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調布市文化・コミュニティ振興財団

chofu̲zaidan イベント情報メルマガ登録はコチラ➡

あなたは何色？ 好奇心を刺激するアート情報誌
調布市文化会館たづくり、グリーンホールをはじめ、調布市内で開催する
で開催する

今月の発売（発売日順）

※毎回、一週間の情報を中心にお届け

調布財団

検 索

芸術・文化イベント情報をお届けします。

◆茂木大輔の生で聴くのだめカンタービレの音楽会 vol.3
〜のだめ真夏のチャイコフスキー！〜
◆親と子のための読み聞かせコンサート
◆サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス
◆春風亭小朝独演会 2018 〜夏の夜ばなし〜
◆都響・調布シリーズ No.20
◆桐朋学園オーケストラ グリーンホール定期 vol.9

毎月 5 日発行（年12 回）各家庭のポストに直接お届けいたします
ます

〒182−0026 東京都調布市小島町 2−33−1 ☎042−441−6111（代表）
代表）

レコード・ジャケット展
−レコードパラダイス４−

問 調布エフエム放送株式会社

後援

展示室（たづくり1階）

調布市教育委員会

調布FM 83.8MHz

企画協力 株式会社ブルージェイ
協力

福音館書店

交通新聞社

調布市立図書館

山口マオさんの代表作「わにわに」シリーズの原画や版木を展示するほか、新作「ねこでんしゃ」の原画も初公開します。講演会や
ワークショップのほか「かるた大会」や「おはなし会」などの関連イベントも多数ご用意。
本展をとおして、原画ならではの味わい深さをお楽しみください。
⇒関連イベントは、
2面をご覧ください
※かるた大会、おはなし会の情報はＨＰをごらんください

042-483-0838

調布FM開局20周年を記念して、市民の皆さまから
提供していただいた4,000枚のレコードの中から
選りすぐりを展示します。昭和歌謡、演歌、
アイドル、
洋楽など、懐かしいLP、
シングル盤のジャケットの
数々をその時代背景とともに展示します。
日 4/1
（日）
〜4/15（日） 所 展示室
（たづくり1階）

関連イベント

公開収録

ステキなゲストをお呼びして、公開収録を行います。
日 4/7
（土）
・8
（日）
・14
（土）
・15
（日）各13：00〜
所 エントランスホール
（たづくり1階）

主催

調布エフエム放送株式会社

！
開催決定！
「映画のまち調布」がお届けする多摩地域
最大級の新たな映画・映像の祭典！

4/20（金）から投票受付開始！

⇒詳しくは、
2面上欄をご覧ください
広告

〔凡 例〕 問 …問合せ先

日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

対 …対象

講 …講師

監 …監督

演 …出演

定 …定員

費 …費用

締 …締切

申 …申込方法

持 …持ち物

HP …ホームページ

協 …協力

他 …その他

広告掲載（1枠 123,000 部 発行月30,000 円／ 275,000 部 発行月 60,000 円）のお申込みは、株式会社ホープ（092−716−1401）まで連絡。広報誌 財団報ぱれっとの配達依頼や配達辞退などについては、調布市新聞販売協働組合（042−488−4579）まで連絡。

シネマ

市民投票

4/20（金）からスタート！

「映画のまち調布」ならではの新たな映画賞は
あなたの一票で決まります！
！
問 コミュニケーション課

042-441-6171

「市民投票×映画技術者」の選考で受賞者を決定する、映画賞「映画のまち調布賞」
授賞式をはじめ、豪華ゲストトーク付きの映画上映会、 映画・映像展示やワークショッ
プ等、各種関連イベントを、約１か月にわたり開催します！
日 2019年2/16
（土）～3/10（日）
（予定）
所 たづくり、
グリーンホール、
イオンシネマ シアタス調布
共催

調布市

企画運営

ほか

費 有料 ※詳細は今秋発表します

映画のまち調布 シネマフェスティバル 2019 実行委員会

対象期間中に日本国内で公開された映画から、楽しかった、共感した、感動した等々、心に残っ
た作品を選び投票してください。上映可能な投票数上位約 10 作品を、
「映画のまち調布 シネマ
フェスティバル」で上映します。そして、その上映作品の中から、
「映画のまち調布賞」の技術部門、
作品部門の受賞者を決定します。

Ｃ Ｃ Ｆ のココが凄い！

スティバル
チョウフ シネマ フェ

企画運営は実行委員会が行いますが、
なんとその委員のほとんどが映画・映像関連企業のそ
うそうたる面々。
それもそのはず。調布は、2つの大きな撮影所のほか、多種多様な映画・映像
関連企業が40社以上集積する、国内屈指の映画のまち。そんな「映画のまち調布」がお届け
するCCFが面白くないはずはない！ということで実行委員の皆々様をご紹介します。
●

●

●

㈱アーク・システム、イオンエンターテイメント㈱、㈱石原プロモーション、㈱角川大映スタジ
オ、㈱ジェイコムイースト 調布局、㈱ジャンゴフィルム、高津装飾美術㈱、調布エフエム放送㈱、
調布市観光協会、調布市商工会、東映ラボ・テック㈱、㈱東京現像所、
トリエ京王調布、
日活調布撮影所、㈱マーブリング・ファインアーツ
（以上、五十音順）
、
調布市教育委員会、調布市、
（公財）調布市文化・コミュニティ振興財団 以上。

ア ート

山口マオ絵本原画展

※投票箱場所 ①調布市役所 2 階総合案内、②たづくり１階インフォメーション、
③グリーンホール 1 階チケット売場、④シアタス調布エントランス ⑤せんがわ劇場受付

■インターネットによる投票

HP（4/20開設）
入力フォームから必要事項を入力

※投票受付期間中にお一人 3 回（各回最大 3 作品まで記入可）投票できます。
（最大 9 作品に対して投票ができます）

他 投票には諸条件があります。
投票の諸条件、賞の種類、受賞者の選考方法等、詳しくはチラシまたは
HP をご覧ください。

「映画のまち調布 シネマフェスティバル2019」の開催、乞うご期待！
！

わにわに・ねこでんしゃ

山口マオ講演会
「わにのはなし」

関連イベント

問 たづくり事業課

042-441-6150

山口マオ木版画ワークショップ

わにわにシリーズの制作秘話など、ここでしか聴けない話が盛り沢山です。
日 4/28
（土）14：00

【投票受付期間】 4/20
（金）
～10/14（日）
【投票対象作品】 2017年10/1から2018年9/30までに国内の商業映画劇場で、有料で公開さ
れた日本映画 ※主な対象作品は、4/20以降、 HP に掲載
【投票できる方】 調布市内在住・在勤・在学の方
【投票方法】■投票用紙による投票

日 5/26
（土）
10：00
定 20人

所 第二創作室
（たづくり11階） 講 山ロマオ
（絵本作家）

費 1,000円
（材料費として） 締 5/7（月）必着
②氏名（フリガナ） ③年齢・学年 ④電話番号（連絡がつきやすい番号）
⑤調布市外在住で市内在学・在勤の方は学校名または勤務先名とその所在地を明記のう
え、
〒182-0026調布市小島町2-33-1 たづくり事業課「わにわに版画WS係」まで郵送。
【インターネット】HP の入力フォームから必要事項を入力
他 申込多数の場合は、
市内在住・在勤・在学の方を優先して抽選。抽選結果は、募集締
切日より１週間以内に当選者へのみ、
はがきまたはメールでお知らせします。

所 映像シアター
（たづくり8階）

対 小学校4年生以上

申【はがき】
①〒住所

講 山ロマオ
（絵本作家） 定 100人（先着）
申【電話】
042-441-6150（9:00～21:30）

調布市内の方 受付中 ※市内在勤・在学の方を含む
調布市外の方 4/6(金)9：00～
【インターネット】 HP の入力フォームから必要事項を入力

展示室（たづくり1階）展示スケジュール

※展覧会の名称は仮称です。
今後、
変更になる場合があります

問 たづくり事業課

042-441-6150

展示室（たづくり1階）
では、様々なアートをご紹介するとともに、
年間で開催する企画の中で、子どもから大人の方
タ ッ ク
までよりアートに親しんでいただける「ＴＡＣ（Tazukuri Art Communication）」プログラムを開催しています。

TAC（Tazukuri Art Communication）について

「ＴＡＣ」が提供するのは「体験」と「交感」のプログラムです。鑑賞するだけではなく、
ワーク
ショップやギャラリートークなど芸術普及イベントをとおして、
アートに関心を持つきっかけにな
ることを目指しています。皆様の多くのご来場をお待ちしています。
ひと

つ

やま

一ツ山チエ展

新しき村創立100周年記念「新しき村美術展」
11/3
（土・祝）
～12/9(日) 10:00～18:00

こよりにした新聞紙や紙紐を幾重にも重ね、ほぼ等身
大の動物を制作している造形作家 一ツ山さんによる展覧
会です。カバなどの巨大な動物を展示するほか、作家の
公開制作を間近で観覧することができます。

新しき村創立 100 周年を記念して、武者小路実篤が村の産物や風景を描いた画、村への
思いを託した書を中心に、100 年にわたる新しき村の芸術活動を紹介します。
同時期に、武者小路実篤記念館でも新しき村創立
100周年を記念した展覧会を開催しますので、あ
わせてご覧ください。

7/7
（土）
～8/26(日) 10:00～18:00

新聞紙をねじったり、
こよりにしたり、公開制作中の一ツ山
さんのお手伝いにも参加してみてください。
協力

共催

HITOTSUYAMA.STUDIO

や ま だ

は る こ

山田元子展

ワークショップ

ＷＳ開催地募集

開催可能な場所をご提供いただけるショップ、飲
食店のオーナーの皆様！ 出前授業、出張サービス
にお伺いします！
日 …日時
（期間） 所 …会場・場所

だ

あ

す

か

多田明日香展

12/22（土）～2/11(月・祝) 10:00～18:00

多田明日香さんの手がける抽象絵画のような
スカーフの作品を展示します。スカーフブランド
“La”
（ラ）は、色彩豊かな大判サイズ（900mm
× 900mm）で、インターネットやポップアップ
ストアでも、女性を中心に人気を博しています。
今回の展覧会のために制作された新作のほか、
ワークショップもお楽しみください。

STUDIO GEN

〔凡 例〕 問 …問合せ先

た

9/8
（土）
～10/21(日) 10:00～18:00

調布市在住の造形作家山田さんは、金属、木、大理石
を素材に人間の臓器や身体のパーツがモチーフの立体作
品を手がけています。大きな顔の作品に自分の顔を入れ
てみたり、触って楽しむこともできます。市内のアトリエ
で開催している造形教室も人気で、今回の展覧会でも関
連イベントとして様々なワークショップを開催します。
協力

武者小路実篤記念館

武者小路実篤「芽出たき仲間」淡彩画 1953 年 ＊新しき村 満三十五年記念てぬぐい原画

フィルム缶にアート！市内の端材や廃材をアートな目線で見直そう

「映画のまち調布」ならではの廃材であるフィルム缶をベースに、調布市内で集めた端材・廃材の中から好きな素材
を選び、飾りつけて作品をつくるＷＳです。廃材をとおして調布を知り、アートを身近に感じ、そしてアートを楽しむ“きっ
かけ”の場として開催しています。授業や福祉施設以外にも地域イベントや文化祭…様々な場面でご活用ください。
対 調布市内の学校、
福祉施設、
ショップ

ほか

他 詳細は HP または市施設などで配布している募集チラシをご覧ください。

監修

おお つき

こ

大月ヒロ子

対 …対象

講 …講師

監 …監督

演 …出演

定 …定員

費 …費用

締 …締切

申 …申込方法

持 …持ち物

HP …ホームページ

協 …協力

他 …その他

