イベントスケジュール
1月
■初詣 修正会大護摩供
■1月6日（土）調布七福神めぐり
■1月10日（水）母と子の映画寺子屋上映会
■1月13日（土）佐須（祇園寺通り）どんど焼き
※雨天の場合14日（日）に順延
■1月14日（日）糟嶺神社どんど焼き
■1月27日（土）・28（日）深大寺ゆきあそび

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。
第4回
Oh!!辛チャレンジ
ファミリーも
女子も猛者も
みんなでチャレンジ！
辛くて美味しい
調布グルメ

2月
●2月1日（木）～2月28日（水）
調布まちゼミ
●2月3日（土）深大寺節分会
●2月3日（土）布多天神社節分祭
●2月3日（土）國領神社節分祭
●2月17日（土）第5回調布ぬくもりツアー

旨辛から
DEATH辛まで
期間：
1月19日（金）～
3月11日（日）
パンフレット配布場所
調布市産業振興課ほか

3月
◇3月3日（土）生誕96年・水木しげる生誕祭（境港市）
◇3月3日（土）・4日（日）深大寺だるま市
◇3月10日（土）・11日（日）ちょうふ親子映画上映会

4月
なんじゃもんじゃの花

留学生・外国人・帰国子女対象 第5回調布ぬくもりツアー
深大寺周辺を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17日（土）
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
武蔵野の森 総合スポーツプラザがオープン！
施設はメインアリーナとサブアリーナ，プールからなる大
きな施設で，味の素スタジアムの隣に位置しています。こ
の施設では，東京2020大会においてバドミントン，近代五
種のフェンシング，車椅子バスケットボールが行われます。
また，プールやトレーニングジムは，予約なしで個人利用
することができます。

いちご狩りに行こう！
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

←ミニハッピ
各200円
手ぬぐい→
全7色 各500円
調布市花火限定グッズ
市役所8階観光協会事務局にて好評発売中！

新年の御挨拶

調布七福神めぐり 1月6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。御家族・御友人と
一緒に七福神めぐりをしてみませんか？

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）

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
会員の皆様におかれましては，平素より当協会事業の推
進に多大なる御支援，御協力を賜りまして厚く御礼を申
し上 げます。
平成二十九年中は「深大寺白鳳仏」銅像釈迦如来像が国
宝に指定されるという，この上なく喜ばしく，歴史的な
年となりました。また，市民待望のシネマコンプレック
スを含むトリエ京王調布の開業や東京２０２０大会会場
ともなる武蔵野の森総合スポーツプラザの竣工など，ま
ちの姿が大きく変貌を遂げた年でもありました。
平成三十年も，こうしたまちづくりの動向と連動した取
組を展開することで，調布のまちの魅力を積極的に発信
し，一人でも多くの方に新しい調布のまちにお越しいた
だけるよう，誠心誠意，事業に取り組んで参ります。
皆様の御協力を賜りながら調布市の産業の発展を目指し
て努力して参ります。

なんじゃもんじゃの木
その地方に珍しい樹種や巨木を指して呼ばれます。深大寺
のなんじゃもんじゃの木はヒトツバタゴです。ヒトツバタゴは
モクセイ科で英名はSnowFlower。北米に一種，東アジアに
二種存在します。分布は本州（愛知，岐阜）対馬，朝鮮，中
国，台湾などです。明治神宮のなんじゃもんじゃの木もヒトツ
バタゴです。

この新しい年がより佳き一年になりますよう心より祈念
いたしまして，私からの挨拶といたします。

☆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）
☆4月末 なんじゃもんじゃコンサート

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。是非一度御覧あれ！
日程 毎年 3月3日・4日

観光協会会長
元木 輝昌

調布100日まつり！イベントレポート
東日本大震災復興支援映
画「MARCH」上映

時代劇俳優なりきり体験
平成29年10月1日

平成29年9月30日

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
収録した短編ドキュメンタリー映画の
上映後，Ｊリーグ副理事長である原博
実氏などのスペシャルゲストによるパ
ネルディスカッションを実施。

第62回商工まつり
平成29年10月8・9日

市内映画・映像企業の高津装飾
美術株式会社の協力のもと,映画
やテレビで使われた甲冑や姫衣
装の着用体験や，調布市を代表
する映画人によるトークイベントを
実施しました！

第12回境港妖怪検定
調布市名誉市民である漫画家
水木しげるさんの出身地・境港
市が実施するご当地検定。試
験当日は全国各地から，多く
の方が調布へお越しになりま
した。

つつじヶ丘
接近メロディー
平成29年10月2日から京王線
つつじヶ丘駅の列車接近メロ
ディーが「思い出のアルバム」
に変更となりました。

調布市観光親善大使
ミス調布コンテスト2017
決戦大会

第13回高校生フィルムコン
テストin 映画のまち調布

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13
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。

農業まつり
平成29年11月18・19日

「映画のまち調布」応援
キャラクター“ガチョラ”

お知らせ
調布市観光協会ホームページ
「調布観光ナビ」リニューアル
平成29年8月1日，調布市観光協会HP「調布
観光ナビ」がリニューアルオープンしました。新
たにイベントカレンダーを導入し，画像やイラ
ストも多様するなど，一層見やすいホームペー
ジになりましたので，是非アクセスしてみてくだ
さい。

会場には野菜で製作された大きな宝船
が設置されたほか，野菜の袋詰めや野
菜の名前あてクイズ，食育ゲーム，農産
物の即売会などの様々な催しが開催さ
れ，多くの方が来場されました。また，祭
ばやしなどが会場を盛り上げました。

第33回深大寺そばまつり

いろどりマルシェ

平成29年11月25日～12月3日

平成29年11月3日

期間中は，そば献供式・そば守観音
供養祭 ，献上そばのご提供（有料）
やそば巡りなどが行われ，
多くの方で賑わいました。

市内商業活性化を目的
に，布多天神社にてマ
ルシェ型フェスティバル
を開催しました。

市民エキストラ
登録者募集！
調布市では映像出演に興味が
ある方を募集しています。
調布市観光協会のHPのここを
クリック→

平成29年8月26日に，一般社団法人アニメツーリズム協会が発表した「2018年版 日本のアニメ聖
地88」の一つに，調布市が「水木マンガの生まれた街」として選出されました！
「2018年版 日本のアニメ聖地88」は，同協会が2016年7月から全世界のアニメファンを対象に行っ
たアニメ聖地Web投票の結果をベースに，コンテンツホルダー，対象となる地域の自治体等と協議を
重ね選定をしました。最前線の人気アニメや名作アニメの舞台になったといわれる地域だけでなく，名
だたる巨匠の記念館やアニメ関連のミュージアム，キャラクターに関する施設など，アニメファンの方
が訪れて楽しんでいただけるスポットも選定しています。
アニメ聖地を是非，巡ってみてください。

ボランティアガイド
関東屈指の古刹 深大
寺と周辺エリアのガ
イドツアーを
無料にて実施
しています。
外国語（英語
・中国語など）でのガイドが出来
るスタッフもいます。事前にご相
談ください。
詳しくは調布市観光協会HPの
ボランティアガイドをクリックか，
調布市観光協会事務局まで。
（電話： 042-481-7183）

調布市のインバウンド観光推進を図る
取組みとして，訪日外国人観光客等
が必要とする調布市の観光施設情
報などを多言語化(日本語のほか
7言語の翻訳)したウェブサイト
「Guidoor」(ガイドア)で提供します。
また，観光施設等に，「Guidoor」へ
案内するQRコード付のパネルや
ステッカーの設置を行い，施設でも
観光情報を取得することができるよう
になります。
パネルは深大寺や神代植物公園，
ステッカーは，観光施設に設置しています！

水木マンガの生まれた街調布～

インバウンド観光の推進や市民はもとより調布を訪れ
た方へのサービスとして，平成27年度から，深大寺地域，
調布駅周辺地域において無料Wi-Fiを整備し，現在，計
80か所の整備が完了しています。加えて，都立武蔵野の
森公園や神代植物公園，野川公園にも無料Wi-Fiが整備
され，ラグビーワールドカップ2019や東京2020大会に向
け，市内各所での整備を着実に進めています。
「観光・交通情報の取得」，「観光アプリ・WEBサイトの
活用」，「SNSを活用した情報発信」などを無料で御利用
いただき，調布市を楽しんでください。
引続き，市内の観光スポットの整備促進に努めます。
1月

平成27年11月に御逝去された名誉市民水木しげるさんの御功績を称え，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。
23日～30日まで，水木しげるさんとゆかりの深いスポット
14ヶ所を巡るスタンプラリーを行い，市内外から約4,000人
の方が台紙を手に市内を周遊しました。
期間中は市役所窓口，市内郵便局，みずほ銀行，市内
商店会などで，鬼太郎ちゃんちゃんこを着てお出迎えをす
るなど，市内各所で水木さんを偲びました。

また，今回初めての取組として，
市内小中学校や一部の保育園に
おいて，ゲゲゲの鬼太郎キャラク
ターをイメージしたメニューや水木
しげるさんにゆかりのある献立の
給食が提供されました。

②
⑪

2月
ロウバイ
クリスマスローズ類
ウメ
フクジュソウ

ハリウッドの大寒桜

・御命日の取組
イオンシネマシアタス調布で，京極夏彦さ
んが選んだＴＶアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」３
作品を上映しました。会場には，多くの子ど
も達が訪れ，特別ゲストで鬼太郎もやって
きました。シアタス調布での上映ということ
もあり，150名ほど用意していた席は，満員
御礼となりました！
たづくりくすのきホールで，「第4回バオー
ンの夕べin調布～調布市と水木漫画の関
係～」が開催されました。
京極夏彦さん，村上健司さん，坂野公一さ
ん，水木悦子さん（水木しげるさん次女）が
出演され，トークショーが行われました。会
場には多くの水木しげるさんのファンが訪
れました。
Ⓒ水木プロ

サザンカ

⑤

③

調布市内桜の名所

⑦
①
④
⑩
⑧

⑥

3月

4月
ハナミズキ
フジ
ツツジ・サツキ類
ボタン・シャクヤク

ツバキ
サンシュユ

⑨

26日（日）に布多天神社で「ゲゲゲ横丁」
を同時開催しました。
関連グッズや境港市の方々によるカニ汁
の販売，バンドによる演奏会，そして鬼太
郎やねこ娘，ねずみ男が会場にやってき
て，訪れた多くの方々とふれあい，記念撮
影をしました。

対象者が500円割
引で映画鑑賞がで
きる「シネマでお出
かけサポート」の期
間も延長したよ！
詳細は市HPへ！

平成29年9月29日（金），待望の映画館を
含む大型商業施設「トリエ京王調布」が
オープンしました。そこで，市内外に訪れ
る多くの方に「映画のまち調布」をPRす
べく，キャラクター“ガチョラ”を「映画のま
ち調布」応援キャラクターに任命し，調布
駅周辺では“ガチョラ”による
路面標示及び街区案内を設置しました。

秋のバラフェスタ
平成29年10月7日～31日
期間中は，恒例のガイドツアー
やコンサートのほか，講演会や
ワークショップ，絵本の読み聞
かせや出店など様々な催しが
開催され，多くの方が来園され
ました。

市役所前庭・くすのきホール・む
らさきホール等にて，市内事業者
のPRや物販など，にぎわいを創
出し，多くの方が来場しました。

シネマでお出かけサポート

⑥

市役所前庭の河津桜

野川

サクラ類
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。

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。

