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118第一地域住民運動会
Jヽさいお子さんも、地域にお住まいの方も、みなさん遊びに来:て下さい。

おおいに盛り上がりましよう:

日時 :10月 28日 (日 )9時～ 15時30分 ☆8時 30分開門

場所 : 第一小学校校庭 (雨天の場合は体育館で行います)

いよいよ、地域運動会の季節がやつて来ました。地域運動会は、第―小学校の生徒とその家族だけでなく、
地域にお住まいの方も参加できる運動会です。多くのみなさんにご来場いただきますようお願いいたします。

☆地域にお住まいの方や就学前の小さいお子さんが事前予約せずに参加で

きる競技は次の3種目です。

10時頃～「玉入れ」(小学生以下 )

10時 25分頃～「おはこびじょうず」(地域のおとなの方)

12時45分時頃～「ひつくり返してぱん|」
(ノ」ヽ学生以下)

14時頃～「つなひき」(小学生～おとな)

それぞれ、15分前位に集合がかかりますので、お早めにご来場ください。

★大抽選会は午前中に締め切りです。抽選会開催時にその場に居る方で

なら、どなたでも多功口出来ます。

☆雨天の場合は、うわばきをお手寺ちください。
☆雨天時は一部競技を変更し、13時頃終了予定となります。
☆自動車、自転車でのご来場はご遠慮ください

☆学校敷地内は全面禁煙です。

日々姿を変える調布駅周辺

ラグビーワールドカツプ2019日本大会σM)開催まであと1年です::

暑
む

ラグビーワールドカップ2019日 本大会(丁M)の開幕
は、来年の9月 20日です。調布市では味の素スタ
ジアム(大会会場名は東京スタジアム)で開会式と開
幕戦を含む銹式合が行われます。
調布駅前広場の旧タコ公園前工事仮囲し‖こ、「ラグ
ビーウ7「―ルギャラリー」として、前回のワールドカップで

撮影された試合写真の巨大壁画が登場しました。
■世界的な大会を調布から盛り上げていきたいですね。

【東京スタジアム開催試合(いずれも2019年 )】

9月 20日 (金)日 本vsロシア

9月 21日 (土 )フランスvsアルゼチン

9月 29日 (日 )オーストラリアvsウェールズ
10月 5日 (土 )イングランドvsアルゼンチン
10月 6日 (日 )ニュージランドvsナミビア
10月 19日 (土 )準々決勝 2/10月 20日 (日 )準々沐勝 4
11月 1日 (金)3位決定戦



地域のニュー:ス&活動報告

夏休みラジオ体操 !

J冬島商栄会夏祭り大盛況蠍
7月 22日 (土 )第一小学校校庭にて、内容豊かに、賑やかに開催されました。

記釜最的な猛暑の中で、今年は少し遅めの暮れなずむ頃からのスタートで、お祭
り気分が盛り上がります。第―小吹奏楽クラブ、調布中OBによるさくらウインド
オーケストラ吹奏楽部の演奏、校長先生率いるティーチヤーjがンドなど多様
なライフじ寅奏カンテわれ、会場は大しヽこ盛り上がりました。今年は、第一小学校
の卒業生が主将をつとめる本郷学園応援委員会の演技披露があり、迫力あ
るエールを聞かせてくれました。いつしょうふれあいネットワークは、今年もフランク
フルト、冷やしきゅうり、ソースせんべいのお店で参カロし、多くの方にご来場いた
だき、早々に完売となりました。

布多天神社例大祭

毎年、9月 23日 にイ予われている布多天神社例大祭、神幸式の様子で
す。木遣りの睦会、お稚児さん、神職、世話人が写つています
この写真の左右には、小島と上布田の山車があり、カメラマンの後ろには、
五つの御神輿が並び、駅前の広場が、一時荘厳な眺めになりました。
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中国の紹介をしている場面

7月 14日 (土)調布特別支援学校体育館にて、電気通信大学の中国・北京出身の

留学生をお招きして、調布特別支援学校、市内支援級の児童生徒達が交流しました。
中国や北京の紹介に加え、子ども遊びをしました。よ<似た遊びが多く、北京を
身近に感じたかな。

第一小地域には、30余りの自治会があり、それぞれ地域に根差した活動をしています。「他所の自

治会はどんな活動をしているの?」「こんなこともできるんだ !」「自分たちもやつてみたい !」とそんな

活動のヒントとなれば、と自治会の紹介を連載します。

深大寺元町―丁目自治会は第一小学校区域では最北端の野り|1沿 しヽこあり世帯数 175と市内約370の自

治会の内では中程度の自治会で、現在25人の児童が通学しています。

高齢化の中で次世代家族との同居もあまりなく静かに過ごしている家族が多いと感じますが、これからは「いつ

しょうふれあいネットワークJの皆さんとの世代を超えた交流も盛んにしていくことが大切と感じているところです。

最大の自治会活動として春の「里刊||で 花見会」は50世帯ほどの参加で親睦を図る貴重な交流の場。7月の
「七夕まつり」は班ごとの飾りつけを完成した中でイ予う「すいか害」り」は、子供たちも大人も含めて大盛り上がり、同

時に自治会で購入済み防災用具を展示をし、賞味期限間近の防災食品を賞味しながらという楽しみな行事と

なつています。

その他、神代1直物公園や深大寺のボランテイアガイド、里刊||の探索会、三鷹天文台や航空宇宙研究所など

地域の誇るさまざまな施言曼の見学会などを毎年企画して実イ予し、楽しみながら我がまちの知識を得ることを心が
けています。
この10数年、力を入れてきた広報紙「南深大寺」 (1日 自治会名)では、安心安全な暮らしは身近な人を知

ることから始まると、それぞれユニークな人生を送つている新旧の方々の人となりを訪ねて紹介。続いて、案外矢日ら

ない我が街のこと、世界に誇る「深大寺」や日々の憩いを与えてくれる「野川」のことなど、さまざまな角度からより

広く深0日ることで我が街の魅力を再確認しようと『我脳ゴ。再発見』シリーズを展開。子どもたちにとつてはここが

自`慢のふるさと、として育ってほしいものと思つています。

深大寺元町一丁目自治会長 有原 成夫

還理: 目 目

上布田はやし連

練習 :毎週金曜日午後7時～9時
場所 :上布田自治会館2階
会費 :無料

連糸各先 :杉本 080-5061-4769

小島町はやし連

練習 :毎週木・金 午後7時～9時 (予定 :

場所 :小島町集会所

会費 :無料

連絡先 :ノ」ヽ島 080-3152-0181
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じどうかんまつり
日時 :11月 11日 (日 )10時30分～14時30分
場所 :調布ヶ丘児童館
☆地域の人たちがおいしいごちそうや楽しいイベントを用意してお待ちしています。

楽しい一日を過ごしましょう。

☆10/11(木 )よ り前売リチケットを先着350名で販売しています。

お問い合わせは、調布ヶ丘児童館まで。■ビ042-485-3101

第68回調布祭
日時:11月 23日 (祝)～25日 (日 )

場所:電気通信大学
☆100周年を迎える電通大の学園祭です。

今年のテーマは「百花練舌L」 。舞台、模擬店

の他、理系ならではの研究室公開など楽しさ
と活気あぶ、れる学園祭です。

はあとふる祭
日時:11月 3日 (土)10時～16時
場所:はあと・ふる・えりあ
☆バザー、アレンジバンの販売、地域の方た
ちのステージなど盛りだ<さん。どなたでも
ご参加いただけます。

調布ヶ丘わくわく広場
日時 :11月 10日 (土)10時～15時
場所 :調布ヶ丘地域福祉センター

☆舞台発表やゲーム防災コーナー、美味し
いおでんなど楽しいイベントでみなさまを
お待ちしています。

サリヒスネット1調市特ll支援学校10枚課後活動行事|

日時:10月 27日 (二L)13時 :30分-15時
ダンス &〉 ジャグリング

場所:調布特別支援学校体育館

☆地域のみなさんのボランティアを募つています。

お問い合わせ :調布特別支援学校リソスネット事務局

042-487-7221

ちょうふチャリティウォーク
今年はスター ト地点が第一小学校です !!

日時 :11月 11日 (日 )9時～15時
参加費:5∞円 高校生以下100円
☆どなたでもご参加いただけます。詳細は

https://www.facebook.com/chofu.cw/で
ご確認<ださい。

調布特別支援学校PttA「調布まつり」
"みんなでうたおう !おどろう !わらおう !"
日時:12月 8日 (上)13時 ～

場所:調布特別支援学校
☆障害児・者・地域の人尺の交流の場です !

模擬店(障害者団体他)バン、クッキー、飲み物、手作り

品/ステージ(調布三中、五中、狛江三中、けやきの森学

園他)/教室(プラレール展示(電 気通信大学)他 )

スタンプラリー(体育食D 地域包括支援センター調布八雲苑

日時と内容:  『介護教室』
第1回 11月 27日 (火)「消費者 トラブルの手□と対策」

第2回 12月 4日 (火)「認知症ケアのポイント」

時間はどちらも14時～15時30分
場所:特別養護者人ホーム調布ノヽ雲苑 1階食堂

☆お問い合わせは、地i或包括支援センター調布八雲苑

042-484-8011

映画のまち調布“秋"花火2018
日時:10月 27日 (土 )

場所:調布市多摩川周辺

時間:17:30～ 18:30頃
☆秋の夜空におよそ 10,○○○発の花火が打ち
上げられます。

電諄村交fテ冨事僻彗幸展≧深層3享E署蓄署臓賃馨ぢ理Я需奮t掌響r矢
□らせいています～

【第一小学校】11月 17日 (上)学芸発表会 12/8(上 )学校公開・道徳地区公開講座・講演会

2学期終業式12月 25日。3学期始業式1月 8日 。

【特別支援学校】11月 23日 (祝)学習発表会 2学期終業式12月 25日。3学期始業式1月 8日。

【調布中】11月 5日 (月 )道徳地区公開講座
2学期終業式12月 25日。3学期始業式1月 8日 。

【電通大】11月 23日 (祝)～25日 (日 )調布祭 11月 25日 (日 )オープンキャンパス

【編集後記】記録的な猛暑と災害の続いた今年の夏、調布でも被害があり、あらためてH頃の備えの必要性を痛感しました。また、いざと
いう時に、ビ近所とのつながりがあると心強いものですc地域行事をのぞいてみることが、つながりのきっかけになればうれしいです。


