
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共催事業・独自事業（コミュニケーション事業）報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



１  共催事業・独自事業（コミュニケーション事業）
（１）　芸術振興事業
　　ア　音楽祭事業

平成28年６月22日
～平成28年６月26日

平成28年６月22日
午後４時～ 枚

席
平成28年６月24日
午後６時30分～ 枚

席
平成28年６月25日 人
午前10時30分～

平成28年６月25日 人
午前11時～

平成28年６月26日 人
午前11時～
平成28年６月25日 人
午前11時～

平成28年６月26日 人
午前11時～
平成28年６月25日 人
午後零時～
午後２時～

平成28年６月26日 人
午後零時～
午後２時～
平成28年６月25日
午前11時～ 枚

席

平成28年６月25日
午後１時～ 枚

席

平成28年６月25日
午後２時～ 枚

席

平成28年６月25日
午後７時～ 枚

グリーンホール正面入口前（屋外）
調布駅南口駅前広場
出演：公募市民演奏家 ２組

（水）
145

有効座席数145

オープンステージ （土） 延べ505

延べ615

たづくりエントランスホール
出演：公募市民演奏家 12組
入場無料

（日）

オープニング・セレモニー （土） 延べ100

（土）
456

有効座席数456

たづくりくすのきホール
出演：鈴木優人（指揮・フォルテピ
アノ）、アンサンブル･ジェネシス
（管弦楽）、松井亜希（ソプラ
ノ）、臼木あい（ソプラノ）、高橋
維（ソプラノ）、小倉貴久子（フォ
ルテピアノ）、森下　唯（フォルテ
ピアノ）
全席指定　5,000円
※保育申込み　０人

延べ780

延べ800

たづくりむらさきホール
出演：桐朋学園大学音楽学部学生、
卒業生 12組
入場無料（日）

事　業　名 実　施　日 入 場 者 等 備       考

深大寺　本堂
出演：鈴木雅明（チェンバロ）、若
松夏美（ヴァイオリン）
全席自由　4,500円

鈴木雅明×下野竜也×フェス
ティバル･オーケストラ
（保育付き）

（土）
440

有効座席数706

（日）

山下洋輔 ジャズ･ナイト
（保育付き）

（金）

調布音楽祭２０１６
Ｃｈｏｆｕ Ｍｕｓｉｃ
Ｆｅｓｔｉｖａｌ

（水） 協力：桐朋学園大学
後援：調布市教育委員会、調布市国
際交流協会、京王電鉄株式会社
協賛：16社
サポート事業者：店舗協力　10社、
広報協力　６社（団体）
市民ボランティア：チームＣＭＦ
34人

（日）

鈴木雅明＆若松夏美
ｉｎ 深大寺

483

有効座席数483

たづくりくすのきホール
出演：山下洋輔（ピアノ）
全席指定　4,500円
※保育申込み　０人
たづくりエントランスホール
出演：鈴木優人（エグゼクティブプ
ロデューサー）、鈴木雅明（監修）
ほか
入場無料

グリーンホール大ホール
出演：鈴木雅明（指揮）、下野竜也
（指揮）、フェスティバル・オーケ
ストラ（弦楽）
全席指定　Ｓ席　3,000円
　　　　　Ａ席　1,500円
※保育申込み　０人

ピアノ組み立てコンサート （土）
198

有効座席数198

グリーンホール小ホール
出演：ピアニート公爵（ピアノ）、
岩崎　俊（調律師）
全席自由　一般　1,500円
３歳～小学生以下　500円
２歳以下　　　　　 無料

（土）
198

有効座席数198

グリーンホール小ホール
出演：桐朋学園大学音楽学部打楽器
科
全席自由　一般　1,500円
３歳～小学生以下　500円
２歳以下　 　　　　無料

生誕２６０年　モーツァル
ト・ガラ・コンサート
〜再現　１７８３年ウィー
ン・ブルク劇場公演〜
（保育付き）

たたいてあそぼう２０１６
～三つ子のリズム魂　百ま
で～

ミュージックカフェ （土）

ウェルカムコンサート （土） 延べ250

延べ250
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席

平成28年６月26日
午前11時～ 枚

席

午後１時～ 枚

席
平成28年６月26日
午後２時～ 枚

席

平成28年６月26日
午後５時～ 枚

席

　　イ　市内アウトリーチ事業

平成28年５月22日 人
午前11時～

平成28年６月12日 人
午後１時45分～

平成28年６月20日 人
午後３時～

平成28年７月２日 310 人
午後１時～

平成28年７月２日 50 人
午後３時～

平成28年９月30日 2,000 人
午後５時30分～

晃華学園中学高等学校マリアンホー
ル
出演：桐朋学園大学打楽器科アンサ
ンブル（マリンバ、ヴィブラフォン
など）
※ミュージックカフェ出演者
協力：上ノ原まちづくりの会（会場
提供、広報協力）

30（月） 奏音の小箱
出演：Ｆｏｒｅｔ Ｓａｘｏｐｈｏｎ
ｅ　Ｑｕａｒｔｅｔ、Ｅｎｓｅｍｂ
ｌｅ　Ａｌｂａ
※オープンステージ出演者
協力：奏音の小箱（会場提供）
入間１丁目自治会（広報協力）

ＰＲＥＳＥＮＴＥＤ
ＢＹ　調布音楽祭
出張ステージｉｎ仙川
～親子で楽しむクラシック～

（金） 調布駅前公園（通称：タコ公園）
内容：野外上映会（「エリック・
カールコレクションⅠ・Ⅱ」「ミッ
キーマウスのおたんじょう日」、タ
コ公園の歴史を振り返るスライド
ショー）
協力：調布市郷土博物館、調布市広
報課、ＮＰＯ法人ちょうふ子育て
ネットワーク・ちょこネット

（日） 62

櫻田 亮の「カッチーニ！ロッ
シーニ！プッチーニ！」
（保育付き）

（日）
376

有効座席数448

たづくりくすのきホール
出演：櫻田　亮（テノール）、林美
智子（メゾ･ソプラノ）、西山まりえ
（ハープ）、古藤田みゆき（ピア
ノ）
全席指定　3,500円
※保育申込み　１人

バッハ･コレギウム･ジャパン
《水上の音楽》
（保育付き）

（日）

出張ステージｉｎ若葉の杜の
音楽会

（土） 若葉小学校体育館
出演：一村誠也、一村誠子
協力：若葉小学校地区協議会

977

有効座席数1,217

グリーンホール大ホール
出演：鈴木雅明（指揮）、バッハ・
コレギウム・ジャパン（管弦楽）
全席指定　SS席　6,000円
　　　　　Ｓ席　5,000円
　　　　　Ａ席　4,000円
　　　　　Ｂ席　3,000円
※保育申込み　０人

鈴木雅明×下野竜也×フェス
ティバル･オーケストラ
（保育付き）

440

有効座席数706

199

有効座席数200

168

有効座席数200

グリーンホール小ホール
出演：スギテツ
全席自由　一般　1,500円
３歳～小学生以下　500円
２歳以下　　　　　 無料

グリーンホール大ホール
出演：鈴木雅明（指揮）、下野竜也
（指揮）、フェスティバル・オーケ
ストラ（弦楽）
全席指定　Ｓ席　3,000円
　　　　　Ａ席　1,500円
※保育申込み　０人

スギテツ　愛と笑いのクラ
シック！

出前寄席ｉｎ西調布
～納涼らくご会～

（土） 西光寺
出演：林家彦丸
協力：第三小学校地区まちづくり協
議会

さよならタコ公園
～映画のまちの公園で野外上
映～

（日）

事　業　名 実　施　日 入 場 者 備       考
ＰＲＥＳＥＮＴＥＤ
ＢＹ　調布音楽祭
出張ステージｉｎ入間

入間地域福祉センター
出演：ＣＬ☆Ａｃｔｉｏｎ（クラリ
ネットアンサンブル）
※ミュージックカフェ出演者
協力：入間１丁目自治会（会場提
供、広報協力）

ＰＲＥＳＥＮＴＥＤ
ＢＹ　調布音楽祭
出張ステージｉｎ上ノ原

（日） 320
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平成28年10月15日 35 人
午後３時～

平成28年11月27日 37 人
午後２時～

平成28年12月10日 231 人
午後４時20分～

平成28年12月22日 53 人
午後５時15分～

平成29年２月21日 41 人

午後３時～
平成29年２月23日

48 人
①午後３時～

②午後７時～ 41 人

　　ウ　共催等事業
 （ｱ） 協定事業

平成28年５月27日
午後２時～ 人

人
人

平成28年７月２日
午後２時～ 枚

席

平成28年９月14日
午後３時30分～ 人

人
人

平成28年11月11日
午後７時～ 枚

席

平成28年12月22日
午後２時～ 人

席

 （ｲ） 後援事業

33 件

出張ステージＩＮ白百合女子
大学

（土） 白百合女子大学
出演：村山愛也佳（ピアノ）、新宮
有香子（ソプラノ）、甚目和夏
（ヴァイオリン）、渡邊聖華（トラ
ンペット）
協力：白百合女子大学

（木）

（木） ひまわり保育園
出演：羽子岡智美（バイオリン）、
大城　愛（フルート）、野村梨沙
（ピアノ）
協力：ひまわり保育園

レクチャー　狂言を楽しむ
ｉｎ仙川

（火） 調布市せんがわ劇場
出演：善竹大二郎
協力：調布市せんがわ劇場

（木） 調布市せんがわ劇場
出演：坂本頼光
協力：調布市せんがわ劇場

事　業　名 実　施　日

グリーンホール小ホール
出演：重岡麻衣（バッハ・コレギウ
ム・ジャパン）
入場無料
協定：バッハ・コレギウム・ジャパ
ン

参 加 者 等 備       考
（金）

465

有効座席数765

270

募集数500
申込み311

グリーンホール大ホール
出演：鈴木雅明（指揮）、バッハ・
コレギウム・ジャパン
入場無料
協定：バッハ・コレギウム・ジャパ
ン

バッハ・コレギウム・ジャ
パン
公開リハーサルｖｏｌ.２１

33

募集数30
申込み100

出張ステージＩＮアルメリア
深大寺南

（日）　 アルメリア深大寺南
（サービス付き高齢者向け住宅）
出演：Ｉｒｉｓ　Ｑｕａｒｔｅｔ
協力：（株）渋谷不動産エージェン
ト

出張ステージＩＮひまわり保
育園

450

有効座席数748

出前寄席ＩＮ白百合女子大学
めぐみ荘

（土） 白百合女子大学 めぐみ荘（旧菊池家
住宅主屋）
出演：林家彦丸
協力：白百合女子大学

グリーンホール大ホール
出演：田中祐子（指揮）、桐朋学園
オーケストラ（管弦楽）
全席自由　1,500円
協定：桐朋学園大学音楽学部

桐朋学園オーケストラ
グリーンホール定期
ｖｏｌ.５

バッハ・コレギウム・ジャ
パンのチェンバロ講座
ｖｏｌ.２２

桐朋学園オーケストラ
グリーンホール定期
ｖｏｌ.６

（土）

（水）

（金）

バッハ・コレギウム・ジャ
パン公開リハーサル
ｖｏｌ.２３

市民団体等が実施する
事業の後援

通年

グリーンホール大ホール
出演：中田延亮（指揮）、桐朋学園
オーケストラ（管弦楽）
全席自由　1,000円
協定：桐朋学園大学音楽学部
グリーンホール大ホール
出演：鈴木雅明（指揮）、バッハ・
コレギウム・ジャパン（管弦楽）
入場無料　当日先着順
協定：バッハ・コレギウム・ジャパ
ン

209

有効座席数500

事　業　名 実　施　日 申 請 団 体 数 備       考
法人名義使用

ご近所映画館ｉｎ仙川　～弁
士付き無声映画上映～
①“忠臣蔵外伝”『韋駄天数
右衛門』『血煙高田の馬場』
②“傑作洋画選”『ロイドの
巨人征服』『ジャックと豆の
木』
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（２）　映像文化事業

　　ア　調布映画祭

平成29年３月10日 人

映画関連資料展示

調布映画祭２０１７展 平成29年３月８日 人

ギャラリートーク 平成29年３月11日 ゲスト：西村伸夫、佐藤龍朗
午後３時15分～
午後６時～

平成29年３月８日 人

シネマスクエア 平成29年３月11日 たづくりむらさきホール

ワークショップ
午前10時～ 延べ21 人 参加費：300円
午後１時～
午後３時～

延べ25 人 参加費：200円

調布映画祭バッジを作ろう！ 延べ225 人 参加費：100円

からくりボックスを作ろう！ 延べ10 人 参加費：300円
プレイベント
調布映画祭×映画のまち雛祭り平成29年２月18日 人

午前10時～

平成29年３月５日 人
午後６時～

平成29年３月１日 延べ300 人

たづくり南ギャラリー
協力：（株）アーク・システム
（株）ＮＫＬ、（株）ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ、（株）角川大映スタジオ、高
津装飾美術（株）、日活（株）、
（株）エレファントハウス

～平成29年３月12日
（水）
（日）

～平成29年３月12日
（水）
（日）

事　業　名
第２８回調布映画祭２０１７

協力：調布美術研究所、川本直人
（パフォーマンスチーム「情熱のフ
ラミンゴ」）

上映

たづくり北ギャラリー
協力：調布市立中央図書館

（土）

（土） 延べ554 たづくり南ギャラリー
出品数：80品
出品者：（株）真多呂人形、調布工
芸美術協会、だるチャンプロデユー
ス、個人17人

～平成29年２月19日 （日）

～平成29年３月12日 （日） 内容：ワークショップ、
上映（ショートフィルムコンペティ
ション、調布ジュニア映画塾、高校
生フィルムコンテスト）

延べ2,215

実　施　日 入 場 者

延べ2,371

（金）

（水）
（日）～平成29年３月12日

調布映画祭×ランチスタンプ
ラリー

備       考

たづくりくすのきホール、グリーン
ホール大ホール、グリーンホール小
ホール
上映34本（うち、音声ガイド付き作
品３本、洋画日本語字幕付き上映15
本、舞台挨拶付き上映５本）
ゲスト：モルモット吉田、山下敦
弘、伊藤俊也、ドリアン助川、石森
史郎、樹木希林

（土）

延べ10,613
～平成29年３月12日 （日）

調布映画祭×サントラ
新宿ゴールデン街のマスター
が選ぶサントラ♪

（日） 延べ52 たづくり映像シアター
講師：森　世一

16ｍｍフィルムでつくる
シネカリグラフィ

アニメの原理ソーマトロープ
をつくろう♪

調布市立図書館開館５０周年
記念　映画の図書展

参加店舗：東京エガオ食堂、ＲＡＣ
Ｈ　ＨＡＭＢＵＲＧ　ＦＡＣＴＯＲ
Ｙ、男爵亭、たけちゃんにぼしらー
めん、ピッツァナポレターノカフェ
（調布南口店、北口店）、ポポラ
マーマ調布店、ホノルル食堂、ジャ
クソンホール、ちとせやカフェ、カ
フェ＆バーパラス、プレステージ
協力：Ｏｃｅａｎ　Ｂｌｕｅ　Ｂｉ
ｒｄ- 30 -



エントランスホール 人 たづくりエントランスホール

調布映画祭×ミニコンサート 平成29年３月11日

計４回

平成29年３月12日
午後１時～

平成29年３月８日

映画のまち調布クイズラリー 平成29年３月11日 延べ137 人

　　イ　自主制作・短編映画振興事業

平成29年２月25日
午後３時～ 65 人

ムービーダイバー

平成29年２月26日 （日）
午後１時～
Ａプログラム 61 人
Ｂプログラム 86 人
Ｃプログラム 99 人

（３）　文化祭事業

人
～平成28年11月20日

（４）　地域コミュニティ活性化事業
　　ア　地域コミュニティ活性化事業（調布よさこい）

平成28年８月28日 （日） 人

平成28年８月27日 (土） 人

手作り鳴子ワークショップ 平成28年８月20日 (土） 26 人 たづくり第２創作室
平成28年５月27日 （金） １ 人 グリーンホール小ホール

講師：平岡陽子
平成28年５月31日 （火） ３ 人 参加費無料

平成28年６月５日 （日） ４ 人

平成28年６月10日 （金） 11 人

平成28年７月18日 （祝） 11 人
出前よさこい
第９回味の素スタジアム 平成28年６月11日 （土） － 派遣５チーム
感謝デー

備       考

～平成29年３月12日 （日）
出演：Ｆｌｕｔｅ　Ｔｒｉｏ　Ｆｉ
ｏｒｉｔｕｒａ、Ｅｎｓｅｍｂｌｅ
ａｌｂａ、響香＆聡美ヴァイオリン
デュオ、ら♭なちゅーる

調布市せんがわ劇場
出演：澤　隆志、度會英教
協力：調布市せんがわ劇場

出演：竹本孝之、明石千明

調布市せんがわ劇場
応募数：81作品
上映作品：16作品
グランプリ：河内　彰
奨励賞：佐藤安稀、高橋良多、跡地
淳太朗

協力:岩波ホール、下高井戸シネマ、
ココロヲ・動かす・映画館○

（水） フランス料理スリジェ
協力：フランス料理スリジェ

調布よさこい２０１６
前日イベント

延べ800

調布映画祭×調布エフエム
公開生放送竹本孝之の調布映
画祭徹底解剖！！

（日）

～平成29年３月12日 （日）

２０ｔｈ　ＣＨＯＦＵ　ＳＨ
ＯＲＴ　ＦＩＬＭ　ＣＯＭＰ
ＥＴＩＴＩＯＮ

延べ600

（土）

（土）
～平成29年３月12日 （日）

事　業　名 実　施　日

調布映画祭×スリジェ
オリジナルＳｗｅｅｔｓ（上
映作品にちなんだお菓子の販
売）

（木）

入 場 者

グリーンホール大ホール
参加：12チーム（市内11、市外１）

よさこい体験会

ＳＨＣ倶楽部チーム調和、ＪＡマイ
ンズ女性部よさこい連、深大寺児童
館ｆｆｆ、調布市立第五中学校ボラ
ンティアダンス部、調布よさこい組
舞夢

入 場 者 備       考
第６１回調布市民文化祭 平成28年10月20日

参加店舗：東京エガオ食堂、ＲＡＣ
Ｈ　ＨＡＭＢＵＲＧ　ＦＡＣＴＯＲ
Ｙ、男爵亭、たけちゃんにぼしらー
めん、ピッツァナポレターノカフェ
（調布南口店、北口店）、ポポラ
マーマ調布店、ホノルル食堂、ジャ
クソンホール、ちとせやカフェ、カ
フェ＆バーパラス、プレステージ
協力：Ｏｃｅａｎ　Ｂｌｕｅ　Ｂｉ
ｒｄ

（土）

備       考
調布よさこい２０１６ 延べ41,000 旧甲州街道（調布駅北口～布田駅

前）、布多天神社、調布駅南口広場
参加：34チーム（市内18、市外16）
出店：18団体
協力：上布田商栄会、調布中央商店
会、不動商店会、警視庁調布警察
署、東京消防庁調布消防署　ほか

事　業　名 実　施　日

～Ｗａｌｋｉｎｇ　ｉｎ
ｔｈｅ　Ｓｅａｂｅｄ～

事　業　名 実　施　日 入 場 者

延べ39,099 たづくり、たづくり東側広場、グ
リーンホール、市役所前庭、東部公
民館、西部公民館、北部公民館

（日）

表彰式及び入賞・入選作品上
映会

- 31 -



第３０回朝顔まつり 平成28年７月３日 （日） －

平成28年７月10日 （日） －

西部飛田給地区盆踊り 平成28年７月16日 （土） － 派遣２チーム

国領サマーフェスティバル 平成28年７月17日 （日） － 派遣５チーム

上ノ原地域盆踊り大会 平成28年７月17日 （日） － 派遣２チーム

深大寺鬼燈まつり 平成28年７月18日 （祝） － 派遣７チーム

平成28年７月24日 （日） － 派遣３チーム

第二回西調布まつり （日）

おらほせんがわ夏まつり 平成28年７月31日 （日） － 派遣８チーム

Ｂリーグプレシーズンマッチ 平成28年９月22日 （祝） － 派遣１チーム

－

講師派遣
チーム演舞指導 平成28年８月４日 （木） － 派遣先：都立調布北高等学校
チーム演舞指導 平成28年８月９日 （火） － 派遣先：都立調布北高等学校
チーム演舞指導 平成28年８月10日 （水） － 派遣先：都立神代高等学校
チーム演舞指導 平成28年８月18日 （木） － 派遣先：都立神代高等学校

２ 件

ＳＨＣ倶楽部チーム調和、ＪＡマイ
ンズ女性部よさこい連、深大寺児童
館ｆｆｆ、調布市立第五中学校ボラ
ンティアダンス部、調布よさこい組
舞夢

派遣４チーム

鳴子　貸出し 通年

平成28年７月24日 派遣３チーム
青少年ステーションＣＡＰＳソーラ
ン節同好会「和鷲」、深大寺児童館
ｆｆｆ、調布市立第五中学校ボラン
ティアダンス部

調布よさこい組舞夢、ＪＡマインズ
女性部よさこい連、ＳＨＣ倶楽部
チーム調和、調布市立第五中学校ボ
ランティアダンス部、深大寺児童館
ｆｆｆ、百鬼、調布市老人クラブ連
合会よさこい連、彩羽-ｉｒｏｈａ-

調布市立第五中学校ボランティアダ
ンス部

調布よさこい組舞夢、ＳＨＣ倶楽部
チーム調和、調布市立第五中学校ボ
ランティアダンス部、深大寺児童館
ｆｆｆ

第１５回アクサブレイブカッ
プ　ブラインドサッカー日本
選手権

派遣２チーム
調布市立第五中学校ボランティアダ
ンス部、ＣＩＦＡ

調布市立第五中学校ボランティアダ
ンス部、調布市老人クラブ連合会女
性部よさこい連

八雲台小学校地域運動会 平成28年10月16日 （日） 派遣３チーム
彩羽-ｉｒｏｈａ-、調布よさこい組
舞夢、ＪＡマインズ女性部よさこい
連

調布よさこい組舞夢、ＪＡマインズ
女性部よさこい連、ＳＨＣ倶楽部
チーム調和

調布市立第五中学校ボランティアダ
ンス部、深大寺児童館ｆｆｆ

調布よさこい組舞夢、ＪＡマインズ
女性部よさこい連、ＳＨＣ倶楽部
チーム調和、調布市立第五中学校ボ
ランティアダンス部、深大寺児童館
ｆｆｆ、調布市老人クラブ連合会女
性部よさこい連、百鬼

よってんべぇ～ふれあい夏ま
つり

調布よさこい組舞夢、ＪＡマインズ
女性部よさこい連、ＳＨＣ倶楽部
チーム調和、百鬼、調布市老人クラ
ブ連合会女性部よさこい連
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　　イ　地域コミュニティ推進事業

平成28年４月１日

平成28年４月29日

平成28年９月24日

平成28年10月29日

平成28年11月５日
～平成28年11月６日

平成28年11月26日
～平成28年11月27日

（５）　活動援助事業
　　ア　コミュニティ用具の貸出し

68 件

（６）　広報活動
　　ア　財団報ぱれっと

広報紙の発行 通年

　　イ　ウェブ等を活用した情報の発信

通年

通年

（７）　マーケティング活動
　　ア　ウェブ等を活用した情報の発信

通年

通年

通年

通年

事　業　名 実　施　日 内  容　等

緑ヶ丘１丁目自治会秋の集い
（くぬぎ児童遊園）

（土） 主催：緑ヶ丘１丁目自治会
内容：用具の貸出、出演者紹介、音響機材オペレート

（土）交流のかけはし・西部（西部
地域福祉センター）

主催：交流のかけはし・西部実行委員会
内容：運営アドバイス、交流企画等への支援、用具の貸
出

（土）

（日）

第１６回夜桜コンサート
（仙川駅前広場）

（金） 主催：仙川出会いふれあいの会
内容：音響機材・用具貸出し、音響機材オぺレート、実
施協力

第６回国領千年乃藤まつり
（國領神社）

（祝） 主催：国領千年乃藤まつり実行委員会
内容：音響機材・用具貸出し、音響機材オペレート、実
施協力

旧甲州街道子ども交流企画
（旧甲州街道）

主催：旧甲州街道子ども交流企画の会
内容：用具貸出し、スーパーボールすくい出店

内  容　等
ツイッターによる情報発信 事業案内、写真による速報や事業報告　計829回

インプレッション数（利用者への表示回数）
計1,588,412回
フォロワー数　計956人

フェイスブックによる情報発
信

事業案内、写真による速報や事業報告　計209回
インプレッション数（利用者への表示回数）
計275,186回
フォロワー数　計372人

（土）

事　業　名 実　施　日 貸  出  し 備       考

交流のかけはし・深大寺（深
大寺地域福祉センター）

主催：交流のかけはし・深大寺実行委員会
内容：運営アドバイス、交流企画等への支援、用具の貸
出

コミュニティ活動用具の貸出
し

通年 いす、机、テント、音響機材、パネ
ル等の貸出

事　業　名 期　　　 間 内  容　等

（日）

ユーチューブの活用 動画による事業案内および事業報告
計10回
再生回数　計3,796回

インスタグラムによる情報発
信

写真、動画による事業案内および事業報告　計42回
いいね数　計703回
フォロワー数　計34人

12回発行
４月号（８ページ）、５月号（４ページ）、６月号（４
ページ）、７月号（４ページ）、８月号（８ページ）、
９月号（４ページ）、10月号（８ページ）、11月号（４
ページ）、12月号（４ページ）、１月号（４ページ）、
２月号（８ページ）、３月号（４ページ）
各123,000部
チケット情報（財団報８ページ発行月の１・２・７・８
ページ）
４月号、８月号、10月号、２月号　150,000部新聞折込

事　業　名 期　　　 間 内  容　等
ホームページの設置 事業案内、施設案内及び財団紹介、適宜更新

アクセス回数　計1,145,498回
コミュニティＦＭ放送による
情報発信

スタジオぱれっと（毎週水曜日午後１時10分から10分
間、再放送毎週木曜日午後６時10分から10分間）
スポットＣＭ（16本作成、592回放送）

事　業　名 期　　　 間
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　　イ　財団認知度向上事業

平成28年４月１日
～平成28年９月30日

ゲゲゲギャラリー 平成28年11月23日 水木しげる関連展示　
～平成29年３月31日（金） 第１期　図書館だより　ほか

施設見学対応 通年

　　ウ　友の会

ぱれっと倶楽部 通年 人

計８回（滝坂小学校、多摩川小学校、富士見台小学校、
布田小学校、若葉小学校、第三小学校、柏野小学校、
緑ヶ丘小学校）

事　業　名 実　施　日 会員数 備       考
1,579

（祝）
（金）

事　業　名 期　　　 間 内  容　等
メジロギャラリー （金） 事業案内、報告

計６回（公演色紙コレクション、調布音楽祭２０１６、
調布ストリートダンス事業、調布よさこい２０１６、公
開講座）

（金）
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