調布市

私たちのまち調布市は，世界的な音楽家や
技術者を輩出する大学の立地，映画・映像を
制作する企業や，国際的なスポーツ競技施設の
集積などの特性を有し，誰もが，生涯を通じて，
音楽・演劇をはじめ，映画・美術・伝統芸能
・スポーツなど，さまざまな活動を楽しむこと
ができます。
私たちは，この恵まれた環境を活かしながら，
子どもから大人まで，女性も男性も，そして障害
の有無にかかわらず，全ての市民が，それぞれに
応じた活動を通して，豊かな芸術文化・スポーツ
活動を育むまちづくりに取り組んでいくことを
ここに宣言します。
平成27年11月8日 調布市

宣言に関する問い合わせ先
調布市生活文化スポーツ部文化振興課

０４２－４８１－７１３９

6/6～7/29 長浜真知子 かまぼこ板アート作品展 文化会館たづくりリトルギャラリー

4/18 日伊国交樹立150周年記念「カラヴァッジョ展」関連文化講演会
文化会館たづくりくすのきホール
6/4～7/24 ダンボールからうまれたいきもの展～造形作家 玉田多紀の世界～
文化会館たづくり展示室

4/9～5/22 ピンホール（針穴）写真展 やわらかな光、ゆるやかな時間 文化会館たづくり展示室

4/6 特別展「黒田清輝」関連文化講演会 文化会館たづくりくすのきホール

4/5～5/26 Sott Sott –小さな春展- 文化会館たづくりリトルギャラリー

美 術

調布市では，豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むため，様々なイベントを行っています
演 劇

8/20 MYSTERY NIGHT TOUR 2016 稲川淳二の怪談ナイト グリーンホール大ホール

7/10 きかんしゃトーマスファミリーミュージカル「ソドー島のたからもの」（提携事業） グ
リーンホール大ホール

7/9・7/10 演劇コンクール 調布市せんがわ劇場

6月から秋 調布市せんがわ劇場市民参加演劇ワークショップ 調布市せんがわ劇場

6/13～6/29,12月 せんがわシアター１２１ 調布市せんがわ劇場

※平成２８年度の実施予定事業です。事業の名称や開催日程等は変更になる場合があります。

音 楽
4/3 IL DEVU(イル・デーヴ) グリーンホール大ホール
4/28 財津和夫コンサート グリーンホール大ホール
5/19 牛田智大ピアノリサイタル グリーンホール大ホール
5/27 BCJ公開リハーサル グリーンホール大ホール

8/21 わらび座「風の又三郎」（提携事業） グリーンホール大ホール

7/27～7/29日 第１２回木島平スポーツキャンプ 長野県木島平村

7/18 第１４回調布フットサル大会 ミズノフットサルプラザ調布

5月～7月,9月～12月,1月～3月 リフレッシュ体操スクール【第１～3期】
健康活動ひろばなど市内８会場

5/29 第15回サウディアラビアンフットサル国際親善カップ2016 ミズノフットサルプラザ調布

スポーツ

1/14～2/24 人間萬歳 武者小路実篤の世界 文化会館たづくり展示室

11/19～12/25 小川 剛 展 文化会館たづくり展示室

10/5～11/25 山下しず子 ビーズ織り作品展 文化会館たづくりリトルギャラリー

10/1～11/6 阿部 未奈子 展 文化会館たづくり展示室

8/1～9/24 島野ひとみ チョークアート作品展 文化会館たづくりリトルギャラリー

6/22～6/26 調布音楽祭2016 文化会館たづくり、グリーンホールほか

11/16 児童劇鑑賞教室 劇団東少「ごんぎつねとつるのおんがえし」 グリーンホール大 8/6～9/19 児玉幸子 磁性流体彫刻とメディアアートのデザイン展 文化会館たづくり展示室
ホール
9月・2月 陶芸施釉・焼成事業（前期・後期） 文化会館たづくり７階

5/10 シネサロン 俺たちの交響楽 グリーンホール大ホール

4/19 シネサロン 大鹿村騒動記 グリーンホール大ホール

4/2 ゲゲゲの上映会～水木しげるさんメモリアル記念～

映 画

7/2 桐朋学園オーケストラ グリーンホール定期 田中祐子指揮 グリーンホール大
ホール
7/18 音楽のおくりもの 文化会館たづくりくすのきホール
7/31 ペレス・プラード楽団（提携事業） グリーンホール大ホール
7月 西部ロビーコンサート 西部公民館

8/12～15 第３回特撮展 くすのきホール，南北ギャラリー

8/11 シネサロン ミニオンズ／アニー グリーンホール大ホール

7/16 シネサロン のだめカンタービレ最終楽章(前編/後編) グリーンホール大ホール

8/27・8/28，2/4・2/5 せんがわピアノオーディション・せんがわピアノオーディション受賞 5/28 映画撮影等技術講習会 文化会館たづくり 大会議場
コンサート 調布市せんがわ劇場
6/14 シネサロン 落語物語 グリーンホール大ホール
8/30 フレッシュ名曲コンサート キャンペーンコンサート 周防亮介(vn) グリーンホー
ル小ホール
9/17 調布の風コンサート２１ トリオ･フリーダム 文化会館たづくりくすのきホール

11/1 第12回高校生フィルムコンテスト in調布 くすのきホール

10/18 シネサロン 漫才ギャング グリーンホール大ホール

8月 調布・福島フレンドリーカップ 市民西町サッカー場

8月～2月 第56回調布市市民体育祭 市内スポーツ施設ほか

7月～10月 第４７回調布市中学校対抗競技大会 総合体育館ほか

8/7 ダンスフェスティバル（6/5予選） 文化会館たづくりくすのきホール

7/10 ダンスコンテスト 文化会館たづくりくすのきホール

11/8 シネサロン キツツキと雨 グリーンホール大ホール

10/10 第34回調布市民スポーツまつり 味の素スタジアム及び周辺施設

9/13 シネサロン 幕が上がる グリーンホール大ホール

2/3～2/5 洋画ミニシアター＠ちょうふ 映像シアター，市役所前庭

11/19 ニュースポーツ交流会 総合体育館

9/22 布施 明 CONCERT 2016（提携事業） グリーンホール大ホール

2/10～2/12 ちょうふ親子映画上映会 くすのきホール，むらさきホール

11/27 障害のある人もない人もみんなで楽しもう！交流会 市民大町スポーツ施設

9月 JAZZ ART せんがわ 2016 調布市せんがわ劇場・仙川地域

2/25 ムービーダイバー せんがわ劇場

12/11 第４回東京調布ロードレース２０１６ 味の素スタジアム及び都立武蔵野の森公園周辺

10/8 都響調布シリーズ 高木綾子(fl)、藤岡幸夫指揮（提携事業） グリーンホール大
ホール
11/11 桐朋学園オーケストラ グリーンホール定期 指揮 グリーンホール大ホール

2/26 20th CHOFU SHORT FILM COMPETITION せんがわ劇場

2/8～2/12 市民カレッジ展 文化会館たづくり北ギャラリー

10/29～11/6 東部地域文化祭 東部公民館・東部児童館

10/29～11/6 西部地域文化祭 西部公民館

10/20～11/20 第61回調布市民文化祭 文化会館たづくり、グリーンホール、ほか

6月～12月 ちょうふ市内・近隣大学等公開講座 文化会館たづくり映像シアターほか

文 化

2/25 小学生ニュースポーツ交流会 総合体育館

1/29 第６１回調布市民駅伝競走大会 味の素スタジアム及び都立武蔵野の森公園周辺

12/3・12/4 調布市民オペラ 「カヴァレリア・ルスティカーナ」「パリアッチ（道化師）」（提
携事業） グリーンホール大ホール

12/17 たづくりシアター寄席 その二 文化会館たづくり映像シアター

9/8 桂歌丸・三遊亭円楽 二人会（提携事業） グリーンホール大ホール

8/27・8/28 調布よさこい2016 調布市内各地域

7/29 春風亭小朝独演会2016 ～夏の夜ばなし～ グリーンホール大ホール

7/9 第113回 調布寄席 道具入り芝居噺 怪談牡丹燈籠 グリーンホール小ホール

5/25 たづくりシアター寄席 その一 文化会館たづくり映像シアター

5/12 柳家小三治独演会（提携事業） グリーンホール大ホール

古典・伝統芸能

3/8～3/12 調布映画祭2017 文化会館たづくり、グリーンホール

12/10 フレッシュ名曲コンサート 山下一史指揮 周防亮介(vn)東京交響楽団 グリー
ンホール大ホール
随時 地域開放プログラム 調布市せんがわ劇場
随時 サンデー・マティネ・コンサートＰｌｕｓ＋ 調布市せんがわ劇場
随時 ファミリー音楽プログラム 調布市せんがわ劇場
通年 サンデー・マティネ・コンサート 調布市せんがわ劇場
通年 音楽アウトリーチ 市内各所

