
今日は

どこで
遊ぼうかな

→ ❷ページ

お得なこと
教えてあげるね♪
→ ❹ページ

まだまだ

“楽しい！”
がいっぱい！

→ ❺ページ

調布ってどんなまち？

これからの調布は？
→ ❻ページ

第62回
商工まつり

日程：10/8（日）・10/9（月・祝）
場所：調布市役所前庭ほか

内容：調布市内商工業者によ
る物品販売等に加え，ミス調布
コンテスト2017も併せて実施。

週末は都会（TOKYO）の
森で遊ぼう

日程：10/7（土）～11/12（日）
場所：三鷹市・小金井市・調布市

内容：ＪＲ中央線と京王線の間を中心とした武
蔵野地域9箇所の観光名所等を巡るレンタサイ
クルとスタンプラリーを開催。

深大寺白鳳仏国宝指定
記念講演会

日程：第5回 11/4 （土） 午後3時～4時30分
第6回 12/10（日） 午後3時～4時30分

場所：深大寺

深大寺所蔵の「銅造釈迦如来像」（白鳳仏）の国
宝指定を記念して，全7回シリーズで講演会を開
催しています。（要事前申込）

ゲゲゲ忌
～水木マンガの生まれた街～

日程：11/23（木・祝）～11/30（木）
場所：市内各所
内容：スタンプラリー

ゲゲゲ横丁 11/26（日）ほか

母と子の映画寺子屋上映会

日程：11/15（水）
午前11時30分～午後1時30分

場所：文化会館たづくり
12階大会議場

内容：①短編映画上映
②軽食
（アレルギー対応不可）

③参加者でおしゃべり
子育ての情報交換

第13回高校生
フィルムコンテスト
in映画のまち調布
日程：11/5（日）
場所：文化会館たづくり くすのきホール

内容：高校生が，同じクラスや映画が好
きな仲間で制作した映画作品のコンテス
トを開催。

まだまだ“楽しい！”が，いっぱい！

映画のまち調布“秋”花火2017
（第35回調布花火）

日程： 10/28（土） ※荒天中止
開会式 午後5時～ 打ち上げ 午後5時30分～6時30分

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
２年ぶり復活！ナイアガラ花火 約8,000発打ち上げ

場所：調布市多摩川周辺
今回で35回を迎える多摩地域最大級の規模を誇る花火。秋の花火は澄んだ空気
に鮮やかに映え，夏の花火とは一味違った魅力をお楽しみいただけます。
どうぞご期待ください。

平成29年5月1日現在

ラグビーワールドカップ2019

ラグビーワールドカップ2019の
開会式・開幕戦を開催予定です。

東京2020オリンピック
・パラリンピック競技大会

調布市で5つの競技開催が予定されています。
（7人制ラグビー・サッカー・近代五種・バドミントン・
車椅子バスケットボール）

❶❻

そばまつり

日程：11月下旬
場所：深大寺

内容：そば巡り，そば守観音
供養祭そば献供式。献上そば
の提供（有料）など。

5月 神代植物公園
「春のバラフェスタ」

8月 深大寺夕涼みの会

8月 野川灯籠流し

7月 鬼燈まつり 調布サマーフェスティバル

❺

7月 調布市郷土芸能

祭りばやし保存大会

トリエ京王調布
オープン！ → ❸ページ

はじめまして！
「映画のまち調布」の
応援キャラクターに任命された
ガチョラだよ！
これからもよろしくね！

イベント
レポート

いろどりマルシェ

日程：11/3（金・祝）
場所：布多天神社

内容：食育や農業を身近
に感じることができるイベ
ントです。

ツイッター
公式アカウントだよ!

ボクの活動が分かるよ！

ボクは
「ガメラ」の「ガ」や

調布の「チョ」を合わせて
「ガチョラ」って

名付けられたんだ！
調布の魅力を紹介するから，

みんな遊びに来てね！

調布市はFC東京を応援しています

銅造釈迦如来像
(白鳳仏)

祝
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定
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大
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調布市内の
イベント♪

盛り
だくさん！

平成29年5月1日現在
調布の出身であ
る新選組局長・
近藤勇。武術「
天然理心流」の
使い手としても

有名

晩年の20年
間を過ごした
邸宅（現：実
篤公園）の隣
接地に開館

調布ってどんなまち？これからの調布は？

8月 観光フェスティバル

7月

武者小路
実篤記念館



今日はどこで遊ぼうかな

イオンシネマ×映画のまち調布
「市内でチケット半券サービス」

イオンシネマ×映画のまち調布
「シネマでお出かけサポート」

期間：12/1（金）～12/31（日）

内容：昨年に引き続き，スクラッチカードの発行で市内の消費を喚起し，地域活性化を図
るため「2017 絆・ぬくもり がんばろう調布セール」を実施します。
①500円以上のお買物につき1枚貰えます。
②100円券（当選確率30％）とチャンス券の2種類
③お店によりチャンス券でサービスが受けられます
④チャンス券10枚1口で抽選に申込みができ，当選すると商品券をプレゼント
⑤お子さま連れのお客様へのサービス（例：お子さま連れにおまけがある等）

市内在住の子ども・高齢者・障害のある方は，9/29（金）から
12/31（日）までの期間，イオンシネマ シアタス調布で通常料金から500円割引
で映画鑑賞いただけます。補助金額は1回の上映につき，1人当たリ500円。

9月 10月 11月 12月
9/29（金）～12/31（日）
9/29（金）～
9/29（金）～10/20（金）

オープン記念
みんなの映画祭

日程：9/29（金）～10/20（金）
場所：トリエ京王調布C館

イオンシネマ シアタス調布

内容：トリエ京王調布に出店するお店
の関係者が選ぶ映画作品をワンコイ
ンで上映します。

トリエ京王調布がオープン！

メモリアルキャンドル
イベント

日程：9/29（金）
午後6時30分～9時
場所：調布駅前広場

内容：「未来への想い」をこめたキャンド
ルを点灯。日中はオリジナルキャンドル
を作るワークショップも開催。

東日本大震災復興支援映画「MARCH」

日時：9/30（土） 午前11時～午後1時（10時30分開場）
場所：イオンシネマ シアタス調布
料金：1,000円（経費を除いた収益は寄付。

別途チケット発行手数料などあり）
申込：ローソンチケットで購入※詳細は市のHP参照
内容：震災被害を乗り越えて，福島県南相馬市で活動しているマーチングバンド
「Seeds＋（シーズプラス）」の様子を描いた短編ドキュメンタリー映画。

1日
・甲冑・姫衣装を着て
時代劇俳優なりきり体験！
→❸

・東日本大震災復興応援事業
東北応援さんまプロジェクト
【市役所前庭】

7日・8日
・秋祭り
【若葉商友会】

7日～31日
・秋のバラフェスタ
【都立神代植物公園】

8日・9日
・第62回調布市商工まつり
→❺

15日
・調布シネサロン→❺

22日
・境港妖怪検定
【あくろす】

甲冑・姫衣装を着て時代劇俳優なりきり体験!!

内容：映画やテレビで実際に使われた甲冑や姫君衣装を着用して，石田三成
陣営をイメージしたステージや，ブルーバック合成用ブースで写真撮影ができる
「映画のまち調布」ならではの体験イベントです。甲冑や大砲などの展示や市内
の映画研究者によるトークイベントも行います。

①甲冑体験： 10/1（日）午前10時～午後4時
服の上から簡単に着られる簡易型甲冑・姫衣装体験
に当日参加できます！
（本格着付けは予約終了。）
場所：文化会館たづくり1階 エントランスホールほか

②展示：9/29（金）～10/9（月・祝）
映画「関ヶ原」で使用された甲冑や大砲などの展示や「映画のまち調布」の歴
史についてパネルで紹介します。
場所：文化会館たづくり1階 エントランスホール

③トークイベント： 10/1（日）午後1時～2時
調布市を代表する映画人によるトークイベントを実施します。司会とゲストに
は石原軍団の若手俳優たちが出演予定。
場所：文化会館たづくり1階 エントランスステージ

3日
・いろどりマルシェ
→❺

4日
・深大寺白鳳仏
国宝指定記念講演会
→❺

・味スタ6時間耐久
リレーマラソン
【味の素スタジアム】

5日
・第13回高校生フィルム
コンテストin映画のまち調布
→❺

15日
・母と子の映画寺子屋上映会
→❺

18日・19日
・農業まつり
【市役所前庭】

22日
・調布シネサロン→❸

23日～30日
・ゲゲゲ忌スタンプラリー
→❺

26日
・ゲゲゲ横丁＠布多天神社
→❺

調布シネサロン
～ワンコインで大きな感動を！～

内容：映画館や撮影所を舞台にした作品を上
映します。
場所：グリーンホール大ホール
①「太秦ライムライト」

10/15（日）午後 1時30分～
上映後，脚本・プロデューサー大野裕之さ
んによる制作トークあり（30分）

②「キネマの天地」
11/22（水）午後 1時30分～

定員：当日先着800人
費用：500円（当日ホール入口で支払）

2日・3日
・福祉まつり
【市役所前庭】

10日
・深大寺白鳳仏国宝指定記念講演会
→❺

16日
・上布田商栄会謎解きイベント
【上布田商栄会】

中旬
・歳末大売出し
【調布銀座商栄会協同組合】

・歳末大売出し
【調布中央商店会】

28日
・えほんのひろば
劇場→❸

・シネマde寄席
→❸

・シネコンプレオープン
特別上映会
→❸

29日
・トリエ京王調布
メモリアルキャンドルイベント
→❸

･トリエ京王調布
ナゾトキラリー（～10/31）
→❸

30日
・東日本大震災復興支援映画
「MARCH」上映
→❸

手順
①本人または代理の方が，上記資料を持参して，劇場内特設カウンターへ
②500円映画鑑賞補助券を受け取る
③券を受け取った当日または後日，有人のチケット売場で「500円映画鑑賞補助券」を提出して，
座席指定券を購入。
利用不可
①グランシアター，特別興行，特別鑑賞料金の場合
②子ども・障害のある方の付添いの方
③「イオンシネマ シアタス調布」以外での利用
④インターネット予約，自動券売機

期間：9/29（金）～
内容：イオンシネマ シアタス調布の当日座席指定券を加盟店にて提示すると，

映画鑑賞の前後に，各店舗で独自に設けたサービスを受けられます。

調布駅周辺飲食店 エキモリマップ

調布駅前商店街が調布駅（エキ）から街を盛り上げるために
飲食店マップを作成しました。
半券サービスを活用しながら，美味しいお店を散策してください。

配架場所：イオンシネマ シアタス調布，調布市役所，調布市商工会ほか

2017 絆・ぬくもり がんばろう調布セール

10
月
28
日

映
画
の
ま
ち
調
布
“秋
”花
火

開
催
！ 平成30年1月

❹

上旬
・調布七福神めぐり

お得なこと教えてあげるね♪

ナゾトキラリー
日程：9/29（金）～10/31（火）
場所：トリエ京王調布3館＋周辺商店街

内容：問題用紙を手に，各ポイントを巡
りヒントを入手する謎解きラリーを開催。

プレオープンイベント
＆ 特別上映会

日程：9/28（木）
場所：イオンシネマ シアタス調布

①「えほんのひろば劇場」（先着100人）
午前11時開場
午前11時30分～午後0時30分
映画館の大きなスクリーンで，いろい
ろな絵本の世界を楽しむ読み聞かせ
イベント。

②「シネマde寄席」（先着200人）
午後1時開場
午後1時30分～2時30分
映画館で落語を気軽に体感ください。

③シネコンプレオープン特別上映会
「栄光のランナー 1936ベルリン」
（先着150人）
午後2時30分開場
午後3時～5時15分

いずれも，
費用：無料
入場整理券を当日午前11時から
トリエ京王調布C館入口で配布。
主催：①②イオンシネマ シアタス調布

③調布市

28日
・ハロウィン
【つつじヶ丘商店会】

29日
・ハッピーハロウィン
【仙川商店街】

9
月
29
日

ト
リ
エ
京
王
調
布
オ
ー
プ
ン
！

11月～1月 ウィンターイルミネーション【７商店会】

この100日間，調布のまちは
楽しい！でいっぱいだよ!

シネマでお出かけサポート（映画鑑賞料金補助）→❹
イオンシネマ×映画のまち調布 市内で半券サービス →❹
トリエ京王調布みんなの映画祭 →❸

12/1～12/31
2017 絆・ぬくもり

がんばろう調布セール
→❹

祝

国
宝
指
定

深
大
寺
釈
迦
如
来
像

10/7～11/12 週末は都会（TOKYO）の森で遊ぼう→❺
10/7～11/26 第11回森の地図スタンプラリー

2017

対象者 本人確認資料

子ども（中学生までの市内在住者） 乳幼児・義務教育就学児医療証，自宅住所の記載がある健康保険証，
学生証その他の年齢及び住所を確認することができるもの

高齢者（75歳以上の市内在住者） 免許証，マイナンバーカード，後期高齢者医療被保険者証，その他の
年齢及び住所を確認することができるもの

障害のある方（市内在住） 身体障害者手帳，愛の手帳，精神障害者保健福祉手帳等

※有人チケット売場のみのサービスです。
※500円映画鑑賞補助券が無くなり次第終了となります。

調布 半券サービス 検索

● ● ● ●

トリエ京王調布イベント

調布100日まつり!


