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授賞式・
上映会

映画のまち調布
一緒に楽しもう

　　出張！映画資料室～「映画のまち調布」の
はじまり　旧日活・大映村と映画「花嫁日記」～
　旧日活・大映村に関する地図や資料、村があった時
代（昭和９～30年）の作品ポスターなどの展示や、昭
和９年に日活が移転してきたばかりの頃に旧日活・大
映村でロケを行った、日活のトーキー第一作「花嫁日
記」を展示会場内で上映します。
■期2月29日（土）～3月8日（日）　■時午前10時～午後７
時　■所文化会館たづくり２階南ギャラリー　
■問中央図書館☎441－6181

　ギャラリートーク
　旧日活・大映村の当時の様子や時代背景などを語る
ギャラリートークを開催します。
■日3月7日（土）午後１時30分～　■講宮嶋眞雄（旧日活・
大映村の会事務局長）、佐伯知紀（映画のまち調布シネ
マフェスティバル2020実行委員長）　■申当日直接会
場へ　■他入退場自由　■問中央図書館☎441－6181

■期3月8日（日）まで
■所文化会館たづくり、グリーンホール、イオンシネマ 
シアタス調布
■他詳細はシネマフェスティバル■HP参照
（下記2次元コードからアクセス可）
■問 (公財)調布市文化・コミュニティ振興財団文化・コ
ミュニティ事業課☎441－6150　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（文化生涯学習課）

　　　　
■程3月8日（日）　■■時・■内午前10時30分・「雲のむこう、約束
の場所」、午後０時30分・「秒速5センチメートル」、3時30
分・「星を追う子ども」※「秒速5センチメートル」上映後
トークショー　■講川口典孝（プロデューサー）、土居伸彰
（アニメーション研究・評論）　■所グリーンホール大ホー
ル　■費前売り500円　当日800円（３作品通し券）

―主な資料―
●映画関連図書約3万2000冊
●雑誌約110タイトル
●映画パンフレット約2400冊
●撮影台本約3000冊
●ポスター約3000枚
●スチール写真
●ロビーカード
　（映画の宣伝素材）

　調布はかつて“東洋のハリウッド”と呼ばれ、現在も映画・映像関連企業が集まってい
ます。市ではこれらの企業や市民団体と連携しながら、さまざまな方が映画を楽しめる
取り組みを進めています。一緒に「映画のまち調布」を楽しんでみませんか。

　調布FM放送の市制施行60周年記念ラジオ番
組の中で誕生したキャラクターです。「ガメラ」、
「調布」、「ラジオ」のそれぞれの頭文字を使って
「ガチョラ」と命名されました。

　「映画のまち調布賞」とは、　映画を作る人々が多く集ま
るまちだからこそ生まれた、技術スタッフの映画賞です。
■程2月29日（土）　■時・■内午後5時～・第２回「映画のまち調
布賞」授賞式、6時10分～・「Fukushima 50」先行特別上映
会　■所イオンシネマ シアタス調布　■費1400円

トークショー付き上映会　　

「羅生門」　■日2月29日（土）午前10時30分～　ゲスト
／竹内公一、安藤　篤（日本映画・テレビ美術監督協会）

「キングダム」　【音声ガイド（UDCast方式）付き】　
■日3月1日（日）午後3時30分～　ゲスト／斎藤岩男（美
術監督）　■保あり（要事前申し込み）

「こんな夜更けにバナナかよ　愛しき実話」　【音声ガ
イド（UDCast方式）、日本語字幕付き】　
■日3月7日（土）午前10時30分～　ゲスト／石塚慶生
（プロデューサー）※手話通訳付き

「アルキメデスの大戦」【音声ガイド（UDCast方式）付き】
■日3月8日（日）午後3時30分～　ゲスト／渋谷紀世子
（VFXディレクター）

特別上映会「天空の城ラピュタ」 
　スタジオジブリ制作の長編アニメー
ションを劇場で楽しめる貴重な機会で
す。
■期2月29日（土）～3月8日（日）
■所イオンシネマ シアタス調布
■費大人・大学生1100円、小学～高校生
1000円、幼児900円

　映画「アルキメデスの大戦」に登場
した戦艦大和の模型（120分の1ス
ケール）や、映画で使用された衣装、図
面、小道具、山崎 貴監督直筆の絵コン

テを展示します。
　また、「羅生門」のセット（10分の１スケール）や映
画賞受賞者の紹介パネルも展示します。
■期3月8日（日）まで　※一部2月29日（土）から
■所文化会館たづくり1階エントランスホール　■費無料

「映画のまち調布」
応援キャラクター

ガチョラ

　調布は都心からの利便性に優れているだけでなく、フィ
ルム現像に欠かせないきれいな水と土地、時代劇に適した
土手などの風景があったことから、昭和８年に多摩川撮影
所（現在の角川大映スタジオ）が作られました。昭和30年
代の日本映画全盛期には、大映・日活に加えて中央映画撮
影所（昭和35年撤退）の３カ所で映画が制作され、調布は
東洋のハリウッドと呼ばれるようになりました。
　現在も市内には、角川大映スタジオや日活調布撮影所を
はじめ、現像所や小道具の会社など、40社以上の映画・映
像関連企業が集まっています。

「映画のまち調布」の歴史

市区町村立図書館としては
全国有数の所蔵数！映画資料室

映画を創る力　つなぐ　未来へ

　　　　　　　　　　　　

―主な資料―
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■問産業振興課☎481－7184

第2回「映画のまち調布賞」 授賞式と
「Fukushima 50」先行特別上映会

UDCastとは　目や耳の不自由な方、外国の方も一緒に映画を楽しめる
サービスです。専用アプリ「UDCast」をダウンロードした携帯機器に、音声
ガイドや字幕が提供されます。
　なお、イオンシネマ シアタス調布では、耳の不自由な方向けに、一部の
UDCast対応作品の字幕ガイド用メガネの貸し出しを無料で行っています。
■問イオンシネマ シアタス調布☎490－0039

　上映会や「映画のまち調布賞」授賞式をはじ
め、展示やワークショップなど、各種関連イベ
ントを約1カ月にわたり開催する映画のお祭り
です。

原作小説と絵コンテなど
の映画の資料を比べるの
もおすすめです

日活撮影所と日活村（昭和9年頃）　
提供：旧日活・大映村の会

石原裕次郎
の手型

調布駅

撮影台本

関連
イベント

上映会

上映会 ■所文化会館たづくり2階
　くすのきホール　
■費前売り500円、当日800円
■他購入方法はシネマフェスティバル■HP参照

新海 誠監督作品上映会 

フ　 ク　  シ　  マ　フィフティ　

「Fukushima 50」（フクシマフィフティ）
© 2020「Fukushima 50」製作委員会
3月6日（金） 全国公開
配給：松竹　KADOKAWA

　中央図書館５階の映画資料室では、角川大映スタジオや日活調布
撮影所関連資料を中心に、さまざまな資料を収集・展示しています。
子どもから映画の研究者まで広く利用されています。　
■問中央図書館☎441－6181

調布最大の映画のお祭りが開催中

他にもまだまだイベントあります！10面へ

ⓒ2CORPORATION ACPAV INC. 2018

ⓒ日活　ⓒKADOKAWA

　　市立図書館
シネマフェスティバル上映作品関連展示 
　各図書館で今回のシネマフェスティバル上映作品
に関連した資料のコーナーを設置します。
■問中央図書館☎441－6181

　昭和８年に始まって以来、毎年30万
人以上が訪れる調布の花火。平成26年
からは「映画のまち」を冠し開催してい
ます。音楽と花火がコラボレートする
「ハナビリュージョン」では、映画音楽
を使用するなど、見て・聞いて楽しい花
火です。

遊びに
来てね！

巡ろう

見よう

巡ろう

巡ろう

学ぼう

　映画やテレビドラマなどを通じて市内の風景を市内外にPRすることを目的に、フィルム
コミッション事業（撮影支援）を行っています。この事業では、映画・テレビ・CMなどの映
像制作などを支援するため、各種情報提供やサービスを行っています。

　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・グルメ情報なども掲載しました。
配布場所／産業振興課、調布市観光案内所「ぬくもりステーション」（土・日曜日、祝日午前９時
～午後４時）ほか

　調布駅で日活映画俳優の手型モニュメントを展示
しています。

　制作会社からエキストラの募集があった際、登録者
に募集情報をご案内します。映像出演を通じて、調布市
のPRにご協力ください。
■対市内在住・在勤・在学の方
■申申請書（産業振興課で配布または市■HPから印刷可）を
直接または郵送、Eメールで〒182-8511市役所３階
産業振興課 ■E kankou@w2.city.chofu.tokyo.jpへ

撮影された作品
●ドラマ「パーフェクトワールド」（2019年）
　市役所に婚姻届を提出するシーンが文
化会館たづくりで撮影されました。
■演松坂桃李、山本美月ほか

●劇場版「おっさんずラブ LOVE or DEAD」
（2019年）

　オープニングシーンが菊野台の野川沿いで撮
影されました。
■演田中　圭、吉田鋼太郎ほか

調布観光ナビ■HPでは、撮影実績を
随時更新しています
（右記2次元コードからアクセス可）

手型モニュメント

親子でも
友達同士でも
楽しめるね

調布市・狛江市・日の出町ロケ地マップ

出演
しよう

市民エキストラ登録者
募集中「映画のまち調布」をPR

撮影シーンを
再現するなら
春に行くべし

あの名俳優たちと
手の大きさを
比べてみませんか

どこにあるか
探してみよう

当時から
大規模でした

一両だけの京王線
など、当時をうか
がえる映像が随所
に流れます

撮影台本には
書き込みも
残っています
書き込みも書き込みも
残っています

原作小説と絵コンテなど
の映画の資料を比べるの

今年も
イベント盛り
だくさん！

東洋のハリウッド

シネマフェスティバル 2

3

1

こんガチョラー！

デザインマンホール
　角川大映スタジオと日活調布撮影所の協力を得て4種類のデ
ザインマンホールを作成しました。　
■所調布駅南側ロータリー　■他歩道上のため写真撮影の際は通行
の妨げにならないよう注意　■問下水道課☎481－7228
　

産業振興課（市役所３階）
では、ドラマで実際に
使われた直筆の婚姻届を
展示中

調布観光ナビ
随時更新しています
（右記2次元コードからアクセス可）

　　ケベックシネマセレクション
　調布市とカナダ・ケベック州による映画産業などの
包括連携に関する共同宣言に基づき、カナダ・ケベッ
ク州の話題作の上映会と、ケベック映画に関するプチ
講座を開催します。　
■日３月８日（日）午後２時～４時
■所文化会館たづくり12階大会議場
上映作品／「さよなら、退屈なレオニー」（2018年／
96分）　■講杉原賢彦（目白大学准教授）　■定当日先着
100人　■費無料　■他茶菓子付き　
■問産業振興課☎481－7180

©1986 Studio Ghibli

第8回映画のまち調布花火フォトコンテスト最優秀賞受賞作品「繚乱」
りょうらん

花火でも

提供：日活株式会社

よしたか


