イベントスケジュール
どんど焼き
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
■1月11日（土） 佐須（祇園寺通り）どんど焼き
■1月14日（火） 糟嶺神社どんど焼き
■1月21日（火） 「みる」母と子の映画寺子屋上映会
■1月30日（木） ロケツーリズムによる地域振興
シンポジウム（調布・狛江・日の出連携事業）

2月

■2月3日（月） 深大寺節分会
■2月3日（月） 布多天神社節分祭
■2月3日（月） 國領神社節分祭
■2月11日（火・祝） 第7回調布ぬくもりツアー
■2月14日（金）布田駅・京王多摩川駅
列車接近メロディーの導入記念セレモニー
■2月14日（金）～3月8日（日）
映画のまち調布 シネマフェスティバル2020
■2月14日（金）～3月13日（金）
柴崎つつじヶ丘仙川まちゼミ
■2月15日（土）・16日（日） 第４回深大寺ゆきあそび

3月
■3月3日（火）・4日（水） 深大寺だるま市
■3月7日（土） ちょうふ親子映画上映会
■3月7日（土）・8日（日） 撮影体験ワークショップ
「ボクらのたづくりスタジオ2020」
■3月8日（日）高校生フィルムコンテストin映画のまち調布
優秀作品上映会＆ケベックシネマセレクション
■3月8日（日） 生誕98年・水木しげる生誕祭（境港市）
■3月下旬～5月中旬（予定）まで
森の地図スタンプラリー

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！

4月
■4月上旬（予定）
野川の桜ライトアップ
■4月末（予定） なんじゃもんじゃコンサート
「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。

対象：留学生，外国人，帰国子女

①「天空の城ラピュタ」特別上映
日時：2月29日（土）～3月8日（日）
料金：1100円
スタジオジブリ不朽の名作をシアタス
調布の臨場感あふれるサウンドと迫
力満点の映像でお楽しみください！

②第２回映画のまち調布賞授賞式
・先行特別上映会
日時：2月29日（土）
授賞式 17：00～ 上映会 18：10～
作品：『Fukushima 50（フクシマフィフティ）』

<①・②共通>
会場：イオンシネマ シアタス調布
☆チケット購入はこちらのQRコードから→

「映画のまち調布」
応援キャラクター
ガチョラ

Wi-Fi

留学生・外国人・帰国子女対象
第７回調布ぬくもりツアー
深大寺周辺等をめぐる調布観光
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？
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イベントレポートなど（令和元年１１月～令和２年１月）
～水木マンガの生まれた街 調布～

ゲゲゲ忌2019特集 １１月２３日（土・祝）～１２月１日（日）
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7,500人（前回約7,000人）の方が台紙
を手に市内を周遊しました。今年も各スポットで行列
ができるほど人気があり，約3,000人（前回約2,800人）
の方が全スポットを制覇されました！

ゲゲゲの森
１１月２３日に布多天神社，１１月２４日に
調布駅前広場で，現在放送中のアニメに
ちなんだイベント「ゲゲゲの森」を開催しま
した。ＶＲ体験，アニメ関連グッズや境港
市の方々によるカニ汁の販売などを行い
ました。当日はアニメ第６期のゲゲゲの鬼
太郎とねこ娘が会場にやってきて，ファン
の方々とふれあいました。また，鬼太郎の
仲間たちが登場したキャラクターショーは
大盛り上がり。子どもから大人まで多くの
人で賑わいました！

アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」
５１周年上映会inシアタス調布
シアタス調布では，アニメ「ゲゲ
ゲの鬼太郎」第１期～第６期や
「悪魔くん」の上映と，現在放
送中のアニメから沢城みゆきさ
ん，野沢雅子さんをはじめとす
る豪華声優陣や歴代アニメの
豪華声優陣，スタッフ，関係者
によるトークショー付上映会を
開催しました。期間中は毎日
異なる内容で開催し，多くの
ファンが参加され，完売御礼の
日が続出しました！

ゲゲゲ横丁
１１月２３日に調布駅前広場で「ゲゲゲ横丁」
を開催しました。缶バッチ作成やゲゲゲ忌限
定商品の販売を行いました。今回は，あい
にくの悪天候で，キャタクラーグリーティング
は中止となりましたが，それでも子どもから
大人まで多くの方が訪れました。

アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」
調布市特別住民票
前回，アニメ５０周年を記念して発行した
３種類の調布市特別住民票に加えて，
今回は新たに４種類「目玉おやじ」「ねず
み男」「砂かけばばあ」「子泣きじじい」の
調布市特別住民票を発行しました！全７
種類の調布市特別住民票をスタンプラ
リーの記念品やアニメ上映会の来場者
特典として配布しました。

第１５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。
今年は市内外から計１５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。
輝く最優秀賞は、明治大学付属明治高等学校 映画部「君との音色」に決定しました！
明治大学付属明治高等学校は，主人公の女の子２人がともに演技賞を受賞し，最優秀賞と合わせてトリプル受賞と
なりました。
本作と，優秀賞を受賞した 成城学園高等学校 メディアアート部
「からっぽ」の２作品の上映会を，「映画のまち調布 シネマフェ
スティバル２０２０」で開催します。
・日時 ３月８日（日） １１：００～１２：００ （１１：３０開場）
・会場 調布市文化会館たづくり８階 映像シアター
・定員 １００人（当日先着順）
・入場料 無料

ロケ地マップ配布

フィルムコミッションレポート

連携してフィルムコミッションに取
り組んでいる調布市・狛江市・日
の出町の３自治体で行われた人
気ドラマなどのロケ情報に加え
て，観光・グルメ情報などを掲載
したロケ地マップを発行しました。
このロケ地マップは，市役所など
で配架している他，ラグビーワー
ルドカップ２０１９のファンゾーンで
も配布しました。

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>
・ＴＢＳ「集団左遷！！」
・映画「劇場版 おっさんずラブ」
・日本テレビ「あなたの番です」
・フジテレビ「パーフェクトワールド」
・日本テレビ「俺の話は長い」
・TBS「４分間のマリーゴールド」など

調布歳末スクラッチ２０１９
１２月１日（日）～３１日（火）

神代植物公園秋のバラフェスタ
１０月８日（火）～１１月１０日（日）
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38回深大寺そばまつり
１１月２３日（土・祝）～
１２月１日（日）

ゲゲゲ忌コスプレイベント
～調布市ブリガドーン計画～
５月に開園した「鬼太郎ひろば」で
１２月１日にコスプレイベントを初めて
開催しました。当日は，水木キャラク
ターやアニメのキャラクターに扮した
多くのコスプレイヤーが参加し，全員
で記念撮影をしました！参加者には
特別記念品をプレゼントしました。

その他の取組
・妖怪降臨ピックwithゲゲゲ忌2019
～岩手・鳥取・徳島妖怪文化連携事業～
・「まねきケチャ」特別ステージ
・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
・市立中央図書館の展示
・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
・カランコロンウォーキング

調布市×ゲゲゲの鬼太郎
聖地巡礼マップVol.4 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
ンがたくさん登場し
ています。
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４弾となるVol．４
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

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。

そば献供式・そば守観音供養祭 ，献上そ
ばのご提供や第５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。

第３５回調布七福神めぐり1月4日（土）
調布市内の七福神を祀る７つの寺院をめぐり
ながら，コース沿いの観光スポットを紹介する
新年の縁起行事です。
年の始めに七福神を参拝すると，７つの災難
が取り除かれ，７つの幸福を授かるといわれて
います。
晴天の下，132名（大人125名，子ども7名）の
参加者が総距離約１２ｋｍの行程（西光寺・大
正寺・常性寺・祇園寺・深大寺・明照院・昌翁
寺の7寺院のほか，鬼太郎ひろばや実篤公園）
をめぐりました。

多言語観光情報サイト「Guidoor」
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（日本語をはじめ
１０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。
新たにウェブサイトへアクセスできるＱＲコー
ド付のカードを作成しました。ラグビーワール
ドカップ2019期間中から配布を開始し，調布
市観光案内所や深大寺観光案内所でも配布
しています！

