
　今回は調布市民文化祭に参加する４団体の活動を紹介します。　
調布の芸術文化に触れに市民文化祭に出掛けたり、加盟団体の活動に参加してみませんか。

　調布市民文化祭を主催する
など、市の芸術・文化の振興を
通して、市民の文化生活の向上
や加盟団体の発展を目的に活
動しています。現在、芸術・文化
に関する22の団体が加盟して

います。市民への芸術文化の普及をはじめ、文化
活動に関するさまざまな事業を行っています。

●た文化会館たづくり　●ググリーンホール凡 例

第64回調布市民文化祭 10月17日㈭～11月17日㈰

新しい時代へ、繋いでいこう文化の道新しい時代へ、繋いでいこう文化の道
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■問第64回調布市民文化祭実行委員会☎441－6196（文化会館たづくり６階調布市文化協会）        （文化生涯学習課）

展覧・展示の部
●エスペラント展
■　日１０月１９日㈯ 午前１１時～午後４時・２０日㈰ 午前
１０時～午後３時　■所市役所前庭
運営／調布エスペラント会

●絵画展
■　日１１月１２日㈫～１７日㈰ 午前１０時～午後５時（初
日午後０時３０分から）　
■所 ●た２階南・北ギャラリー　
運営／調布市美術協会

●工芸美術展
■　日１１月５日㈫～１０日㈰ 午前１０時～午後６時（初日
正午から、最終日５時まで）　
■所 ●た２階南・北ギャラリー
運営／調布工芸美術協会　

●小・中学生書道展
■　日１０月３１日㈭～１１月４日㉁ 午前１０時～午後９時
３０分（最終日３時まで）
■所 ●た11階みんなの広場　
運営／調布市書道連盟

●書道展
■　日１０月３０日㈬～１１月４日㉁ 午前１０時～午後６時
（初日正午から、最終日５時まで）　
■所 ●た２階南・北ギャラリー　
運営／調布市書道連盟

●いけばな展
■　日１０月２６日㈯ 午前１０時～午後６時・２７日㈰ 午前
１０時～午後５時　■所 ●た２階南・北ギャラリー
運営／調布市いけばな連盟

●フラワーデザイン展
■　日１０月２０日㈰ ～２４日㈭ 午前１０時～午後６時（最
終日５時まで）　■所 ●た２階北ギャラリー
運営／調布市フラワーデザイン協会

●写真展
■　日１０月１９日㈯ ～２４日㈭ 午前１０時～午後６時（初
日正午から、最終日５時まで）　
■所  ●た 2階南ギャラリー　運営／調布写真連盟

大会・発表の部
●アマチュア無線の公開運用
■　日１０月１９日㈯ 午前１１時～午後４時・２０日㈰ 午前
１０時～午後３時　■所市役所前庭
運営／調布アマチュア無線クラブ

●琵琶邦楽演奏会
■　日１０月１９日㈯ 午後１時～５時
■所 ●グ 小ホール
運営／調布琵琶邦楽協会  

●大正琴発表会
■　日１０月２０日㈰ 午後１時～４時
■所 ●た２階くすのきホール
運営／調布市大正琴連盟

●民謡舞踊・新舞踊発表会
■　日１０月２６日㈯ 午前１１時～午後５時
■所 ●グ 大ホール
運営／調布市民謡舞踊好友会

●市民囲碁大会
■　日 １０月２７日㈰ 午前１０時～午後６時（受付９時１５分
から）　■所 ●た1階むらさきホール　
運営／調布囲碁連盟

●演劇祭
■　程 １０月２６日㈯ 　■　時昼の部：午後１時～、夜の部：
午後５時～　■所 ●た２階くすのきホール　
運営／調布市演劇協会

●吟剣詩舞発表会
■　日１０月２７日㈰ 午前１０時～午後５時
■所 ●た2階くすのきホール　
運営／調布市吟剣詩舞道連盟

●音楽祭
■　日１０月２７日㈰ 午後０時３０分～５時３０分
■所 ●グ 大ホール
運営／調布市音楽連盟

●奇術発表会
■　日１１月２日㈯ 午後１時３０分～４時
■所 ●グ 小ホール
運営／調布市奇術協会

●お茶会
■　日１１月３日㈷ 午前１０時～午後３時
■所 ●た 10 階百日紅、1001・1002学習室　
運営／調布市茶道連盟

●ハワイアンフラフェスティバル
■　日１１月３日㈷ 午後０時３０分～５時　
■所 ●グ大ホール　
運営／調布市ハワイアンフラ協会

●民謡発表会
■　日１１月９日㈯ 午前１０時～午後５時３０分　
■所 ●た ２階くすのきホール
運営／調布市民謡連盟

●箏・三絃・尺八による三曲演奏会
■　日１１月１０日㈰ 午前１１時～午後６時
■所 ●た ２階くすのきホール
運営／調布三曲協会

●バレエ・フェスティバル
■　日１１月１０日㈰ 午後３時～６時
■所 ●グ 大ホール
運営／調布洋舞協会

●クラシックギター発表会
■　日１１月１０日㈰ 午後２時～５時
■所 ●た１階むらさきホール
運営／電気通信大学古典ギター部

●市民将棋大会
■　日１１月１７日㈰ 午前１０時～午後５時３０分（受付
９時２０分から）　■所 ●た１階むらさきホール
運営／調布市将棋連盟

●歌謡発表会
■　日１１月１７日㈰ 午前１０時３０分～午後７時　
■所 ●た２階くすのきホール
運営／調布市歌謡同好会連盟

●吹奏楽演奏会
■　日１１月１７日㈰ 午後３時３０分～５時
■所 ●グ 大ホール
運営／調布市青少年吹奏楽団

　文化祭のインフォメーション、市内の芸術文化団体による
いけばな、工芸などの手作り体験、囲碁･将棋の指導、フラダ

ンス・吹奏楽・舞踊などのステージ、市内の飲食物の販売などを行います。
■　日 10月19日㈯ 午前11時～午後４時・20日㈰ 午前10時～午後3時　■　所 市役所前庭

文化フェスタ開会式・アトラクション

調布の芸術文化に触れる調布の芸術文化に触れる
■　日１０月１７日㈭午後６時～７時３０分　■　所     ●た2階くすのきホール
■　演 飯守朝子（ヴァイオリン）、五十嵐薫子（ピアノ）

　民謡舞踊や新舞踊を踊って楽しむ団体の集まりです。日本各
地に伝わる民謡舞踊や歌謡曲に合わせて踊る新舞などを、幼
児から高齢者まで幅広い年齢の方が日頃から練習しています。
地に伝わる民謡舞踊や歌謡曲に合わせて踊る新舞などを、幼
児から高齢者まで幅広い年齢の方が日頃から練習しています。

　パソコンなどで文字を打つ機会が多い中で
手書き文字を見ると、人の温もりを感じ心が
ほっと安心しませんか。そんな心を、書道作品
を通じて感じられます。

第64回調布市民文化祭 

新新新新新
活動を
見たい

　文化協会では東京2020大会に向けて東京五輪
音頭のプロモーションビデオを作成中です。完成
後、市■　HPなどでお知らせしますのでお楽しみに。

　調布スクラムフェスティバルでも、うちわを使っ
た書道体験やいけばな体験などを行いました。当
日はたくさんの方が体験を行い大盛況でした。

　調布市民文化祭を主催する
など、市の芸術・文化の振興を
通して、市民の文化生活の向上
や加盟団体の発展を目的に活
動しています。現在、芸術・文化
に関する22の団体が加盟して

文化協会は
何を

しているの

●調布市民文化祭の企画・運営(詳細は9面を参照)
●初心者を対象にした出前講座「実技講座」
　（10団体・10講座）を実施
●生涯学習講演会　●調布よさこいへの協力
●地域での生涯学習ボランティア活動　など

参加したい加盟団体の代表者に連
絡してください。加盟団体の代表
者の連絡先などは調布市文化協会
■　HPをご覧ください(右記2次元コー
ドからもアクセス可)

私も
参加して
みたい

調布市いけばな連盟

調布市書道連盟

東京五輪音頭-2020- 
調布バージョンPV
(プロモーションビデオ)作成中

調布スクラム
フェスティバルでも
活動しました

文化協会では東京2020大会に向けて東京五輪

　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。この恵まれた環境を活かしながら、すべての市民が豊かな芸術
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への宣言です。

　年に2回、春のいけばな展と秋の文化祭の華
展を文化会館たづくりの南・北ギャラリーで開
催しています。美しい花に触れることで華やぎ
と安らぎを感じることができます。

いろんなところで
いけばなの良さを
伝えています。

昨年度は
調布駅前広場で
パフォーマンス

お祭りでも

踊りを披露

しています。

......................................

......................................

豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言とは

芸術文化
の秋

芸術文化
の秋

〜

　陶芸、染色、七宝、袋物、鎌倉彫、パッチワーク、
パーチメント、籐工芸、トールペイント、押花、ガラス
など各種工芸品の製作、指導する方の集まりです。

　陶芸、染色、七宝、袋物、鎌倉彫、パッチワーク、　陶芸、染色、七宝、袋物、鎌倉彫、パッチワーク、
パーチメント、籐工芸、トールペイント、押花、ガラス
など各種工芸品の製作、指導する方の集まりです。

　陶芸、染色、七宝、袋物、鎌倉彫、パッチワーク、

一点一点丹精
込めて造られた
作品を展示

こんな
団体が参加
します

調布市いけばな連盟
10／26㈯・27㈰：展示

調布工芸美術協会
11／5㈫～10㈰：展示

調布市民謡舞踊好友会
10／26㈯：発表会

調布市書道連盟
10／30㈬～11／4㉁：展示

　展覧・展示、発表の様子

調布市ハワイアンフラ協会 調布市フラワーデザイン協会 調布市演劇協会 調布市奇術協会

調布市文化協会　　小島町2-33-1文化会館たづくり6階☎441-6196　■　FAX 426-9833　　　　　 （文化生涯学習課）■問 ■所

 【8】　No.1640 令和元（2019）年10月5日 　 【9】　  　特　集 特　集

　午後3時30分～（5分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります　
〈5日号〉 10月5日～11日　職員インタビュー、イベントリポートなど
〈12日号〉10月12日～19日　職員インタビュー、イベントリポートなど

放送時間　毎日正午～、午後4時～、8時～（各30分）J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」 ※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります


