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【調布市民放送局よりお知らせ】
★ 放送日時変更：10 月放送分（1 日、16 日更新）
月曜 9:19～（MY☆テレ後）、11:25～火曜 11:19～（MY☆テレ後）、14:20～水曜 14:20～、18:19～（MY☆テレ後）
木曜 14:20～、23:19～（MY☆テレ後）金曜 9:19～（MY☆テレ後）、14:20～
土曜 11:25～、18:19～（MY☆テレ後）日曜 9:19～（MY☆テレ後）、15:55～
★こどもあそび博覧会８参加
日時：10 月 9 日（土）10 時～15 時
場所：八雲台小学校
第 15 回調布飛行場まつり参加
日時：10 月 17 日（日）10 時 30 分～16 時 場所：調布飛行場
ビデオカメラ撮影講習会(生涯学習サークル体験) 日時：11 月 14 日（日）13 時～17 時 場所：あくろす研修室３

【トピックス】
♪映画版「ゲゲゲの女房」全国公開
９月２５日、わが町、調布を全国区にしてくれたＮＨＫ連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」が、好評の内に最終回を
迎えました。そして、今、もうひとつの「ゲゲゲの女房」映画版が幕を開けようとしています。半年間、毎日見続
けたテレビの残像が、まだ、新鮮に浮かび上がってくる中、一足先に、試写を観る機会を得ました。昭和を感じさ
せるセピア色の画面の中の宮藤官九郎の水木しげるさんにはより親しみを、吹石一恵の布枝さんにはより人間くさ
さを感じながら、会場を後にしました。
１０月１４日（木）にプレミアム先行試写会が、調布市グリーンホールで行われます。詳細は、調布市ホームペー
ジ、またはグリーンホールにお問い合わせください。主役のお二人と監督の舞台挨拶がある予定です。
何はともあれ、
「何があっても、何がなくても、ともに歩んでいく」もうひとつの水木夫妻に乞うご期待。
（chun）
♪ECO ECO フォーラム調布で開催される
ここ東京から広げる未来への継承～循環型社会の実現に向けて
～学生 も大人もみんなで EcoEco フォーラム （右写真 会場風景）
日本青年会議所関東地区東京ブロック協議会主催のイベントが去る 9 月 12 日、
調布市の電気通信大学の講堂で開かれました。フジテレビのアイドルグループ
｢アイドリング｣とケビン・クローンが出演との事でどんなフォーラムなのだろ
うと、興味津々伺いました。気象予報士の福田寛之氏のナビゲートでフォーラムは進行されましたが、ガーナでカ
カオ豆を作っている子どもが、一回もチョコレートを見たことがないという話など、考えさせられる事が多く、環
境を考える良いきっかけになりました。もっと沢山の方に聞いていただきたかった･･･（MN）

【制作こぼれ話】
♪「ボーイスカウト調布第２団」
今回取材したのは調布第 2 団おもにカトリック・サレジオ調布教会で活動しています。年齢別にビーバー隊、カブ
隊、ボーイ隊などありそれぞれ隊員たちはスカウトと呼ばれています。現在の尐子化時代にあって、ここのスカウ
トたちはまるで兄弟のように遊び上の人は下のスカウトの面倒をよく見るのがとても印象的でした。
また指導する
♪YDAS
に参加
スカウトの、厳しい愛情あふれる接し方に縦社会の良さを垣間見た取材でした。
（HS）
♪東日本電気電話保守センター（株）について （わくステ 10 月 19 日（参照）の番組、聞いてくださいね！）
パソコンや電気関係のことで困ったら気軽に相談できる会社が調布ヶ丘にできました。名前は東日本電気電話保守
センター(株)と堅いですが、簡単な事、電気屋さんにどう聞いたらわからない事でもボランティア感覚で相談に乗
ってくれます。困った時には気軽にご連絡をしてみてください！電話：０４２－４４４－００５５ （MN）

【耳よりなお話】
♪マルチメディアＤＡＩＳＹ講演会 読みたくても読めない君へ～一緒に支援を考えよう～
日時：2010 年 10 月 16 日（土）
午後１時３０分～４時
場所：調布市市民プラザあくろす２階 活動スペースはばたき
参加費：無料
主催：調布デイジー http://www.chofu-daisy.org/ http://www.chofu-daisy.org/
♪「深大寺十三夜の会」にて、子供薪能を上演予定
日時：2010 年 10 月 20 日(水) 午後 6 時～
場所：深大寺山門
お問合せ：深大寺
♪朗読グループ めだか 第７回 発表会
日時：2010 年 10 月 30 日（土）開場１時３０分 開演２時 終演３時４０分 入場無料 （先着１００名）
場所：調布市文化会館たづくり８階映像シアター
会場規約により満席になり次第お断りすることがございますご了承ください
お問い合わせ 予約は 清藤陽子 ＴＥＬ 042-486-3357 携帯 080-1089-5856

３

【10 月活動予定】撮影を除く主要な活動内容です。
10 月 9 日（土）やあやあドリームオールスターズ 2010｢こどもあそび博覧会８｣で、アナウンス体験のブースを出します。
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1190934994511/index.html （お知らせ参照）
10 月 14 日（木）関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会 幹事会 13 時～
場所：総務省関東総合通信局 21 階会議室
10 月 14 日（木）映画｢ゲゲゲの女房｣プレミアム試写会 18 時～
場所：グリーンホール大ホール
10 月 17 日（日）第 15 回調布飛行場まつりで、アナウンス体験のブースを出します。
（お知らせ参照）
http://www.metro.tokyo.jp/INET/EVENT/2010/09/21k9r100.htm
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番組表

原稿担当＝長友

＜調布ＣＡＴＣＨ＞ J:COM にて放送 （放送日時は巻頭のお知らせをご覧ください。）
【10 月 1 日～15 日放送分】
○「深大寺子供薪能」
約 650 年の歴史を持つ「能楽」に子供たちが挑戦。1 週間のお稽古で、能の舞と謡を立派に発表しました。
○ 昭和の遊び体感！
紙芝居の実演・手回し蓄音機の再生や、昭和の大衆文化・遊びについての講演もありました。
○「倒れている人を見かけたら ～心肺蘇生のポイント～」
「いざという時・・・ 救急車到着までにできることがあります。
心肺蘇生のポイントを簡単に紹介します。
」
【10 月 16 日～月末放送分】
○ ボーイスカウト調布第 2 団（右写真、表面、制作こぼれ話参照）
○ 調布市なぎなた連盟 滝坂クラブ
日本の武道「なぎなた」を小学生から熟年まで、楽しく学べるクラブです。
○「調布信天翁（あほうどり）クラブ」
初級者から上級者まで幅広いレベルの部員が、男性も女性も一緒に楽しく
バドミントンを練習しています。

＜調布わくわくステーション＞
放送日時
＜調布 FM 83.8MHz＞ 毎週火曜日＜21：30～21：45＞
10 月 5 日
10 月 12 日
10 月 19 日
10 月 26 日

山本佳奈さん
たづくりの９階にあるリトルギャラリー、ご存じですか？すてきな展示コーナー
があります。そこの担当者です。展示をしたい方の応募をお待ちしているそうですよ。
斉藤修太郎さん
農業の若き後継者達が作ったおいしい野菜、その野菜を使って作った『調布野菜
カレー』 あっという間に売り切れたそうです。次回は夏ですって。
鈴木孝一さん
東日本電気電話保守センター(株)（制作こぼれ話をご覧ください。）
清藤陽子さん・佐々木照代さん 美しい日本語を目指して朗読を楽しんでいらっしゃる「朗読グルー
プ めだか」のお二人です。番組でもちょっと朗読をしていただきます。

＜ホームページ＞

http://www.chofu-catch.tv/

調布市民放送局

検索

＜調布市民放送局の番組を見ることができます＞
◆ 野村證券ショーウィンドー：毎週月曜日から金曜日 11 時～12 時半
＜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＞
◆ 姉妹都市木島平村のケーブルテレビ「ふう太ネット」
毎週火曜日＜21：30～21：45＞
※ 調布市観光案内所『ぬくもりステーション』でも番組の一部を見ることができます。
＜調布市民放送局ニュースが手に入ります＞
調布わくわくステーション
10 月号原稿取りまとめ役＝大町
◆ 調布市の公文書資料室（市役所
4 階）◆図書館（本館、分館）◆教育会館
◆調布 FM
◆ 調布市商工会館 ◆調布市総合福祉センター ◆市民活動支援センター ◆居酒屋『淡菜房』
★ 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
【こんなご協力をいただいております。】
照明機材：㈱アークシステム
マイクロホン：アツデン㈱
カメラ：㈱StudioDU
サーバー：国立大学法人電気通信大学、㈱アニー
その他多くの方のご協力を頂いております。
ご協力に感謝申し上げます。

〔編集後記〕
“情報”ってなんだっけ、なんだっけ♪．
．とふざけ
るほど軽いものではないのが情報です。情報は間違えると戦争
まで起こしてしまいます。情報はもろ刃の剣です。でも人は自
分に都合のいい情報には飛びつき、そうでないものは嫌いま
す。
「う～ん、恐ろしい！」（ｵｷｰﾀ）
〔編集・発行〕調布市民放送局ニュース編集委員会
catch@chofu-catch.tv

