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三鷹市立定期利用駐輪場 利用者募集中

■

■

■

上連雀二丁目駐輪場（JR三鷹駅南口周辺、上連雀2-7-25）
㈱まちづくり三鷹でお手続きください（現地は無人、所定の
申込書は http://www.mitaka.ne.jp/ からダウンロード可）。
受 付 時 間：月～日 9：00 ～ 17：00、 祝 休（ 申 込 書 は
FAX：0422-40-9750 でも受付）
利用料：三鷹市民一般・月 2,000 円、学生等割引あり（要
証明書類提示）
つつじヶ丘駐輪場（京王線つつじヶ丘駅周辺、三鷹市中原1-13-9）
つつじヶ丘駐輪場管理室にて直接お手続きください（管
理室に申込用紙あり）
。
受付時間：月～土 6：30 ～ 20：00、日祝不在
電話：03-5315-3470
利用料：三鷹市民一般・月 1,500 円（自転車）
、
月 3,000 円（原付）
、学生等割引あり（要証明書類提示）
井の頭第2駐輪場（京王線井の頭公園駅周辺、井の頭3-3-17）
井の頭第 1 駐輪場管理室（井の頭 3-3-12）にて直接お
手続きください（管理室に申込用紙あり）
。
受付時間：月～土 6：30 ～ 20：00、日祝不在
電話：0422-40-4130
利用料：三鷹市民一般・月 1,800 円、学生等割引あり（要
証明書類提示）

■

■

三鷹駅南口周辺で原動機付き自転車（50ｃｃバイク）の
一時利用駐輪ができるようになりました
すずかけ駐輪場（三鷹市下連雀 3-16-7）
24 時間ごとに 300 円（3 時間まで無料） 24 時間利用可
※駐輪場所・方法は場内表示に従ってください

お問合せ：㈱まちづくり三鷹

●

三鷹市SOHOパイロットオフィス（下連雀3-27-1）
① 7号室（9.70㎡）月額81,480円
② 8-2号室（5 .8 6㎡）月額49,140円
③ 14号室（6 .2 2㎡）月額53,185円
募集期間：随時
入居開始：① 平成25年12月上旬 ② 平成26年2月上旬
③ 平成26年1月上旬（いずれも予定）

2013
2014

全物件とも、入居時の礼金、及び更新時手数料はあり
ません。
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名 称：セントラルビレッジ
● 所在地：三鷹市井口1-7-1
● 募集戸数：3戸
①203号室 ②301号室 ③303号室
● 間取り：３ＬＤＫ
（専用面積 63.80平方メートル）
● 家賃等：月額①127,000円
②③129,000円
いずれも共益費7,000円
● 敷 金：家賃の３ヶ月分
●

この通信は三鷹市内で活動をするまちづくり団体やその活動を紹介し相互の交流をめざす
とともに、地域産業の振興と総合的なまちづくりを推進するために、三鷹市と
（株）
まちづ
くり三鷹が協働で発行しています。
（株）
まちづくり三鷹や市関係団体のイベント等の情報
のほか、三鷹市内のまちづくり団体の活動紹介なども掲載していきます。

発行日

2013.12.1（隔月発行）

株式会社まちづくり三鷹
〒181-8525
東京都三鷹市下連雀 3-38-4
電話：0422-40-9669
F a x ：0422-40-9750
mail：info@mitaka.ne.jp
URL：http://www.mitaka.ne.jp/
窓口／電話対応時間
平日 9：00 ～ 17：30
土日 9：00 ～ 17：00（祝祭日休み）
制作協力

有限会社そーほっと

※まちづくり通信は再生紙を使用して
います。

※ 収入に応じて家賃の助成がある場合があります。入居日は応相談。

名 称：ドゥマンクレール三鷹
● 所在地：三鷹市新川3-12-3
● 募集戸数：3戸
①102号室 ②103号室 ③105号室
● 間取り：３ＬＤＫ
（専用面積 69.88平方メートル）
● 家賃等：月額149,000円、
共益費7,000円
● 敷 金：家賃の３ヶ月分
●

※ 収入に応じて家賃の助成がある場合があります。入居日は応相談。

名 称：三鷹市下連雀市民住宅
所在地：下連雀3-30-12三鷹市中央通りタウンプラザ5階・6階
● 募集戸数：4戸
①501号室 ②601号室 ③602号室
④605号室
● 間取り：３ＬＤＫ
（専用面積 ①②③68.59平方メートル
④68.35平方メートル）
● 家賃等：月額①②159,000円
③157,000円 ④158,000円
いずれも共益費8,000円
● 保証金：①②477,000円
③471,000円 ④474,000円
●
●

※ 入居日は応相談。

詳しくは当社ホームページでご確認いただくか、下記へお
問合せください。
■ お問合せ：㈱まちづくり三鷹または、三鷹市役所まちづ
くり推進課住宅政策係（電話0422-45-1151内線2869）
●

三鷹市三立SOHOセンター（下連雀8-3-1）
① 203号室（13.20㎡）月額56,826円
② 208号室（11.10㎡）月額48,951円
募集期間：随時 入居開始：即入居可

※いずれもビジネスクラブ「三鷹iクラブ」入会（年会費6,000円）が条件です。
※他に保証金のお預かり、電気代等の実費負担がある等条件がありますの
で、ご希望の方は詳細はホームページでご確認いただくか、必ずお問合
せください。http://www.mitaka.ne.jp/
■

お問合せ：㈱まちづくり三鷹

株式会社まちづくり三鷹は、お客様及び当社に関わる方の全ての個人情報について、適切に保護することが社会的
責務として重要と考え、当社の個人情報保護方針に基づき、個人情報を保護、管理、運用、利用してまいります。
当社保有の個人情報に関するお問合せなどは、下記までご連絡ください。
個人情報に関する相談窓口：株式会社まちづくり三鷹 東京都三鷹市下連雀 3-38-4 三鷹産業プラザ
電話：0422-40-9669 Fax：0422-40-9750 mail：privacy@mitaka.ne.jp
【M-PR-097】ダイレクトメール発送の追加・変更・中止のご連絡は随時お受けしております。
10 8 6 1415 （0 3）
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市民住宅入居者募集（先着順受付随時募集）

SOHO施設入居者募集

現在、以下の2施設で入居者を募集しています。
（金額は
すべて共益費・消費税込）

みたか・まちづくり通信

〜

※住所を確認できる証明書（保険証、免許証など）をご提示ください。
※申込時点で満車の場合は、空待予約として受付します。ご了承ください。

2013.12-2014.1

当通信のダイレクトメール発送に使用しているＯＰＰ袋はそのまま焼却できます。

人・情報・地域～つなぎ合う未来
株式会社まちづくり三鷹は、産業
と生活が共生し、一人一人の夢
と希望が実現できる「三鷹」を
めざして、総合的なまちづくりを
すすめるために、1999 年 9 月に
設立された三鷹市の第三セクター
です。

「中高生国際 Ruby プログラミングコンテスト 2013
in Mitaka」最終審査会 観覧者募集
「中高生国際 Ruby プログ
ラミングコンテスト 2013 in
Mitaka」は、子どもたちがプ
ログラミングを学び、自分で
コンピュータを動かしたとき
の感動や、つくった作品を発
表する体験を通して、新しい
世界への興味や関心を呼び起こし、将来への夢を育むことを
目的に実施しており、今年で 3 回目を迎えます。
今年度は 60 作品の応募があり、一次審査の結果、U-15 部門
5 作品、
U-18 部門 4 作品が最終審査会に進むことになりました。
なかには、オープンソースの Web アプリケーションフレーム
ワークであるRuby on Railsを使った作品や軽量 Ruby
（mruby）
を使った作品もあり、さまざまなものが集まりました。
最終審査会では、応募者自らが作品を動かしながらプレゼ
ンテーションを行った後、各部門で最優秀賞、優秀賞、奨励
賞を決定します。
どなたでも観覧いただけますので、観覧希望の方は、申込
方法をご確認の上、お申込みください。
主催：中高生国際 Ruby プログラミングコンテスト実行委員会
共催：三鷹市、三鷹市教育委員会
〔実行委員会構成団体〕㈱まちづくり三鷹、㈱ネットワーク応用
通信研究所、㈱インターネットイニシアティブ、富士通株式会社、
㈱コミュニティ･ クリエイション、一般財団法人 Rubyアソシエー

テーマ「いいね！

ション、三鷹 ICT 事業者協会、三鷹市、三鷹市教育委員会
申込方法：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（参加費 1,000 円）参加希望の場合はその旨
を明記の上、事務局（㈱まちづくり三鷹）まで E メールまたは
FAX でお申込みください。
また、今回は Ustream による Live 配信を行う予定です。
Ustream：http://www.ustream.tv/channel/rubycontest
お問合せ：中高生国際 Ruby プログラミングコンテスト実行委
員会 事務局（㈱まちづくり三鷹）
E-mail：ruby@mitaka.ne.jp
URL：http://www.mitaka.ne.jp/ruby/ruby2013
日時：2013 年12月7日（土）受付11：30 ～、開会12：00 ～
場所：三鷹産業プラザ
主なプログラム（予定）
：
■

応募者によるプレゼンテーション

■

特別講演 タイトル「ロボット開発と国際親善ロボコン」
講師： 山北 昌毅氏（東京工業大学大学院理工学研究
科機械制御システム専攻 准教授）

■

審査結果発表・表彰式

■

講評・講演

講師：審査委員長 まつもとゆきひろ氏（Ruby アソシ
エーション代表理事理事長）

第 19 回まちづくりフォトコンテスト

みたか」

応募作品受付開始

応募作品：平成 25 年 1 月 1 日〜平成 25 年 12 月 31 日の間に、三鷹市内
を撮影した未発表及び他に発表予定のない作品
■ 受付期間：平成 25 年12月2日
（月）
〜平成 26 年1月10日
（金）
（消印有効）
応募方法など詳細については、
（株）まちづくり三鷹にお問合せください。
URL：http://www.mitaka.ne.jp/
■

タイトル「Ruby が拓く未来」
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三鷹産業 week
みたかビジネスプランコンテスト2013
受賞者決定！
11 月 5 日（ 火 ）
、 三 鷹産
業プラザで開催された「み
たかビジネスプランコンテス
ト 2013 最 終 審 査 発 表 会」
において、12 件の発表が行
われ、最優秀賞ほか受賞者
5 名が決定しました。
また、審査会では、発表
者のビジネスプランに興味・
関心を持った一般参観事業
者による「札 上げ」が行わ
れました。プラン発表後は、来場者と発表者との懇談が行
われ、様々な情報交換が行われました。
〈受賞一覧〉
受賞名

氏名

最優秀賞

山田律子

自治体・NPO主催住民参加型
ワークショップ運営支援

宮﨑雄基

せーの

優秀賞

藤井壯
浅川絢子

奨励賞

大泉洋子

プラン名

（敬称略）

井の頭４丁目コーヒーショップ
商店街再生の一歩

三鷹にあるものづくり工房
「WooBo（うーぼ）」

猫本と絵本専門のインターネット古書店
～ネットだけど、アナログに。
古書で結びたい「本と人」～

※最優秀賞、優秀賞受賞者には、賞金授与のほか、三鷹で事業を進
めるために必要なオフィスの一定期間無償提供などを行います。

「スポーツ祭東京 2013」が閉幕しました
三鷹市では、
「スポーツ祭東
京 2013」第 68 回国民体育大
会において「サッカー（成年男
子）」
「ソフトボール（成年男子）」
「アーチェリー（全種別）」の 3
競技を、また、第 13 回全国障
害者スポーツ大会において「アーチェリー」競技を三鷹市大
沢総合グラウンドで開催しました。
また、デモンストレーションとしてのスポーツ行事として「パ
ドルテニス」を大成高等学校、第一体育館、第一中学校で行
いました。
約 250 名もの市民ボランティアの皆さんに、会場管理や休
憩所、交通誘導などで協力いただき、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
上げていただきました。

みたか・まちづくり通信

三鷹市買物環境整備事業

■無料配達サービス紹介パンフレット
（五小通り商栄協議会）
井の頭地区にある五小通

地元にお住まいの方々に、便利に買い物をしていただくた

り商栄協議会（商店会の有

第 16 回ＳＯＨＯフェスタ in ＭＩＴＡＫＡ開催

めの工夫として、
『お買い物を楽しめる定期市』
を開催しました。

11 月 6 日（水）、三鷹
産業プラザで開催さ
れたＳＯＨＯフェスタ
では、SOHO・企業に
よる展示、ビジネス講
演 会（「WEB 解 析」）、
コワーキング体験、各
種コンテストなどが行
われました。
今回のテーマは「Walk Your Talk（有言実行）」でデザ
インを募集し、大賞作品でパンフレット、ハガキ、ホームペー
ジ等を作成しました。
また、動画コンテストでは、2 分間で自社の商品など
をアピールする動画を募集し、ベスト動画賞、来場者賞、
JCN 社長賞が選出されました。
当日会場で、来場者の心をキャッチした展示を投票で選
出し、各賞が選ばれました。

11 月 9 日（土）に連雀通り商店街の「魚鶴」前で「連じゃ

〈受賞者〉
部門

テーマデザイン
コンテスト

（敬称略）

大賞
ベスト動画賞

動画コンテスト

来場者賞
JCN社長賞

展示部門

受賞者名

賞名称

宮川 さやか
株式会社 COAROO（こあるー）
株式会社 エスパシオ

合同会社 ＋＋（たすたす）
株式会社 エフコネクト

ベスト展示大賞 珈琲や

第 4 回三鷹コミュニティシネマ映画祭
開催報告

■連じゃく朝市（連雀通り商店会）
く朝市」を開催しました。
今回は、大好評の海鮮丼や手作りお菓子などが販売され
た他、やきとりや似顔絵描きなど普段商店会にない業種の
出店がありました。
■あおやぎ市（青柳商店会）
次回の「あおやぎ市」は、12 月 21 日（土）13 時～ 16
時に開催します。

買い物おたすけ隊」パンフ
レットを制作しました。
「 ご注 文は、 電 話一本！」
「いつも同じ人が届けてくれ
るから安心・安全」
「一人前

配布予定です。

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。
三鷹台まちづくり協議会
11 月 2 日（ 土 ）に三
鷹 台 駅 北側の丸山 橋
のたもとにある「ポケッ
トパークひなたぼっこ」
の花苗を、立教女学院
の学生と一緒に植え替
えました。
引き続き、花と緑の創出の活動モデルとして「ポケット

新川宿まちづくり協議会
新川宿まちづくり協議会では、整備された「新川宿ふ
れあい通り」で第 2 回朝市を開催します。
当日は、地元の商店会、新川商工栄会の店舗が、揚げた
てコロッケ、やきとり、やきそばなどの模擬店を出店します。
他にも、お子様も楽しめる射的やクッキーハウスづくり、
バナナのたたき売りなど盛りだくさん。
一小児童によるダンスや吹奏楽の演奏もあります。多
くの方のご来場をお待ちしています。
〈新川宿ふれあい通り朝市開催〉
日時：2013 年 12 月 8 日（日）9：00 ～ 12：00
場所：新川宿ふれあい通り
主催：新川宿まちづくり協議会 後援：三鷹市
協賛：新川商工栄会

パークひなたぼっこ」の維持・管理等に取り組むとともに、

※徒歩でご来場ください。

三鷹台駅前通りの安全で安心な歩行空間の確保と商店

※当日8：00～13：00の間、新川宿ふれあい通りは車両通行止めに

会の活性化について協議していきます。

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、
会をそれぞれ１回開催
し、10 月には、各権利
者に対して検討中の計
画に関するヒアリング
を実施しました。

その他、映画のチケットを見せるとサービスを受けられる

●

9 月 13 日（金）第 51 回勉強会

キャンペーンに、今年は駅前の 11 店舗がエントリーし、協

●

9 月 25 日（水）第 16 回商業部会

●

10 月

力してくださいました。

知するため「五小通り商栄会

ンプラリー景品交換所」を行ないます。

映画祭を開催しました。

客様からも
「おつかれさま」と声をかけられ、ほっとしました。

す。今回、このサービスを周

ようなパンフレットになっています。2013 年 12 月中旬から

９月に勉強会と商業部

しました。緊張の連続でしたが、無事、上映が終わり、お

サービスをおこなっていま

三鷹東部市政窓口前にて「野菜直売」
「似顔絵描き」
「スタ

三鷹コミュニティシネマ

画祭の実行委員である市民有志が自らが 35mm 映写機を回

メニューとして、 無 料 配 達

各店舗にて「得々サービス」
、
「スタンプラリー」を開催、 会ならではのきめ細かさをアピールし、店主の人柄が伝わる

産業プラザ 7 階で第 4 回

今回の映画祭では、映

志で構成）では、買物支援

から配達 OK」
「お気軽にどなたでも」と地域密着型の商店

11 月 22 日（金）～ 24
日（日）の 3 日間、三鷹

（3）

2013.12-2014.1

ヒアリング実施

なります。ご了承ください。

