イベントレポート
深大寺白鳳仏が国宝（美術品・彫刻）に指定されました ～国宝指定された仏像としては，関東最古です～
【銅造釈迦如来像 の文化財的価値】
このたび重要文化財から国宝指定された深大寺
の銅造釈迦如来像 （通称白鳳仏）は，いわゆる白
鳳仏の特色をよく示し，製作が７世紀後半ないし
末と推定されるきわめて価値の高い古い仏像で
す。その作風等から，斑鳩法隆寺の悪夢を吉夢
に変える霊力があるとされる夢違観音（国宝）や３
回の盗難にあって今では右手首以外所在が確認
できない新薬師寺の香薬師（重文）と同じ工房で
鋳造された可能性があるとされています。
【銅造釈迦如来像 の位置付け】
国宝の仏像のうち関東で長く同じ場所，寺にあっ
たという点では鎌倉高徳院の大仏（国宝銅造阿弥
陀如来坐像）がありますが，深大寺の銅造釈迦如
来像は白鳳仏の名のとおり，鎌倉大仏よりさらに
５００年以上前の大化の改新のころ近くまでさか
のぼれるという点でも他に例がありません。

七福神めぐり

深大寺ゆきあそび

平成29年1月7日

今年で32回目を迎えた新年の縁起行事。調布七福神を祀
る市内7つの寺院をまわる約12kmのコースを145人の参加
者と一緒に徒歩で巡りました。当日は天候にも恵まれ，気持
ち良く新年を迎えることができました。

「深大寺そば組合」の主催で，調布市の姉妹都市である長野県
木島平村から24トンの雪を運び，深大寺初の「ゆきあそび」イベ
ントが開催されました！
当日は，雪あそび広場・雪のすべり台の設置やおしるこ，甘酒，
そばがき入りきのこ汁（木島平村出店）の販売などがあり，多く
の子どもたちが遊びにきました！

じゃぱんｳｫｰｸﾗﾘｰ

ぬくもりツアー
平成29年2月26日

平成29年2月20日～3月20日

留学生，外国人に調布のまちを楽
しんでいただき，SNSで母国の家
族，友人に発信してもらうことで，
調布の魅力を世界中に広めること
ができました。
参加者：11ヶ国18名
SNSで広めた人数：約3,000人

国内外の多くのお客様が調布
を訪れるこの機会に，海外の方
に紹介したくなるような日本らし
い「調布の名物」を知っていた
だきたく企画を行いました。

平成29年2月4日・5日

映画のまち調布“秋”花火2017
（第35回調布花火）
開催決定

「調布よさこい2017」と同日開催！
【日程】 平成29年8月26日（土），27（日）
※荒天中止
午前11時～午後4時（予定）
調布市役所前庭
【内容】 調布観光フェスティバルは，調布市内の
おいしい食べ物や，こだわりの商品，素
敵 なサービス，楽しいパフォーマンスな
どを一同に集め，調布の魅力や良いとこ
ろを PRする地域密着のイベントです。
今年は，調布の夏の風物詩「調布よさこい
2017」と同時開催（日曜日のみ）します。
より多くのお客様へ調布の魅力のPRや
おもてなしを行います。

【日程】

平成29年10月28日（土） ※荒天中止
開会式 17：00 ～ （予定）
打ち上げ 17：30 ～ 18：30 （予定）

【内容】 ・調布名物「ハナビリュージョン」
～花火と音楽のコラボレート～
・最大8号玉中心の大スターマイン
・約8,000発打ち上げ（予定）
平成29年5月17日に調布市花火実行委員会発会式が行われ，上
記のとおり開催が決定しました。これまで調布の夏の風物詩として８
月に開催してきましたが，近年夏の時期に多発するゲリラ豪雨，台
風をはじめとした予測不能な異常気象による開催リスクを考慮し，
「安全・安心」を第一とする調布の花火を，今年は秋に開催すること
になりました。
なお，開催時期を変更しましても，調布花火ならではの多彩なプロ
グラムは引き続き実施する予定ですので是非ご期待ください。

調布市と産業・文化的交流に関する包括連
携宣言を行っているケベック州の短編・長編
の映画上映をはじめ，生のジャズ演奏を聴き
ながら，世界各国のおいしいものや雑貨を楽
しめる「シネマルシェ」を開催しました！

節分祭

平成29年2月3日

深大寺・布多天神社などでは，毎年恒例の節分行事が行われ
ました！深大寺では，暖かい日差しの中，多くの人が集まり，
豆まき式の前に特別参加者の練り歩きや舞台で太鼓が披露さ
れるなど，華やかな節分会になりました。布多天神社では，豆
まき式に加え，甘酒が振る舞われたり，出店が並ぶなど，大変
なにぎわいを見せていました。

ちょうふ親子映画上映

シネマルシェ・ドゥ・チョウフ
国宝白鳳釈迦如来像奉迎式の様子（5月21日）

映画のまち調布
第26回調布観光フェスティバル

平成29年1月28日・29日

平成29年2月11日・12日
「たくさん笑って，泣いてもお互い様」を合言葉に，
子どもたちの映画デビューの場となり，親子で楽
しめる映画上映会を開催しました。映画は人気作
「11ぴきのねこ」を上映し，全ての回で満員となる
大盛況振りでした！映画上映の合間には，子ども
向けのワークショップとして，ネコミミづくりやフェイ
スペインティングなどを行いました。また近隣店舗
と連携したチケットサービスを展開。映画上映入
場時に配布するしおりを提示することで，お得な
割引サービスや特典が受けられ，利用の多かっ
た店舗はなんと2日間で、50組以上の利用があり
ました！

調布映画祭2017同時開催事業
ぼくたちのトクサツ！ 平成29年3月5日～12日
調布市の映画の祭典「調布映画祭
2017」と同時開催。「仮面ライダークウ
ガ」などのプロデューサーである髙寺
成紀氏プロデュースによる，特撮に親
しみのない方でもお楽しみいただける
展示イベントを開催しました。企業の
垣根を越えた，貴重な展示物にファン
やちびっこが大興奮！展示室で身動
きが取れないほど多くの方にご来場
いただきました。

深大寺だるま市

平成29年3月3日・4日

3月3日と4日に深大寺境内及び山門周辺で，「深大寺だる
ま市」が開催されました！境内には大小さまざまなだるま
が並び，年配の方だけでなく，校外活動で訪れた小学生，
外国人の方など，さまざまな人でにぎわいました。午後2時
に行われたお練り行列の際には，行列を見ようと集まった
人で参道が埋め尽くされました。

イベントスケジュール
5月
6月
7月

■5月～深大寺短編恋愛小説 「深大寺恋物語」公募事業（3月31日まで）
■5月9日（火）～31日（水）神代植物公園春のバラフェスタ
■5月13日（土）～14日（日）第11回東京蚤の市
毎月やってるよ♪
■5月26日（金）深大寺薪能
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)
●6月3日（土）第10回味の素スタジアム感謝デー
布多天神社 古民具骨董市（毎月第2日曜日）
●6月4日（日）近藤勇と新選組の会 交流会
●6月4日（日）深沙の杜に木霊する風韻と水音
●6月10日（土）映画撮影等技術講習会
●6月30日（金）～7月31日（月）調布まちゼミ
◇7月2日（日）調布市郷土芸能祭りばやし保存大会
◇7月上旬 調布天神名物七夕祭り
◇7月中旬 国領駅前盆踊り大会
◇7月21日（金）～23日（日）深大寺 鬼燈まつり
◇7月22日（土）～9月17日（日）調布ジュニア映画塾
◇7月24日（月）東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会開幕3年前イベントin調布
◇7月下旬 深大寺盆踊り大会
◇7月下旬 おらほせんがわ夏祭り

A

かぼちゃプリン
しっとりかぼちゃがたっぷり。食べご
たえ十分です！

E

F

⑤矢ヶ崎農園
ぶどうもぎ取り
8月中旬～9月中旬
所在地：染地2-37-15
☎482-4083
営業時間：10：00～17：00
休業日：雨天時
全国発送可

②永野農園
じゃがいも堀り：6月
さつま芋堀り，大根抜き：10月
所在地：入間町1-15-3
☎03-3326-2632
営業時間：9：00～18：00
休業日：不定休
幼稚園，子ども会向けに行っています。

⑥田村農園
ぶどう，柿，キウイもぎ取り
8月中旬～
所在地：深大寺東町6-8-1
☎482-0382
営業時間：
ぶどう 9：00～18：00
柿・キウイ 10：00～16：00
休業日：期間中無休

⑨山内ぶどう園
ぶどう（高尾，紅伊豆，巨峰，藤稔，ピオーネ）
もぎ取り，柿，イチジク
ぶどう 8月中旬～無くなり次第終了（土日のみ）
イベント 通年（土日祝）
所在地：若葉町3-29-3
☎03-3300-5741
営業時間：
ぶどう 9：00～16：00
イベント 10：00～15：00
休業日：不定休
イベント 採りたて野菜やフルーツでとびっきりの
美味しいランチを作ろう！青空キッチンイベントを
土日祝に開催しています。ご予約はHPから！
駐車場有 10台
HP http://yamauchi-kaju.com/
E-mail yamauchi.kaju@gmail.com/
FB http://m.facebook.com/yamauchikaju/

D
ホッピー
低カロリー・低糖質・プ
リン体ゼロの体に優し
いビアテイスト飲料。ホ
ッピーでハッピータイム
を。市内の酒屋やスー
パー等でお買い求めい
ただけます。
ホッピービバレッジ
株式会社
03‐3583‐8255

カフェ大好き
調布市多摩川5‐7‐4
042‐481‐3933

そばまんじゅう
そば粉を練りこんだ皮で包み蒸し上げ
た素朴な昔ながらのそばまんじゅう。
梅月
深大寺元町5‐12‐13
042‐482‐1424

G
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夏休みどこに行こうか？
「JAXAの調布航空宇宙センター！」

☆8月5日（土）・6日（日）深大寺 夕涼みの会
☆8月中旬 野川灯籠流し（野川地域花火）
☆8月下旬 深大寺こども薪能
☆8月26日（土）・27日（日）調布観光フェスティバル
☆8月27日（日）調布よさこい

①斉藤農園
いちご狩り：1～5月中旬
トマト狩り：7～8月上旬
稲作体験：田植え：6月上旬
稲刈り：9月下旬～10月上旬
玉葱収穫体験：5月上旬～中旬
所在地：染地1-17-11
☎488-6176
営業時間：不定期
HP http://www.facebook.com/saitonouen
E-mail shutaro@saito-nouen.com

C

B

FC東京グッズ
観戦必須アイテムと東京ドロンパ
グッズ。
ユーロスポーツ味の素スタジアム店
調布市西町376‐3
ポケットガーデン内
042‐440‐3220

「調布市郷土博物館」や「多摩川自然情報館」
「武者小路実篤記念館」も楽しそうだよ！

「調布八ヶ岳 少年自然の家」の予約しよう！
市内在住の小中学生だと一泊300円だよ！
“姉妹都市 宿泊費助成制度”を使って長野県
の木島平も楽しそうだな！

③篠宮果樹園
ブルーベリー摘み取り
7月上旬～8月中旬
所在地：深大寺南町5-13-1
☎482-5781
営業時間：9：00～17：00
休業日：日～金曜日，雨天時
全国発送可

観光農園に
行こう！

⑩馬部ぶどう園
ぶどう（藤稔，シャインマスカット，
巨峰，ゴルビー他）もぎ取り
8月中旬～9月上旬
所在地：深大寺東町7-5-1
☎487-8825
営業時間：9：00～17：00
休業日：期間中無休
団体100人以内，
マイクロバス２台まで可
HP http://babevineyards.web.fc2.com

④中村園
ブルーベリー摘み取り
7月上旬～8月下旬
所在地：飛田給2-43-1
☎498-6212
営業時間：7：00～10：00
休業日：月・火・木・金曜日
無農薬，有機質肥料にこだわった
安全安心できるブルーベリー

⑦深大寺ぶどう園
ぶどう（高尾，伊豆錦，
ゴルビー，シャインマスカット，
他）もぎ取り
8月中旬
所在地：深大寺南町3-5-1
☎483-9109
営業時間：9：00～17：00
休業日：期間中無休
新鮮第一，全国発送可
E-mail:
aidatuneyuki@docomo.ne.jp

⑧石井農園
ぶどう，ナシもぎ取り
8月中旬～9月上旬
所在地：西つつじケ丘4-3-17
☎482-7512
営業時間：10：00～16：00
休業日：雨天時
当日熟した果実のみを収穫し，
その日のうちに販売

実篤グッズ
絵葉書セットは実篤の代表的な作品を
5枚組にしました。しおりやマグネットも
人気です。

深大寺土鈴
創業当時からの製法は変わらず
一つ一つ手作りで制作していま
す。
むさし野深大寺窯
調布市深大寺元町5‐13‐6
042‐483‐7441

「キューピーのマヨテラス！」

8月

全部知ってる？

調布のお土産

調布市武者小路実篤記念館
調布市若葉町1‐8‐30
03‐3326‐0648

I

たづくり最中
布つきの臼を形どった種に小倉あん，
白豆きんときあん，柚子あんの3種の
味を楽しんで頂けるように仕立ててあ
ります。
松月堂
小島町1‐34‐8
042‐485‐2266

L

カフェ大福
珈琲味の餅と餡で生クリームを包
み，まろやかなカフェオレの様な味
わいに仕上げました。
千代富 清風堂
布田2‐40‐1
042‐482‐3147
5月

深大寺赤駒
深大寺に昔から伝わる郷土民芸品。家
族や愛する人の無事を願う「お守り」と
しても人気があります。
あめや
深大寺元町5‐15‐10
042‐485‐2768

6月

7月

8月

ボタン・シャクヤク

⑫

ツツジ・サツキ類
バラ
ネムノキ
スイレン

⑥⑩
L

ハナショウブ

E

アジサイ

D ③

A

ハス

⑦
⑧

I

④
⑪秋間農園
かんきつ類（みかん，ゆず，キンカンなど）
もぎ取り
11月～12月の土日祝日
所在地：西つつじヶ丘4-36-9
☎ 無し
営業時間：10：00～正午
みかんもぎ取り直売を行っています。試食も可
能です。お好みの量をもぎ取りしていただき，
量り売りをしています。開園日は圃場近くに掲
示でお知らせします。

竹炭パン
漢方薬と竹炭をブレンドした健康パ
ン。不定期販売なので予約がおす
すめ。
コンチェルト
菊野台2‐58‐2
042‐446‐3555

K

J

コーリン
カステラ風に焼き上げた生地の中に
特別なチーズクリームと杏ジャムを挟
んだ口どけの良い一品。
光輪堂
若葉町2‐14‐5
03‐3308‐1455

武蔵野日誌
やわらかいバウムクーヘンにチョコ
クリームが相性抜群。
青木屋 西調布店
上石原2‐40‐3
042‐485‐9939
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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。

B
①
⑤

⑫野川公園
バーベキュー広場
TEL:0422-31-6457(8:30～17:30)
ご利用日の1カ月前から前日まで予約可能。
使用料は無料。広場のみの提供。
⑬京王フローラルガーデン アンジェ
バーベキュービレッジ
TEL:050-5835-0493
2か月前の10:00～予約可能。
食材・飲料持込不可。手ぶらでお越しください。

ムクゲ
サルスベリ（市の花）
ニッコウキスゲ

姉妹都市の木島平では，ブ
ナ原生林に囲まれたカヤの
平高原「北ドブ湿原」がニッ
コウキスゲにおおわれます。
その広さ，約7haと広大。遊
歩道が整備され多くの人が
訪れます。

