
5・6月 発行日 令和元年５月
発行元 調布市観光協会
☎０４２－４８１－７１８４～５

【日時】 ８月３日(土) 午前１１時～午後５時（一部午後９時まで）
☆ラグビー日本代表の試合を午後７時からパブリックビューイングします。

８月４日(日) 午前１１時～午後５時
【場所】 調布駅前広場
【内容】 調布の魅力（観光スポットや，飲食，雑貨など）を一同に集め

調布の良さを発見・ 発信するイベントです。

第２８回調布観光フェスティバル
ピックアップイベント

５月２３日（木）に調布市花火実行委員会発会式が行われ，
下記の通り開催が決定しました。
【日程】 令和元年９月７日（土） ※荒天中止
【開会式】 １８時～（予定）
【打ち上げ】 １８時３０分～１９時３０分（予定）
☆調布名物「ハナビリュージョン」
☆約１０,０００発打ち上げ（予定）
【問合せ】
調布市花火実行委員会事務局
〒1 8 2 - 8 5 1 1 調布市小島町２－３５－１
【ＴＥＬ】 0 4 2 - 4 8 1 - 7 3 1 1
【ＦＡＸ 】0 4 2 - 4 8 1 - 7 7 8 0
【公式サイト】ｈｔｔｐｓ：／／ｈａｎａｂｉ．ｃｓａ．ｇｒ．ｊｐ／
【Ｔｗｉｔｔｅｒ】調布市花火実行委員会(@ｃｈｏｆｕｈａｎａｂｉ )
【Ｉｎｓｔａｇｒａｍ】調布市花火実行委員会（ｃｈｏｆｕｈａｎａｂｉ）
【Ｆａｃｅｂｏｏｋ】
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ／ｃｈｏｆｕｈａｎａｂｉ

７月１２日（金） ロケツーリズムによる地域振興セミナー
７月１４日（日）・１５日（月祝） 深大寺鬼燈まつり
７月１７日（水） 「みる」母と子の映画寺子屋上映会
７月２１日（日） 調布ジュニア映画塾 第１０期開講
７月２４日（水） 調布サマーフェスティバル２０１９

多言語版観光マップリニューアル！

調布市観光協会だより

映画のまち調布花火２０１９
（第３７回調布花火）

５月８日（水）～６月９日（日）都立神代植物公園「春のバラフェスタ」
６月１５日（土） 調布スクラムフェスティバル ｖｏｌ．４
６月２０日（木） はじめての映画撮影教室！

８月３日（土）・４日（日） 調布観光フェスティバル
８月３日（土）・４日（日） 深大寺夕涼みの会２０１９
８月１９日（月）（予定） 第１８回野川灯籠流し
９月４日（水）「みる」母と子の映画寺子屋上映会
９月７日（土） 映画のまち調布花火２０１９
９月２０日（金）～ ラグビーワールドカップ２０１９日本大会

デカ盛りウォ－クラリー＆Oh!!辛 チャレンジ

「鬼太郎ひろば」開園

水木マンガの生まれた街 調布
調布駅前広場 路面影絵等のライトアップ

調布市×「ゲゲゲの鬼太郎」
聖地巡礼マップVol.3 発行 ラグビーワールドカップ２０１９日本大会，東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピック競技大会の開催を見据え「多言語版観光マッ
プ」をリニューアルしました。
多言語版は，英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語に対応し，
多くの外国人観光客で賑わう深大寺エリアに焦点を当て，また，「
ゲゲゲの鬼太郎」関連のスポットも数多く掲載しています。
Ｂ２サイズの観光マップは，折りたたむと片手サイズになり持ち運
びも便利です。外国人観光客の御案内等にぜひ御活用ください。

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，聖地巡礼マップの第３弾（Vol.３）を発
行しました！
Ⓒ水木プロ
Ⓒ水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション

会長挨拶
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。今期も引き続き会長を
務めてまいります。

令和という新しい時代が幕を開けました。秋には，ラグビーワールドカッ
プ２０１９日本大会，来年は東京２０２０オリンピック・パラリンピック
競技大会を控え，調布市の観光も，平成の時代以上に発展することを目指
してまいりますので，何卒皆様の御支援，御協力をお願いいたします。
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イベントスケジュール

７月

８・９月

５・６月

▲昨年の様子

令和もイベント

いっぱい！お待ち
しています！

５月１８日（土）に「鬼太郎ひろば」が開園
しました！「鬼太郎ひろば」は，「ゲゲゲの
鬼太郎」など妖怪やキャラクターのオブジェ
・遊具を設置し，水木しげるさんの作品のフ
ァンをはじめ，市内外の多くの方が親しむこ
とができる公園です。
当日は，１０時からオープニングセレモニー
を開催！武良布枝さん，水木プロダクション
代表原口尚子さん，東映アニメーションプロ
デューサー永富大地さんが登壇しました。
セレモニーには，たくさん子どもやファンが
集まり，大変なにぎわいを見せました！

５月２３日（木）に，調布駅前広場で路面影絵等の点灯式を開
催！樹木のカラーライトアップとともに，「ゲゲゲの鬼太郎キ
ャラクター」たちの影絵を路面に投影しました。「水木マンガ
の生まれた街 調布」として，調布駅前広場が夜も楽しめるス
ポットになりました！

◀公式サイト
随時更新予定!



第４回ちょうふ親子映画上映会
３月３日（日）

第３４回
調布七福神めぐり

１月５日（土）

今年で３４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，約１２kmかけて
７９人の参加者と一緒に徒歩で巡
りました。

イベントレポート

深大寺 だるま市

３月３日（日）～４日（月）

第５回デカ盛りウォ－クラリー
第５回Oh!!辛 チャレンジ

１月１１日（金）～３月１１日（月）

市内飲食店２０店舗にて，「デカ
盛り」と「辛さ」をテーマにした
オリジナルメニューを提供し，ス
タンプラリーを開催。多くの方に
御参加いただき，抽選で景品を配
布しました。

第６回調布ぬくもりツアー

２月１６日（土）

節分行事

２月３日（日）

１３００年以上の歴史を誇る深大
寺を舞台に，子どもから大人まで
楽しめるチャンバラ合戦や和のパ
フォーマンス，深大寺城跡史跡講
義・見学会まで，様々な和を体感
できるイベントを開催しました。

日本映画を支える技術者にスポットライトを当てた映画の祭典。関連
した作品の上映，トークイベント，映画・映像関連の展示や講座，ワ
ークショップ等も開催しました。
【会場】 調布市文化会館たづくり，調布市グリーンホール，イオン
シネマ シアタス調布 ほか
【総来場者数】 約２１，０００人
（主催：映画のまち調布 シネマフェスティバル2019実行委員会）

留学生，外国人等を対象に深大寺
周辺を巡る観光ツアーを開催。
６か国の参加者にＳＮＳを通じて
世界中に調布の魅力を発信してい
ただきました。

野川沿いに咲く桜の木を約６３０ｍ
にわたりライトアップする地域のイベ
ントが開催されました。
（主催：株式会社アーク・システム）

長野県木島平村から３０トンの雪を
運んだ「ゆきあそび」イベントを開
催！ゆきあそび広場・雪のすべり台
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。

（主催：深大寺そば組合）

深大寺や布多天神社などで開催。深
大寺では，大相撲初場所で初優勝を
飾った片男波(かたおなみ)部屋の玉鷲
関が練り歩きや豆まき式に参加。
市内の節分行事はたくさんの人でに
ぎわいました。

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。
今年は雨にもかかわらず，境内には
大きさも色も違う様々のだるまが
並び、たくさんの人でにぎわいまし
た。

平成３１年１月～４月

第３回深大寺ゆきあそび

２月１６日（土）～１７日（日）

映画のまち調布 シネマフェスティバル２０１９
２月１６日（土）～３月１０日（日）

※授賞式は３月２日（土）

子どもたちの映画デビュ
ーとなり，親子で楽しめ
る映画上映会を開催。
併せてワークショップや
近隣店舗と連携したチケ
ットサービスも実施しま
した。

撮影体験ワークショップ
「ボクらのたづくりスタジオ！」

セット展示
３月２日（土）～９日（土）

撮影体験ワークショップ
３月３日(日)・９日(土)

「制作現場の雰囲気をリアルに体験して
もらいたい」という想いから，「撮影」
「照明」「録音」「美術」のチームに分
かれて本格的な映画撮影の体験ワークシ
ョップを実施しました。（ワークショッ
プ参加者 ２９人）

優れた照明技術を持つドラマ・映
画・CM等の映像作品の授賞式
と，会員企業による最新照明機材
の展示会を開催しました。
（主催：協同組合日本映画・テレ
ビ照明協会）

「ラグビー焼酎」
「調布で応援手ぬぐい」

販売中！

今年の９月に行なわれるラグビー
ワールドカップにちなんで，調布
酒販組合でラグビー焼酎，市内事
業者「和季」が手ぬぐいを制作。
絶賛販売中です。

第４回コスらぼっ！Ｉｎ深大寺
４月６日（土）～７日（日）

「深大寺」で第4回コスプレイベン
トを開催致しました。豊かな自然に
囲まれた「小京都」のようなロケー
ションで総勢２００名強のコスプレ
イヤーが本格的な撮影を楽しみまし
た。（主催：アイハーツ株式会社）

第９回国領千年乃藤まつり
４月２８日（日）～２９日（月祝）

國領神社では，ちょうふ八景に選ばれてい
る「千年乃藤」の見頃にあわせ，お囃子や
フラダンスなどの多彩な藤色のステージや
お花見屋台などの藤まつりが開催されまし
た。
（主催：国領千年乃藤まつり実行委員会）

調布・深大寺散策マップ
「深大寺さんぽ」発行！

調布駅から深大寺までの道のりにあ
る商店街や神社など，魅力的なスポ
ットを掲載したパンフレットを作成
しました。調布市観光案内所「ぬく
もりステーション」などで配布して
います。

2月

3月

4月1月

深大寺 春の和めぐり
３月１６日(土)

野川の桜ライトアップ
４月４日（木）

ガチョラ 絵描き歌 イオンシネマ シアタス調布のプレアド（本編上映前の広告）現在上映中！

第５０回照明まつり
４月２４日（水）

みんなのガチョランド
おいらの初！冠企画も同時開催！
映像制作体験や工作コーナー，映画
の上映など盛りだくさんのイベント
だったよ！


