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「ＩＣＴ街づくり推進会議 地域懇談会＠三鷹」 「中高生 Ruby 国際プログラミングコンテスト
の報告
2013 in Mitaka」最終審査会観覧者募集
５月 29 日（水）に総務省主
催の「ICT 街づくり推進会議

中高生を対象にしたプログラミング言語 Ruby を使ったコン
テストの最終審査会を開催します。観覧希望の方は、参加者名、
連絡先、学生の場合は学年、交流会参加希望の場合はその旨
地域懇談会＠三鷹」が三鷹産
を明記の上、事務局 ㈱まちづくり三鷹までお申込みください。
業プラザで開催されました。
● 日時：2013 年 12 月７日
（土）
これは、平成 24 年度に総
受付 午前 11 時 30 分～、開会 正午～
務省の委託事業として三鷹市で行われた「ICT 街づくり推進
● 場所：三鷹産業プラザ
事業」のプロジェクト関係者と国の「ICT 街づくり推進会議」
● お問合せ・お申込み：中高生国際 Ruby プログラミングコ
が意見交換を行うものです。
ンテスト実行委員会事務局 ㈱まちづくり三鷹
当日は、国の推進会議関係者のほか、三鷹市長をはじめ
E-Mail：ruby@mitaka.ne.jp
とする市の関係者や、事業に参加した NPO や一般市民の方
URL：http://www.mitaka.ne.jp/ruby/ruby2013/
も参加し、
「駅前 Wi-Fi 事業」や「IP 告知システム」のデモ
を交えながら、活発な意見交換が行われました。

第２回 TAKA-1 商品が決まりました！
三鷹の魅力的な商品を認定し、広く内外に広める TAKA-1
プロジェクト。第２回となる今回は、食品部門 4 商品、食品
以外部門 5 商品のエントリーの中から審査の結果、新たに
4 商品が「みたかのおみやげ」にふさわしい TAKA-1 認定商
品に決まり、昨年度認定された 15 商品と併せて合計 19 商
品となりました。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

TAKA-1 専用 URL：http://taka-1.mall.mitaka.ne.jp/
三鷹産キウイフルーツジャム
三鷹市内で生産・収穫したキウイフルー
ツを原料にしたジャムです。
● 販売価格：525 円
（税込）
● 出品者：三鷹市果樹組合キウイフルーツ協会部

9 月４日、５日の２日間、昼
と夜の部を分けて合計４回、ス
ポーツ祭東京 2013 にご協力い
ただける市民ボランティアの皆
さんを対象に研修会を行ないま
した。約 250 名もの市民ボラ
ンティアの皆さんには、会場管理や休憩所、交通誘導などで
ご協力いただき、三鷹市を訪れる選手や関係者、観客の方々
をおもてなしの心でお迎えし、大会を盛り上げていただきます。

「スポーツ祭東京 2013」三鷹市開催日程
ぜひ、観戦 ･ 応援にご来場ください。

第

三鷹市開催の競技

回国民体育大会

68 サッカー

三鷹の森サイダー
三鷹の森通り東栄会が、商店会ブラン
ドの商品として企画・販売するさわやか

日程

会場

（成年男子）９月29日
（日）

（日）
ソフトボール（成年男子）９月29日
～10月１日
（火）三鷹市大沢
総合グラウンド
10月５日
（土）
アーチェリー（全種別）
～７日
（月）

第13 回全国障害者スポーツ大会
10月13日
（日）
アーチェリー

なサイダーです。
● 販売価格：180 円
（税込）
● 出品者：三鷹の森通り東栄会

デモンストレーション行事
パドルテニス

ポキマグ
三鷹市のオリジナルキャラクター Poki
のマグカップです。デザインは２種類。
● 販売価格：840 円
（税込）
● 出品者：西野園
元祖 太宰マップ
太宰を訪ねる散策に欠かせない便利な
マップ。コンパクトな判型、親しみやす
いイラストが人気です。
● 販売価格：399 円
（税込）
● 出品者：株式会社文伸／ぶんしん出版

「スポーツ祭東京 2013」
市民ボランティア研修会を開催

大成高等学校
10月６日
（日） 第一体育館
第一中学校

スポーツ祭東京 2013 開催記念三鷹オリジナルＴシャツ

「COSMIC WORLD」発売中
©2001スタジオジブリ

国立天文台が持つ天文コンテンツを
活用し、宇宙空間の広がりと美しさ
を表現したオリジナルＴシャツです。
● 価格：1 枚 1,500 円
（税込）
● 販売場所：スポーツ祭東京 2013 開催会場
（三鷹市大
沢総合グラウンド）、㈱まちづくり三鷹
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三鷹市買物環境整備事業

また、朝市でお買い求めいただいた商品をご自宅までお
届けのお手伝いをするお届けサービス「らくらく隊」や買物

地元にお住まいの方々の買い物を便利にするための工夫と

についてのお悩みや商店会に対する要望を伺う「なんでも相
談コーナー」も設けられました。

して、
『お買い物を楽しめる定期市』を開催しました。
■連じゃく朝市（連雀通り商店会主催）
9 月 14 日（ 土 ） に「 魚 鶴 」
前で「連じゃく朝市」が行われ、
多くの方にご来場いただきまし
た。当日は、商店会からカキ氷、
エコバックが無料で配布されま
した。大好評の海鮮丼や手作
りお菓子、地元野菜などが販売された他、市内の商店会か
らも和菓子やパンなど普段商店会にない業種も出店しまし
た。お子様連れの方は、絵本の読み聞かせやシールアート
を楽しんでいました。

まちづくり団体活動紹介

まちづくり三鷹が支援している、市内まちづくり
団体の活動をご紹介します。
連雀通りまちづくり協議会
8 月 27 日（火）に、先進
的な取り組みをしている大
森駅周辺の事例を視察しま
した。まず
「半径 500m 以内、
シェア 100％主義」をキャッ
チフレーズに掲げている「ダイシン百貨店」を訪問し、西
山社長からお話を伺いました。月に１個しか売れなくても、
それをお買い求めになるお客さまがいる限り、店頭に陳
列することにこだわる品揃えや、高齢者や妊娠中の方な
どには、ペットボトル１本から無料で即日配達するサービ
ス、65 歳以上の方へワンコイン弁当の無料配達、シャト
ルバスの運行など「この地域に住んでよかった」と実感し
てもらうことを目指すサービスを実践していました。その
後、大森駅東側に移動し、大森銀座商店街振興組合の
代表の方と意見交換しました。
大森銀座商店街では、商店街、協議会、NPO 法人の
３つのまちづくり組織が役割を分担し、まちづくりガイド
ラインの策定や各種イベントの実施、道の名前をつける
プロジェクトを学校や地域等を巻き込んで実施するなど、
多くの取り組みを行なっていました。
今後、現地で伺ったたくさんの貴重なお話を糧に、商
店街の活性化に向けた課題を解決するため、にぎわいの
ある商店街の検討や、人が集まるための仕掛けづくりな
ど、道路空間と一体的な魅力あるまちの実現を目指して
取り組んでいきます。

■あおやぎ市（青柳商店会主催）
9 月 21 日（ 土） に三 鷹 東 部
市政窓口にて「スペシャルイベン
ト」として「地元農家の野菜直
売」や「アートバルーン」が行
われました。
また、商店会参加店で割引や
限定品の販売など「あおやぎ市」ならではの「得々サービス」
や参加店を回ってスタンプを集めると野菜など素敵な景品を
プレゼントするスタンプラリーが行われ、多くの方にご参加い
ただき大好評でした。あおやぎ市は、毎月第３土曜日に開催
しています。

新川宿まちづくり協議会
８月４日（日）に新川宿ふ
れあい通りを会場に「朝市」
を開催しました。安全安心
に整備された新川宿ふれあ
い通りを使っての催事の開
催は、新川宿まちづくり協
議会のメンバーの夢でした。当日は三鷹警察署にご理解・
ご協力をいただき、新川宿ふれあい通りを車両通行止め
にして朝市を行いました。朝８時から 11 時までと早い時
間での開催でしたが、300 人余の地域の方々にご来場い
ただきました。
通りでは、地元の商店会「新川商工栄会」から模擬店
の出店があり、やきとり、揚げたてコロッケ、お寿司、だ
んご、やきそばなどが大人気でした。地元野菜の販売や
かき氷の販売、すいか割りなども行いました。また、アー
トバルーンや皿まわし、バナナのたたき売りなどの大道
芸などもあり、お近くにお住まいの高齢者の方や子ども
たちの笑い声が溢れていました。今後も、新川宿まちづ
くり協議会では、地域の交流と商店会の活性化を図るた
め、定期的に「朝市」の開催を予定しています。

三鷹駅南口中央通り東地区再開発協議会
再開発協議会では、７月から８月にかけて、勉強会を
１回、商業部会を２回開催し、多数の協議会員が出席し
て意見交換等を行いました。
・７月 12 日（金）第 50 回勉強会
・７月 24 日（水）第 14 回商業部会 「商業施設の管理
運営方法」についての意見交換等
・８月 28 日（水）第 15 回商業部会 「商業施設計画」
についての意見交換等

