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で通報
詳しくは２面へ

⬅⬅

市のLINEの詳細は2面をご覧ください

　市では、LINEを活用し、防災やイベント情報を配
信しています。ほかにも市役所の窓口の混雑状況が
確認できるなど便利な機能があります。
　この度、道路や街路灯などの不具合をLINEから通
報する機能の運用を始めました。　
　この機会に調布のLINEにぜひ友だち登録してみ
ませんか。

　右のQRコードを読み取るか、LINEの
ホーム画面の検索バーで「調布市」と検
索して、友だちに追加してください。

■問広報課☎481－7301

登録方法

　市では、LINEを活用し、防災やイベント情報を配　市では、LINEを活用し、防災やイベント情報を配

調布市LINE公式アカウントに
新機能を追加しました。



さまざまな市政情報のほか、
調布のまちの魅力を発信しています。 LINE ツイッター インスタグラム フェイスブック●調布市公式SNS

 【２】　  　令和4（2022）年7月20日

道路などに気になるところ
を見つけたら

通報する内容を選択 不具合のある箇所の画像を送信
その場で撮った写真または撮影
済みの写真を送信

画像の位置情報を送信して終了
Google マップから位置を手動
で選択することもできます

1 2 3 4

　調布のLINEに友だち登録をすると、各種イベントや災害時の緊急
情報などがタイムリーに届くほか、画面上の知りたい情報の項目を
タップするだけで簡単に関連情報を見ることができます。

　右のQRコードを読み取る
か、LINEのホーム画面の検索
バーで「調布市」と検索して、友
だちに追加してください。

　配信を希望する情報を事前に選択・登録
し、自分好みにカスタマイズしておくと便利
です。

■問広報課☎481－7301

　画像付きの大きなメニューがLINEの
トーク画面に表示され、画面上の各項
目をタップすると市■HPやSNSなどにリ
ンクし情報をいち早く入手できます。

　配信を希望する情報を事前に選択・登録　配信を希望する情報を事前に選択・登録　配信を希望する情報を事前に選択・登録　配信を希望する情報を事前に選択・登録　配信を希望する情報を事前に選択・登録

　市民課・神代出張所などの窓口の混雑状
況が確認できます。「混雑」または「こんざ
つ」と入力するだけでも混雑状況を確認で
きます。

　住民票の請求や転入・転出に関する質問
など、市に寄せられるよくある質問をまと
めています。

　広報課職員が、日常の中にあ
るちょっとした、ほっこりする
ようなニュースなどを定期的に
配信しています。

例）この設定では、地震や災害発生時の緊急情報、

子育てや市内の観光イベントなどが届きます

道路の不具合を

簡単に通報できます

　No.1717

登録方法

調布市LINE公式アカウントの
サービスを紹介します

神代植物園 ウクライナ缶バッチ

新機能
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７月12日時点の情報

●新型コロナウイルス感染症対策基金へのご寄附をお願いします
　新型コロナウイルス感染症拡大防止や地域医療体制の整備、市民生活への支援、地域経済の回復に活用します。寄附金は、所得税、住民税の寄附金控除の対象となります。
■問基金について／企画経営課☎481－7368、寄附手続きについて／管財課☎481－7173

当日の持ち物

□必要事項を記入した予診票
　※ 16歳未満の方は予診票の署名欄に保護者の氏名を記入
　（保護者の署名がない場合は接種不可）
□接種券

□本人確認書類
　 （健康保険証など。保護者が同伴する場合、接種する
子どもと同伴する保護者の２人分）
□お薬手帳（内服薬がある方）

全年齢共通

４回目接種券について

　受け付けを開始していますので、希望する
方は予約してください。
●使用するワクチン： ファイザー社製
●対象： ３回目が未接種で、２回目接種から

５カ月以上経過している12～17歳
　　　　※予約枠に空きがあれば、８月２日

㈫午前９時から18歳以上の方の予
約も開始（３・４回目接種）

●予約：随時受け付け中
●時間：午前枠＝９時～11時30分
　　　　午後枠＝１時30分～４時
　　　　夜間枠＝５時30分～８時

接種日 午前枠 午後枠 夜間枠
７月22日㈮ － － 〇
　　29日㈮ － － 〇
８月５日㈮ － 〇 〇
　　６日㈯ 〇 〇 －
　　13日㈯ 〇 〇 －
　　19日㈮ － 〇 〇
　　20日㈯ 〇 〇 －
　　26日㈮ － 〇 〇
　　27日㈯ 〇 〇 －

基礎疾患一覧も
こちらからご覧ください

１・２回目   満５歳以上の方　　 ３回目   12歳以上の方
４回目    60歳以上の方／18～59歳で基礎疾患を有するまたはそのほか重症化リスクが高いと

医師が認める方
対象者

発熱などの症状がある方の相談窓口
①まずは
かかりつけ医に
相談

②かかりつけ医がいない場合
　診療・検査医療機関を検索

③東京都発熱相談センターへ電話
（医療機関の案内、症状に関する相談）

☎03－5320－4592
（毎日24時間）

☎03－6258－5780

（医療機関の案内のみ）

☎03－6732－8864（毎日24時間）

■問健康推進課☎441－6100

　東京都■HP参照

集団接種会場：調布駅前広場診療所

調布駅前広場
診療所は

８月末で終了

①申請が不要な方
■対  60歳以上で、３回目接種日時点で調布市に住民登録があった方
※３回目の接種日から５カ月経過前に発送します
②申請が必要な方
■対  ①以外で接種を希望する18歳以上の方
申請方法／市コールセンターに電話または電子申請など

0120－139－710

インターネット　
または　電話で
市コールセンターへ

（調布市新型コロナワクチンコールセンター）

（毎日午前９時～午後５時）

集団接種の予約方法

12～17歳の方を対象に３回目接種を実施

新型コロナワクチンの接種（１～４回目）を実施しています 予約受付中

12～ 17 歳の３回目接種実施日

新型コロナワクチン  

集団接種
予約システム

市HP

集団接種会場で接種

個別医療機関で接種

会　場 使用ワクチン 対　象 実施日 時　間

調布駅前広場診療所
武田／
モデルナ社製
※

３回目（18歳以上） ７月31日㈰まで毎日
８月１日㈪・２日㈫・８日㈪・９日㈫
　　12日㈮・15日㈪・16日㈫・22日㈪
　　23日㈫・29日㈪・30日㈫

午前９時～
　　　午後４時４回目（60歳以上または18～59

歳で基礎疾患を有する方など）

保健センター
（文化会館たづくり西館１階）

小児用
ファイザー社製 １・２回目（５～11歳）

１回目：８月６日㈯・27日㈯ 午後２時～４時

※ ２回目の接種日は１回目から３週間（21日）後の同じ曜日
・時間に自動予約となります

●対象：１～４回目
●使用するワクチン
　ファイザー社製
●予約方法： 接種を希望する

個別医療機関へ

個別医療
機関一覧

※12～17歳の方の３回目接種予約枠に空きがあれば、８月２日㈫午前９時から、18歳以上の方も
ファイザー社製の選択が可能です （日程は12～17歳３回目接種実施日のみ）



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
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　国は、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰などに直面する低所得
の子育て世帯に対し、給付金を支給しています。市では対象者の範囲を拡大
して支給します（申請不要）。
■対国の給付金を受給しておらず、次のいずれかに該当する世帯
●児童育成手当受給世帯
●就学援助対象世帯
●生活保護を受給中で、18歳までの子どもがいる世帯
支給日／８月以降※別途、支払決定通知書を送付
支給額／児童１人につき５万円
■問子ども家庭課☎481－7093

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（調布市独自拡充分）

　全ての地域福祉センターで、７月１日からWi-Fiの利用が可能になりまし
た。利用する際の注意事項などは各センターでご確認ください。
■問協働推進課☎481－7122

市内地域福祉センターでWi-Fi利用が可能に

当日有権者数／19万5140人
投票率（市長選挙）／37.74％（男性37.28％、女性38.17％）
投票率（市議会議員補欠選挙）／37.72％（男性37.27％、女性38.14％）
◎候補者別得票数
◇市長選挙

◇市議会議員補欠選挙

■問選挙管理委員会事務局☎481－7381

令和４年６月26日執行
調布市長選挙及び調布市議会議員補欠選挙結果

　まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひ申請してく
ださい。QRコードをスマートフォンなどで読み込むことで、オンライン申
請もできます。
　交付申請書は市民課や神代出張所、または郵送でも請求できます。なお、
マイナンバーカードの受け取りには、申請から１カ月半程度かかります。
■他地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から７月26日㈫～９月上旬に順次
発送予定。詳細は市■HP参照
■問マイナンバー総合フリーダイヤル（全国） 0120－95－0178、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、神代出張所☎481－7600

マイナンバーカード未取得の方に
QRコード付き交付申請書を送付

　対象者には７月下旬に現況届を郵送しますので、必要書類を提出してくだ
さい。継続して受給するには、更新手続きが必要なため、提出がない場合、
手当・医療費助成が受けられなくなります。
※手当が支給停止中の方も提出が必要。児童扶養手当を受給してから５年な
どの要件に該当する方は、一部支給停止適用除外事由届の提出も必要（対象
者に別途書類を郵送）

■申■問子ども家庭課（市役所３階）☎481－7093

「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成制度」
「特別児童扶養手当」現況届の提出

　本地区では、令和元年から住民と懇談会を重ね、まちづくりの検討を進め
ています。市がまとめた地区計画等の検討内容を、パネル・パンフレットな
どを用いて説明するオープンハウスを開催します。
■日①７月29日㈮午後５時～７時※雨天の場合、30日㈯午前９時～正午
　②　　31日㈰午前９時～正午
■所①京王多摩川駅前さくら広場②多摩川児童館集会室　
■内地区計画の内容、用途地域の変更　■持上履き（②のみ）
■問都市計画課☎481－7444

京王多摩川駅周辺地区の
まちづくりに関するオープンハウス

　東京都が整備を進めている調布都市
計画道路３・４・７号喜多見国領線（甲
州街道から品川通りまでの約580m）が
右図の通り開通します。
■日８月４日㈭午前11時
■問東京都第二市街地整備事務所工事課
　☎03－5389－5209
 （街づくり事業課）

調布都市計画道路３・４・７号
喜多見国領線の開通

　条例施行から17年が経過し、社会情勢の変化などを踏まえ６月
に改正し、９月１日㈭から施行します。
◎主な改正内容
　● 近隣住民が開発事業者から意見提出可能な期間内に説明を受けられるよ
う説明期間を規定

　●生産緑地内の開発事業の手続きは、行為制限の解除後とする規定を新設
　● 集合住宅を建築する場合の計画戸数に応じた駐車場附置義務基準を廃止
　　ほか
■問都市計画課☎481－7442

ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり
条例施行規則・開発事業指導要綱を改正

【協定の概要】
　災害時に（福）調布市社会福祉事業団に施設の対応、職員の派遣などにつ
いて協力いただくよう、６月３日に協定を締結しました。
■問総合防災安全課☎481－7346

（福）調布市社会福祉事業団と災害時における
市への協力に関する基本協定を締結

野川

品
川
通
り

狛江通り

国領
駅

甲州
街道

旧甲州
街道

京王
線
至新
宿

至調布
開通区間
約580m

N

調布警察署

大町橋

現況届の提出が
必要な方

受 付 期 間
受付
方法

児童扶養手当
■対ひとり親家庭と
それに準ずる家庭

児童扶養手当の
受給資格者（手
当が全額支給停
止の方を含む）

８月１日㈪～13日㈯（土・
日曜日、祝日を除く）
受付時間延長／５日㈮・10
日㈬は午後７時30分まで
休日受付／７日㈰午前９時
～午後５時15分、13日㈯午
前９時～午後１時

持参

ひとり親家庭等医
療費助成制度
■対ひとり親家庭と
それに準ずる家庭

ひとり親家庭等
医療費助成の医
療証の交付を受
けている方 持参

または
郵送特別児童扶養手当

■対障害のある20歳
未満の児童を扶養
する家庭

特別児童扶養手
当の受給資格者

８月１日㈪～19日㈮（土・
日曜日、祝日を除く）

当落 候補者氏名 党派名 得票数
落選 いそべ隆 無所属 ２万3910票
当選 長友貴樹 無所属 ４万7860票

届出順

当落 候補者氏名 党派名 得票数
落選 藤田つとむ 日本共産党 １万7037票
落選 山根洋平 国民民主党 ２万1368票
当選 佐藤たかひこ 無所属 ３万 222票

届出順

市HP
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 市HP

●新型コロナウイルス感染症対策のため、各施設・事業はサービスなどを一部制限して開館・実施
　利用・参加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や主催団体■HPなどで最新情報をご確認ください。また、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月の子どもの健診

■所文化会館たづくり西館保健センター１階　
■他■問詳細は前月初旬に市から個別に郵送する案内参照。
転入者や日程変更希望の方は健康推進課☎441－6081

■ ９月のこども歯科相談室

■所文化会館たづくり西館保健センター２階　
■内むし歯予防の話、歯科健診、歯磨きの話　
■申■問電話で健康推進課☎441－6081

■ 病児・病後児保育事業の夏季休業
●エンゼルケアルーム（医療機関併設型）
■期８月８日㈪～12日㈮
■他15日㈪の利用予約は12日㈮午後２時～５時30分
■所■申■問エンゼルケアルーム（布田６－25－２）
☎480－6160
●ポピンズルーム調布（保育所併設型）
■程８月17日㈬　※詳細は施設へ要問い合わせ
■他18日㈭の利用予約は15日㈪午前10時～午後５時30分　
■所■申■問ポピンズルーム調布（西つつじケ丘２－１－31）
☎03－5384－2181
●病児・病後児保育の利用登録
■申電子申請で登録可※年度終了日（３月31日）まで有
効（単年度更新制）
■問保育課☎481－7133

■ 食物アレルギー教室（離乳食編）「赤ちゃんの食事とアレルギーを学ぼう」
■日８月18日㈭午前10時～（受付９時45分～）
■所文化会館たづくり西館保健センター２階
■対令和３年８月～令和４年４月生まれの子どもと保護
者　
■講管理栄養士、小児アレルギーエデュケーター　
■定申し込み順20組　
■持母子健康手帳、筆記用具
■申７月21日㈭から電子申請で申し込み　
■問健康推進課☎441－6081

■ 赤ちゃんのスキンケア教室
■日８月18日㈭午後２時～３時　
■所文化会館たづくり西館保健センター２階　
■対令和４年２～５月生まれの子どもと保護者　
■定申し込み順20組　
■申■問７月21日㈭午前９時から電話で健康推進課
☎441－6081

■ 夏休みの自由研究で下水道の役割について調べてみませんか
　普段あまり気にかけることのな
い、縁の下の力持ちである下水道
の役割について調べてみませんか。
市■HPでは下水道に関するコンテ
ンツも掲載しています。また下水
道課などでは、ゲゲゲの鬼太郎デ
ザインのマンホールカードを１人
１枚配布しています。
■他マンホールカードの配布時間・
配布場所は市■HPまたは要問い合わせ
■問下水道課☎481－7228

■ 夏休み親子ちぎり絵教室　色紙ちぎり絵で“ふたごパンダ”
■日８月21日㈰午前10時～11時30分　
■所市民プラザあくろす３階研修室３　
■対未就学児と保護者（内容は年中・年長向け）　
■講ニコルス和美（保育士）　
■定申し込み順５組　■費１組500円（材料費含む）
■持スティックのり、はさみ
■申■問７月21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
 （男女共同参画推進課）

■「親子でアグリ」農業体験参加者募集（全３回）
■程①９月３日㈯②10月１日㈯③11月26日㈯
※天候、生育状況により日程が変更となる場合あり
■時午前中（作業時間は内容により異なる）　
■所Ⓐ染地１－16－２Ⓑ西つつじケ丘３－５
集合場所／Ⓐ現地集合ⒷJAマインズ神代支店（西つつ
じケ丘３－８－２）
※ⒶⒷ共に車での来場不可
■対市内在住の子どもと保護者　■内野菜の栽培・収穫Ⓐ
ダイコンⒷダイコン・ジャガイモ　
■定Ⓐ10組Ⓑ15組（いずれも多数抽選）
■費１世帯1000円（種・肥料代、傷害保険費。初回持参）
■持汚れてもよい服装、長靴、手袋、帽子、雨具
■申８月12日㈮までに、電話またはFAXで参加者全員の
住所、氏名、年齢、電話番号を問い合わせ先へ
抽選結果／８月19日㈮までにⒶ電話連絡Ⓑ郵送
■問ⒶJAマインズ調布支店☎482－0286・ 481－4690
　ⒷJAマインズ神代支店☎482－0167・ 482－0939

●ファミリー・サポート・センター事業説明会
　子育てを手伝ってほしい方（依頼会員）と手伝える
方（協力会員）を結ぶ事業です。
　協力会員による保育園や学童クラブへの送迎などの
援助に対して、１時間当たり700円（休日、早朝・夜
間は900円）が依頼会員から支払われます。
■程８月２日㈫（①来館②オンライン※後日登録のため
の来館が必要）　
■時①午前10時～11時②11時30分～正午　
■定各申し込み順15人　
■持当日登録する場合は会員登録する方の写真（縦３cm
×横2.5cm）２枚　
■申電話、Ｅメール（■HP要確認）または直接すこやか
●小児科医による健康相談
■日８月10日㈬午前10時30分～11時30分　
■講貫井清孝（すこやか協力医）　
■定申し込み順５人　■申電話または直接すこやか　
■他治療行為は行いません
●エンゼル大学「保育園の入園について」
■日８月23日㈫午前10時～11時　
■所すこやかひろば
■対保育園入園申込を検討している市民
■講市役所保育課職員　■定20組程度（多数抽選）
■申７月21日㈭午前９時～27日㈬午後５時に、Eメール
で申し込み。詳細はすこやか■HPへ

■対就学前の子どもと保護者　■申■問７月21日㈭以降の平日午前
９時30分～午後４時に各保育園・幼稚園
※車での来場不可。詳細は市■HP参照。申し込みが必要な場合
■要申と記載

認可保育園や幼稚園などが実
施する

地域交流事業・園庭開放

公・私立保育園の地域交流事業
●八雲台保育園☎486－9143
　どろんこ遊び■要申 ■程８月２日㈫
●緑ヶ丘保育園☎03－3309－5605
　あそびの広場■要申 ■程８月６日㈯・20日㈯
●オリンピア保育園 0120－820－323
　つぼみ組ベビーリトミック講座（全６回・■定当日
先着７組）　■程９月～令和５年２月の月１回

●レオ保育園☎488－4127
　水遊びを楽しもう■要申 ■程７月28日㈭
●エンゼルランド☎480－6860
　保育園てどんなところ■要申 ■程随時
　０歳児保育体験■要申 ■程随時
●城山保育園上石原☎490－2031
　お外で遊ぼう会■要申 ■程８月４日㈭・18日㈭

●Gakkenほいくえん国領☎490－3230
　誕生会　■程８月22日㈪※園見学も随時開催
●調布ヶ丘ちとせ保育園☎442－4661
　センサリーボトルづくり■要申 ■程７月27日㈬
●プティ仙川ちとせ保育園☎03－5384－2551
　水遊び■要申 ■程７月27日㈬、８月10日㈬・29日㈪
●つつじヶ丘どろんこ保育園☎03－5315－9412
　夏野菜を食べよう■要申 ■程８月３日㈬
　沐浴体験と産後ヨガ■要申 ■程８月22日㈪
●深大寺元町ちとせ保育園☎444－3041
　水遊び■要申 ■程７月26日㈫
●太陽の子つつじヶ丘保育園☎490－0161
　夏祭り■要申 ■程８月６日㈯
　おはなし会■要申 ■程８月17日㈬

●仙川保育園☎03－3300－1055
　夏の遊びを楽しもう■要申 ■程８月３日㈬
●ぽけっとランド仙川保育園☎03－6709－1016
　園庭で遊ぼう■要申 ■程７月30日㈯、８月６日㈯

幼稚園の園庭開放
●調布白菊幼稚園☎03－3309－6111
　キッズランド■要申 ■程９月６日㈫　
■申８月１日㈪午前10時から■HPで受付

●駿河台大学第一幼稚園☎487－4111
　園庭開放■要申 ■程８月29日㈪
●保恵学園幼稚園☎480－2937
　わくわく広場■要申 ■程９月12日㈪・20日㈫　
●プレイセンターちょうふ☎499－2102
　助産師による子育て相談■要申 ■程毎週金曜日　

市HP

健診名 対　　象
３～４カ月児 令和４年５月生まれ
１歳６カ月児 令和３年２月生まれ
３歳児 令和元年８月生まれ

■子ども家庭支援センターすこやか〒182－0022  国領町３－１－38 ココスクエア２階
☎481－7733（午前９時～午後５時）　専用■HPあり

健診名 対　　象 日　時

２歳児 令和２年８・９月生まれ ９月21日㈬午前
　　30日㈮午前

２歳
６カ月児 令和２年２・３月生まれ ９月２日㈮午前

　　14日㈬午前
３歳
６カ月児 平成31年２・３月生まれ

９月28日㈬午後
４歳児 平成30年８・９月生まれ

電子申請

 市HP

電子申請

Ⓒ水木プロ



●2022年アフガニスタン地震救援金へのご協力を
■期９月30日㈮まで　■所総合案内前（市役所２階）、福祉総務課（市役所３階）　■問福祉総務課☎481－7101

子育て・教育　　　福　祉　　　暮らしの情報  No.1717【6】　　令和4（2022）年7月20日

●幼児交流事業「にこにこパンダ・すくすくパンダ」
　市内在住の１歳以上の未就園児を対象とした幼児交
流事業です。
❶にこにこパンダ（全３回）
■程①９月13日㈫②10月11日㈫③11月８日㈫
■対Ａクラス／令和３年６月２日～８月31日生まれ
Ｂクラス／令和３年３月２日～６月１日生まれ
❷すくすくパンダ（全６回）

❶❷共に■時Ａクラス／午前９時30分～10時30分　Ｂク
ラス／午前11時～正午　３歳以上／午前10時～11時30
分　■内手遊び、体操、工作など　■定各クラス10組程度
（多数抽選）　■申７月21日㈭午前９時～27日㈬午後５
時までにＥメールまたは直接すこやかへ
■他Ｅメール申し込みの方はすこやか■HP参照

■ 国民健康保険高齢受給者証を７月下旬に発送
現在使用中の高齢受給者証の有効期限／７月31日㈰　
新しい受給者証の有効期間／８月１日㈪から１年間
※有効期間中に75歳を迎える方は誕生日の前日までな
ど、受給者ごとに異なる場合あり
■対調布市の国民健康保険に加入している70～74歳の方
■問保険年金課☎481－7054

■ 介護教室　楽しく脳トレ、元気に予防体操～もの忘れのある方への望ましい対応とは～
■日８月３日㈬午後２時～３時30分　
■所文化会館たづくり10階1002学習室
■内①学習療法の紹介と体験②もの忘れ予防体操
　③もの忘れのある方への対応について　
■講①庄司圭介（公文学習療法センター）
　②山口雅之（デイサービスふくろう舎代表）
　③地域包括支援センター職員
■定申し込み順20人　■費無料
■問地域包括支援センターちょうふ花園☎484－2285
 （高齢者支援室）

■ 65歳からの健康づくり健診
■日８月31日㈬午後※時間は申し込み後、個別に連絡　
■所グリーンホール小ホール
■対65歳以上で要介護・要支援・総合事業対象者認定を
受けておらず、医師から運動制限の指示がない市民
■内生活習慣に関する18項目の問診と体力測定　
■定申し込み順60人　
■申■問７月21日㈭から電話で高齢者支援室☎481－7150

■ 健康づくり事業　柔ちゃん体操教室
■日月２回日曜日午前９時～11時（不定期）　
■所健康活動ひろば
■対自力で実施場所へ通える65歳以上の市民
■内転倒予防体操、筋力強化や呼吸法を取り入れた体操
など　■講（公社）東京都柔道整復師会会員
■定申し込み順20人　■費１回300円
■申■問電話で石坂☎497－6622または藤田☎444－4898
（共に日曜日を除く午前９時～正午、午後３時～７時）
 （高齢者支援室）

■ 令和４年度赤い羽根共同募金地域配分の公募
　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、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

　　安全・安心なまちづくり

■ 防災行政無線を用いた全国一斉の情報伝達訓練
　全国瞬時警報システム「Ｊアラート」を活用し、防
災行政無線で訓練放送を流します。
■日８月10日㈬午前11時～　
■内上りチャイム+「これは、Ｊアラートのテストです。」
×３回＋「こちらは、ぼうさい調布です。」＋下りチ
ャイム
■問総合防災安全課☎481－7346

　　税金・保険・年金

■ 市税の納付は口座振替を～申し込みは郵送も可能～
【口座振替対象税目／納期限・申込期限】
◎国民健康保険税／
　第３期（９月30日㈮振替）・８月22日㈪（必着）
◎個人市・都民税（普通徴収）／
　第３期（10月31日㈪振替）・９月20日㈫（必着）
◎固定資産税・都市計画税／
　第３期（12月26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
は要連絡）で申し込み※キャッシュカード（来庁者本
人名義）と本人確認書類を市役所に持参し手続き可
■他個人市・都民税の年金特別徴収（公的年金からの天
引分）は、口座振替での納付は不可
■問納税課（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24日㈰、８月13日㈯・28日㈰　
■時午前９時～午後１時　
■他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・市役所１階101会議室）
　　☎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を健康保険証として利
用できる医療機関や薬局は、どうすれば知る
ことができますか。
　保険証利用に対応した医療機
関・薬局の一覧は、厚生労働省
の■HPで確認できます。また、こ
れらの医療機関・薬局には、右
のポスターやステッカーが掲示
されています。今後、保険証利
用に対応した医療機関や薬局は、
順次増えていく予定です。
　 　なお、マイナンバーカードを
医療機関や薬局の窓口で健康保
険証として利用するには、事前に登録が必要
です。詳細はマイナポータルサイトをご覧く
ださい。
■問マイナンバー総合フリーダイヤル 0120－95
－0178、調布市マイナンバーコールセンター
☎0570－00－7211※つながらない場合は☎03－
5427－3272 （企画経営課）

　CDC運動は、電気通信大学・アフラック生命保
険㈱・市が連携し、高齢者の情報格差解消に取り
組むとともに、対面形式とオンライン形式を組み
合わせた健康増進プログラムを通じて健康寿命の
延伸と幸福度の向上を目指す活動です。
　今年１月からモデル地区（深大寺・染地）在住
の65～84歳の方を対象にアンケート調査を実施し
たほか、オンライン健康教室、スマートフォン教
室、ワークショップなどを実施しています。
　また、多世代がつながる拠点として、「デジタ
ルリビングラボ　深大寺」を７月に開設しました。
このラボでは、来館者同士で交流できるだけでな
く、健康状態を無料で気軽に測定できます。

調布スマートシティ
協議会通信　 Vol.2

　市内の企業・大学・NPO法人・市が共同で設立した
調布スマートシティ協議会の活動をご紹介します。

◆調布スマートシティ協議会の構成
　以下の10団体で構成されています。
●調布市　●国立大学法人電気通信大学　●NPO法人調布市地域情報化コンソーシアム　
●アフラック生命保険㈱　●京王電鉄㈱　●東日本電信電話㈱　●日本郵便㈱　
●鹿島建設㈱鹿島技術研究所　●多摩信用金庫　●㈱東京スタジアム
■問調布スマートシティ協議会について：企画経営課☎481－7368　
　CDC運動について：高齢者支援室☎481－7150

◆つながり創出による高齢者の健康増進事業　～CDC（調布・デジタル・長寿）運動

クラス 対象（生年月日） 日 程

１
歳
児

Ａ 令和２年12月２日～
令和３年３月１日生まれ

①９月１日㈭
②９月15日㈭
③10月６日㈭
④10月20日㈭
⑤11月３日㈷
⑥11月17日㈭

Ｂ 令和２年９月２日～
12月１日生まれ

２
歳
児

Ａ 令和２年３月２日～
９月１日生まれ

①９月８日㈭
②９月22日㈭
③10月13日㈭
④10月27日㈭
⑤11月10日㈭
⑥11月24日㈭

Ｂ 令和元年９月２日～
令和２年３月１日生まれ

３
歳
以
上

令和元年９月１日
以前生まれ

①９月９日㈮
②９月30日㈮（振替）
③10月14日㈮
④10月28日㈮
⑤11月11日㈮
⑥11月25日㈮

84

ポスター

ステッカー

ベジメータ®

10秒間指先に光を当てるだけ
で、野菜の摂取状況を数値化で
きます。夏バテで食欲が落ちる
季節ですが、野菜の摂取量が足
りているか確認してみませんか。

デジタルリビング
ラボ　深大寺
■程毎週水・金曜日
■時午前10時～午後４時
■所深大寺東町
　６－27－28

スマートシティ
協議会HP



※履歴書などの提出が必要です。
　詳細は市■HP参照

� 市HP

★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
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「暮らしの情報」は11面に続きます

■ 退職した場合は国民健康保険と国民年金の手続きを
①国民健康保険の手続き
■所市役所２階保険年金課「国保」の窓口
■対退職し社会保険の資格を喪失した方　
■持加入していた健康保険をやめた日付が分かる証明書
（資格喪失証明書や喪失確認通知書）、届出人の本人確
認書類、国民健康保険に加入する方全員のマイナンバー
が分かるもの
②国民年金の手続き（20歳以上60歳未満）
■所市役所２階保険年金課「年金」の窓口または府中年
金事務所国民年金課窓口　
■対退職し厚生年金などの資格を喪失した方（扶養され
ていた配偶者を含む）
■持基礎年金番号が分かる書類（マイナンバーが分かる
書類も可）、厚生年金の喪失または退職日が確認でき
る書類、来庁者の本人確認書類（代理人の場合は委任
状も必要）
※国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料の免
除・納付猶予制度あり（所得の審査あり）。退職（失業）
を理由とする特例免除申請には雇用保険の離職票など
が必要　
①②共に
■他郵送手続き可。詳細は市■HP参照
■問①保険年金課☎481－7054
　②�保険年金課☎481－7062または日本年金機構府中
　　年金事務所国民年金第１課☎042－361－1011

■ 家屋の取り壊しなどを行った方へ
　家屋の取り壊しや用途の変更（店舗だったものを居
宅として使用するなど）を行った場合は、固定資産税
などの金額が変更となるためご連絡ください。
■問資産税課☎481－7208・9

　ごみ　リサイクル

■ ごみ減量・リサイクル協力店の活用を
　資源物の店頭回収や商品の簡易包装、リサイクル商
品の販売などのごみの減量やリサイクルに取り組むお
店を「ごみ減量・リサイクル協力店」として認定し、
認定証とポスターを発行しています。
　ごみ減量・リサイクル協力店を利用することで、ご
み減量と資源のリサイクルにご協力ください。

■問ごみ対策課☎042－306－8200

■ クリーンプラザふじみ　夏休み施設見学会
■程７月29日㈮、８月３日㈬・９日㈫・17日㈬・23日㈫
※荒天中止（電話・■HPで要確認）
■時午前10時～（１時間30分程度）
■所クリーンプラザふじみ（深大寺東町７－50－30）
■申当日午前９時45分までにクリーンプラザふじみ１階
受付へ　■他夏休み期間中（７月25日㈪～８月31日㈬の
平日）は特別展示を実施
■問ふじみ衛生組合見学担当☎482－0781

　　募　　集

■ ８月のフリーマーケット出店者
■程８月20日㈯・21日㈰　
■時午前10時～午後３時　
■所調布駅前広場　出店資格／市内在住・在勤で物品販
売を生

なり

業
わい

としない18歳以上の方　
■定各日30人（多数抽選）　■費1000円　
■申■問Ｅメール（携帯メールは不可）または往復はがき
（往信裏面）に出店希望日、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、誓約の一文（会場周辺の道路上での荷物の
積み下ろしをしない旨）、在勤者は勤務先名・電話番
号を明記し、７月30日㈯（消印有効）までに■Ｅchoufu
jirituouendan@luck.ocn.ne.jpまたは〒182－0024布田
１－43－２－Ｎ203　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）

　　ボランティア

■ 協力会員募集説明会（地域ボランティア）
■日８月10日㈬午前10時～11時30分　
■所調布ゆうあい福祉公社
■内加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。要事前申し込み
■申■問電話で（公財）調布ゆうあい福祉公社☎481－7711

　　採用情報

■ 調布市ちょうふの里職員
職種／①サービス提供責任者（嘱託職員）②運転手（パ
ートタイマー職員）③調理員（パートタイマー職員）
業務内容／①訪問介護計画書の作成・訪問介護員の調
整・介護請求業務など②デイサービスの送迎など③高
齢者施設での調理補助業務
資格など／①介護福祉士②普通自動車運転免許（ワゴ
ン車を運転できる方）③不問
■申電話またはＥメールで連絡のうえ、履歴書と資格を
証する書類の写しを調布市ちょうふの里へ持参（平日
午前９時～午後５時30分）
■問調布市ちょうふの里
　☎441－6650・■Ｅchofu-st@oregano.ocn.ne.jp

■（福）調布市社会福祉事業団正規職員（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４年９月１日㈭※応相談　
■申■問履歴書と資格を証する書類の写しを、７月31日㈰
（必着）までに〒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（平
日午前９時30分～午後４時30分）

■ 調布市知的障害者援護施設そよかぜ非常勤職員（福祉職）
業務内容／知的障害者の日中活動（軽作業・音楽・運
動など）の援助、作業援助、食事援助、身辺介助（着
替え・トイレなど）など　資格など／不問
■申■問履歴書と資格を証する書類の写しを、８月31日㈬
までに〒182－0032西町290－４調布市知的障害者援護
施設そよかぜ☎481－7663へ持参（平日午前８時30分
～午後５時15分）または郵送（必着）

　　仕事・創業

■ ちょうふ若者サポートステーション職業適性検査
　自分の興味、自信、対人関係の考え方の理解を深め
る検査です。結果をもとに、仕事選びから履歴書作成、
面接対策までサポートします。
■程８月８日㈪・29日㈪※各回同内容　■時午前10時～正
午　■対15～49歳の無業の方（学生を除く）　
■定８人（多数抽選）　■費無料　■締各回２日前まで
■他受講前に要利用登録。まず初回相談を要予約（オン
ライン相談はちょうふ若者サポートステーション■HP
から、対面相談は電話で要予約）
■所■申■問ちょうふ若者サポートステーション☎444－7975
 （産業振興課）

●創業者支援施設スモールオフィスの入居者募集
　権利金・保証金がかからないため、創業時の初期費
用を軽減できます。また、入居すると所在地として登
記できます。入居日は協議の上、決定します。
入居条件／次の①②いずれかに該当する方①申込日か
ら６カ月以内に創業予定の個人または団体で、創業時
までに市内に住所を有することができる②申込日現在、
創業後３年未満の個人事業主または法人で、入居後１
カ月以内に市内に住所を有することができる
※将来的に市内で事業を継続し、雇用が見込まれる入
居者を優先。ただし、公序良俗に反するもの、特定の
宗教・政治団体の利益に帰するものは除く　
募集内容／スモールオフィス２号室（7.1㎡）　
入居期間／１年ごとの契約更新で、最長３年　
入居審査／使用申請書と提出書類に基づき、事業計画
や資金計画などを面接で審査※審査日は追って通知　
■所■申■問申請書（産業労働支援センター■HPから印刷可ま
たは、窓口で配布）に必要書類を添付し、産業労働支
援センターへ電話予約の上、８月31日㈬までに持参（休
館日を除く平日午前８時30分～午後５時15分）
A創業経営相談会
■程①８月３日㈬②10日㈬③17日㈬④24日㈬⑤31日㈬　
■時②⑤午前９時～午後４時（正午～１時を除く）
　①③④正午～午後７時（１時～２時を除く）
相談員／佐藤嵩

たか

晃
あき

（多摩信用金庫職員）　
B事業者向け労務相談会
■程①８月18日㈭・29日㈪　■時午前９時～午後４時（正
午～午後１時を除く）
相談員／田村陽太（社会保険労務士）　
C事業者向け税務相談会
■日８月９日㈫午後１時～４時　
■対中小企業・小規模事業者、創業希望者　
相談員／東京税理士会武蔵府中支部担当者　
D融資相談会
■日８月10日㈬午前10時～午後４時（正午～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　
A～D共に　相談時間／１人50分　■定各日申し込み順
AB６人C３人D５人　■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

店舗名
回収品目

カン 牛乳
パック トレイ ペット

ボトル
西友仙川店 ○ ○
クイーンズ伊勢丹仙川店 ○ ○ ○
京王ストア仙川駅ビル店 ○ ○ ○
マルエツ国領店 ○ ○
Ina21調布染地店 ○ ○ ○
㈱ダイエーグルメ
シティ神代店 ○ ○ ○ ○

フレッシュマーケット
トップ深大寺店 ○ ○

調布とうきゅう ○ ○ ○
コープみらい西調布店 ○ ○ ○ ○
西友調布入間町店 ○ ○ ○

㈱AOKI成城店 不用となったスーツ、フォーマ
ル、コートなどの回収

キッチンコート西調布店 ○ ○ ○
スーパーオザム調布多摩川店 ○ ○
ミニコープ緑ケ丘店 ○ ○ ○ ○
コープみらい柴崎店 ○ ○ ○ ○
イトーヨーカドー国領店 ○ ○ ○
マルエツ調布店 ○ ○ ○

◎ごみ減量・リサイクル協力店一覧（17店）

ちょうふ若者サポート
ステーションHP

■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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　市の平和に向けた取り組みや、イ
ベントなどをまとめました。市内小・
中学校に配布するほか、公共施設な
どで配架します。今年度は、平和展示
にちなんだクイズとシール配布を予定していま
す。さまざまな展示を見て、シールをたくさん集め
ましょう。（詳細はピース・レターに掲載）　
■問文化生涯学習課☎481－7139　

J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」 　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

　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2022」
へ応募する絵画を募集します。
テーマ／平和なまち
規格／大きさはB4サイズ（257mm×364mm）、八つ切りまたはＡ3
（297mm×420mm）サイズで、白色の画用紙を使用し、スキャンが可能な平面作品
■対市内在住または在学で令和４年10月31日㈪時点で６～15歳の方
■他応募作品から各部門５作品ずつ選定し、表彰式を実施。受賞作品は、平和首長会議
事務局へ提出予定。詳細は市■HPを参照
■申■問申込書（市■HPから印刷可）と作品を９月30日㈮
（必着）までに〒182－8511市役所８階文化生涯学習
課☎481－7139へ郵送または持参

　生誕100周年記念プロジェクトの一環として
水木さんが残した多くの戦争・平和に関する作
品を展示します。
■期10月８日㈯～11月30日㈬
■所文化会館たづくり1階展示室
■問文化生涯学習課☎481－7139

　図書館では毎年、戦争体験記や平和に関する図
書の展示と貸し出しをしています。
■期７月27日㈬～９月25日㈰
■時午前９時～午後８時30分　
■所■問中央図書館☎441－6181

Communication of conflict resolution～Let's sow 
the seeds of peace～

　対話を通じて問題を平和的に解決する方法を展
示でご紹介します。　
■期８月11日㈷まで　■時午前９時～午後５時
出展／髙部優子、郭　理恵、田中圭子
■所■問北部公民館☎488－2698　　　

　近年新たに収蔵した資料から、戦争がもたらし
た生活や学校への影響をたどります。
■期７月23日㈯～８月28日㈰ ■費無料
■所■問郷土博物館☎481－7656

　市では、水木しげるさんの功績をたたえ、命日で
ある11月30日の「ゲゲゲ忌」を中心に、水木しげる
さんを偲ぶさまざまなイベントを開催します。
■期11月19日㈯～30日㈬
■内ゲゲゲのスタンプラリー、ゲゲゲ横丁・ゲゲゲの
森、アニメ特別上映会、ゲゲゲ忌コスプレイベント
「調布市ブリガドーン計画」、献花台の設置、議場コ
ンサート、市立小・中学校や公立保育園での給食の
献立、商店会・企業の取り組みなど（予定）

　今年は沖縄本土復帰50年の節目であることか
ら、沖縄戦とひめゆり学徒をテーマに展示します。
■期8月19日㈮～31日㈬　
■時午前9時～午後9時30分
■所■問東部公民館☎03－3309－4505

■■郷土博物館☎481－7656

■期７月29日㈮～８月15日㈪ ■所明治座（中央区日本橋浜町2－31－1）　
■演荒牧慶彦、上坂すみれ、藤井隆、七海ひろき、浅野ゆう子／野沢雅子（声の出演）
チケット／発売中　■主舞台「ゲゲゲの鬼太郎」製作委員会　
■問明治座チケットセンター☎03－3666－6666（午前10時～午後５時）

水木しげる氏生誕100周年記念プロジェクト水木しげる氏生誕100周年記念プロジェクト

※イベント内容は変更する場合があります。詳細は、市報や市■HPなどで随時お知らせします

（必着）までに〒182－8511市役所８階文化生涯学習
課☎481－7139へ郵送または持参

Communication of conflict resolution～Let's sow 
the seeds of peace～

　対話を通じて問題を平和的に解決する方法を展
示でご紹介します。　
■■期■８月11日

課☎481－7139へ郵送または持参課☎481－7139へ郵送または持参

髙部優子、郭　理恵、田中圭子
北部公民館☎488－2698　　　

出展／髙
■■所■■■問■北部公民館☎488－2698　　　

水木しげる氏生誕100周年記念プロジェクト水木しげる氏生誕100周年記念プロジェクト水木しげる氏生誕100周年記念プロジェクト

　大正11年３月８日生まれ。鳥取県境港市で育ち
ました。21歳で徴兵され出征し、ニューブリテン島
で爆撃により左腕を失い、昭和21年に復員後、漫画
家としてデビューしました。昭和34年に調布市富
士見町に移り住み、「ゲゲゲの鬼太郎」「悪魔くん」
をはじめ数々の傑作を生み出しました。多くの市
民から愛され、親しみをもって受け止められてい
ることから平成20年に名誉市民の称号を授与しま
した。そして、平成27年11月30日に逝去されまし
た（享年93）。

水木しげるさん
©水木プロ

調布っ子“平和なまち”絵画コンテスト2022作品募集

▲市HP

　調布っ子“平和なまち”絵画コンテスト2021市長賞

　ウクライナの民話絵本「てぶくろ」をはじめ、さ
まざまな国の絵本を紹介します。絵本を通して戦
争や平和について考えてみませんか。
■期8月11日㈷まで（月曜休館）　
■時午前9時～午後9時30分　
■所■問西部公民館
☎484－2531　

平和祈念「図書展」

生誕100周年記念事業

　市では、水木プロダクションなどの関連企業と連携し、名誉市民・水木しげるさんの作品などの功績を後世に
伝えつつ、まちづくりにも生かす取り組みを大きく推進することを目的に、さまざまな記念事業を行います。
　また、観光振興や平和祈念をはじめとする関連施策を通じて、水木しげるさんの作品や著作に触れる機会を
増やし、「水木マンガの生まれた街　調布」の更なる推進につなげていきます。

■水木しげるさん生誕100周年記念イベント
■程11月26日㈯（予定）
■所グリーンホール大ホール

■ゆかりのスポットを巡る謎解きイベント
■期令和５年２月下旬～３月中旬（予定）
■所調布市内

ⓒ水木プロ・東映アニメーションⓒ映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」
製作委員会

ⓒ水木プロ・フジテレビ・
東映アニメーション
ⓒ舞台「ゲゲゲの鬼太郎」製作委員会

平和を考える絵本展

午前9時～午後9時30分　

■問産業振興課☎481－7183

水木しげる生誕100周年記念

「ゲゲゲの鬼太郎」（東京公演）

平和事業関連展示

ケンカや戦争を防ぐ「紛争解決」の
コミュニケーション

～平和の種をまきましょう～

新収蔵資料にみる戦争
ギャラリー展

ピース・レターちょうふ
平和祈念情報誌

沖縄戦とひめゆり学徒
企画展

平和祈念図書事業

平和ロビー展示 音楽とブックトーク

絵本と音楽で平和を願うひととき
～通い合う心が奏でる平和のハーモニー～

©水木プロ

©水木プロ

水木しげるが見た光景
　　　　　　　　　　～紡がれる想いと言葉～

調布市平和祈念展

展示「鬼退治したくない桃太郎」より

防空服の型紙

写真提供：ひめゆり平和祈念資料館

「てぶくろ」
エウゲーニ・M・ラチョフ著
うちだりさこ訳　福音館書店

防空服の型紙

写真提供：ひめゆり平和祈念資料館

水木マンガの生まれた街 調布

　図書館では毎年、戦争体験記や平和に関する図
書の展示と貸し出しをしています。
■■期■
■■時■
■■所■

防空服の型紙

奉公袋
（表） （裏）

　ピアノ演奏や歌とともにお贈りするブックトー
クです。親子での参加も大歓迎です。平和に心を馳
せる時間を一緒に過ごしませんか。
■日８月10日㈬午前10時～11時
■講山花郁子（児童文学作家・元西部公民館長）
■演且田泰代（ピアノ奏者）　　　
■定申し込み順25人　
■所■申■問７月21日㈭午前9時から電話で西部公民館
☎484－2531　

かつ た

　生誕100周年記念プロジェクトの一環として
水木さんが残した多くの戦争・平和に関する作

文化生涯学習課☎481－7139

〈５日号〉     5日～19日　職員インタビュー、ミニコーナーなど
〈20日号〉  20日～翌月4日　職員インタビュー、特集など
  放送時間　毎日午前9時～、正午～、午後8時～　（各30分）※特集内容により、放送時間が変更になる場合があります

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の悲惨さや平和の大切さについて、考えてみませんか

　水木しげるさん生誕100周年記念作品として、完全
新作長編アニメが製作されます。2023年秋公開予定。
キャスト／沢城みゆき、野沢雅子ほか

　1989年にテレビアニメ化された「悪魔くん」が、30
年後の世界を舞台にして、新たに製作されます。2023
年Netflixにて全世界独占配信予定。
キャスト／三田ゆう子、古川登志夫ほか

「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」

新アニメ「悪魔くん」

■期９月４日㈰まで※期間中無休　
■所東京シティビュー（六本木ヒルズ 森タワー52階）　
チケット／当日窓口ほか
■主東京シティビュー、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション
■問東京シティビュー☎03－6406－6652

水木しげるの妖怪 百鬼夜行展
～お化けたちはこうして生まれた～

　市LINE公式アカウントと友だちにな
ると、300円の特別割引クーポンをプ
レゼントします。
クーポンの獲得方法／①LINEホーム画面の検索
バーで「調布市」と検索するか、QRコードから市
LINE公式アカウントと友だちになる②市公式ア
カウントとのトーク画面で「ちょうふ」と送信③返
信でクーポン画像が届きます　
利用方法／チケット購入窓口でクーポン画像が表
示されているLINEのトーク画面を提示※クーポ
ン画像だけの表示は不可
■他特別割引クーポンは平日・当日券のみ利用可
■問広報課☎481－7301

市LINE公式
アカウント

市LINE公式アカウントと友だちになると
特別割引クーポンをプレゼント

その他


