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7/18の第2回準備会ビデオ学習会その1と意見交換を実施。
内容：ビデオ鑑賞「エンデの遺言」と話し合い- 上映会の感想と地
域通貨に何を期待するか）参加者は6名、それぞれの思いを
出し合いました。どんな形の地域通貨にするのかによって
地域への広がりも違ってきます。もう少し情報を集めなが
ら考えていくことにしました。関心のある方は、いつから
でもどなたでも準備会にどしどしご参加ください。
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画：沖崎

2001年2月につづき、第2回調布不思議発
見作品展を企画しました。
調布のまちをテーマに、不思議なものウ
オッチングにでかけてみませんか？そして、

★ 第3回準備会、学習会その2★

౮⌀ຠࠦࡦ࠹ࠬ࠻

＊メーリングリストを
開設し情報交換して
います。
問合せは：
kp5y- otj@asahi-net.or.jp へ

日時：200
2年8月29日(木) 19時から21時30分
会場：調布市総合福祉センター2階 ボランティア活動室
内容：ビデオ学習その2「エンデの警鐘- １」50分
その後、意見交換

アレッと驚くもの、ニヤっとするもの、妙
なもの、はは〜んと納得するものなど、何
でもOK. 。そんなところを見つけてカメラに
納めてください。
A４の台紙に作品を貼ってどしどし応募し
てください。お待ちしています。
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相互塾〜午後のティーサロンは、
調布まちづくりの会が主催する「おしゃべり
サロン相互塾」のなかからうまれました。
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● 問合せ：㧛ᄛ㑆㧦
（ ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ森下まで）
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〈編集後記〉
夏号をお届けします。
今号から高森さんが助人をつとめて
下さっています。感想と投稿をお待
ちしています。
（江刺）

特定非営利活動法人

調布まちづくりの会
■定 例 会■
日
場

時／毎月第1水曜日
19
：00
〜21
：00
所／総合福祉会館2階団体室

࡞ࡊߢߔޕ
ᐕ㨪ᐕߦᏒ᳃ෳടߢ╷ቯߐࠇߚ
ޟ
ߺ⛯ߌߚ✛ߦߟߟ߹ࠇࠆ߹ߜ⺞Ꮣ⺞ޓᏓᏒㇺᏒ⸘↹ࡑ
ࠬ࠲ࡊࡦޠ
ߠߊࠅ߳ߩෳടࠍ߈ߞ߆ߌߦᐕߦ⊒⿷ޕ
⿷ޕ
ᐕ㧠ߦߪޔ
․ቯ㕖༡ᵴേᴺੱߣߒߡᣂߚߦࠬ
࠲࠻ߒߜ߹ޔᱠ߈߿᥊ⷰࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩડ↹ㆇ༡ߥߤ
ࠍㅢߒߡ
ޟߺ⛯ߌߚ߹ߜޠ
ታߦะߌޔ
ឭ⸒⺞ᩏ⎇ⓥ
ᖱႎឭଏࠍⴕߞߡ߹ߔޕ

⺞Ꮣ߹ߜߠߊࠅߩળ࠾ࡘࠬ࠲0Q

ޜޛ

ޜޛ

⺞Ꮣ߹ߜߠߊࠅߩળ࠾ࡘࠬ࠲0Q

߅ߒ߾ߴࠅࠨࡠࡦ『相互塾』ㇱળ
◎5月27日（第28回）
「深大寺の今昔と蕎麦談義」
ޓޓޓޓ語り手：嶋田家店主・嶋田太郎さん
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◎6月24
日（第29
回）
「自分で作る
ガーデンのための基礎知識」
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ語り手：石川清美さん
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●第31
回
8/25
（日）
「水耕栽培のルーツは調布にあった？」
pm13:30
〜16:00 調布市文化会館たづくり9階 研修室
調布市市民参加推進室男女共同参画推進係と共催（定員４０名）
↳ㄟవ㧤㧝㧣㧢㧞㧢㧔↵ᅚหෳ↹ផㅴଥ㧕
٨╙࿁
9/30
（月）
「海外旅行談義」
19:00
〜21:00
/総合福祉センター

●第33
回
「若手商人塾と布田界隈」
10/28
（月）
19:00
〜21:00
/総合福祉センター
●第34回
11/25
（月）
「手書き回覧板から始まる」
19:00
〜21:00
/総合福祉センター
●第35回
12/16
（月）
「このままではあなたの資産が消滅する」
19:00
〜21:00
/総合福祉センター
◇お問い合わせは、㧤㧟㧙㧥㧥㧥㧟（森下）まで

㧔⧯㗃ࡄ࠰ࠦࡦߪߥ߆ߞߚߒࡦࠦ࠰ࡄޔᢎ
ቶߦㅢߞߡ߽⧯ੱߩࡍࠬߦઃߡߌߥ㧕
ߣ߁⁁ᴫߦߥߞߡࠆߣ⠨߃ࠕࠖ࠹ࡦࡏޔ
ߥࠄޔ㜞㦂⠪ߦㆡߒߚᒻߢࡄ࠰ࠦࡦቇ⠌ࠍᡰេ
ߢ߈ࠆޔߡߒߘޕቇᩞߩⓨ߈ᤨ㑆ߦࡄ࠰ࠦࡦᢎ
ቶࠍ↪ߢ߈ࠆߥࠄ߫ቇᩞ⸃߽ᦸ߹ߒޔ
ߣ⠨߃ޔਛቇᩞߩᣉ⸳ࠍ୫ࠅߡࡄ࠰ࠦࡦ⻠⠌ળ
ࠍᆎߚ߽ߩߢߔޕ
ࡦࠦ࠰ࡄߩߡߓߪޔ߁ࠃߺߡߞ߿ޟޓ㧙ਛ㜞

フォローアップ講習には大勢のボランティアが参加

