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                                     ☆第 13 号☆ 

                      2010 年６月発行 

月１回発行 

【CATCH UP】 （制作現場からの取材こぼれ話） 

★ 放送日の変更のお知らせ：今まで 1 週間だった放送が、月曜日更新で 2 週間続けて放送できるようになりま

したので、お知らせいたします。 
  

♪総務省関東総合通信局主催の「わがまち CM コンテスト」が、５月 28 日調布市のたづくりで行われました。 

結果報告：＜優秀賞＞ゲゲゲの調布（チーム小西＝調布市）映画のまち・調布市（調布市観光協会＝調布市） 

＜特別賞＞取れ立て野菜が買えるまち 調布（水谷由美子＝調布市民放送局） 

＜努力賞＞ここは青梅、猫の町。（西村郁美＝中央大学） 

応募 121 作品中入選した 7 作品に、調布関係の４作品が賞を獲得しました。 

  【受賞・入選作品】http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ai/npo/cm/21cm-hyosyo.pdf 

【CM コンテストの模様】http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/e-komfo/e-22/k2206/k220610.html 

開催地調布の企業の皆さん、副賞提供ありがとうございました。ここに改めて御礼申し上げます m(__)m 

  【協力企業】㈱榮太楼総本舗、FC 東京、鬼太郎茶屋、キューピー㈱仙川工場、（株）サイトー、 

深大寺温泉ゆかり、ホッピービバレッジ（株）（五十音順） 

 2010 年「わがまち CM コンテスト」の応募要綱が発表されました。また頑張りましょう！！ 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p22/p2205/p220519r.html 

・司会担当者より感想：入賞作品はどれも興味深く、地域の魅力が沢山詰まった作品ばかりでした。是非皆さん

にも見ていただきたいです。キャスターの小林さんの飾らないお人柄と会場の温かさに触れた１日でした。  

♪関東 ICT推進 NPO連絡協議会（事務局：総務省関東総合通信局）の総会（5月 28日開催）で調布市民放送局が

幹事となりました。頑張らなくっちゃ！！ 

♪読売新聞武蔵野版（5月 21日(金)）に調布市民放送局の記事（100回記念番組）が掲載されました。 
 

♪NHKの連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」関連情報 

ゲゲゲ関連専用ページ http://www.chofu-catch.tv/gegege.html 

・ 赤貧生活をしていた水木しげる夫妻ですが、7 月 5 日からドラマは新展開へ。漫画家・水木しげるが巨大な

存在への変貌を遂げる時代を描いていきます。楽しみですね(^-^)（NHK 広報部発表より）  

・ 4 月 23 日より、舞台が調布になってから、深大寺を始めとして調布のまちが観光客で賑わいをみせています。

遅ればせながら、5 月 23 日調布にも観光案内所ができました。 

・ 5 月 14 日、NHK で出演者のアッキーナこと南明奈さんを囲んで、記者会見が行われました。翌 15 日が南さ

んの誕生日。またまた、調布のお土産、鬼太郎グッズをプレゼントしました。 
 

♪「みんなのまつり in たづくり」に参加します。調布市民放送局が最近２年間に制作した番組を一挙放映します。

日時：６月１９日(土) 11:00～15:35 

場所：調布市文化会館たづくり８階 映像シアター（定員 100名）是非お越し下さいネ v(*^^*)v 

♪セプテンバーコンサート JP 2010 IN 調布 より写真応募のお知らせです。 

（写真応募要綱）http://www.jindaiji.biz/sepcon-chofu/photo.html 

＜調布 CATCH 番組情報＞ 

・郷土博物館の協力を得、深大寺水車館の取材を兼ね、水車で蕎麦の実を挽いてみました。水車の動力でゆっく

りと石臼が回りはじめそば粉が出てきたときは、感動でした。昔はこのように、自然の力でゆっくりと挽き水

と緑に囲まれた環境で蕎麦を打ち、食す。そんな面影が充分感じられる深大寺水車館でした。番組をお楽しみ

に！ 

＜わくステ番組情報＞ 

・ 戦争体験を経て、早死にした戦友の残った命をもらって生きてきたとおっしゃる熊田さん。コーラスで歌い、

好きなシャンソンは出来ればフランス語で歌いたいと８７歳の今も、アテネフランスでフランス語を学ぶ向

学心。短歌と俳句とコントラクトブリッジの教室に通い、一年に一度は、ヨーロッパに行き、現地で２０日

程度のクルージングを楽しむ、好奇心旺盛になんでも積極的にトライすることを心がけていることが、悠々

自適に暮らす秘訣のようです。（6 月 15 日放送予定） 

・ こんな偶然あるんですね！今回のゲストはなんと中学の同級生。それも収録が終わるまでは全然気がつかず、

最後のご挨拶の時に、判ったのです。３０年ぶりの感激のご対面でした。おさな顔が残っているのに素敵な

大人に成長していて、歩んできた３０年の重さをしみじみ感じました。（6 月 22 日放送予定） 

♪京王線地下化工事関連専用ページ http://www.annie.ne.jp/~catch/keio_const.html 

 5月 19日（水）地下化工事現場の現状を見学に行きました。前回より随分出来上がっていました。次回の番組

をお楽しみに！ 

♪調布市民駅伝のページ http://www.annie.ne.jp/~catch/10ekiden.html 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ai/npo/cm/21cm-hyosyo.pdf
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/e-komfo/e-22/k2206/k220610.html
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p22/p2205/p220519r.html
http://www.chofu-catch.tv/gegege.html
http://www.jindaiji.biz/sepcon-chofu/photo.html
http://www.annie.ne.jp/~catch/keio_const.html
http://www.annie.ne.jp/~catch/10ekiden.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

【トピックス】 

◆ NHK エンタープライズ社「ケーブル新時代」5 月号（4 月 25 日発行）に「ゲゲゲの女房」にまつわる調布

市民放送局の一連の顛末記が掲載されました。 

◆ 4月から野村證券ショーウインドウで毎週月曜日から金曜日 11時～12時半「調布 CATCH」を見ることがで

きるようになりました。 

◆ 4月から姉妹都市木島平村のケーブルテレビ「ふう太ネット」で調布 CATCH の放送が始まりました。 

◆ 調布市の公文書資料室（市役所 4階）でも、地域資料としてこの調布市民放送局ニュースを閲覧できます。 

◆ 「多摩セカンドライフ大満足事典」110 ページに掲載（発行：東京市町村自治調査会多摩交流センター 編

集：東京 TAMAタウン誌会）好評発売中 

◆ 月刊誌「ネットワーク」の特集「市民メディア」（東京ボランティア・市民活動センター編集）302 号（9 月

発行）に、調布市民放送局の活動が掲載されています。我らのメンバーであり、市民活動支援センターの副

所長である小林祐子さんが、執筆くださいました。 

◆ ＮＨＫエンタープライズ「ケーブル新時代」10月号（9月 25日発行）に調布市民放送局 大野代表のインタ

ビュー記事が掲載されました。ご覧になりたい方は、調布市民放送局にご連絡ください。 

◆ 関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会（総務省関東総合通信局）の冊子「デジタルアーカイブでまちづくり事例集」

に、掲載されました。（総務省 HP 参照） 

 

    

＜調布ＣＡＴＣＨ＞ J:COM「調布・狛江 Hometown」内にて放送   
 （放送開始時刻）  (月)(水)(金) 18：49～、23：49～   (火)(木) 8：49～、15：49～ 

(土)  13：19～、21：49～     (日)   8：49～、18：49～  

5/31 ~6/13     ① 海上技術安全研究所 一般公開 4 月 18 日 

② 2010 アースディ in 調布 

③ 第 23 回児童青少年フェスティバル 妖怪絵画展 

6/14 ~ 6/27    ① 多摩川 春の魚たち 2010 

         ② リトルギャラリー 素敵に彩るメタルエンボッシングアート 

         ③ わがまち CM コンテスト 

6/28 ~ 7/11    ① お散歩～西調布界わい～ 

② 調布百景 佐須の田んぼ             

         ③ 菊野台ボランティアまつり 
 

 

 

〔編集・発行〕調布市民放送局  

＜連絡先＞〒182-0024 調布市布田 1－1－1 606 

代表 大野三紀子 

０９０－５５３２－０４８６ 

catch@chofu-catch.tv 

 

 

２０１０年６月  番組表 

＜ホームページ＞  http://www.chofu-catch.tv/   調布市民放送局  検索 

★ ご意見・ご感想をお寄せください！！ 

★大募集★ ◎番組制作メンバー◎運営メンバー 

◎会員・賛助会員・法人会員  

      ◎資金・場所などを支援くださる方 等々 

＜調布わくわくステーション＞ （略称 わくステ）       調布 FMにて放送＜調布 FM 83.8MHz＞ 

(日付)  (ゲスト)           (紹介)          毎週火曜日＜21：30～21：45＞ 

 １日   井山順子さん   （深大寺そば打ちクラブ 仙川劇場）の制作スタッフのボランティア 

 民話の語り部などで活躍） 

8日   北谷琢也さん  （水辺の楽校） 

15日  熊田廣太郎さん （コーラスにシャンソン、短歌に俳句 コントラクトブッリジを楽しむ８７歳） 

22日  松井 久美子さん （ちょうふだぞうの施設長さん） 

29日    ご本人のご希望により、削除させていただきました。 

 

【６月活動予定】撮影を除く主要な活動内容です。 

 6月 8日（火）第 8回千葉フォーラム「ICTによって変貌する日常生活」参加  

 6月 17日（木）「ゲゲゲの女房」推進委員会 参加 

         時間：15 時～  場所：たづくり 8 階 映像シアター 

 6月 19日（土）「みんなのまつり inたづくり」参加 ～調布の話題・情報を映像で～ 

         時間：11時～15時 35分  場所：たづくり 8階 映像シアター 
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