人が持参
■他②は夏休み期間のみの短期の応募も可
■問児童青少年課☎481－7534
●調布市子ども発達センター
①発達支援補助員
業務内容／乳幼児の療育補助（療育グループでの補助
・きょうだい児の保育など）　
勤務形態／月14日以内　午前９時～午後４時
資格など／保育所など子ども施設で１年以上の実務経
験　時給／1030円
②一時保育士
業務内容／乳幼児の保育の補助
勤務形態／保育実施日のうち週20時間未満（午前９時
45分～午後４時45分の間で指定）　資格など／保育士
または保育士と同等の知識・経験がある方
時給／1030円（有資格1130円）
③事務補助員（事務）
業務内容／窓口業務や電話応対、データ入力など
勤務形態／週４～５日　午前８時30分～午後５時15分
の間で、実働７時間45分以内（応相談）
時給／1020円
①～③共に
■申■問指定の申込書（写真貼付）に必要事項を記入し、
資格を証する免許証の写しと返信用の封筒（84円切手
貼付。持参の場合は不要）を添えて、７月10日㈮（必
着）までに〒182－0032西町290－49調布市子ども発達
センター☎486－1190へ簡易書留で郵送または持参

●市立小学校
職種／技能補助員（給食調理員）
業務内容／学校給食の補助的業務（食材の洗浄・加工
などの下処理や食器洗浄）。市内小学校８校のいずれ
か１校で勤務　
勤務形態／年192日以内①午前８時15分～午後５時（実
働７時間45分、休憩時間１時間）②午前８時15分～午
後１時15分（実働５時間、休憩なし）③午後２時～４
時45分（実働２時間45分、休憩なし）　時給／1050円
■申■問申込書（教育総務課（教育会館４階）で配布また
は市■HPから印刷可）を〒182－0026小島町２－36－１
教育会館４階教育総務課☎481－7144へ本人が持参ま
たは簡易書留で郵送

　　仕事・創業

■ シルバー人材センター会員募集
●オンライン入会を開始
　パソコンやスマートフォンから入会手続きが可能と
なりました。
■他詳細は■HP「調布市シルバー人材センター」参照
●入会説明会（オンライン入会以外の方）
■日８月13日㈭午前９時30分～（毎月第２木曜日）　
■所シルバー人材センター１階会議室　
■対市内在住の60歳以上　■定各日申し込み順24人　
■持1000円（入会する方のみ）、筆記用具　
■申■問調布市シルバー人材センター☎487－9375

A女性起業相談会
■程７月11日㈯・27日㈪　■時午前10時～午後４時（正午
～午後１時を除く）　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
B事業者向け労務相談会
■程７月13日㈪・16日㈭　■時午前９時～午後４時（正午
～午後１時を除く）　■講田村陽太（社会保険労務士）　
■定申し込み順６人
Cシニア世代の「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７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　
A～C共に　
相談時間／１人50分
D事業承継個別相談会
■程７月30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７月27日㈪
A～D共に
■費無料　
■所■申■問７月６日㈪から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

　　その他のお知らせ

■ 住民基本台帳閲覧状況の公表
対象期間／平成31年４月１日～令和２年３月31日　
■所公文書資料室（市役所４階）　■内住民基本台帳の一
部の写しの閲覧請求一覧（国または地方公共団体の機
関の名称・請求事由の概要・根拠法令・閲覧範囲）、
住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出一覧（申出者の
氏名（法人の場合はその名称と代表者または管理人の
氏名）・利用目的の概要・閲覧範囲）　
■他市■HPでも閲覧可　■問市民課☎481－7041～3

■ ご寄附ありがとうございました
▷子ども・若者基金として
　藤原由文様 １万円
▷井上欣一社会福祉事業基金として
　多摩川八重 ２万8902円
▷新型コロナウイルス感染症対策基金として
　久米教平様 １万円
▷子ども・若者基金として
　調布ヶ丘児童館学童クラブ父母の会 72円
 （管財課）

■ 犯罪お悩みなんでも相談（電話相談）
　都では、万引きなどの犯罪行為をしてしまう本人や
家族などを対象とした相談窓口を設置しています。社
会福祉士や精神保健福祉士が電話相談を受け付け、相
談の内容に応じて、適切な支援機関や団体の紹介も行
っています。
■期10月31日㈯まで　■時午前９時～午後５時（日・月曜
日、祝日を除く）　■対都内在住で、万引きなどの犯罪
行為をしてしまう本人、家族または関係者など
■費無料※電話代は相談者負担
■問犯罪お悩みなんでも相談☎03－6907－0511
 （福祉総務課）

■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

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

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）

ミス調布と
健康な体づくり
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●市政へのご意見やアイデアをお寄せください　■Ｅmail001@city.chofu.tokyo.jp・ 441－1199　　　（市民相談課）

　　催　　し

■ 相互友好協力協定締結大学市民対象の事業紹介
●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７月19日㈰午後２時～３時30分　
■対小学５年～高校生　■内教室の方針、受講条件、内容、
授業方法、費用、手続きほか　
■他オンラインで開催。詳細は申込者にＥメールで連絡
■申■問７月18日㈯までに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または
■Ｅuecprogramming2018@gmail.comへ
●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８月５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）（文化生涯学習課）

■ 調布シネサロン
◎特別上映
　～活動弁士と生演奏サイレント映画ライブ～
　「つばさ」（1927年／138分／ブルーレイ／モノクロ）
　第１回アカデミ
ー賞最優秀作品賞
受賞作。第一次世
界大戦を舞台にし
たヒューマンドラ
マです。
■日７月11日㈯午後
２時～　■所文化会館たづくり２階くすのきホール
監督／ウィリアム・Ａ・ウェルマン
出演／クララ・ボウ、チャールズ・バディ・ロジャー
ス、リチャード・アーレンほか　活動弁士／澤登　翠
演奏／カラード・モノトーン（楽長：湯浅ジョウイチ）
■定申し込み順242人
■費一般1500円、ちょうふアートプラス会員1000円、
U22（22歳以下）500円※全席自由。たづくり、グリ
ーンホール、せんがわ劇場でチケット発売中
■申チケットCHOFU☎481－7222
■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 （文化生涯学習課）

■ いやしとふれあいの旅事業
◎みんなで富士山見に行こう
　 山梨・桃食べ放題　富士湧水の忍野八海とパワース
ポット冨士浅間神社（日帰り）

■程７月20日㈪～31日㈮の毎日

■集午前６時50分・せんがわ劇場前、午前７時・国領駅
前、午前７時25分・文化会館たづくり前※集合場所と
確定時間は、最終案内書で要確認
解散／午後６時頃・文化会館たづくり前、６時20分
頃・国領駅前、６時30分頃・せんがわ劇場前
■内調布➡道の駅「富士吉田」（買
い物）➡北口本宮冨士浅間神社
（観光）➡シルバンズ（昼食）
➡忍野八海（観光）➡雨宮農園
（桃食べ放題）➡調布　
■定各日申し込み順21人　
■費大人１万円、小人9500円
最少催行人数／15人
■他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。新型コロナウイルス感染症
の状況により、中止となる可能性あり。催行に当たっ
ては「三つの密」が発生しない席配置、「マスクの着用」
など適切な感染防止策を講じます。また、乗車時に検
温を実施し、37.5度以上の方は参加不可（費用を返金）
■申■問さくらツーリスト㈱（小島町２－45－７　２階）
☎487－1711 （協働推進課）

■ 多摩川自然情報館
◎月別イベント　多摩川の魚観察会
■日７月26日㈰午前９時30分～正午
■集午前９時20分・多摩川自然情報館１階大集会室
■対小学生（３年生以下保護者同伴）
■内講師の解説を聞き、多摩川で魚やエビを手網で探し
て、名前を調べる※雨天・河川増水の場合は中止。中
止の場合は室内で午前10時～11時に「多摩川お魚教室」
を開催　■講君塚芳輝（淡水魚類研究者）
■定申し込み順15人　■費100円（保険料）　■持帽子、雨具、
飲み物、タオル、筆記用具、濡れてもよい長袖・長ズ
ボン（下に水着着用推奨）・運動靴（素足・サンダル
不可。靴下着用）※川の浅いところに入ります
■申■問７月６日㈪から電話で多摩川自然情報館運営受託
者㈱セルコ☎03－3406－1724（午前10時～午後５時30
分※土・日曜日、祝日を除く）へ （環境政策課）

■ フリーマーケット
■日７月26日㈰午前10時～午後３時　■所調布駅前広場
■問NPO法人ちょうふ自立応援団フリーマーケット担
当☎489－3160 （文化生涯学習課）

■「第２弾サークル体験inみんなの広場」参加団体募集
　サークルの活動PRをしてみませんか。
■日９月７日㈪午後２時～４時　
■所文化会館たづくり11階
みんなの広場
■対生涯学習情報サイト登
録団体　■費無料　
■締７月31日㈮
協力／地域デビュー推進
委員会　

■申■問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）） （文化生涯学習課）

　講座・講演会

■ 社会教育学習グループ公開講座
◎ウィズ・ユー
 「不登校のその先～通信制高校への進学について～」
　保護者の立場から、通信制高校進学の事例発表を行
います。
■日７月12日㈰午後１時30分～３時
■所市民プラザあくろす３階研修室２
■講小森美奈子・内田広子（学習グループ「ウィズ・ユ
ー」メンバー）　■定申し込み順10人　■費300円（資料代）
■申■問７月11日㈯までに電話またはＥメールでウィズ・
ユー・内田☎090－7447－6932・■Ｅh_ueno_uchida@ya
hoo.co.jpへ
◎CCD「インクルーシブ英会話」（初級）
■日７月25日㈯午後３時５分～５時　■所総合福祉センタ
ー　■講岩崎道江（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７月24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）

■ だれでもアカデミーしぇいくはんず　８月
◎なぜ　気のきく女性が、夫を子ども化させていく
　なぜ家庭におもてなしを持ち込んではいけないのか
をコミュニケーション心理学の観点から解説します。
■日８月７日㈮午後２時～４時　■所市民プラザあくろす
３階ホール　■講中島由子（心理カウンセラー）
■定申し込み順30人　■費無料
■保１歳～就学前（■定申し込み順若干名。７月６日㈪～
10日㈮に要申し込み）　■他マスク着用で参加を
■申■問７月６日㈪から電話・Ｅメールで男女共同参画推
進センター☎443－1213・■Ｅdanjyo@w2.city.chofu.tok
yo.jpへ （男女共同参画推進課）

調布市×「ゲゲゲの鬼太郎」（第６期）

聖地巡礼マップ  VOL.５
　テレビアニメ「ゲゲゲの
鬼太郎」（第６期）の中には、
調布市内のスポットが多数
登場しました。アニメに登
場したスポットを巡る「聖
地巡礼マップ」VOL.５を
発行しました。
配布場所／調布市観光案内
所「ぬくもりステーション」
（調布駅前広場）、産業振興
課（市役所３階）ほか
■問産業振興課☎481－7183

富士山

忍野八海

Ⓒ水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション大人の塗り絵



●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）

■皆で楽しく歌いましょう■日７月23日㈷午後１時30分～■所文化会館たづくり１階■費500円（資料代）■問岡野屋☎090－9395
－5470※歌詞は大型スクリーンに出します

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
調布囲碁連盟・日曜碁楽会 毎週日曜日午後１時～４時30分 文化会館たづくり 1000円 月1500円 吉田☎487-0671 楽しんで脳トレ。初心者大歓迎

会員
募集
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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

●実篤記念館でテイクアウト　
　おうちで楽しむ工作キット
　毎年記念館で開催している「夏休み自
由研究サポート」に代わり、期間中の来
館者に、おうちで楽しめる工作キット（実
篤モビール・実篤ぬりえ）を配布します。
■期７月18日㈯～８月23日㈰

●７月の開館時間と休館日

※若葉分館は環境改善のため臨時休館中
■期11月29日㈰まで
※開館時間は状況によって変更する場合あり
●段階的にサービスを再開
◎利用できるサービス
●貸出・閲覧（座席は利用不可）
●返却（返却のみの方はブックポストを利用）
●予約（予約資料の用意は時間がかかります）
●新規登録●複写●視聴覚資料室
●分館集会室（利用人数などに制限あり）
●図書館内滞在時間30分以内
◎当分の間、利用できないサービス
●レファレンス（調べものの手伝い）
●インターネット端末・オンラインデータベース
●おはなし会などのイベント
●東部公民館内図書臨時窓口を開設
■期11月29日㈰まで　■時午後１時～５時
利用できるサービス／予約資料の受け取り、資料の返
却など　■問中央図書館☎441-6181

●体験教室「元気になる模様を描く階段アート」
　階段アート用の細長いシールに、アクリル絵の具で、

　新型コロナウイルス感染症への対策のため、利
用施設や人数・サービスを制限して開館していま
す。マスク着用などの感染症対策をしての利用・
参加をお願いします。
※６月26日時点の情報。状況により変更になる場
合あり。詳細は市■HPまたは各館■HP参照

●郷土博物館公式ツイッター開設
　郷土博物館・深大寺水車館の開館情報、
展示・イベント情報、収蔵資料の紹介など
を発信します（右記２次元コードからアクセス可）。
アカウント名／chofu_museum
●常設展示「調布の歴史」（２階展示室）
■費無料
●企画展「1964年東京オリンピックを振り返る
　～収蔵品を中心に～」
（１階展示室）
　これまで当館で収集してき
た資料や写真などとともに、
1964年の東京オリンピックを
振り返ります。
■期９月13日㈰まで

　

●展示替えのための展示室休室
■期７月10日㈮まで
●東京2020応援プログラム　
　企画展「実篤、欧米へ行く」
　～ベルリン観戦と美術行脚～
　実篤が見たドイツ・ベルリン
で開催されたオリンピック第11
回大会を「欧米旅行日記」原本
や家族への手紙などで振り返る
ほか、欧米旅行で入手した愛蔵
品などを紹介します。
■期７月11日㈯～８月30日㈰

１人１段ずつ好きな模様やモチーフを描きます。
■程８月１日㈯・６日㈭（各日同内容）
■時午後２時～４時30分　
■対小学生以上の市民（小学生は親子
で参加）　
■講小野正

まさ

統
とう

（イラストレーター）
■定各日申し込み順10人　
■持マスク、古タオル（雑巾）、パレ
ット用食品トレイ２つ、筆洗用ふた
付きのガラス瓶、飲み物　
■申７月７日㈫午前10時から受け付け

●家庭教育講座「コロナ対策の夏、どんなことに気を
　つけたらいいの～小児科の先生に聞いてみよう」
　暑さや疲れが心配な時期、子どもの心と身体の健康
について学びます。
■日７月31日㈮午後１時30分～３時30分　
■講根本しおり（しおり小児科院長）
■定申し込み順18人　
■申７月７日㈫午前９時から受け付け
●登録団体「美楽」ロビー展示
　「愛しきもの　パート２」
　会員が心惹かれる“いきもの”
の一瞬を描いた水彩画作品を展示
します。
■期７月９日㈭～22日㈬（最終日は
正午まで）

●親子工作教室
　「親子で作るガラスのおうちの小物入れ」
■程７月26日㈰　
■時①午前９時45分～10時45分②午前11時15分～午後０
時15分③午後１時～２時④午後３時～４時（各回同内
容）
■対小学生以上の子どもと保護者（２人１組）※きょう
だいで参加の場合、保護者付き添い不可
■講東
とう

川
かわ

良子（ガラス工芸作家）
■定各コース申し込み順５組
■費１組2500円（材料費。７
月18日㈯までに持参）
■申７月８日㈬午前９時から
電話で受け付け

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

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

●月曜日休館　●申し込み／電話または来館で
●費用／記載のない場合は無料

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開 館 時 間 休　館　日

中　央
図書館

午前９時
～午後８時30分 ７月27日㈪・28日㈫

分　館 午前９時
　　～午後５時 ７月６日㈪・13日㈪・20日㈪

　　27日㈪・28日㈫東部公民館内
図書臨時窓口

午後１時
　　　　～５時

東京オリンピック募金シール

「欧米旅行先にて」
（昭和11年）

実篤モビール

前回の階段アート
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平和祈念事業

●固定資産税・都市計画税第２期の納期限は７月31日㈮　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とスマートフォン・タブレット端末（モバイルレジ）でも納付できます。また、個人市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税は、インターネットやATM（ペイジー収
納サービス※1月発行の納付書から使用できます）で納付できます。納付方法の詳細は納付書裏面をご覧ください。納付書をなくされた方は、納税課までご連絡ください。　■問納税課（市役所３階）☎481－7214
～20

原　爆　展 調布っ子“平和なまち”
絵画コンテスト2020作品募集

調布市国際交流平和都市宣言30周年

　調布市は、昭和58年９月27日に調布市非核平和都市宣言を、平成２年３月23日に調布市
国際交流平和都市宣言をしています。
　今年は調布市国際交流平和都市宣言30周年です。市では30周年記念事業として、平和に
向けたさまざまな取り組みを行います。
 ■問文化生涯学習課☎481－7139

　長崎市の被爆資料や広島市立基町高校の生徒による「原爆の絵」のほか、市の
平和に向けた取り組みを展示します。
■期８月１日㈯～９日㈰
■時午前10時～午後６時
■所文化会館たづくり２階南ギャラリー
■費無料

　平和首長会議が実施する「子どもたちによる“平和なまち”絵画コンテスト
2020」へ応募する絵画を募集します。また、今年度は市でも独自の賞を設けて、
全作品の中から表彰を行う予定です。
テーマ／平和なまち　作品／B4サイズ（257×364ミリ）または八つ切りサイズの
画用紙で、スキャンが可能な平面作品　
■対11月20日㈮時点で３歳以上15歳以下※３～５歳の作品は平和首長会議への提出
はなし　■締第一次：７月20日㈪　最終：10月13日㈫
■申申込書（市■HPから印刷可）に作品に込めた思いなどを記入し、作品の裏に貼り、
締切までに〒182－8511市役所文化生涯学習課「平和なまち絵画コンテスト」担
当へ郵送で提出
■他７月20日㈪までに応募があった全作品を、原爆展で展示予定。詳細
は市■HP（右記２次元コードからアクセス可）参照

街の上を飛ぶ天使は、
その街に住む人を励ま
し、元気にします。

世界には　たくさんの国があり
その国には　それぞれに人が生きている
赤ちゃんもいれば　お年寄りもいる
言葉や文化の違いはあっても
みんな仲良く生きたいと思う

調布の人も　そうでない人も
日本の人も　そうでない人も
いま　私たちは世界にとびたつ
いま　私たちは世界の人を迎える

地球には　たくさんの人が生きている
みんな平和に生きたいと思う
きっとそうなる　きっとできると
私たちは宣言する。

平成２年３月23日　調布市

調布市国際交流平和都市宣言

戦争の悲惨さや平和の大切さについて、考えてみませんか

このほかの事業は、９面をご覧ください

英文は市■HPで公開しています

　昨年度に広島平和派遣に参加した中学生（ピースメッセンジャー）
が黙とうの呼びかけを行います。戦争で亡くなった方のご冥福と、
世界の恒久平和の実現を祈念するためにご協力をお願いします。
■日①８月６日㈭午前８時15分②９日㈰午前11時２分③15日㈯正午
■他緊急災害発生時などに中止する場合あり

　調布市の国際交流事業と平和事業を
推進するための基金への寄附にご協力
ください。
令和元年度の基金の活用例
国際交流事業／市が東京2020大会にお
けるホストタウンとなっているサウジ
アラビアの文化に触れる交流事業
平和祈念事業／平和祈念情報誌「ピース・レターちょうふ」作成、
広島平和派遣事業
■申ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」■HPから申し
込み、または寄附願（市■HPから印刷可）を直接、または郵送・FAX
で〒182－8511市役所４階管財課☎481－7173・ 481－6454へ

　公共施設で配架するほか、市■HPでも閲
覧できます。

ピース・レターちょうふ
　平和に向けた市の取り組みや、イベン
トなどをまとめました。「調布っ子“平和
なまち”絵画コンテスト2020」の募集要
項も掲載しています。

令和元年度調布市
中学生広島平和派遣報告書

　12人の中学生を被爆地である広島市へ
派遣し、その成果をまとめた報告書です。

　市役所前庭にある「平和の塔」は、戦争・
戦災・引き揚げ・原爆被爆などの惨禍の中で
亡くなった方を追悼し、平和への誓いをこめ
て、多くの市民と市民団体の協力のもとに、
昭和48年11月10日に建立されました。中央の
球体は精霊の安らぎと平和を表し、三本の柱
は永遠と荘厳、そして
平和を守る市民一人ひ
とりの願いを象徴して
います。

（福祉総務課）

防災行政無線 ～世界平和を願う黙とうにご協力を～

調布市国際交流平和基金にご寄附を

平和関連刊行物 平和の塔

平和首長会議の2018年受賞作品　最優秀賞
ロシア・クラスノダール市　アナスタシア・スコベルツィナさん（9歳）

原爆投下時刻で止まった時計
（長崎原爆資料館所蔵）

昨年度の展示の様子

広島平和派遣事業


