
＜日程＞２月２０日 （土）＜会場＞イオンシネマ　シアタス調布

主に映画を作る技術スタッフを顕彰する映画賞の授賞式をオンラインで配信後、

３月５日（金）に公開の映画 「太陽は動かない」 が先行上映されました。

調布市を主な舞台として多数ロケが行われた映画 「花束みたいな恋をした」

（主演 ： 菅田将暉さん ・ 有村架純さん） が 1月29日(金) から公開されました。

映画公開に伴い , 映画 「花束みたいな恋をした」 ロケ地マップの発行や , 市内で

撮影された作品を紹介するロケ地観光パネルの設置のほか , 市内のロケ地や観光

スポットを紹介した映像 「MISSION IN CHOFU」 の公開を１月８日(金)から

実施しています。

また， 調布市のロケ地や観光地を巡る謎解きイベントが， オンライン版は

１月２９日(金) ～２月１４日(日) に， リアル版は３月２２日 (月) ～３月３０日 (火)

に実施されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

市内飲食店を応援するため， 毎週月曜日に市役所前庭にて，

弁当販売 （ランチマーケット） を開催しました。

日替わりで市内飲食店が出店し，市役所に来庁された方たちや,

市役所職員を中心に多くの方にお買い求めいただきました。

「調布の魅力体感ツアー～競技会場から調布駅まで歩こう！～」

＜日程＞２月２３日 （火 ・ 祝）

調布市の魅力を広く発信するため， 公益財団法人東京観光財団と連携し，

ご自宅やお好きな場所からご覧いただけるオンラインツアーを開催しました。

調布市観光マップのおすすめ観光コースに沿って， 観光スポットから, スポーツ,

文化 ・ 芸術まで， 調布市の魅力をたっぷりお届けしました。

YouTube にも投稿されていますので， ぜひご覧ください。

(https://www.youtube.com/watch?v=iRQ8q_oWGY8&t=24s)

イベントレポートイベントレポート

映画のまち調布　シネマフェスティバル２０２１

第３回映画のまち調布授賞式・「太陽は動かない」先行特別上映

映画音響の世界を知る～ボクらのたづくりスタジオ　音響技術編～

＜日程＞２月２０日 （土）＜会場＞イオンシネマ　シアタス調布

映画「ようこそ映画音響の世界へ」（２０１９年製作／ミッジ・コスティン監督／

アメリカ）と角川大映スタジオで事前収録した録音・整音，音響効果のエキス

パートの対談（第一部，第二部）が上映されました。

収録ゲスト　

●第一部 ： 瀬川徹夫氏 ( 映画録音技師 )、 柴崎憲治氏 ( 音響効果 )

●第二部 ： 行定 勲氏 ( 映画監督 )、 伊藤裕規氏 ( 録音技師 )　

井上あずみファミリーコンサート～映画「となりのトトロ」特別上映記念～

＜日程＞２月２１日 （日）

スタジオジブリ映画作品 「となりのトトロ」（１９８８年公開／宮崎駿監督）の，

イオンシネマ シアタス調布での特別上映会を記念して，同作品オープニング曲

「さんぽ」の歌手・井上あずみさんのコンサートがオンライン配信で開催されました。

●出演 ： 井上あずみさん， ゆーゆさん （井上あずみさんの長女）

●参加 : 「映画のまち調布」 応援キャラクター ガチョラ

ありがとう！石原プロモーション～ありがとう、石原軍団～

＜日程＞２月２０日（土）～２８日（日）＜会場＞調布市文化会館たづくり　むらさきホール

昭和４８年から調布市を拠点に活動を続けてきた石原プロモーションが令和３年

１月１６日（土）に解散したことを受けて，感謝の想いを込め，石原プロモーション

制作のドラマや映画・音楽に関連した展示，グッズの販売などが実施されました。

京王線国領駅・西調布駅　列車接近メロディー導入

京王電鉄株式会社と調布市は , 合同で２月２０日（土）に国領駅，３月２６日（金）には西調布駅に，

列車接近メロディーを導入しました。 使用楽曲は， 国領駅の１番線が 「太陽にほえろ！のテーマ」,

２番線が「西部警察メインテーマ」，西調布駅は NHK 大河ドラマ 「『新選組！』 メインテーマ」を

使用し ,1番線が「サビ」, ２番線が「A メロ」です。

これをもって，市内全駅にその地域ゆかりの列車接近メロディーが導入されました。

調布市オンライン観光ツアー開催

市内のロケ地巡り

調布市役所前庭ランチマーケット



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を賜りまして， 厚く御礼を申しあげます。

いよいよ，東京 2020 オリンピックの聖火が7月15日に調布市に到着し， 市内を

走るという歴史的なイベントを迎えることになります。

出発式は深大寺で実施され，聖火を掲げて走るランナーは，調布駅前に到着します。

各決議事項は， 下記のとおりです。

(1) 【承認】 第１号議案　令和２年度事業報告及び収支決算報告認定について

(2) 【承認】 第２号議案　令和３年度事業計画及び収支予算承認について

(3) 【承認】 第３号議案　調布市観光協会会則の一部改正について （令和４年４月１日施行）

イベント予告イベント予告

令和３年度 「映画のまち調布花火」 の開催については， これまでの間，

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ， 調布市との協議を行ってきたところで

ありますが， 例年と同時期 （９月）， 同規模による開催の見送りを

決定しましたので， 報告いたします。

なお， 今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ， 規模の縮小や実施方法の

変更などによる代替の花火の打上げについて， 検討してまいります。

＜日程＞７月１５日 ( 木 )

出発予定時間 ： 9 時 00 分

出発地 ： 深大寺(公式セレモニーとして，出発式が実施されます。)

到着予定時間 ： 9 時 53 分

到着地 ： 調布駅前広場

ルート ： 約 4 キロメートル

＜日程＞８月２３日 ( 月 )

出発予定時間 ： １７ 時 ３８分

出発地 ： 西調布駅北口ロータリー

到着予定時間 ： １８ 時 0４分

到着地 ： 東京スタジアム前歩道橋

ルート ： 約 1.5 キロメートル

（写真は 2018 年開催時）（注） 新型コロナウイルス感染症の状況によって， 中止 ・ 変更となる場合があります。

第６６回調布市観光協会総会結果報告

「映画のまち調布花火」開催見送りについて

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から， 令和３年度の観光協会総会は書面による開催といたしました。

調布市観光協会会則第２４条第３項に基づき， すべての議案が承認されました。 略儀ではございますが，

書面にて御報告いたします。 皆様の御協力， 誠にありがとうございました。

東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー

調布サマーフェスティバル2021

第４回日本映画人気投票受付中

(注) 出発 ・ 到着予定時間等については， 今後変更される場合があります。

＜日程＞７月２２日 ( 木 ・ 祝 )　　＜場所＞東京オーヴァル京王閣

東京２０２０オリンピック競技大会の開会式前日に， 調布市と観光協会が

連携して， 関連イベントを開催する予定です。

詳細が決まり次第， 市 ・ 観光協会ホームページ等でお知らせします。

会長挨拶

対象作品
2020 年９月１日から 2021 年８月３１日までに
国内の映画館で有料で初公開された日本映画

投票対象者
・ 調布市在住 ・ 在勤 ・ 在学の方
・ イオンシネマ シアタス調布にご来場の方

詳細は公式
WEB サイトを
ご覧ください !

調布市観光協会会長　
原島　芳一

第64号東京 2020 オリンピック聖火リレー 東京 2020 パラリンピック聖火リレー

新型コロナウイルス感染症の影響により， 東京２０２０オリンピック ・ パラリンピック競技大会の開催が危ぶまれている昨今ですが，

開催に当たっては， 市と連携しながら， 市民の安全 ・ 安心を確保することを大前提としつつ， コロナ禍において少しでも明るい

話題が届けられるように， 観光協会事業の実施に向けて取り組んでまいります。

一方， 観光協会では， 昨年度， 様々なイベントが中止及び延期となっているなか，オンラインを活用した調布の魅力発信の取組を

開始しました。 スポーツ・文化 ・ 芸術など， 調布市の魅力を広く PR するため， 観光マップに沿った 「オンライン観光ツアー」 を

開催したのはそのひとつです。地域の方々が築きあげてきた伝統あるイベントを大切にしつつ，新しい日常への対応を意識しながら，

調布市の観光振興に繋がる取組を進めてまいります。 引き続き御支援， 御協力のほどよろしくお願いいたします。


