イベントレポート
深大寺 秋の和めぐり

平成28年11月19日・20日

関東屈指の古刹，深大寺を舞台に，「映画のま
ち調布」ならではの様々な「和」を体験できる企画
「深大寺 秋の和めぐり」を開催しました！
当日は，甲冑や姫君衣装に身を包んだ方々が
深大寺を散策！深大寺の趣ある雰囲気と，とても
マッチしていました！
そして，釈迦堂前の広場では
なんと忍者が出現！本格的な
忍者ショーに皆さん大興奮の
様子でした。
参道では町駕籠乗り体験も！「エッサエッサ！」と
威勢のよい掛け声とともに，参道を大いに盛り上げ
ました！そのほか，昔遊びコーナーや，綿あめつく
り体験コーナーなど，多くの子どもたちが夢中に
なって体験・遊んでいました！

第12回高校生
フィルムコンテスト
in調布

「第5回調布まちゼミ」は38
講座を開催し，お子様から
ご年配の方まで幅広い年
代の方が参加され，多くの
方がプロの技を学び大好評
でした！
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映画のまち調布ならではの高校生の
ための映画コンテストです。
今年は初の取組として事前にスタジ
オ見学講習会を実施しました。計16
作品の出品があり，プロの映画関係
者である審査員に熱い講評をいただ
きました！

＜イベント内容＞
・甲冑＆姫君衣装一式着用体験
・忍者ショー＆南京玉簾パフォーマンス
・町駕籠乗り体験
・カジュアル着物着用体験
・昔遊びコーナー
・綿あめつくり体験コーナー
・アルコール＆戦飯(こねつけ餅)の販売
・和雑貨の販売
・そば巡り絵馬の先行販売
・深大寺 手作り市との同時開催

フォトコンテスト

最優秀賞
『レインボウハナビリュージョン』 辻正人

今年で第5回となる映画のまち調布
“夏”花火フォトコンテスト。
カメラ部門，スマホ部門ともに昨年
を上回る応募数があり，約240点も
の素晴らしい作品が集まりました。

<フォトコンテスト展示会>
期間 10月12日～20日
場所 文化会館たづ くり2階北ギャラリー
来場者数 約700名

昨年ご逝去された名誉市民水木しげるさんのご功績を称え，命日である11月30日を『ゲゲゲ忌』と命名し，
水木しげるさんを偲ぶ様々なイベントを行いました。
水木さんゆかりのスポットを紹介する街歩き情報誌
「水木しげるWalker（ウォーカー）」を5万部発行し，
無料配布を実施しました。
23日～30日まで，水木しげるさんとゆかりの深いス
ポット11ヶ所を巡るスタンプラリーを行い，多くの市
民や観光客が台紙を手に市内を周遊しました。

また，期間中は市役所窓口，
市内郵便局，みずほ銀行など
で鬼太郎に変身した職員がお
出迎えをするなど，市内各所
で水木さんを偲びました。

メインイベントは，鳥取県境港市のご
協力もいただき，26日（土）27日（日）
に鬼太郎が住んでいたとされる布多
天神社でゲゲゲ横丁を開催しました。
関連グッズや境港市の方々によるカ
ニ汁の販売，そして鬼太郎やねこ娘，
ねずみ男など水木漫画キャラクター
11体が大集合！訪れた方々とふれあ
い，記念撮影をしました。
ＮＨＫのニュースでも取り上げられる
など，2日間で5,000人もの来場者が
あり，大変な賑わいとなりました。

<イベント内容>
Ⓒ水木プロ
・水木しげるwalker発行
・スタンプラリー
・ゲゲゲ横丁
・鬼太郎アニメ上映
・キャラクターグリーティング
・鬼太郎〇×クイズ
・下駄とばし
・紙芝居
・献花台の設置
・ご命日の取組
・水木しげるさんドキュメンタリー
映像上映

イベントスケジュール
1月
■初詣 修正会大護摩供
■1月7日（土）調布七福神めぐり
■1月14日（土）糟嶺神社 どんど焼き
■1月14日（土）※雨天の場合は15日（日）に延期
佐須（祇園寺通り）どんど焼き
■1月28日（土）・29（日）木島平雪まつりin深大寺

調布のお土産

どんど焼き
「どんど焼き」とは正月の松飾り，注連縄（しめなわ），
書初めなどを家々から持ち寄り一カ所に積み上げて燃
やすという日本全国に伝わるお正月の火祭りです。ど
んど焼きの火にあたり，焼いた団子を食べれば一年間
健康でいられるなどの言い伝えもあり，無病息災・五
穀豊穣を祈ります。
■1月20日（金）～2月19日（日）
第3回Oh!!辛チャレンジ
■2月20日（月）～3月20日（月・祝）
じゃぱんウォークラリー in 調布

2月
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◇3月3日（金）・4日（土）深大寺だるま市
◇3月8日（水）～12日（日）調布映画祭
◇3月10日（金）母と子の映画寺子屋上映会

D

魔神クッキー
角川大映スタジオ正面に立つ大魔
神像の顔がモデル。近所のパン屋
さんが手作りしています。
2枚入り 360円
SHOP MAJIN
多摩川6-1-1
042-482-2520

ドゥミセック
フランス語で「半分乾いた」という意味
のお菓子。11種類の半生菓子です。
1つ 230円
SERISIER スリジェ
小島町1-35-8
042-487-0675

F
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ジャクソンバーガー
特製バンズにビーフ100％のジューシー
パテ。やみつき間違いなし！
1つ 550円（ランチ），650円（ディナー）
Jackson Hole
布田1-3-1
イエローストーンビル1F
042-486-3951

H

パンフレット配布場所
調布市産業振興課ほか

●2月3日（金）深大寺節分会
●2月11日（土）・12日（日）ちょうふ親子映画上映会
●2月3日（金）布多天神社節分祭
●2月26日（日）留学生・外国人調布ぬくもりツアー
●2月3日（金）國領神社節分祭
●2月4日（土）・5日（日） Cinemarché de Chofu（シネマルシェ・ドゥ・チョウフ）

3月
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ゲゲゲの鬼太郎 妖怪焼き
キャラクターごとに味が違ってます。
保存料等は使用していません。
1つ 160円～210円
ふぁんふぁ～れ
小島町1-22-7
042-490-8637

全部知ってる？

深大寺だるま市
「日本三大だるま市」の一つとして，
その知名度は全国的！大小約300余の縁起だるま店が威勢のいい
掛け声でだるまを販売します。深大寺でお買い求めいただいただる
まは元三大師堂前の特設だるま開眼所にて僧侶が直々に目入れを
いたします。是非一度ご覧あれ！
日程 毎年 3月3日・4日

4月
☆4月上旬 野川 桜ライトアップ
☆4月上旬 森の地図スタンプ・ラリー（5月末まで）

毎月やってるよ♪
布多天神社 つくる市（毎月第1日曜日）
深大寺 手作り市（年14回不定期開催)
布多天神社 古民具骨董市（毎月第2日曜日）

チキンカツ
15㎝もあるボリュームたっぷりチキン
カツ。1つ160円なので手軽に買えて満
足感一杯。メンチカツ（180円）じゃがい
もコロッケ（80円）も人気商品。
野地精肉店
上石原1-26-8
042-483-2901

だるチャングッズ
日本三大だるま市の一つの深大
寺から生まれただるチャン。調布
の主婦や福祉作業所のみんな
が手作りしています。
だるチャンプロデュース
042-444-7880
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自家採集 国産はちみつ
兵庫県の西村養蜂場にて店主自ら採
集してきた蜂蜜です。花の種類によっ
て味が異なり，それぞれの風味が楽
しめます。
125ｇ入り 864円～
西村はちみつ調布店
042-480-4183

いつきブレンド
「いつきブレンド」はコロンビア，ブラ
ジル，グァテマラ，タンザニアの絶妙
なブレンドコーヒー。
100ｇ 520円
南蛮屋 樹 調布店
布田2-16-2
スティックスビル1Ｆ
042-482-4273

深大寺そば
年間130万人の来山者で賑わう深大
寺観光土産。深大寺周辺各店舗に
てお求めいただけます。
深大寺周辺各店舗
深大寺元町5-15-1

L

季節のフルーツロール
普通のロールケーキの倍はありそう
な大きさ。ごろごろ出てくるフルーツ
のおかげで飽きずに食べられます。
ハーフ690円
フランダース
多摩川5-9-3-1Ｆ
042-487-3311
1月

調布七福神めぐり 1月7日（土）
七福神をお参りすると，七つの災難が除かれ七つの幸福を
授かると言われています。ご家族・ご友人と一緒に七福神め
ぐりをしてみませんか？

角食
材料で味を濃くするのではなく発酵
の力を味に変える。開店と共に数十
分で完売してしまう。
1つ 250円
AOSAN（アオサン）
仙川町1-3-5
03-5313-0787

市の花：「百日紅（さるすべり）」
市の木：「くすの木」
市の鳥：「メジロ」 なんだよ～♪

2月
ロウバイ
クリスマスローズ類
ウメ

ジャンボ炉ばた漬
大根は「秋まさり」。泥つきのまま4日漬
け洗浄。2度目の漬け。さらに選別をし
て3回漬けることで，旨味も凝縮される。
1つ 350円
株式会社 浜食
多摩川3-1-1
042-487-5911
3月

4月

フクジュソウ

イチゴ狩りに行こう！
観光農園：斉藤農園
いちご狩り
1～5月中旬
所在地：染地1-17-11
☎042-488-6176
営業時間：不定期
HP：http://www.facebook.com/saitonouen
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留学生・外国人調布ぬくもりツアー
バスでめぐる調布観光ツアー。調布の再発見や新しい仲間に
出会えます。そしてフェイスブックやツイッターを活用し，母国
や外国へ調布市の魅力を発信するお手伝いをしませんか？
日時：2月26日（日）
対象：留学生，外国人，帰国子女
その他：昼食代・体験料として1,000円
かかります。
申込み＆お問合せ：
調布市観光協会 ℡：042-481-7183
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花ごよみ
都立神代植物公園や
京王フローラルガーデン
アンジェ等で鑑賞いただけ
ます。

サクラ類
ハナミズキ
フジ
ツツジ・サツキ類

調布市内桜の名所
①野川沿いのライトアップ（一夜限り）
②野川公園－大寒桜，緋寒桜など4月中旬まで楽しめます。
③飛田給スタジアム通り－飛田給駅からスタジアムに向かって桜並木が続きます。
④柴崎駅前－駅の両脇にありホームが桜吹雪に包まれます。
⑤仙川駅前－駅前のロータリーにあります。
⑥桜堤通り＆染地－多摩川住宅の外周や多摩川沿いに桜並木が続きます。
⑦マルエツ通り＆ハリウッドの大寒桜－大寒桜は毎年2月に開花する早咲きの桜
です。
⑧多摩川五丁目児童遊園－角川大映撮影所の近くにあります。
⑨神代植物公園－65種類，600本の桜があります。
⑩市役所前庭の河津桜－静岡県河津町より寄贈されました。
⑪三鷹通り～航空宇宙技術センター－桜並木が続きます。

