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                                     ☆第 12 号☆ 

                      2010 年５月発行 

月１回発行 

【CATCH UP】 （制作現場からの取材こぼれ話） 

★ 調布市民放送局は、2006 年 4 月に放送を開始して５月でちょうど 100 回を迎えます。100 回を記念して、

調布市民放送局の総力を挙げて調布の駅の今昔をお送りします。お楽しみに！！ 

★ 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、下記のように、調布のたづくりで行われます。

調布市民放送局のメンバー・日活芸術学院の学生さん・調布市観光協会・私達のアドバイザーの中央大学総合

政策学部の松野良一研究室の学生さんと調布市民放送局とゆかりのある方の作品が最終審査に残りました。日

本の情報・映像発信の拠点（？）に相応しい催し物です。皆様、是非応援にお越し下さいネ！！ 

   日時：5 月 28 日（金）13 時～17 時 

   場所：たづくり 12 階 大会議場 

   http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p22/p2204/p220414r.html 

 

♪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  

・ 4 月 23 日より、いよいよ「ゲゲゲの女房」の舞台がわがまち調布になりました。5 月 1 日には、私たちがエ

キストラとして出演した場面が放送されました。誰だかわかりましたか？？5 月 13 日にも放送されるそうで

す。映らなかった方も、今度は映るかもしれません。お楽しみに!! 

・ 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。お楽しみに！ 

・ 4 月 30 日、NHK で出演者の杉浦太陽さんを囲んで、記者会見が行われました。 

杉浦さんより、調布市民の皆様へメッセージ： 

「（水木夫妻は）とんでもない努力をしているのだが、苦労を苦労と思っていないため、新しい未来が待っ

ています。昔ながらの良さを見直してほしいドラマです。」是非調布の皆様も応援くださいとの事でした。 

調布 FM の番組にも、出演していらっしゃいます。http://www.chofu-fm.com/home/index2.phtml?file=1888 

 

♪調布の名所「深大寺」境内には、なんじゃもんじゃの木があります。5 月 8 日（金）19 時～21 時まで、野川

のライトアップをしているアークシステムさんが、1 日限りのなんじゃもんじゃの木のライトアップをされま

す。 本堂も、特殊ライトでライトアップするとか・・調布の名物になるかもしれませんね。是非ご覧下さい！！ 

 

♪昨年神代植物公園で行ったセプテンバーコンサート主催者のベリーラブさんよりお知らせです。 

セプテンバーコンサートは同時多発テロをきっかけに、2002 年の 9 月 11 日に人々が「平和」への思いを音楽

に託してニューヨークで始まりました。調布でも昨年より開催されました。今年は同時に平和祈念写真展を開

催する予定だそうです。写真を募集しています。是非応募してくださいね！！ 

（2009 年セプテンバーコンサート IN 調布の模様） 

2009 年 9 月放送 セプテンバーコンサート in 調布 http://chofu.cc.uec.ac.jp/Video077_4.wmv 

（写真応募要綱）セプテンバーコンサート JP 調布支部 

                    http://www.jindaiji.biz/sepcon-chofu （5 月下旬更新予定） 

♪いつも取材にご協力をいただいております調布市郷土博物館学芸員の金井安子さんが、下記のように講演され

ます。私達の番組を映してくださるそうです。どんどんご利用いただけると、作り甲斐があると言うものです

ね。(^-^) 

   日時：5 月 16 日（日）14 時 15 分開場 14 時 30 分開演 

   場所：調布市文化会館たづくり映像シアター 

   内容：調布史談会講演会 「記念碑に見る地域の歴史」定員 100 名（先着順） 

 

♪調布の駅前で「調布 CATCH」が見られます！ 

4 月から野村証券ショーウインドウで調布 CATCH を見ることができるようになりました。これは、野村證券

さんのご厚意で、実現しました。毎週月曜日から金曜日 11時～12時半 是非立ち止まってご覧下さい!! 

♪調布の姉妹都市木島平村でも「調布 CATCH」が見られます！ 

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。 

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

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

 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p22/p2204/p220414r.html
http://chofu.cc.uec.ac.jp/Video077_4.wmv
http://www.jindaiji.biz/sepcon-chofu
http://www.annie.ne.jp/~catch/10ekiden.html
http://www.annie.ne.jp/~catch/keio_const.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【トピックス】 

◆ 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 CATCH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） 

◆「多摩ら・び」調布編 多摩市内の書店で好評販売中定価５００円（市民レポーターとして紙面の一部を担当

しました。） 

◆「さがみはら都市みらい研究所」の報告書の中に、『調布市民放送局の視察調査結果』が掲載されました。 

    

＜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/ 3 ~ 5/16     ① 調布の水～仙川～ 

② 健康空手サークル 

③ 調布を耕す会ジャングルバザー2010 春 

 

5/17 ~ 5/30    放送 100 回記念 調布今昔～駅～ 

 

5/31 ~ 6/13    ① 海上技術安全研究所 

② 2010 アースディ in 調布 

③ わがまち妖怪作品展 
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２０１０年５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＞ 
 4日   壽賀一仁さん   （海外支援活動 一般社団法人あいあいネット理事＜いりあい・よりあい・ 

まなびあいネットワーク＞） 
11日   郡司繁さん   （調布市の体育指導員 合気道・太極拳等の活動もなさっています） 

18日  松本一さん   （唐津焼・善徳窯 窯元ふるさと伊万里応援団伊万里大使） 

25日  山口英子さん  （深大寺の杜に育まれて 82年、元時雨茶屋の女主人） 

 

【５月活動予定】撮影を除く主要な活動内容です。  

 4月 30日（金）NHK「ゲゲゲの女房」取材会（杉浦太陽さん） 

 5月 3日（月）シバサクラの苗植え 「野川のライトアップを楽しむ会」 

 5月 13日（木）鹿島研究所 見学 

 5月 14日（金）NHK「ゲゲゲの女房」取材会（南 明奈さん） 

 5月 20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 

5 月 28 日（金）関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会 総会、 

        時間：11 時～12 時  場所：たづくり 12 階 大会議場 

       総務省関東総合通信局 総会フォーラム「わがまち CM コンテスト」最終審査・表彰式 

        時間：13 時～17 時  場所：たづくり 12 階 大会議場 
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