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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

　ごみ　リサイクル

■ 粗大ごみ再生品の臨時販売
■程10月10日㈯　
■時午前９時～正午、午後１時30分～４時30分　
■所クリーンセンター（野水２－１－１）
主な販売品／テーブル、椅子、タンス、衣装ケース、
メタルラックなど（家電製品を除く）
価格／500～5000円程度　
アクセス／調布駅北口バス乗場「武蔵小金井駅南口」
行き「二枚橋」下車徒歩１分
■他駐車場数台あり
■問ごみ対策課☎042－306－8200

■ 災害ごみの受け入れ
　都からの依頼を受け、昨年の台風19号で被災した宮
城県大崎市を支援するため、ふじみ衛生組合（深大寺
東町７－50－30）で災害ごみを受け入れます。
■期10月１日㈭～11月21日㈯
種類／可燃ごみ（稲わら）　
搬入量／約160トン（予定）
■問ふじみ衛生組合☎490－5374

■ 家庭系ごみ袋LLサイズのばら売り取扱店の新規追加
新規取扱店／ファミリーマート京王多摩川駅前店（小
島町３－34－１）☎440－6015
■他ほかのばら売り取扱店は市■HP参照
■問ごみ対策課☎481－7812

■ マスクのポイ捨ては絶対にしないでください
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、使用
済みマスクのポイ捨てが急増しています。ごみの収集
員やごみを拾い清掃する方へ感染するリスクがあるた
め、ポイ捨ては絶対にしないでください。
　鼻水などが付着した使用済のマスクやティッシュを
家庭で捨てる際も、「ごみに直接触れない」「ごみ袋は
しっかりしばって封をする」「ごみを捨てた後は手を
洗う」ことを心掛けましょう。
■問ごみ対策課☎481－7812

■ ちょうふエコ川柳を家庭系ごみ袋の紙帯に掲載
　令和元年度の入賞作品を
ごみ袋の紙帯に掲載してい
ます。紙帯を外す時にぜひ
ご覧ください。

■問ごみ対策課☎481－7812

　　ボランティア

■ 協力会員募集説明会（地域ボランティア）
■程①10月６日㈫②30日㈮
■時①午前10時～11時30分②午後１時30分～３時　
■所①調布ゆうあい福祉公社②下石原地域福祉センター
■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■問電話で（公財）調布ゆうあい福祉公社☎481－7711
へ

　　採用情報

■ 令和３年度市職員
職種／上級（大学卒業程度）：建築（経験者）、建築　
中級（短大卒業程度）：司書、保育士
採用日／令和３年４月１日㈭　選考／一次：書類、二
次：筆記、三・四次：人物試験など
■申■問①９月30日㈬までに市■HPから電子申請②10月５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③12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☎481－7355へ郵送（消
印有効）

■（社福）調布市社会福祉事業団職員
①福祉職
資格など／採用日時点で60歳未満で、普通自動車免許
を有する方
採用日／Ⓐ令和３年１月１日㈷Ⓑ４月１日㈭
■締10月16日㈮（必着）
②看護職
資格など／採用日時点で60歳未満で、正看護師免許と
普通自動車免許を有する方
採用日／令和３年４月１日㈭※応相談　■締随時
①②共に
■申■問自筆の履歴書（写真貼付。①は採用希望日を明記）、
資格を証する書類の写しを〒182－0032西町290－４調
布市社会福祉事業団本部事務局☎481－7493へ郵送ま
たは持参（土・日曜日を除く午前９時30分～午後４時
30分）

自分を知るための　自己分析カウンセリング
■時午前10時～午後４時
■所会議室２（Web相談も可）
■定申し込み順10人
■費無料
企画／COCOROテラスカウンセリングサークル
■申リエゾンちょうふ・中島☎090－5514－1087・
■Ｅ liaison-chofu@mail.goo.ne.jpへ

健康に歩こう
①スニーカーの悩み　個別相談
② 健康ウォークをかなえる足と靴の講座
　ラクラク　軽やか　歩けるコツ
■時①午前10時30分～正午（１人20分）

②午後１時30分～３時30分
■所研修室３
■定申し込み順①４人②12人　■費無料
■持ひもかベルト式の運動靴（なくても
参加可能）、床に敷いてもよいタオル
企画・■申フットの会☎080－3304－2802・■Ｅasizuku
ri_320@yahoo.co.jp

フィルムで作ろう　ステンドグラス
　一人ひとりの「好き」が見つ
けられる子ども向け造形教室で
す。
■時①午前10時～11時30分
　②午後１時～２時30分
■所ホール
■対カッターが使える小学生以上
■定各回申し込み順５組
■費1000円（材料費）
企画・■申こどもアートくらぶ☎486－0170・■Ｅkodo
mo.art.club@gmail.com

つくってあそぼう　ダンボールめいろ
■時①午前10時～11時②午後１時～２時
■所ホール
■対３歳～小学校低学年の子どもと保護者
■定各回申し込み順５組　
■費500円（材料費）
企画・■申きらきらキッズ■Ｅwakuwakuasobimaru@g
mail.com

カラダで遊ぼう　親子でワクワクを見つけよう
　カラダ遊びとミニ絵本づくり
■時①午前10時30分～②午後１時～　■所和室　
■対３歳～小学生の子どもと保護者　
■定各回申し込み順５組
■費800円（実費）　■持飲み物、タオル　
企画・■申たまじゅうわくわく創造隊
■Ｅ tamajyu.sozo@gmail.com

ギャネックと遊ぼう
■時午前10時～午後２時　■所ホール
企画／ユウグライド

　性別にとらわれず自分らしく生きることができる社会の実現を目的とした市民
参加イベントです。
■日10月11日㈰午前10時～午後４時
■所男女共同参画推進センター（国領駅徒歩１分。市民プラザあくろす３階）
■保  １歳～就学前（■定申し込み順若干名。保護者がイベントに参加時のみ預かり
　 ■申９月24日㈭～10月１日㈭の平日午前９時～午後５時に男女共同参画推進セン
ター☎443－1213へ）　

■申各企画団体へ
■他定員あり。状況により、イベントを中止・変更、または延期する場合あり
■問男女共同参画推進課☎443－1213・■Ｅdanjyo@w2.city.chofu.tokyo.jp・■HP（下記
２次元コードからアクセス可）

柳亭こみち講演会録画配信
　９月19日に開催した基調講演の様子を調布市
動画ライブラリーで配信するほか、柳亭こみち
師匠のインタビュー上映、出展団体のPRパネ
ルやチラシの展示、「わがまち調布の輝き女性」
紹介などを行います※詳細は男女共同参画推進
センター■HP参照

全イベント事前予約制



暮らしの情報 � 令和2（2020）年9月20日　　【11】No.1665

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　

ゲゲゲ忌2020～水木マンガの生まれた街　調布～ゲゲゲ忌2020～水木マンガの生まれた街　調布～

■（社福）調布市社会福祉事業団臨時職員
勤務内容／市内の学童クラブのスタッフとして、児童
の育成・見守りなど
勤務形態／月～土曜日のうち週３～５日、午後０時30
分～７時の間で５時間（土曜日は午前８時から）※応
相談　 
時給／1050円※交通費別途支給
■申■問電話で調布市社会福祉事業団かみふだ学童クラブ
☎444－1327へ

■「ポピーの家」正職員
業務内容／知的障害のある利用者の作業・生活支援な
ど　
勤務形態／週５日　午前９時～午後５時（早番午前８
時30分～午後４時30分）
資格など／普通自動車免許必須。未経験者可　
■申電話連絡の上、面談　
■問NPO法人ひなげしの会　ポピーの家・髙橋☎483－
4230 （障害福祉課）

　　仕事・創業

■ キャリアアップ講習10月募集科目
■対現在主に中小企業で働いている方（派遣、契約社員、
パートなどを含む）で、都内に在住・在勤の方
■内①３級簿記受験対策②クラウドアプリケーションを
活用した経営・業務管理③HTML５とCSS3によるホー
ムページ作成
■定①12人②③７人（多数抽選）　
■費①3200円②③6500円
■所■申■問直接または往復はがき、FAXで10月１日㈭～10
日㈯（必着）に、〒183－0026府中市南町４－37－２
多摩職業能力開発センター府中校人材育成プラザ☎
042－367－8204・ 042－367－8217へ、または■HP「TOK
YOはたらくネット」の申し込みフォームから申し込
み※直接の場合は返信用はがき持参 （産業振興課）

　調布市名誉市民・水木しげるさんの命日11月30日「ゲゲゲ忌」を中心に、水木しげるさん
ゆかりの地を巡るスタンプラリーなどのイベントを開催します。
■期11月21日㈯～30日㈪

Ⓐ「ゲゲゲ横丁・ゲゲゲの森」出店者募集
■程11月21日㈯・22日㈰※小雨実施
■時午前11時～午後４時　
■所調布駅前広場
■対調布市観光協会会員で、
次の３点を満たす事業者
①ゲゲゲ忌らしい雰囲気
の店づくりをする②水木
作品やそのキャラクターにちなんだゲゲゲ忌オリジ
ナル商品（産業振興課を通し水木プロダクションと
調整が必要）を販売する③新型コロナウイルス感染
拡大防止の取り組みとして「調布市公共施設の開館
・利用における感染拡大防止ガイドライン」に基づ
く対応を行う　
■内出店形態：キッチンカーまたはテント（間口3.6m
×奥行2.7mを観光協会で貸与）※飲食店出店の場
合、給排水設備を自店で用意できる場合に限る。電
源・駐車場なし　
■費無料　
■定各10店程度

Ⓑ「ゲゲゲ忌2020」協力店舗募集
　主旨に賛同いただける店舗は協力店舗として、調
布市観光協会■HPなどで紹介します。
■期11月21日㈯～30日㈪
■内水木キャラクターを
模した飲食の販売（産
業振興課を通し水木プ
ロダクションとの調整
が必要）、鬼太郎ちゃ
んちゃんこの着用、店
頭でのゲゲゲ忌ポスターや水木関連グッズの展示、
水木関連グッズ持参の方への特別サービスなど　
■費無料

ⒶⒷ共に
■申■問申込書（調布市観光協会■HPから印刷可）に
必要事項を記入し、10月９日㈮までにＥメール
またはFAXで観光協会事務局☎481－7185・
481－7391・■Ｅkankou@w2.city.chofu.tokyo.jpへ
 （産業振興課）

■ 京王閣競輪開催日
（◎本場昼開催。無印は場外のみ）
《９月の開催日》
22日㈷・23日㈬・24日㈭

《10月の開催日》
８日㈭・９日㈮・10日㈯・11日㈰・12日㈪・13日㈫・
14日㈬・15日㈭・16日㈮・17日㈯・18日㈰・◎24日㈯
・◎25日㈰・◎26日㈪・◎27日㈫・31日㈯
■問東京都十一市競輪事業組合☎487－2156 （財政課）

■ 八ケ岳少年自然の家　新規予約受付
　10月１日㈭から、次の通り新規予約を受け付けます。

※連泊時は、１泊目の属
する月を基準とする
■他７月利用分から市外利
用者の宿泊料を変更。詳
細は市■HP参照。一部利用
制限中のため、申し込み
前に「ご利用前のご案内」
（市■HPから印刷可）を要確認　
■申■問電話またはFAXで八ケ岳少年自然の家（山梨県北
杜市高根町清里3545－１）☎0551－48－2014・ 0551
－48－4358へ※個人利用のみ八ケ岳少年自然の家■HPか
ら申請可 （社会教育課）

◎講演会「調布の歴史・文化を
学ぶ～深大寺を中心に～」
■程①10月８日㈭②22日㈭　■時午
後２時～４時（１時30分開場）
■所グリーンホール小ホール　
■内①深大寺周辺の考古学的状況
～深大寺城跡を中心に～
②Ⅰ部：深大寺と指定文化財
Ⅱ部：深大寺の元三大師像とそ
の周辺　■講①郷土博物館学芸員②赤城高志・菱沼
沙織（深大寺学芸員）　
■定各回申し込み順110人　■費無料　
■申電話でグリーンホール（午前９時～午後７時）
へ、または（公財）調布市文化・コミュニティ振
興財団■HPの申し込みフォームから申し込み　
■他未就学児入場不可
■問グリーンホール☎481－7611
◎新作能「月

げっ

魄
ぱく

　深大寺蕎麦の能」
　万葉集の和歌と深大寺の蕎麦
の歴史を重ねた調布発の新作能
と、赤獅子と白獅子が舞う演目
を上演します。静と動の二つの
物語をお楽しみください。
■日11月23日㈷午後３時～（２時
30分開場）　■所文化会館たづく
り２階くすのきホール　
■内前半：解説、新作能「月魄　深大寺蕎麦の能」　
後半：半能「石橋／大獅子」　
■演山中迓

が

晶
しょう

（シテ方観世流）　■定226人（ライブ
配信視聴を除く）　■費Ｓ席3600円、Ａ席3300円、
22歳以下・外国人1500円、ライブ配信視聴2500円　
■保あり　■他５歳未満入場不可
■申■問チケットCHOFU☎481－7222
 （文化生涯学習課）

ゲゲゲ忌2020～水木マンガの生まれた街　調布～ゲゲゲ忌2020～水木マンガの生まれた街　調布～

A創業経営相談会
■程①10月７日㈬②14日㈬③21日㈬④28日㈬　
■時①②午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）
③④正午～午後７時（午後１時～２時を除く）
相談員／中野英次（多摩信用金庫職員）　
■定申し込み順６人
B融資相談会
■日10月８日㈭午前10時～午後４時（正午～午後１時を
除く）　
相談員／日本政策金融公庫三鷹支店の専門担当者　
■定申し込み順５人　
C税務相談会
■日10月13日㈫午後１時～４時　
■対中小企業・小規模事業者と創業希望者　
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
A～C共に
相談時間／１人50分　
■費無料　
■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

　　その他のお知らせ

■ ご寄附ありがとうございました
▷新型コロナウイルス感染症対策基金として
　清水　明様 ５万円
　清水公枝様 ５万円
▷新型コロナウイルス感染症対策寄附金受領総額
　（９月５日現在） １億434万5073円
▷子ども・若者基金として
　鈴木　洋様 10万円
 （管財課）

■ 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

区　分

市内青少年団体（おおむね
20歳未満の者で構成する10
人以上の団体）
市内個人（市内在住・在勤
・在学）※青少年団体以外
の団体を含む

新規予約受け付け分

令和３年４月利用分

令和３年１月利用分

深大寺 阿弥陀三尊
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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

　　催　　し

■ 自転車安全利用キャンペーン
　９月21日～30日は全国交通安全運動期間です。歩行
者も、自転車利用者も、ドライバーも、交通ルールを
守りましょう。
■日９月30日㈬午後２時～※１時間程度。雨天中止
■所市役所前庭
■内交通安全・盗難防止などの各種パネル・グッズなど
の展示、交通安全クイズ、反射材などの配布など
■問調布警察署☎488－0110（内4112・3）、交通対策課
☎481－7454

■ 多摩川自然情報館イベント　
◎10月の月替わりプログラム
　多摩川の草花を使って遊ぼう
　多摩川でみられる植物を使って風車などを作ります。
作り方は解説員が教えます。
■程土・日曜日、祝日　
■時午前９時～正午、午後１時
～４時30分※随時　
■申当日直接会場へ　
■問多摩川自然情報館運営等

受託事業者㈱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、祝日の午前９時～午後５時）
◎月別イベント「多摩川植物観察会」
■日10月11日㈰午前９時30分～正午※小雨決行　
■対18歳以上　
■講長岡総子（植物研究家）　
■定申し込み順10人　
■費100円（保険料）　
■持歩きやすい服装、帽子、
雨具、飲み物、タオル、筆
記用具　
■申■問９月23日㈬から電話で多摩川自然情報館運営等受
託事業者㈱セルコ☎03－3406－1724（平日の午前10時
～午後５時30分）へ （環境政策課）

■ 調布市国際交流協会交流サロンLet's Talk in English
◎ウクライナの話あれこれ（オンライン講座）
　留学生の講師が、ウクライナの気候、生活、文化、
食事、日本との違いなどを、日本語も交えながら主に
英語で話します。後半は参加者の質問に答えながら交
流します。
■日10月17日㈯午後２時～４時
■講アナスタシア・ポリシュチュク（CIFA会員）
■定申し込み順30人　
■費無料
■申■HP「調布市国際交流協会」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Zoomで開催。希望者はオンライン受講のための説
明会（■日10月10日㈯午前10時～正午　■所文化会館たづ
くり３階303会議室）に参加可
■問調布市国際交流協会☎441－6195（日曜日、祝日、
たづくり休館日を除く） （文化生涯学習課）

　講座・講演会

■ パソコン講座　第６回「はじめてのワード」（全５回）
■程①９月30日㈬②10月３日㈯③７日㈬④10日㈯⑤14日
㈬
■時午後１時30分～３時30分
■所文化会館たづくり11階1102学習室
■対パソコンの基本操作、文字入力のできる方
■内文書の編集、チラシ作成、表、写真や図の入った書
類を作る入門講座
■定申し込み順６人
最少催行人数／３人
■費5120円（テキスト代含む）
■他パソコンは主催者で用意。詳細は調布パソ
コンサークル■HP参照（右記２次元コードから
アクセス可）
■主調布パソコンサークル
■申■問９月21日㈷～28日㈪に市民活動支援センター電話
代行サービス☎498－3381（午前９時～午後５時）へ
※申込期限後は調布パソコンサークル☎070－1401－
5894（午前９時～午後５時） （協働推進課）

■ 現役採用担当者がこっそり教える「就活で差がつく学生生活」
　調布出身・在住で学生時代に市民活動に参加してい
た講師が、市民活動の経験が就職活動にどのように生
かせるかをお話します。
■日10月10日㈯午後２時～４時
■所市民プラザあくろす２階市民活動支援センター
■対就職活動前の大学生
■講森　直樹（一部上場食品メーカー勤務）
■定申し込み順20人
■費無料
■申 ■問電話またはＥメールで市民活動支援センター☎
443－1220・■Ｅnpo-center@ccsw.or.jpへ（協働推進課）

■ 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」（初級）
■日10月10日㈯午後３時５分～５時　
■所総合福祉センター２階団体室　
■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10月９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）

■ 消費者講座「生活を彩るカラー講座 ～暮らしに活かす色彩術～」
　色が持つ効果と色彩心理について学び、暮らしに色
を取り入れてみませんか。
■日10月19日㈪午前10時～11時30分
■所文化会館たづくり1001学習室
■対市内在住・在勤・在学者
■講鈴木美樹（日本カラーコミュニケーション協会認定
カラーコンサルタント）
■定申し込み順14人
■費無料
■申■問９月23日㈬午前８時30分から電話またはＥメール
に氏名（フリガナ）、電話番号を明記し、文化生涯学
習課☎481－7140・■Ｅbunsin@w2.city.chofu.tokyo.jpへ

新型コロナウイルス感染症に関する情報
　感染症対策のため、事前の体調確認、
手洗い、手指消毒、マスク着用などを徹
底した上での参加をお願いします。また、状況によ
り各事業は中止・延期の場合があります。市■HP（上
記２次元コードからアクセス可）や主催団体■HPなど
で最新情報をご確認ください。

パ　　ソ　　コ　　ン　　教　　室パ　　ソ　　コ　　ン　　教　　室

※１はiPhone／iPadを使って動画の撮影・編集を行い、数分のショートムービーを作る新講座
■時午前は９時30分～午後０時30分、午後は１時30分～４時30分※２は午後１時30分～３時30分　
■他各コース申し込み順。費用はテキスト代を含む。詳細はシルバー人材センター■HP参照
■所■申■問■HP（公社）調布市シルバー人材センター☎487－9375

パック講座　上記の講座（オンラインミーティング入門、パソコン・スマホ倶楽部、土・日曜日の講座を除
く）を２つ組み合わせて申し込むと料金を4000～5000円割引。申込時にパック申請をする

コ　ー　ス　名 日　　　程 時間 費　用

パソコン入門（全５回） ①10月５日㈪～９日㈮ 午前 7000円②11月９日㈪～13日㈮

ワード基礎（全４回） ①10月12日㈪～15日㈭ 午前 8000円②11月16日㈪～19日㈭

ワード活用（全４回） ①10月17日㈯・18日㈰・24日㈯・25日㈰ 午後 8000円②11月24日㈫～27日㈮ 午前

エクセル基礎（全４回） ①10月19日㈪～22日㈭ 午前 9000円②11月９日㈪～12日㈭ 午後

エクセル活用（全４回） ①10月26日㈪～29日㈭ 午前 9000円②11月21日㈯・22日㈰・28日㈯・29日㈰ 午後

パワーポイント（全４回） ①10月19日㈪～22日㈭ 午後 9000円②11月16日㈪～19日㈭
デジタル写真、整理・活用
Windows10フォト（全３回） 　10月12日㈪～14日㈬ 午後 8000円

ホームページ作成（全５回） ①10月５日㈪・６日㈫・７日㈬・26日㈪・27日㈫ 午後 １万5000円②11月４日㈬・５日㈭・６日㈮・25日㈬・26日㈭
オンラインミーティング入門 ①10月16日㈮②11月３日㈷ 午後 2000円
iPhone入門（全２回） 　10月１日㈭・２日㈮ 午後 5000円
iPad入門（全２回） 　11月２日㈪・４日㈬ 午前 5000円
iPhone／iPadだけでショートムービー作成（全２回）※１ 　10月28日㈬・30日㈮ 午後 6000円
スマホ＆タブレット入門（Android）

（全２回）
①10月１日㈭・２日㈮ 午前 5000円②11月５日㈭・６日㈮

パソコン・スマホ倶楽部 ①10月９日㈮②23日㈮
③11月13日㈮④27日㈮

午後
※２

1000円
（初回参加無料）

個人・出張授業 要相談
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　味の素スタジアムでは、利用者の安全・安心を確保した上で施設を利
用できるよう、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から施
設の管理運営を行っています。利用・参加前に味の素スタジアム■HPに掲
載している依頼・留意事項をご確認ください。

　また、状況によりイベントが中止・延期となる場合があります。最新
情報は各イベント主催者へお問い合わせください。
※武蔵野の森総合スポーツプラザのイベント開催予定はありません

★味の素スタジアム
３日㈯ 東京ヴェルディ vs 大宮アルディージャ
　　　　（明治安田生命Ｊ２リーグ 第24節）
　　　　午後４時キックオフ
　　　　■問東京ヴェルディ　☎03－3512－1969
３日㈯　 スフィーダ世田谷FC vs AC長野パルセイロ
　　　　・レディース
　　　　（2020なでしこリーグ２部第12節）
　　　　午後２時キックオフ
　　　　■所AGFフィールド
　　　　■問■HPNPO法人スフィーダ
　　　　　　☎03－6228－1932

10日㈯　FC東京 vs ガンバ大阪
　　　　（明治安田生命Ｊ１リーグ 第21節）
　　　　午後２時キックオフ
　　　　■問FC東京　☎444－2630
11日㈰ 東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山
　　　　（明治安田生命Ｊ２リーグ 第25節）
　　　　午後４時キックオフ
　　　　■問東京ヴェルディ　☎03－3512－1969
11日㈰　 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs 浦和

レッドダイヤモンズレディース
　　　　（2020なでしこリーグ１部第14節）
　　　　午後１時キックオフ
　　　　■所AGFフィールド
　　　　■問東京ヴェルディ　☎03－3512－1969

14日㈬　FC東京 vs 清水エスパルス
　　　　（明治安田生命Ｊ１リーグ 第22節）
　　　　午後７時キックオフ
　　　　■問FC東京　☎444－2630
17日㈯ 東京ヴェルディ vs 栃木SC
　　　　（明治安田生命Ｊ２リーグ 第27節）
　　　　午後２時キックオフ
　　　　■問東京ヴェルディ　☎03－3512－1969
21日㈬ 東京ヴェルディ vs ジュビロ磐田
　　　　（明治安田生命Ｊ２リーグ 第28節）
　　　　午後７時キックオフ
　　　　■問東京ヴェルディ　☎03－3512－1969

新型コロナウイルス感染症対策のため、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た上で利用・参
加をお願いします。
※９月11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

●秋季展
「実篤が描いた風景」
■期10月４日㈰まで
●展示解説　
■程10月３日㈯午後１時30分～
（45分程度）
■申当日直接会場へ
●閲覧室休室　
■程９月24日㈭・30日㈬、10月１日㈭
●秋の実篤公園
　紅白のハギやヒガンバナ、ノシラ
ンの白い花、ヤブランの可憐な薄紫
の花などが見頃です。柿の実も日増
しに色づいてきています。
日光を反射して黄色く見えるヒカリ
モもまだ見られます。
■他見頃は気候によって前後します。お
問い合わせの上、お出掛けください

●「東京・ミュージアム　ぐるっとパス2020」発売
　「ぐるっとパス」は関東99の美術館・博物館などで
使える入場券と割引券で、各施設指定の展示で１回ず
つ利用できます。有効期限は最初の利用日から２カ月
間です。当館は入場無料となります。　
■費１冊2200円（税込）

●９・10月の開館時間と休館日
　館内の滞在時間は１時間以内でお願いします。

※分館は10月から、水・金曜日も午後５時で閉館
※若葉分館は館内環境の整備のため臨時休館中。次回
の開館日は12月１日㈫。東部公民館で11月29日㈰まで
図書臨時窓口を開設中
●図書館だより2020夏・秋合併号
発行日／９月25日㈮
■内水木しげるさんの表紙絵、特集
「調和（旧つつじケ丘）分館開館
50周年、染地分館開館40周年」、「図
書館の感染予防策」「分館の１年
を紹介　分館すごろく」、「郷土の
歴史と伝承」ほか

●図書館だより冬号
「私のすすめるこの一冊」の原稿募集
　今までに読んだ本の中で、人に薦めたい本を紹介し
てください。
■内未発表の書き下ろし原稿・400字以内（専用の原稿
用紙は各図書館で配布）　
■申住所、氏名、電話番号、本のタイトル、著者名、出
版社を明記し、10月18日㈰（必着）までに郵送または
直接各図書館へ　
■他応募原稿の返却不可。紙面の都合上、掲載できない
場合あり
●中学生向けの小冊子
　「ぶちねこ便」配布中
　中学生の記者たちが、日常生
活での体験や感想・意見・詩、
毎月の特集などを自分たちで編
集し、毎月発行しています。

●常設展示「調布の歴史」（２階展示室）　
■費無料
●ギャラリー展示
　「新収蔵資料展」
■期10月25日㈰まで
●１階展示室の休室
　展示準備のため、10月
11日㈰まで休室します。
次回は、10月13日㈫から東京都文化財指定記念展「深
大寺の元

がん

三
ざん

大
だい

師
し

」を開催予定です。

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

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

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）

昨年の実篤公園

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

開 館 時 間 休　館　日
中　央
図書館

午前９時
～午後８時30分 10月26日㈪・27日㈫

分　館
午前９時～午後
５時（９月まで
の水・金曜日は
午後６時まで）

９月23日㈬・28日㈪・29日㈫

10月５日㈪・12日㈪・19日㈪
　　26日㈪・27日㈫

東部公
民館内
図書臨
時窓口

午前11時
　　～午後５時

９月21日㈷・28日㈪・29日㈫

10月５日㈪・12日㈪・19日㈪
　　26日㈪・27日㈫

「由布岳を描く実篤」1938年

ギャラリー展示の様子

●文化会館たづくり10月の休館日
■期10月26日㈪・27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）
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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

●共催事業「日本史を学ぶ会」（東部公民館利用登録
団体）公開講座
■程・■内①10月１日㈭・絵巻物にみる合戦～前九年合戦
絵巻、平治物語絵

え

詞
ことば

、男
お

衾
ぶすま

三郎絵詞～②15日㈭・将軍
の言葉にみる格式～将軍が発する言葉の意味を探る～　
■時午後２時～４時　
■講①酒

さか

寄
より

雅志（國學院大學栃木短期大学教授）
②深井　雅

まさ

海
うみ

（徳川林政史研究所所長）　
■定各回申し込み順８人（市民優先）　
■持筆記用具　
■申９月24日㈭午前９時から受け付け　
●家庭教育講座　小・中学生の心に届く伝え方
　～コーチングの手法から～（全３回）
子どもの反抗期が来る前に、家族の信頼関係を深め

るためのヒントを学びます。
■程・■内①10月10日㈯・「伝える」のプロセスはシンプ
ル？②17日㈯・「伝え方」「伝わり方」を知る
③24日㈯・信頼残高を貯める　
■時午前10時～正午　
■対小・中学生の保護者　
■講石川りつこ（生涯学習開発財団認定プロフェッショ
ナルコーチ）　
■定申し込み順８人（市民優先）
■保１歳６カ月～就学前（■定申し込み順２人　オリエン
テーション：10月３日㈯午前10時～11時※親子で要出
席）　
■持筆記用具　
■申９月24日㈭午前９時から受け付け

●健康講座「心も体もリフレッシュ　ストレッチ＆筋
トレ＆ダンス」（全３回）
■程・■内①10月17日㈯・体
をほぐして柔軟性アップ
②20日㈫・体幹を鍛えて
バランス力アップ③24日
㈯・楽しく踊ってリズム
感アップ　
■時午前10時～11時30分　■対60歳未満　
■講山口晴子（ダンスインストラクター）　
■定９人（多数抽選）　■保１歳６カ月～就学前（■定４人　
保育オリエンテーション：10月13日㈫午後０時30分～
※１時間程度。親子で要出席）　
■持ヨガマット（大きめのバスタオル可）、室内用シュ
ーズ、飲み物、動きやすい服装　
■申Ｅメールまたは往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号（保育希望者は子どもの氏名と月齢も）
を明記し、10月６日㈫（必着）までに西部公民館■Ｅse
ibuk＠w2.city.chofu.tokyo.jpへ

●市民の暮らし講座「「日本語」について考えてみよう」
 （全３回）
■程・■内①10月13日㈫・尻取り遊びはなぜ面白いか～日
本語のオトについて考える～②27日㈫・「障がい」の
表記をめぐって～日本語の単語と文字について考える
～③11月10日㈫・ら抜き言葉の行方～日本語の文法に
ついて考える～　
■時午後２時～４時　■講荒尾禎

よし

秀
ひで

（東京学芸大学名誉教
授）　■定12人（多数抽選）　■持筆記用具　
■申往復はがきの住信欄に、住所、氏名、電話番号を明
記し、９月30日㈬（必着）までに「市民の暮らし講座」
係へ

A琵琶楽　茜会（全２回）
■程・■時昼の部／①９月27日㈰②10月４日㈰・午後
２時～３時30分　夜の部／①９月28日㈪②10月５
日㈪・午後６時～７時30分
■所西部ふれあいの家
■内薩摩琵琶の楽器の演奏と琵琶歌の基本的な歌い
方（楽器と教材の用意あり）
■定各申し込み順３人　
■費無料
■持筆記用具、録音機（お持ちの方）
■締９月25日㈮
Bソシアルダンス「コスモスフレンズ会」（全４回）
■程10月２日～23日の毎週金曜日
■時午前10時～正午
■所下布田ふれあいの家
■内社交ダンスのブルース、ワルツ、タンゴの基本
ステップを学ぶ
■定申し込み順５人　
■費200円（資料代）
■持運動靴（タイトスカート不可）
■締９月30日㈬
AB共に
運営／生涯学習各サークル
■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）

生涯学習サークル体験

生涯学習情報コーナー　
あなたの“学び”を応援します
　「コーラスに入りたい」「将棋を始めたい」
「絵を習いたい」など趣味の活動を始めたい
方に、市内で活動する約740のサークルから
案内します。
■所文化会館たづくり11階
■他電話、Ｅメールでの相談も可

■スポーツウエルネス吹矢体験会■日９月24日㈭・28日㈪午
後１時～４時■所市民プラザあくろす３階■費無料
■問半田☎080－5655－3158※コロナ対策万全に徹していま
す。安心していらしてください
■中高年リズム体操無料体験会■日９月27日㈰、10月６日㈫
・11日㈰午前10時30分～正午■所仙川ふれあいの家■費無料
■問須永☎080－1108－9911※要予約。気軽にご参加ください
■子育てセミナー「子育てはやり直せる（今日から変わろ
う）」■日９月29日㈫午前10時15分～11時45分■所文化会館たづ
くり６階■費500円（資料代）■問柴山☎080－6679－2710
※定員：16人

■語ろうアースカフェ講座■日①10月３日㈯②11月７日㈯
「知っておきたい食の国際儀礼」③10月31日㈯④11月14日
㈯「黒海の近くのブドウ園とワインの国モルドヴァ」①②
午前10時～正午③④午後２時～４時■所文化会館たづくり８
階■費1000円（資料代。学生無料）■問山田☎488－0741
※講師：①②青木ゆり子③④ウジーニン・エフゲーニー
■アウトドアを楽しもう■日10月17日㈯午後１時30分～４時
■所晃華学園（佐須町５－28－１）■費無料■問阿部☎090－3107
－9689※雨天中止。ご家族でどうぞ。入隊説明会あり。
■Ｅboshu.cf3@gmail.com

催　　し

●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）

●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

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

サ ー ク ル 名
合唱団「あざみの花」 毎月2回木曜日午前10時～正午 文化会館たづくり ナシ 月2000円 町田☎090-8844-6652
元氣会（気功・初級クラス） 第1・3木曜日午前10時30分～正午 市民プラザあくろす ナシ 1回500円 清水☎090-7708-2226
アコースティックギターの会・SUN（木曜グループ） 第2・4木曜日午前10時30分～正午 国領第二ふれあいの家ほか ナシ 月3000円 畑野☎090-1651-8076 初心者歓迎。マスク着用・少人数

備 考問い合わせ会 費入会金活 動 場 所活 動 日 時会
員
募
集

老若男女問いません。抒情歌中心の美し
いハーモニーを楽しみませんか
初回体験無料。初心者歓迎。ツボ
と呼吸法で健康寿命を伸ばそう

過去の健康講座の様子

市民の広場への掲載を希望する方へ
■申申込書（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、 489
－6411または直接広報課へ（FAX送信後、必ず
電話連絡をしてください)
■締５日号は発行日の１カ月前の５日、20日号は
発行日の１カ月前の20日（当日が土・日曜日、
祝日の場合は直前の平日）の午後５時15分まで
■問広報課☎481－7301
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予

約

制

先
着
順

当
日

離婚、相続、契約、金銭貸借など

相続時の提出書類の作成方法など

人間関係や生き方など心の悩み

示談の方法、損害賠償、慰謝料、保険金など

年金、高額療養費、雇用保険・解雇など
所得税、相続税、贈与税、事業税、市民税、
法人税など
土地・建物の売買、アパートの賃貸借契約など
土地・建物の売買・贈与・相続、会社の設立・
役員変更など
土地・建物の調査測量、表示登記など
法律、税務、不動産取引、登記、土地家屋調
査測量に関する各種相談
日常生活での人権侵害問題
市の業務全般と官公署などへの意見、要望など
夫婦・親子などの家庭生活の問題

弁護士

行政書士
公認心理師
専門相談員
専門相談員
弁護士
社会保険労務士

税理士

宅地建物取引士

司法書士
土地家屋調査士

有資格者
人権擁護委員
行政相談委員
専門相談員

相 談 名 内 容 相 談 員 日 程 時 間 な ど

法律

相続等の書類作成
心

交通事故
年金・社会保険
税務
不動産取引
登記
土地家屋調査測量
総合相談日
人権身の上
市政・行政
家庭

※１　予約開始日は相談日の１週間前（祝・休日の場合はその直前の開庁日。土曜日の法律相談のみ１週間前の金曜日）
　　　予約開始時間／窓口は午前８時30分～、電話は午前９時～
※２　相談日当日に先着順で受け付け。受付時間／窓口は午前８時30分～午後３時、電話は午前９時～午後３時　

■費無料
■所■問市民相談課（市役所２階）
　　☎481－7032

※１※１

※２※２

●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）

創業・経営・職業相談
●創業・経営相談（予約制）
■日月～土曜日（第３月曜日、祝・休日を除く）午前９
時～午後５時※水曜日は午後８時まで　■所■問産業労働
支援センター（市民プラザあくろす３階）☎443－1217
●職業相談・職業紹介
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
■所■問ハローワーク府中 調布国領しごと情報広場☎480－8103

●ちょうふ若者サポートステーション就労相談（予約制）
■日月・火曜日、木～土曜日（第３月曜日、祝・休日を除く）
午前10時～午後６時　■対15～39歳
■所■問ちょうふ若者サポートステーション（市民プラザ
あくろす２階）☎444－7975

オンブズマン相談室
　市政に関する苦情など、気軽にご相談ください。オン
ブズマンが中立的な立場で簡易・迅速に対応します。
■日第１～４水曜日（祝・休日を除く）午後１時～５時　
■所■問オンブズマン相談室（市役所２階）☎481－7418

税務相談（予約制）
■日木曜日（祝・休日を除く）午前10時～午後４時
■所 ■問東京税理士会武蔵府中支部（小島町１－34－１
エクレール調布３階）☎488－5550

子ども虐待相談（気付いたら・疑ったら）
●すこやか虐待防止ホットライン 0120－087－358
　 ■時午前９時～午後５時（第３土曜日とその翌日を
除く）
●多摩児童相談所☎042－372－5600 ■日月～金曜日
　（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
●東京都児童相談センター☎03－5937－2330（夜間
　・休日緊急連絡先）
●児童相談所全国共通ダイヤル☎1

いち

8
はや

9
く

（24時間）

男女共同参画推進センター相談室
●面接相談（予約制）☎443－1213
■保１歳以上就学前（予約制）
女性の生きかた相談 ■日第１月曜日午後４時～７時
50分、木曜日、第２・４金曜日午前10時～午後３時
50分　女性のための法律相談 ■日第２・第３火曜日
午前10時～午後０時15分、第４火曜日午後４時10分
～７時　女性のヘルスケア相談（思春期～更年期）
■日第４水曜日午後２時40分～４時50分
女性のための仕事＆生活サポート相談　■日第３・５
金曜日午前10時～午後３時50分　働く女性の人生相
談 ■日第２水曜日午後４時～７時50分
●電話相談～女性の生きかた相談　専用☎443－1233
■日第１・２・３木曜日午前10時～午後３時30分（正午～午後
１時を除く） ■所■問男女共同参画推進センター☎443－1213

●配偶者暴力（DV）・交際相手暴力（デートDV）相談
■日毎日午前９時～午後９時
■所■問東京ウィメンズプラザ☎03－5467－2455

子育て相談
●すこやか相談コーナー（子ども・家庭総合相談）
■時午前９時～午後５時（第３土曜日とその翌日を除く）
専用☎481－7731（匿名可）※来所相談は要予約
■所子ども家庭支援センターすこやか
●ひとり親家庭相談 ■日月～金曜日（祝・休日を除く）
　午前10時～午後５時　■所■問子ども家庭課☎481－7095
　・総合福祉センター５階「ここあ」☎452－8816
●育児相談
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
（■所■問私立オリンピア保育園 0120－820－323、東京
YWCAまきば保育園☎483－5208）　■日月～金曜日
（祝・休日を除く）午後１時～４時（■所各公立保育園
■問各公立保育園または保育課☎481－7132）

●子育てひろば（子育て相談）
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
■所各児童館 ■問各児童館または児童青少年課☎481－7534

●子どもの発達に関する相談（予約制）
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前10時～午後４時
※初回相談は原則第２・４土曜日も実施　
■所■問子ども発達センター相談専用☎486－3200

教育相談（お子さんの心理・学校生活の心配ごと）
●来所・就学相談☎481－7633・4（予約制）
■程土曜日相談あり
■他詳細は市■HP参照
●電話・ファクス相談（匿名可）☎481－7777
　　　　　　　　　　　　　　　 499－1616
●教育支援相談☎481－7718・9
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後
５時15分

■所■問教育相談所（教育会館５・６階）☎481－7633
●東京都教育相談センター（教育相談一般・いじめ）

0120－53－8288（24時間）

消費生活相談（悪質商法、契約トラブルなど）
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後３
時30分（正午～午後１時を除く。来所相談は３時ま
で）、第２土曜日午前９時～正午（電話相談のみ）
※可能な限り電話相談を　■他来所相談は要事前予約
■所■問消費生活センター（市役所３階）予約・相談
　　☎481－7034

福祉・高齢者相談
●地域包括支援センター高齢者保健福祉相談
■日月～土曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後６
時（土曜日は５時まで）※緊急電話相談は24時間受
け付け。一部センターで時間外や日曜日などの相談
あり。詳細は各センターへ問い合わせ
■所■問各地域包括支援センター　はなみずき☎441－
5763／ちょうふの里☎441－6655／せいじゅ☎483－
1358／ちょうふ花園☎484－2285／調布八雲苑☎484
－8011／至誠しばさき☎488－1300／ときわぎ国領
☎050－5540－0860／ゆうあい☎481－4973／つつじ
ケ丘☎03－5315－5400／仙川☎03－5314－0030
●高齢者福祉相談 ■日月～金曜日（祝・休日を除く）
　午前９時～午後５時
■所■問高齢者支援室（市役所２階）☎481－7150
●ちょうふ在宅医療相談室
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
■所■問調布市医師会　専用☎480－2751
電話相談
●調布市社会福祉協議会 専用☎481－5111
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午後１時～４時　

子ども・若者の自立に向けた相談（ひきこもりなど）
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前10時～午後８
時　※木曜日のみ午前10時～午後５時
■対おおむね中学生以上の方と家族
■所■問総合福祉センター５階「ここあ」☎452－8816

新型コロナウイルス感染症の影響により、相談新型コロナウイルス感染症の影響により、相談
の休止や時間が変更になる場合があります。の休止や時間が変更になる場合があります。

10日㈯
２日㈮・６日㈫・９日㈮・13日㈫・16日㈮
20日㈫・23日㈮・27日㈫・30日㈮
13日㈫・27日㈫
６日㈫
８日㈭・15日㈭・22日㈭
７日㈬・14日㈬・28日㈬
21日㈬
１日㈭
　　　　　※税理士会主催の相談は下記16日㈮　　　「税務相談（予約制）」参照
２日㈮・９日㈮・16日㈮・23日㈮・30日㈮

２日㈮・16日㈮

16日㈮

16日㈮

10月の相談はありません
14日㈬
５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪

午前９時～午後１時　■定16人
午後１時～５時
■定16人（９日㈮は８人）
午後１時～４時　■定６人

午後１時～４時　■定３人

午後１時～４時　■定４人
午後１時～３時30分　■定３人

午後１時～４時　■定６人

午後１時～４時

午後１時～４時

市公式ホームページの広告主募集
　１年間で約220万（令和元年度実績）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）



●個人市・都民税（普通徴収）第３期の納期限は11月２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）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

世
帯
数

人
　
口

日本人 外国人 総　数

日程 医療機関名・診療科目 所　在　地電話番号

日本人
男

外国人

女
計

総　数

市 内 救 急 病 院
調布病院　下石原３－45－１
　☎484－2626
北多摩病院　調布ケ丘４－１－１
　☎486－8111
調布東山病院　小島町２－32－17
　☎481－5511
※当日の診療科目を事前に電話で
　ご確認ください

救急医療機関案内（24時間）
調布消防署☎486－0119
救急相談センター☎♯7119
　※ダイヤル回線からは☎042－521－
　　2323（消防庁テレホンサービス）へ
消防庁テレホンサービス
　☎042－521－2323
東京都医療機関案内サービス
“ひまわり”☎03－5272－0303
■HP「東京都医療機関ひまわり」

休日夜間急患診療所　☎484－1455
■日土・日曜日、祝・休日、年末年始　午後７時～10時（受付は９時45分まで）
■所調布市医療ステーション１階（小島町３－68－10）　
■内内科小児科系※日によって担当医師の専門分野が異なりますので、必ず電話連
絡の上、お越しください

診療時間／午前９時～正午、午後１時～５時　
※休日診療は急病患者のための診療です。医療機関は変
更となる場合あり。診療時間も含め、各医療機関に確認
してからお出掛けください　■問健康推進課☎441－6100

■日月～金曜日（祝・休日、年末年始、病院が指定した日を除く）午後７時～10時
（受付は９時30分まで）　
■所東京慈恵会医科大学附属第三病院内　狛江・調布小児初期救急平日準夜間診療
室　■内小児科　※必ず電話連絡の上、お越しください

小児初期救急平日準夜間診療　☎03－3488－2061

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています  No.1665【16】　　令和2（2020）年9月20日

➡➡➡10月の相談案内は15面に掲載しています

４日㈰

11日㈰

18日㈰

25日㈰

仙川耳鼻咽喉科（耳鼻咽）

さいとうクリニック耳鼻咽喉科（耳鼻咽）

相澤皮フ科クリニック（皮膚）

古沢眼科（眼）

ごとう・クリニック（小・アレルギー）

麻生こどもクリニック（小）

コクティやまうち内科・神経内科（内・神内・小）

桐生クリニック（内・小・胃腸・循）

木内クリニック（内・外）

くにさわクリニック（呼・内・アレルギー）

つつじヶ丘神代クリニック（内）

なかやまクリニック（内）

横山歯科医院（歯）

乙黒歯科クリニック（歯）

小笠原歯科医院（歯）

ハンズデンタルクリニック（歯）

仙川町１－12－46

国領町４－８－３亀乃子ビル４階

布田１－43－９剣持ビル３階

布田１－36－８真光書店ビル３・４階

布田６－25－２

小島町１－５－６アールアンドエスビル３階

国領町２－５－15コクティー２階

小島町２－40－10

西つつじケ丘２－14－14

富士見町２－14－19三ツ木富士見町マンション１階

西つつじケ丘４－15－５

国領町８－２－２コナ・ヴィレッジ調布国領219号

柴崎２－37－18

西つつじケ丘３－26－６栄和ビル１階

小島町１－12－7

調布ケ丘１－18－１後楽園マルエツ１階

03－5313－3281

442－3387

499－6171

484－0002

480－6750

480－7810

488－7651

482－3069

03－3307－7411

485－8117

443－2246

426－0557

483－9910

480－4118

484－0800

440－3933

1010月の月の休日診療休日診療
当 番 医当 番 医

調布市の世帯数と人口
令和２年９月１日現在
（　）は対前月比

113,458
119,607
233,065

2,293
2,317
4,610

115,751（ 58減）
121,924（ 68減）
237,675（126減）

118,738 2,519 121,257（67減）

調布市スーパープレミアム付商品券

　購入可能対象者を拡大し、事前申し込みを行います。1次申し込みをした世帯の代
表者以外の方や、市内在勤・在学の方も申し込み可能です。
対象者／市内在住・在勤・在学の方　
購入可能冊数／１人５冊まで（多数抽選）
事前申し込み／９月２０日（日）～３０日（水）
購入引換はがき発送／１０月下旬頃　
商品券販売期限／1１月２０日（金）
商品券使用期限／令和3年１月３１日（日）
2次申し込み専用はがき付チラシ配布場所／各図書館・公民館、神代出張所、産業労
働支援センター（市民プラザあくろす3階）、調布市観光案内所「ぬくもりステーショ
ン」、産業振興課(市役所3階)
■申申し込みは個人単位。9月30日（水）までに調布市スーパープレミアム付商品券■HP
の申し込みフォーム（上記2次元コードからアクセス可）、または2次申し込み専用はが
きで申し込み。当選者に購入引換券（はがき）を発送

商品券販売期間／９月２８日（月）～１１月２０日（金）
引換券の発送／９月２5日（金）～１0月6日（火）に購入引換券（はがき）を発送
※販売窓口の混雑を避けるため、一斉発送ではなく順次発送
購入方法／商品券販売窓口に購入引換券（はがき）を持参し、現金で購入
商品券販売窓口／市内郵便局、京王観光株式会社調布店・つつじヶ丘店、市役
所2階会計課窓口（10月10日(土)・25日(日)、11月14日(土)のみ）
注意事項／各販売窓口の販売時間は変更になる場合あり。混雑時や在庫状況
により、再来店をお願いする場合あり

　１冊1万3000円分（500円の26枚つづり）を1万円で購入でき
る商品券です。市内の1100店舗以上の取扱店で、飲食や買い物
などに使用できます。

取扱店／大型店、スーパー、家電販売店、飲食店、医療機関、ドラッグストア・調
剤薬局、理容・美容室など　
※詳細は、調布市スーパープレミアム付商品券■HP（右記2次元コー
ドからアクセス可）参照
※共通券（青い商品券）は、全取扱店で使用可。限定券（赤い商品
券）は、大型店（1000平方メートル超の小売店。大型商業施設内の
店舗を含む）以外の取扱店で使用可
■問調布市スーパープレミアム付商品券コールセンター☎042－521－5612（土・
日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時～午後6時）　　　　　　　　　　　　

～個人単位での購入、市内在勤・在学者の購入も可能に～

第2次申し込み開始

1次申し込みで追加購入を希望した方／
2次申し込みは不要。1次申し込みでの追加購入希望の内容で抽選
1次申し込みで追加購入を希望していない方／
追加で購入したい場合は、改めて申し込みが必要

P
r e

m
i u m  G i f t  C e r t i f  i c a

t e

9月30日（水）まで！

第1次申し込みをした方へ
～9月28日（月）から商品券を販売～

▲申し込みフォーム

スーパースーパースススススススススススススススススス パパパパパパパパパパパパパパパパスーパースーパー 商品券付

共通券

限定券

1次申し込み
した方は？


