イベントスケジュール
1月

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ヶ所に積み上げて燃
やす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１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5日（土） 調布七福神めぐり
■1月9日（水） 母と子の映画寺子屋上映会
■1月11日（金）～3月11日（月）
第５回デカ盛りウォークラリー・Oh!!辛チャレンジ
■1月12日（土） 佐須（祇園寺通り）どんど焼き
※雨天の場合13日（日）に順延
■1月14日（月・祝） 糟嶺神社どんど焼き
■1月16日（水）～25日（金） 第７回映画のまち調布“秋”花火フォトコンテスト展示会
■1月31日（木） ロケツーリズムによる地域振興セミナー（調布・狛江・日の出連携事業）

第５回デカ盛りウォークラリー・Oh!!辛チャレンジ

2月
■2月3日（日） 深大寺節分会
■2月3日（日） 布多天神社節分祭
■2月3日（日） 國領神社節分祭
■2月15日（金）～3月15日（金）
柴崎つつじヶ丘仙川まちゼミ
■2月16日（土） 第６回調布ぬくもりツアー
■2月16日（土）・17日（日） 深大寺ゆきあそび
■2月16日（土）～3月10日（日） 映画のまち調布 シネマフェスティバル2019

3月
■3月2日（土）～9日（土） ボクらのたづくりスタジオ
■3月3日（日）・4日（月） 深大寺だるま市
■3月9日（土） 生誕97年・水木しげる生誕祭（境港市）
■3月3日（日） ちょうふ親子映画上映会
■3月16日（土） 深大寺 春の和めぐり
■3月下旬～5月中旬まで
なんじゃもんじゃの木
森の地図スタンプラリー

4月
■4月上旬（予定） 野川の桜ライトアップ
■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，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開眼所で僧
侶が直々に目入れをいたします。
是非一度ご覧あれ！

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。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。明治神宮のなんじゃもんじゃの木もヒトツバ
タゴです。

調布七福神めぐり
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？

ファミリーも女子も猛者もみんなでチャレンジ！
調布グルメ！

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）

留学生・外国人・帰国子女対象 第６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。フェイスブックやツイッターを活用し，
母国や外国へ調布の魅力を発信するお手伝いをしません
か？
対象：留学生，外国人，帰国子女
深大寺 春の和めぐり
深大寺参道での「手裏剣体験」や，深大寺城跡での
「チャンバラ合戦」など，調布ならではの「和」を体験でき
るイベントを開催します。
また，神代植物公園では，「深大寺城跡講習会」を開催
します。

「市民投票と映画技術者」の選考で受賞者を決定する「映画のまち調布賞」
授賞式をはじめ，豪華ゲストトーク付きの映画上映会，映画・映像関連の展示，
映画制作ワークショップ等，各種関連イベントを開催します。
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イベントレポートなど

第14回高校生フィルムコンテストin 映画のまち調布

（平成３０年１０月～１２月）

１１月３日（土・祝）
「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。
今年は市内外から計１１作品の出品があり，プロの映画関係者である
審査員から熱い講評をいただきました。審査の結果，初エントリーの
成蹊高等学校シネマ リュミエール「君は真夏のベガだった」が見事，
最優秀賞に輝きました。

映画のまち調布“秋”花火2018
（第３６回調布花火）

Here is CHOFU
１０月１９日（金）

10月27日，映画のまち調布“秋”花火2018が開催されました。
昨年は台風の影響により中止となりましたが，今年は準備も
順調に進み，事故なく終えることができました。
当日，打ち上げ時間には雲１つない快晴で，この時期としては
比較的暖かい素晴らしい天候に恵まれ，約３０万人の方に観覧
いただきました。

10月7（日）・8日（月・祝）

調布 River Side CINEMA
１１月１８日（日）
多摩川河川敷で，美味しい
フードと映画を楽しめるイベント
を開催しました。
（上映作品 『ピーターラビット』）

シアタス調布で，中・高・大学生
が制作した調布ＰＲ動画のコンテ
ストを開催しました。
（主催：調布青年会議所）

JVAフェスタ
１１月２０日（火）～２５日（日）

全国のロケ地情報や，ロケグルメ
を紹介する雑誌「Location Japan」
の１２月号に，調布エリア特集が
掲載されました。

神代植物公園
秋のバラフェスタ
調布市観光親善大使
ミス調布コンテスト2018
決戦大会

調布歳末スクラッチ２０１８
１２月１日（土）～３１日（月）

１０月１０日（水）～３１日（水）

調布スクラムフェスティバル
VOL．３
１１月３日（土・祝）

市内では，日々多くの撮影が行われ
ています。
<最近の撮影実績>
・フジテレビドラマ「SUITS」
・フジテレビドラマ「さくらの親子丼２」
・NHKプレミアムドラマ「主婦カツ！」
・映画「億男」
・映画「旅猫リポート」

ロケ地情報雑誌「Location Japan」

大河ドラマ「西郷どん」，ドラマ
「チアダン」セットの展示や，かつ
ら・特殊メイク・衣装の着付け体
験を開催しました。

【【内容】
・最大８号玉の大玉
・約10,000発打ち上げ
・調布名物ハナビリュージョン
・大富士滝
・ゲゲゲの鬼太郎花火 ほか

第63回商工まつり

フィルムコミッションレポート

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，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。

第37回深大寺そばまつり

いろどりマルシェ

１１月２４日（土）～１２月２日（日）

１１月３日（土・祝）

そば献供式・そば守観音供養祭 ，献上
そばのご提供や第４回深大寺そば巡りな
どが行われ，多くの方で賑わいました。

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。

多言語観光情報サイト「Guidoor」

総配布枚数は４０万枚で，当たり
総額は１２００万円の，消費喚起
につながる「スクラッチカード事
業」を今年も実施しました。

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。

ゲゲゲ忌2018

味の素スタジアムで行われたラ
グビー日本代表対ニュージーラ
ンド代表戦のパブリックビューイ
ングのほか，ラグビー関連のイベ
ントを調布駅前広場で開催しまし
た。

インバウンド観光推進を図る取組として，
訪日外国人観光客等が必要とする市内の
観光施設情報などを多言語化（日本語のほか
８言語に翻訳）したウェブサイト「Guidoor」(ガ
イドア)を提供しています。
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を貼付して
います。 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！

調布市観光ボランティアガイド
深大寺と周辺エリアのガイドツアーを無料
で実施しています。
外国語（英語・フランス語・タイ語など）で
のガイドができるスタッフもいます。
詳しくは観光協会ホームページ，
または，調布市観光協会事務局まで。

水木マンガの生まれた街 調布～

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。
ゲゲゲのスタンプラリー
水木しげるさんゆかりのスポット１３ヶ所を巡るスタン
プラリーでは，約7,000人（昨年4,000人）の方が台紙
紙を手に市内を周遊しました。初日には各スポットで
行列ができるほど人気があり，約2,800人の方がコン
プリートしました！

その他の取組
・市立小中学校，公立保育園の給食特別メニュー
・市議会議場コンサート
・商店街ゲゲゲ忌フラッグ，ポスターの掲出
・たづくりゲゲゲギャラリー，献花台の設置など

アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」５０周年
上映会inシアタス調布

シアタス調布では，野沢雅子さんら声優
陣・スタッフによるトークショーなどのイベ
ゲゲゲの森
ゲゲゲ横丁
１１月２３日に調布駅前広場で「ゲゲゲ横丁」を １１月２３日に布多天神社で，現在放送中 ント付で，アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」第１
開催しました。ぬり絵，缶バッチ作成，演奏会， のアニメにちなんだイベント「ゲゲゲの森」 期～第６期の上映会を期間中毎日異な
を開催しました。ＶＲ体験，アニメ関連グッ る内容で開催しました。
ゲゲゲ忌限定商品の販売を行い，子どもから
大人まで多くの方が訪れました。また，鬼太郎 ズや境港市の方々によるカニ汁の販売，
やねこ娘，ねずみ男が会場にやってきて，訪れ 演奏会などを行いました。アニメ第６期の
鬼太郎とねこ娘が会場にやってきて，ファ
た方々とふれあいました。
ンの方々とふれあいました。また，当日は
水木キャラクターのコスプレをした多くの
方々が訪れました！

アニメ５０周年記念限定「ゲゲゲ
の鬼太郎」調布市特別住民票
アニメ５０周年を記念して，アニメ第６期
の「ゲゲゲの鬼太郎」，「ねこ娘」，「犬山
まな」の調布市特別住民票を発行しまし
た！住民票は，スタンプラリーの景品や
アニメ上映会の来場者特典として配布
しました。

ゲゲゲ忌限定特別御朱印
布多天神社では，ゲゲゲ忌限定特別 カランコロンウォーキング
御朱印を頒布しました。
１１月２５日にちゃんちゃん
こや下駄を着用し，鬼太郎
になりきって，スタンプラリ
ーを巡るウォーキングイベ
ントが行われました 。

第13回境港妖怪検定
１０月２１日（日）
水木しげるさんの出身地・境
港市が実施するご当地検定
を調布でも開催。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。

調布市×ゲゲゲの鬼太郎
聖地巡礼マップVol.2 発行
テレビアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」第
６期には，調布を舞台に描かれた
シーンがたくさん登場中です。
アニメに登場したシーンを巡って
楽しんでもらうため，聖地巡礼マ
ップVol．１に続き，Vol．２を発行
しました！

（仮称）鬼太郎ひろば
クラウドファンディング
公園整備のため，ふるさと納税
制度を活用したクラウドファン
ディングを実施しています。
Ｖｏｌ．１

Ｖｏｌ．２

■Vol.３の発行予定
平成３１年２月以降

野川

■寄付金の募集期間
平成３１年１月３１日まで

Ⓒ水木プロ
Ⓒ水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション

