
「日本映画批評家大賞」授賞式のボランティア募集
「映画のまち調布」で初めての開催となる日本映画批評家大賞の授賞式の補助をして

くださるボランティアを募集します。2日間参加可能な方（全日でなくてもかまいませ
ん。要相談）で年齢、性別は問いません。
■日4月12日貅（授賞式準備）午後1時～6時・13日貊（授賞式）午前11時～午後8時
■所グリーンホール　■他弁当支給あり。交通費、日当支給なし　■定申込み順60人　
■申Eメールで件名「批評家大賞ボランティア応募」、住所、氏名、年齢、連絡先を明記し、
産業振興課観光係■Ｅkankou@w2.city.chofu.tokyo.jpへ

日本映画批評家大賞とは
淀
よど

川
がわ

長
なが

治
はる

さん、水野晴
はる

郎
お

さん、小森和子
さんら日本の映画評論家の方々が提唱し20
年前に始まった、映画を愛し映画を識

し

って
いる人々が選ぶ映画大賞です。

問合せ／産業振興課蕁481－7183
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ニュースポーツEXPO2012 in 多摩
スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会）の「デモンストレーショ

ンとしてのスポーツ行事」となる様々なニュースポーツを、誰もが気軽に楽しむことができる参加体験型スポ
ーツイベントです。
■日3月18日豸午前9時～午後5時　■所味の素スタジアム、東京都調布庁舎体育室ほか
■内ニュースポーツ体験コーナー、多摩物産展、ステージパフォーマンス、ゲストによるトークショーほか※ニ
ュースポーツ体験コーナーでは、一定数以上の種目を体験した方に素敵なオリジナルグッズを進呈　■費無料
■主東京都、譖東京都レクリエーション協会、譁東京スタジアム

問合せ／「ニュースポーツEXPO2012 in 多摩」運営事務局蕁03－5771－2368
（土・日曜日、祝日を除く午前10時～午後6時）

（スポーツ振興課）

高齢者福祉について審議する市民モニター員募集
高齢者の生活を支える福祉施策や介護保険事業について、市や事業者などと共に審議していただく市民モニ

ター員を募集します。
応募要件／笊調布市民であること笆応募時に福祉健康部内の委員を務めていないこと、また応募していないこ
と笳任期を連続して応募していないこと　任期／3年（6月1日貊～平成27年5月31日豸）
■定3人（選考） 報酬／1回の出席につき6400円　会議回数／平成24年度は5回程度（予定）。そのほか新モ
ニター員研修あり　■申申込書（高齢者支援室（市役所2階）で配布、または市のホームページから印刷可）及
び作文（800字～1000字程度。テーマ笊地域の支え合いについて笆福祉活動を体験して感じた地域の課題笳
地域における高齢者の役割について笘災害時の高齢者支援についての中から一つ。指定用紙または原稿用紙を
使用）を、3月28日貉までに高齢者支援室へ本人が持参（郵送不可） ■他提出物は返却不可

問合せ／高齢者支援室蕁481－7149

譛調布ゆうあい福祉公社職員募集
職種／笊総合職（常勤）笆通所介護士（臨時） 勤務形態／笊午前8時30分～午後5時15分（早・遅勤務あり）
笆午前8時30分～午後5時15分。月16日勤務ほか　勤務地／国領町3－8－1または入間町3－22－5
賃金／笊月額18万1200円～（ほか手当あり）笆時給1070円　採用日／笊4月1日以降（応相談）笆4月1日
（雇用は年度ごと更新可） 資格／笊主任介護支援専門員、簿記2級のいずれか及び普通自動車運転免許笆介
護福祉士または2級ヘルパー　募集人員／笊笆共に若干名　試験／笊筆記試験及び面接笆作文及び面接
■申電話連絡のうえ、市販の履歴書（写真貼付）を譛調布ゆうあい福祉公社〒182－0022国領町3－8－15くす
のきアパート5－109へ郵送または本人が持参

問合せ／譛調布ゆうあい福祉公社蕁426－9880

調布市子ども発達センター心理士（非常勤職員）募集
勤務日数・時間／週2～4日。午前10時～午後5時　勤務地／西町290－49 時給／3300円（交通費支給）
資格／臨床心理士または臨床発達心理士　募集人員／若干名　■申市販の履歴書（写真貼付）、返信用封筒（切手
貼付）に資格証明書の写しを添えて、3月5日豺～13日貂に子ども発達センターへ本人が持参
選考方法／書類選考後、通過者に面接を実施　※詳細は市のホームページをご覧ください

問合せ／子ども発達センター蕁486－1190

＜調布ぬくもりタウン＞
調布のお店がずらり
蘆調布に工場がある「ホッピー」
蘆“生ダ!!どら焼き”で有名な「亀乃子本舗」
蘆こだわりの味「中華街」
蘆餃子で勝負「夢うさぎ」
蘆こだわりのパン「コンチェルト」
蘆大人気そばサンド「あめや」
蘆調布といえば“ゲゲゲ”「鬼太郎茶屋」
蘆復興そば「深大寺一味会・深大寺そば打ち倶楽部」

日程／3月10貍、11日豸 時間／午前10時～午後4時
会場／市役所前庭、文化会館たづくり北側道路

市内や調布とゆかりのある地のお店の出店、にぎ
やかなステージ出演がいっぱい。お祭り気分で楽し
いイベントに遊びに来ませんか。詳細は、調布市観
光協会ブログをご覧ください。

2012シーズン開幕！
J1そしてアジア制覇へ向けてFC東京を応援しよう

宣言通り1年でJ1復帰を果たしたFC東京。J1リーグ制覇へ向けた戦いがついに始まります。1月31日には、
谷澤達也選手、林　容平選手、幸野志有人

しゅうと

選手が来庁し、新シーズンにかける意気込みを語ってくれました。
また、今シーズンは天皇杯優勝チームとして、AFCアジアチャンピオンズリーグへ出場します。これに伴

い、1月31日から2月2日までの3日間、
市役所2階エントランスホールで天皇
杯展示を行い、貴重な天皇杯を一目見
ようと、500人を超える方が訪れまし
た。
また、これからの長い戦いで、私た

ち調布市の熱い声援が必ずや選手そし
てチームの後押しとなるはずです。皆
さんの応援をよろしくお願いします。

FC東京の写真展
■程3月6日貂～9日貊　■時午前8時30分～午後5時15分　■所市役所2階エントランスホール

FC東京　2012 試合日程（3月・4月）

問合せ／スポーツ振興課蕁481－7497

えんがわフェスタ2012「人はつながりながら生きていく」
東日本大震災から1年、今回は「つながり」から連想される重要テーマについて、分

科会・全体会を通じてメッセージを発信します。
■日3月18日豸午前10時～午後5時　■所市民プラザあくろす　■費無料　
■内【午後1時～1時50分】オープニングセッション「石巻⇔調布復興へつながろう！」
【2時～3時50分】4分科会同時開催（笊のみ午前10時～）笊みんなでつくろう！つなが
るCM笆ツイッターって何？～つなごう！みんなの声笳行政・企業・市民の連携～復興
支援から考える調布の明日のつながり笘震災を経て考えるマンション居住者の“顔の見
えるつながり”
【4時～5時】クロージングセッション「各分科会報告・交流会」
企画・運営／市民活動支援センター運営委員会

申込み・問合せ／市民活動支援センター蕁443－1220・蕭443－1221
（協働推進課）

調布観光フェスティバル
（第20回調布観光物産展）

～ちょうふ・絆
きずな
・ぬくもり～

調布観光フェスティバル 
（第20回調布観光物産展） 

～ちょうふ・絆・ぬくもり～ 
きずな 

お花見をしながら…いつもと違った景色の
ウォーキングを楽しんでみませんか

笊皇居一周　ヘルシーウォーキング
ソメイヨシノ、ヤマザクラ、オオカンザクラなど約260本からなる千鳥ケ

淵の桜のトンネルを楽しみましょう。
■程3月31日貍※雨天中止
■集午前9時受付開始・日本武道館前（都営新宿線九段下駅下車）
歩行距離／約7.5km
解散／午後2時20分（予定）・都営新宿線九段下駅
笆高尾・浅川　ヘルシーウォーキング
陵南公園には、「楊貴妃」「嵐山」など珍しい桜が16種類・全190本植えら

れています。木に名札が付けられているので、一本ずつ味わって眺めてみま
せんか。
■程4月7日貍※雨天中止
■集午前9時受付開始・京王線・JR高尾駅南口付近
歩行距離／約8km 解散／午後2時30分（予定）・京王線高尾駅
笊笆共に
■費200円（保険・資料代） ■持弁当、敷物、健康保険証
■申当日直接会場へ　■主調布市民健康づくり始める会
問合せ／市民活動支援センターあくろす電話代行サービス蕁498－3381

（健康推進課）

この地域で見られる樹木を観察し、布多天神社や祇園寺などでボランティア解説員か
ら史跡や樹木の話を聞きます。
■日3月17日貍午前9時30分～正午※荒天中止　■集調布駅北口広場（交番前）
■定申込み順30人　■費無料　■申3月14日貉までに電話で環境政策課へ

問合せ／環境政策課蕁481－7086

～調布駅から国分寺崖線までを見て歩く～ 

 節 日　　　　時 対戦相手 会　　　　　　場
 ACL1 3月 6日貂午後7時30分～ ブリスベン・ロアー ブリスベンスタジアム
 1 3月10日貍午後7時～ 大宮アルディージャ NACK5スタジアム大宮
 2 3月17日貍午後7時～ 名古屋グランパス 味の素スタジアム
 ACL2 3月20日豢午後2時～ 蔚山現代 国立競技場
 3 3月24日貍午後2時～ ヴィッセル神戸 ホームズスタジアム神戸
 4 3月31日貍午後2時～ サンフレッチェ広島 味の素スタジアム
 ACL3 4月 4日貉午後8時～ 北京国安 北京工人体育場
 5 4月 8日豸午後4時～ 川崎フロンターレ 等々力陸上競技場
 6 4月14日貍午後1時～ 鹿島アントラーズ 味の素スタジアム
 ACL4 4月17日貂午後7時30分～ 北京国安 東京スタジアム
 7 4月21日貍午後7時～ ベガルタ仙台 ユアテックスタジアム仙台
 8 4月28日貍午後1時～ 清水エスパルス 味の素スタジアム
※ACL＝AFCアジアチャンピオンズリーグ　　　　　　＝ホームゲーム

●3月のフリーマーケット開催日
■程3月17日貍・18日豸　■時午前10時～午後2時　■所市役所前庭

●4月のフリーマーケット出店者募集　ノーカーデー
■程4月7日貍・8日豸　■時午前10時～午後2時　■所市役所前庭
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80人（多数抽選） ■費1000円　■申メールまたは往復はがき往信裏面に住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、Eメールアドレス（往復はがきの方のみ）、参加希望
日、平成19年4月以降初めて応募する方は「初応募」、在勤者は勤務先名及び電話
番号を明記し、3月15日貅（消印有効）までに■Ｅchoufujirituouendan@luck.ocn.
ne.jpまたは〒182－0024布田1－43－2－N－203 NPO法人ちょうふ自立応援団
フリーマーケット担当へ ■他返信はがきには何も記入せずお申込みください（応募
は1世帯1人のみで両日応募不可）。当選後のキャンセルは、キャンセル料として1000
円をお支払いいただきます。駐車場はありません。会場周辺道路上での荷物の積み
おろしはできません。雨天による中止（当日午前9時発表）は、下記へお問い合わ
せください。また、NPO法人ちょうふ自立応援団ホームページ（http://www.npo-
chofu-jirituoendan.com/）にも当日掲載します※次回は5月開催です。出店募集案
内は、市報4月5日号に掲載する予定です

●平成24年度フリーマーケットスケジュール

運営・問合せ／NPO法人ちょうふ自立応援団フリーマーケット担当蕁489－3160
（文化振興課）

 開 催 予 定 日 市報掲載日 応募締切日
 平成24年04月07日貍・ 8日豸 03月05日豺 03月15日貅
 平成23年05月19日貍・20日豸 04月05日貅 04月15日豸
 平成23年06月 9日貍・10日豸 05月05日豢 05月15日貂
 平成23年07月07日貍  06月05日貂 06月15日貊
 平成23年09月 9日豸  08月05日豸 08月15日貉
 平成23年10月13日貍・14日豸 09月05日貉 09月15日貍
 平成23年11月10日貍・11日豸 10月05日貊 10月15日豺
 平成23年11月25日豸・00日豸 10月20日貍 10月30日貂
 平成25年 3月17日豸・00日豸 2月 5日貂 2月15日貊
※市報掲載日から応募締切日までが応募期間となります

3選手が来庁
天皇杯の展示

問合せ／調布市
観光協会
蕁481－

7184
（産業振興課）

調布市観光ボランティアガイド募集
調布市観光協会では、深大寺観光案内所の運営（午前10時～午後3時）と深大

寺周辺のガイドツアーを活動の中心に、市内の観光地の紹介に取り組んでいます。
ガイドツアーは、深大寺境内周辺を約1時間か

けて案内するコースとなっています。
だるま市やそば祭りなど一年を通じて行事が開

催され、全国から多くの参拝客が訪れる深大寺で、
一緒にガイドをしてみませんか。
■対市内の観光ガイドに意欲のある方
■定5～10人　■申申込書（産業振興課（市役所3階）
で配付または調布市観光協会ホームページから印刷可）に必要事項を記入し、3
月6日貂～19日豺に産業振興課へ持参
説明会（要出席）／■日3月29日貅午前10時～正午　■所教育会館2階202会議室
■他4月9日豺に市内観光地で研修会を予定しています
■問調布市観光協会事務局蕁481－7183

4月1日豸から国民健康保険・後期高齢者医療制度の
限度額適用認定証などが外来診療でも利用できます
従来、入院時に限定して利用できた限度額適用認定証などが、4月1日豸から、

外来診療などでも適用されます。これにより、外来診療などでの1か月の窓口負担
額が自己負担限度額（表1・表2）を超える場合、超えた分の支払は必要なくなり
ます。ただし、同一医療機関などでの合算で自己負担限度額を超える場合に限り適
用されますので、複数医療機関などでの合算により自己負担限度額を超
える場合は適用されません。外来診療などでの利用のために限度額適用
認定証などの交付を希望される方は、申請手続きが必要になります。
対象医療機関／保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者
※対象外：柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術
■対蘆国民健康保険加入者／国民健康保険加入者で国民健康保険税に滞納がない方（既
に限度額適用認定証などの交付を受けた方、70～74歳の住民税課税世帯の方は申請
の必要はありません）蘆後期高齢者医療制度加入者／世帯全員が住民税非課税の方
■持保険証、印鑑　■他3月下旬から窓口が混み合います。早めに手続きをお願いします

問合せ／保険年金課給付係蕁481－7052・3、後期高齢者医療係蕁481－7148

（注3）この表2における「世帯」とは、70～74歳の国民健康保険加入者のみの世帯、
　または後期高齢者医療制度加入者のみの世帯を指します。国民健康保険加入者で、
　同じ世帯の70歳未満の方も含んで計算する場合は、表1の自己負担限度額を適用
　します
※「現役並み所得者」…高齢受給者証（国民健康保険加入者）、保険証（後期高齢者
　医療制度加入者）に負担割合が3割と表示されている方
※「低所得2（区分Ⅱ）」…同一世帯の世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の
　方（低所得1の方を除く）（国民健康保険または後期高齢者医療制度）
※「低所得1（区分Ⅰ）」…同一世帯の世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、
　その世帯の総所得金額が0円の方（公的年金収入80万円を超える方がいる場合は
　対象となりません)（国民健康保険または後期高齢者医療制度）

表1　70歳未満の自己負担限度額（月額）
該当3回目まで 4回目以降（注2）

上位所得者（注1）
15万円＋総医療費（10割分）が50万円を超え
た場合は、その超えた分の1％を加算

一般

8万3400円

8万100円＋総医療費（10割分）が26万7000
円を超えた場合は、その超えた分の1％を加算 4万4400円

住民税非課税世帯 3万5400円 2万4600円
（注1）上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得合
　計などが600万円を超える世帯。あるいは所得の申告がない者を含む世帯
（注2）過去12か月で、調布市国保における高額療養費の該当（限度額適用認定証な
　どを使用した場合を含む）が4回以上となった場合、「4回目以降」の自己負担限度
　額となります。該当4回目以降であるにも関わらず、「該当3回目まで」の限度額を
　負担した場合は、差額が高額療養費として支給されます（対象者には通知します）
　　表2　70歳以上の自己負担限度額（月額）

外来の限度額
（個人ごと） 入院を含む場合の限度額（世帯ごと（注3））

現役並み所得者
（3割負担）

4万4400円 8万100円＋総医療費が26万7000円を超えた場合、
超えた分の1％※発生4回目以降は4万4400円

一般 1万2000円 4万4400円
低所得2（区分Ⅱ） 8000円 2万4600円
低所得1（区分Ⅰ） 8000円 1万5000円

淀川長治さん 水野晴郎さん

小森和子さん

＜調布フレンズタウン＞
姉妹都市・長野県木島平村から新鮮な野菜をお届けします。ほか

にも、山梨県や神津島からおいしいものや特産品が集まります。

＜被災地支援ゾーン＞
福島県・宮城県から出店。市内のお店「だるチャンプロデュース」

や「がんばろう日本。ショップ」も支援。被災地復興をみんなで応
援しましょう。

＜わんぱくランド＞
ふわふわドーム、スーパーボ

ールすくいなどの子どもが夢中
になる遊びがいっぱい。
ほかにも、みんなが大好きな

お猿さんが初登場！楽しい芸で
会場を盛り上げます。

＜シネマタウン＞
“特機会社”
のパイオニア
である「株式
会社NKL」に
ご協力いただ
き、撮影機材
の体験ができ
るコーナーを
設けます。
体験できる機材は、撮影の

時に使う中型クレーンや、強
い風のシーンで使われる送風
機です。普段は体験すること
ができないものです。

＜ステージ＞
柴崎にアメリカンフットボ

ールの練習場がある「鹿島デ
ィアーズ」が登場。選手によ
るアメフトパフォーマンスと
チアリーダーによる華麗なダ
ンスを披露します。
そのほかストリートダンス

やプロレスなど、にぎやかな
ステージ出演がたくさんあり
ます。
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ふわふわドーム蜷

送風機
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