
J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」 　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
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「映画のまち調布」

▲

応援キャラクター　ガチョラ

■日3月5日（土）午後3時～
■所イオンシネマ シアタス調布
■内製作スタッフが当時の製作過程や想いを語ります。
■費全席指定4000円（ワンドリンク付き）
■問イオンシネマ シアタス調布☎490－0039

上映会／「今はちょっと、ついてないだけ」
■時午後6時10分～
■費1400円（授賞式・上映通し券）
■演トークゲスト／柴山健次（監督）、玉山鉄二
■他1月21日（金）からチケット発売。
詳細は映画のまち調布 シネマフェスティ
バル■HP（右のQRコードからアクセス可）

「男たちの大和／YAMATO」
　功労賞受賞の根岸誠さんがテクニカルコー
ディネーターとして携わった名画「男たちの
大和/YAMATO」を35㎜フィルムで上映します。
■日3月4日（金）午前10時30分～
■演トークゲスト：根岸　誠（テクニカルコーディネー
ター）

展示

上映

イベント
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上映・ ちょうふ親子映画上映会

上映

特別
上映
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　上映時間は、イオンシネマ シアタス調
布■HPをご覧ください。
■費大人、大学生1100円、小学生～高校生
1000円、幼児900円
■期2月26日（土）～3月6日（日）

「魔女の宅急便」
　スタジオジブリ製作「魔女の宅
急便」を特別上映します。大人から
子どもまで多くの人に愛され続け
ている名作アニメーションを映画
館で楽しめる貴重な機会です。

水木しげる生誕100周年記念
「ゲゲゲの鬼太郎 」 
第3期アニメ映画＆TV上映
　今年の3月に、生誕100周年を迎える調布市
名誉市民・水木しげるさんの代表作「ゲゲゲの
鬼太郎」のアニメ映画とTVアニメを特別上映
します。シリーズでも屈指の人気を誇るTVア
ニメ第3期(1985－1988年放送)の作品を映
画館で視聴できる貴重な機会です。
■期2月11日（祝）～24日（木）
※2月11日（祝）は声優によるトークショー付
上映を開催　（特別料金）

上映作品／
①映画「ゲゲゲの鬼太郎 最強妖怪
軍団!日本上陸‼」
（49分／1986年7月12日公開）

②映画「ゲゲゲの鬼太郎 激突‼異
次元妖怪の大反乱 」
（48分／1986年12月20日公開）

③TVアニメ 「ゲゲゲの鬼太郎」第3
期 第6話「地獄行!幽霊電車‼」
（Twitter アンケート選定作品）

文化会館たづくり上映作品
発売日：【アートプラス会員】発売中　
【一般】1月21日（金）　

●チケットCHOFU
☎481－7222（午前9時～午後7時）
調布市文化・コミュニティ振興財団■HPから購入可
（右上のQRコードからアクセス可）　
●チケットぴあ
☎0570‒02‒9999【Ｐコード551-887】

イオンシネマ シアタス調布上映作品
●e席リザーブ
イオンシネマ シアタス調布■HPから購入可
（右のQRコードからアクセス可）　
●劇場窓口
劇場ロビーチケット売り場または
自動券売機で購入可

「花束みたいな恋をした」
■日2月27日（日）午後3時30分～

「天外者」
■日3月4日（金）午後3時～
■演トークゲスト：田中光敏（監督）

「劇場版「鬼滅の刃」無限列車編」
■日2月27日（日）午前10時30分～　■他  PG12

「るろうに剣心　
最終章 The Beginning」　
■日3月５日（土）午前10時30分～

「東京リベンジャーズ」　
■日3月５日（土）午後3時30分～　■他  PG12
■演トークゲスト：英 勉（監督）

「浅田家！」
■日3月6日（日）午前10時30分～
■他日本語字幕・音声ガイド付
■演トークゲスト：中野量太（監督）、上野聡一（編集）

「ヤクザと家族 The Family」
■日3月6日（日）午後3時30分～ 
■他 PG12・日本語字幕付

　映画製作に関わるスタッフの仕事を、撮影現場の
写真やコンセプトアートのほか、衣装、小道具などを
通して紹介します。
■期2月11日(祝)～3月6日（日）　
■所文化会館たづくり1階エントランスホール
■問調布市文化・コミュニティ振興財団☎441－6150

　「映画館」をテーマに、所蔵資料を展示します。ま
た、撮影監督前田米造氏の追悼展示を行います。
■問調布市立図書館☎441－6181

②調布地区にて発見された
　映画資料でみる映画のスタッフワーク
　最新の調査で発見された、映画製作スタッフの書き
込みがある台本、美術セット図面などを紹介します。
■問調布市文化・コミュニティ振興財団☎441－6150
①②共に
■日2月26日(土)～3月6日（日）午前10時～午後7時
■所文化会館たづくり2階南・北ギャラリー

■日2月25日（金）午後6時30分～
■所文化会館たづくり2階くすのきホール
■演柳沢正史（ジャズ・映画・真空管アンプ愛好家）
■申■問文化生涯学習課☎481－7139・7745
（右のQRコードよりアクセス可）

■日2月27日（日）
①午前10時30分～
②午後2時30分～
上映作品（映画）／
①「新しい街  ヴィル・ヌーヴ」
（76分／2020年9月12日公開）

②「やすらぎの森」
（126分／2021年5月21日公開）

■所文化会館たづくり12階大会議場
■問産業振興課☎481－7184

　人気投票と映画技術者の選考で受賞者を決定する「第4回映画のまち調布賞」授賞式や、映画製
作の技術スタッフ、監督のトークショー付きの映画上映会、展示、ワークショップなど、さまざまな
イベントを開催します。素晴らしい映画製作の技術を未来につなげる映画祭です。

文化会館たづくり、イオンシネマ シアタス調布

©2020「浅田家！」製作委員会

ⓒ2022映画「今はちょっと、ついてないだけ」製作委員会

■費前売券500円　当日券800円

受賞作品と人気投票の上位作品を上映

4月全国
ロードショー

　映画製作の現場を支える技術者や製作会社
など「映画のつくり手」に贈る賞です。日本映画
人気投票により決定した、作品賞・技術部門５
賞（撮影・照明・録音・美術・編集）・功労賞の作り
手を表彰します。
※受賞対象、選考方法、ノミネート作品などは
映画のまち調布 シネマフェスティバル■HP参照

チケットの購入方法

新型コロナウイルス感染症の状況により、入場者上限は変更する可能性があり。

受賞者発表
●録音賞
加藤大和
「花束みたいな
恋をした」　

●美術賞
橋本　創
「るろうに剣心 
最終章 The 
Beginning」　

●編集賞
上野聡一
「浅田家！」

●撮影賞　
鎌苅洋一
「花束みたいな
恋をした」

●照明賞
平山達弥
「ヤクザと家族 
The Family」

●功労賞
根岸　誠
「男たちの
大和／
YAMATO」

© 1989 角野栄子・Studio Ghibli・N

「映画のまち調布」

▲

応援キャラクター　ガチョラ

at
2月11日●～3月6日●祝 日

授賞式・
先行特別上映

撮影賞 作品賞録音賞

編集賞

功労賞

照明賞

美術賞

at  文化会館たづくり2階くすのきホール　

at  イオンシネマ シアタス調布　

at  イオンシネマ シアタス調布　
日本映画人気投票 第１位

第2位

第3位

イオンシネマ シアタス調布特別上映 「ファーザー」
　2021年アカデミー賞で、主演男優賞と脚
色賞を受賞した作品です。

「レディ・バード」
　2018年ゴールデン・グローブ賞で、作品賞
と主演女優賞を受賞した作品です。
■他  PG12

　親子で楽しめるアニメ
映画上映会と子ども向け
ワークショップを同時開
催します。
■日2月23日（祝）　
■所文化会館たづくり2階くすのきホール
■申事前申込制多数抽選（右のQRコード
よりアクセス可）
■問産業振興課☎481－7184

©水木プロ・東映アニメーション

©NEW ZEALAND TRUST CORPORATION AS TRUSTEE FOR 
ELAROF CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 
TRADEMARK FATHER LIMITED F COMME FILM CINE-@ 
ORANGE STUDIO 2020

©2017 InterActiveCorp Films, LLC.／Merie 
Wallace, courtesy of A24

最新情報は映画のまち調布　シネマフェスティバル■HPをご覧ください。
この他のイベント、上映、展示など

©角川大映スタジオ

柳沢正史「真空管アンプで聴く
映画と音楽の素敵な出逢い」

CINE＿WORKS展
映画のまち調布賞受賞者紹介展示

展示
①出張！映画資料室
　さあ、映画を見にいこう
　ー調布の映画館今昔ー

ケベックシネマセレクション

「激走戦隊カーレンジャー」
DVD COLLECTION発売記念イベント
「集まれ！ゴールド免許運転者」

関連イベントも
いっぱい！

【8】　No.1702

※PG12の場合、12歳未満の方は保護者の助言・指導が必要です。

ワーク
ショップ

映画賞授賞式／■時午後5時～　
■日2月26日（土）　

©L'unité centrale

〈20日号〉
放送時間

１月20日～31日 職員インタビュー、「見て、聞いて、知って、行ってみよう」など
毎日正午～、午後４時～、８時～（各30分）※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

■問（公財）調布市文化・コミュニティ振興財団☎441－6150　　　　（文化生涯学習課）

映画のまちシネマフェスティバル 2022　　映画のまちの映画のお祭り
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