
調布市役所前庭　月曜日のランチマーケット

※新型コロナウイルスの感染拡大等の状況により
内容が変更または中止になる場合があります。
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観光協会会員の皆様の紹介等も行いますので，
お気軽に原稿をお送りください。

観光協会SNS更新中！

高校生の自主制作映画を，映画・

映像に携わるプロのスタッフた

ちが厳正に審査する「映画のま

ち調布」ならではのコンテスト

を開催します。

場所：グリーンホール　大ホール

主催：調布市

近藤勇と新選組の会のガイドで，調布市出身

の新選組局長・近藤勇が率いた「甲陽鎮撫隊」

古戦場跡（山梨県 )などを巡るバスツアーです。

主催：近藤勇と新選組の会

Facebook
調布市観光協会

Instagram
調布市観光協会 @chofushikankou

Twitter
調布市観光協会 @chofukankou

期間　令和4年１０月８日（土）から
     １１月３０日（水）まで
会場　調布市文化会館たづくり　１階展示室

調布市では，調布市名誉市民・水木しげるさんの功績をたたえ，命日の１１月３０日を「ゲゲゲ忌」とし，

水木しげるさんゆかりの地を巡るイベントなどを毎年開催しています。

今年度は，水木しげるさんの生誕１００周年 (令和４年 )に当たる節目であることから，「水木しげる氏

生誕１００周年記念プロジェクト」の一環として，「ゲゲゲ忌２０２２」を開催します。

キャラクターショー・グリーティングやゲゲゲ忌先行商品の販売，鳥取県の物産展，
境港市のカニ汁販売 ,演奏会 , クイズラリーなど，ゲゲゲ忌ならではのイベントです。 　
日程　令和4年１１月１９日（土），１１月２０日（日）　
会場　調布駅前広場

ゲゲゲ横丁・ゲゲゲの森

ゲゲゲ忌コスプレイベント「調布市ブリガドーン計画」

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などを巡るスタンプラリーです。スタンプの数に応じて
記念品をプレゼントします。 　
日程　令和4年１１月１９日（土）から１１月３０日（水）まで　
会場　市内各所

アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」「悪魔くん」の豪華キャストや制作スタッフ等によるトークショー
など，ゲゲゲ忌でしか見ることができない特別上映会です。　
日程　令和4年１１月１９日（土）,１１月２０日（日）,１１月２３日（水・祝）,１１月２６日（土）,
　　　１１月２７日（日）,１１月３０日（水）　
会場　イオンシネマ シアタス調布　

ゲゲゲ忌2022　アニメ特別上映会 inシアタス調布

「第１６回　高校生フィルムコンテストin 映画のまち調布」,
　　　　　　　　　　　　　　上映審査会令和４年１１月３日 (木・祝 )

近藤勇と新選組の会 見学会
令和４年１１月６日 (日 )

調布市名誉市民・水木しげる

さんの妖怪考察,妖怪に対する

理解度をはかる公式検定です。

境港会場 (鳥取県 )と調布会

場の２箇所で開催されます。

主催：境港商工会議所　境港市観光協会

共催：調布市観光協会

後援：調布市 ほか

新そばの季節に，深大寺が結ぶ

ご縁への感謝と縁結びの寺・深

大寺への参拝者の良縁を願い開

催されます。

主催：深大寺そば組合

後援：深大寺 ,深大寺奉賛会
　　　調布市観光協会

第１５回境港妖怪検定
令和４年１１月１３日 (日 )

第４１回深大寺そばまつり
令和４年１１月２６日 (土 )～１２月４日 (日 )

調布市と近隣の市をのんびり

巡る散策イベントです。

今回は，「湧水（ハケ）と多摩川

をめぐる編」です。

達成された方には,記念品が進呈

されます。

主催：森の地図スタンプラリー実行委員会

協力：調布市観光協会　ほか

市内の七福神を祀る７寺院を巡

りながら周辺の観光スポットを

訪れる，新年の縁起行事です。 

主催：調布市観光協会

協力：調布市ウオークリング協会

　　　　調布七福神会

協賛：深大寺そば組合

第１９回森の地図スタンプラリー
令和４年１２月４日 (日 )まで

第３７回調布七福神めぐり
令和５年１月７日 (土 )( 予定 )

新型コロナウイルス感染症の影響の

長期化により ,経営に影響を受ける

市内飲食店に販売機会を提供するた

め,月曜日のお弁当販売(ランチマー

ケット )を再開しました。

毎週市内飲食店が週替わりで出店し

ています。

令和４年１０月～１２月　毎週月曜日

午前１１時３０分～無くなり次第終了

主催：調布市観光協会

共催：調布市　協力：CHOFUジモデリ

                       ( ㈱ウィード )

映画・ドラマなどの撮影支援

（フィルムコミッション）に

連携して取り組んでいる調布

市・狛江市・日の出町の３自

治体で行われた映画などのロ

ケ情報に加え，観光グルメ情

報などを掲載したロケ地マッ

プ（第四弾）を発行しました。

配架場所：調布市役所８階産業振興課

　　　　　調布市観光案内所「ぬくもりステーション」

令和４年１０月 ～１２月

ロケ地マップ (第四弾 )

イベント情報

映画・ドラマのセットや小道具など映画・映像美術関連の展覧会

のほか,かつら・特殊メイク・衣装・小道具の着付け体験などもあ

ります。

場所：グリーンホール　大ホールほか

主催：特定非営利活動法人 日本映像美術協議会

共催：調布市

第７回 JVAフェスタ２０２２～美事祭
令和４年１２月７日 (水 )～１２月１１日 (日 )

１１月１９日（土）～１１月３０日（水）

日程　令和4年１１月１９日（土），１１月２０日（日）
会場　調布駅前広場

月曜日の

ランチ
マーケット
開催中

(２次審査 )

アニメ上映会のチケット
購入はこちら

イープラス 

水木作品のキャラクターのコスプレで来場した方限定でバックベアードと記念撮影ができます。
さらに記念品をプレゼントします。

京極夏彦　氏
撮影：森　清

坂本頼光　氏

水木しげるが見た光景
―紡がれる想いと言葉―

水木しげる生誕１００周年記念・調布市平和祈念展

令和４年 (２０２２年 )は ,水木しげるさん生誕１００周年の年です。

調布市観光協会では,調布市や関連企業と連携し,様々な取組を行います。

スタンプラリー台紙
( イメージ )

出演①坂本頼光（活動弁士）・
　　　アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」キャラクターショー 他
　　②坂本頼光、京極夏彦（小説家）

申込　右記専用フォームから申し込み
　　　（１組５人まで ,締切１１月９日 (水 )）

定員　各部1000人（予定 多数抽選）

日程　令和4年１１月２６日（土）

①第１部:午後１時～２時（０時１５分開場）
②第２部:午後３時３０分～５時１５分頃（２時４５分開場）

水木しげる氏生誕１００周年記念イベント
子どもから大人まで楽しめる ,生誕１００周年ならではのイベントです。
活弁や講演を通じて ,今までと異なる視点から水木作品に触れてみませんか。

※参加者入替制

会場　調布市グリーンホール　大ホール
費用　無料

調布市名
誉市民・水木しげるさん生誕１００周年記念事業



「みる」子どもたちと映画寺子屋上映会
 ２０２２～ちいさな映画館～

第５３回照明まつり 第３０回 調布観光フェスティバル

令和４年６月１６日 (木 )

東京2020大会の1周年記念事業として，

東京オーヴァル京王閣にてラグビーをは

じめとしたスポーツ体験やアスリートの

トークショーなどのステージイベント ,

各種文化体験・展示を実施しました。

観光協会は，キッチンカーの出店と，イベ

ントのフィナーレを飾る花火の打上げを

行い ,約３,５００人の方にご来場いただき

ました。

主催：調布市　

共催：調布市観光協会

映画・映像分野における「照明」技術の

認知度向上を目指し，優れた照明技術を

生かした映画・映像作品の授賞式を，調布市

グリーンホール小ホールで開催しました。

主催：協同組合日本映画・テレビ照明協会

共催：調布市

令和４年７月２日 (土 )・３日 (日 )

調布市の魅力が詰まった調布観光フェスティバルを3年ぶりに調布駅前広場で開催し

ました。当日は，ステージパフォーマンス＆大道芸のほか，観光協会会員の皆様の物

販や飲食テント・キッチンカーが並びました。観光協会としては，調布市の魅力を紹

介するパネル展示・観光協会会員のお店や商品のチラシの配架を行った本部ブースの

他，射的や輪投げなどの昔遊びブースなどを設け，子どもから大人まで大勢の方に楽

しんでいただきました。同日に開催されたFC東京「調布の日」とのコラボ企画など

を行い大盛況でした。                     主催：調布市観光協会　 共催：調布市

令和４年７月２日 (土 )

FC東京ホームゲームの試合前に，青赤

パーク（味の素スタジアムアジパンダ広

場内）にて「調布の日」イベントが開催

されました。今年度は市が掲げる共生社

会の充実を目指した取組「パラハートちょ

うふ」をテーマに，ブラインドサッカー

体験，調布市PRブース，福祉作業所が

運営するキッチンカーの出店などを実施

しました。調布市PRブースでは,「パラ

ハートちょうふ」の取組や市内観光情報

紹介のほか，同日に開催された調布観光

フェスティバルとのコラボ企画などを行

い大盛況でした。

協力：調布市観光協会

六本木ヒルズ東京シティビューにて開催されました。調布市公式ＬＩＮＥアカウ

ントでの特別割引クーポンの配布や「水木マンガの生まれた街　調布」の紹介

パネル展示，「ゲゲゲ忌2022」開催決定のポスター展示，チラシ配架に協力い

ただきました。

主催：東京シティビュー，NHK，NHKプロモーション

協力：調布市・調布市観光協会・鳥取県

東京・明治座と大阪・梅田芸術劇場メインホールで上演されました。市報ちょうふ特別優待チケットの販売

や「ゲゲゲ忌2022」開催決定のポスター展示，チラシ配架に協力いただきました。

出演：荒牧慶彦，上坂すみれ，藤井隆，七海ひろき，浅野ゆうこ／野沢雅子（声の出演）ほか

主催：舞台「ゲゲゲの鬼太郎」製作委員会　後援：調布市・調布市観光協会・鳥取県

育児などで忙しく，ゆっくり外出できない

親子を対象とした映画の上映会を開催しま

した。

１１月１４日(月 )にも開催する予定です。

主催：子どもたちと映画寺子屋

共催：調布市

子どもから大人まで楽しめる謎解きイベ

ントが深大寺周辺で開催されました。

全問正解者には，深大寺そば組合加盟店で

使える割引券がプレゼントされました。

主催：深大寺そば組合

後援：調布市観光協会

イベントレポート

令和４年度
FC東京「調布の日」

夏休み特別企画
「神代植物公園でオリジナル
缶バッジを作ろう !!」

令和４年７月２３日 (土 )令和４年７月１２日 (火 )・９月８日 (木 )

深大寺夕涼み謎解き２０２２

令和４年７月１４日(木 )～８月３１日(水 )

東京公演　令和４年７月２９日 (金 )～８月１５日 (月 )　大阪公演　令和４年８月１９日 (金 )～８月２８日 (日 )
舞台「ゲゲゲの鬼太郎」

令和４年８月２１日 (日 )

神代植物公園で行われた夏休み企画「真

夏の植物ワンダーランドin神代植物公園」

にて，観光協会ブースを出展しました。

缶バッジ制作のワークショップなどを行い，

約１００人の方にご参加いただきました。

主催：東京都立神代植物公園

令和４年１０月８日 (土 )

深大寺境内の本堂前において，幽玄な

雰囲気の中，オリジナルの創作演目に

よる観月会が行われました。

主催：深大寺十三夜の会

協賛：調布市観光協会

第６７回
調布市商工まつり

市役所前庭，文化会館たづくりむらさき

ホールにて，市内事業者を中心とした飲食

・物販の出店や展示，ダンスやライブなど

のステージイベントが行われ ,子どもか

ら大人まで大勢の方でにぎわいました。

主催：調布市商工会

後援：調布市・調布市観光協会

西光寺にて，式典，近藤勇に関する講演 ,

殺陣浪士組によるパフォーマンス ,調布

市剣道連盟による演武，天然理心流演武

などが行われました。

主催：近藤勇生誕地まつり実行委員会

協賛・協力 :調布市観光協会

第二十四回
深大寺十三夜観月会

令和４年１０月８日 (土 )・９日 (日 )

水木しげるの妖怪 百鬼夜行展　～お化けたちはこうして生まれた～

水木しげるさん生誕１００周年記念関連事業

令和４年７月８日 (金 )～９月４日 (日 )

近藤勇生誕地まつり

令和４年１０月２３日(日 )

Ⓒ水木プロ

Ⓒ水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
Ⓒ舞台｢ゲゲゲの鬼太郎｣製作委員会
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第１３回
調布ジュニア映画塾上映会

令和４年９月２５日 (日 )

中学生を対象とした映画づくりのワーク

ショップの上映会を開催しました。

当日は中学生たちが目をキラキラ輝かせて,

自分達が制作した作品を見ていました。

主催：ＮＰＯ法人調布シネマクラブ

共催：調布市

多摩川河川敷にて，様々なジャンルの作り

手による作品や飲食販売，親子で楽しめ

るワークショップなどが開催されました。

主催：もみじ市実行委員会

後援：調布市・調布市観光協会

令和４年１０月１５日 (土 )・１６日 (日 )

もみじ市２０２２　グリーン !

業務内容
時  間 : 午前１０時～午後３時 (月 1～ 2日程度 )
定休日 : 月曜日 (祝日の場合は翌平日 ), 年末年始
場  所 : 深大寺観光案内所
詳  細 : 月１～ 2回程度深大寺観光案内所の当番及び月1回の定例会に参加できる方
        深大寺周辺や調布の観光に関する案内 ,深大寺周辺の無料ガイドツアーなど
        交通費など一部支給
問合せ :調布市観光協会事務局　☎042-481-7183

調布市観光ボランティアガイド募集

調布サマーフェスティバル２０２２

申込みは
コチラ


