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みたか・まちづくり通信

原動機付き自転車 一時利用駐輪場
所在地：三鷹市下連雀 3-16-7

●

料金：1 回 300 円 3 時間まで無料・24 時間ごとに 300 円

●

収容台数：12 台

●

※駐輪方法等は場内の掲示にしたがって、ご利用ください。

●

●
●

●

利用期間：2014年4月3日（木）〜2015年3月31日（火）
利用可能時間：9：00〜22：00

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。

利用料金：9,750円／１ヶ月（三鷹iクラブ会費・消費税
環境・設備：LAN回線（持ち込みＰＣでインターネッ

●

料金：300 円（1 台／ 1 日）

●

定期利用

●

利用時 間：24 時 間（ 貸出し受 付 時 間 平日 9：00 〜 21：

●

応募締切日：2014年2月21日(金)

応募方法：下記HPをご覧下さい

17：00必着

応 募 先：
（株）まちづくり三鷹（三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ２階）

00、土日祝 9：00 〜 17：00）

「いいね！ みたか」をテーマに 2013 年 1 月1日から12 月 31
日に撮影された三鷹市内の四季折々の自然、人々のふれあい、ま
ちの表情の写真を募集し、たくさんのご応募をいただきました。
厳正なる審査の結果、右記のとおり入賞者が決定いたしました。

URL：http://www.mitaka.ne.jp

※すずかけ駐輪場の利用代金が含まれています。
●

すずかけ駐輪場

三鷹市牟礼研究開発センターＡ区画（貸工場）
入居者募集

電話：0422-72-8355

一般 A4 サイズ以上部門 金賞
「雪の旅立ち」三上 茂

㈱まちづくり三鷹では、製造業を営んでいる方や情報

関連産業の創業発展をめざす方のための貸工場への入居

者を募集しています。詳しくはまちづくり三鷹HPをご確認
ください。
●
●
●
●
●
●
●
●
●

名

称：三鷹市牟礼研究開発センター（区画 Ａ ）

所 在 地：三鷹市牟礼六丁目25番５号
募集区画：１室

98.0㎡

賃 料 等：月額277,143円（消費税別）

3.2ｍ）

保 証 金：賃料の３箇月分

応募方法：申込書等必要書類を持参または郵送で提出

入居審査：順次、書類審査及び面接審査により決定
お問合せ：㈱まちづくり三鷹

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-098】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。
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。

内容についてのお問合せ先
電話：0422-40-9669

高校生以下部門 金賞
「夕日の道」関山 美雨

作品展では、ご応募いただいた作品の中から、審査会で
選出された入賞作品及び応募者全員の作品
（お一人各部
門一点）を展示します。入賞作品ほか、全応募者各部門一
人１点の展示を行います。
●

日時：2014 年３月６日（木）～３月９日（日）
10：00 ～ 19：00（最終日は 17：00 まで）

●

会場：三鷹産業プラザ７階

特設会場（入場無料）

※３月６日（木）17：00から入賞者の表彰式を行います。
（審査員の講評あり）
●

お問合せ：㈱まちづくり三鷹

（敬称略）

タイトル

入賞者名

金賞

雪の旅立ち

三上 茂

色とり鳥

設楽 明宏

一般 A4 サイズ以上部門

金賞

第 19 回まちづくりフォトコンテスト作品展

入居開始：入居審査に合格し、契約締結後即可

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

10 8 6 1415 （0 3 ）

（天井高さ

※この通信は再生紙を使用しています。

十五夜お月さま

大野 厚子

とってもすずしい場所

浅野 幸雄

ハ～イ、注目！

後藤 哲雄

おいも、
ヨイショ！
！

花崎 健一

一般 A4 サイズ未満部門

一般 A4 サイズ未満部門 金賞
「侵入竹」板橋 久夫

みください。
お問合せ

〒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

賞

銅賞

お問合せ：㈱まちづくり三鷹

して、利用料金とともに、すずかけ駐輪場窓口でお申し込
●

2014.2.1（隔月発行）

株式会社まちづくり三鷹

第 19 回まちづくりフォトコンテスト入賞者一覧

銀賞

E-mail：cbs@mitaka.ne.jp

料金：一般 3,000 円
（1台／月）
／ 学生割引2,500 円
（1台／月）
すずかけ駐輪場にある「利用申込書」に必要事項を記入

ご利用条件：三鷹ｉクラブ会員への入会（書類審査、ヒ
アリング審査あり）

〜 21：00、土日祝 9：00 〜 17：00）

発行日

第 19 回まちづくりフォトコンテスト審査結果発表

袖机（各１）

一時利用
利用時間：9：00 〜 21：00 （貸出し受付時間平日 9：00

●

募 集 数：13席

ト利用可能）、メールボックス、ロッカー、机、椅子、

どなたでもご利用いただけます。

2-3

月号

まちづくり通信

所在地：三鷹産業プラザ地下１階（三鷹市下連雀3-38-4）

含む）

通勤・通学などにも最適、すずかけ駐輪場がご利用でき

●

み*た*か

スク貸しの募集をします。

●

（1）

2014.2-3

2014

これからビジネスを始める方、創業まもない方向けのデ

●

ます。26 インチサイズ以上の自転車に一人で乗れる方なら、

みたか・まちづくり通信

平成26年度「ミタカフェ マイデスク」
利用者募集のお知らせ

すずかけ駐輪場（一時利用のみ・50 ｃｃバイクのみ）

すずかけ駐輪場レンタサイクル

2014.2-3

フォトコンテスト事務局

主催：三鷹市・㈱まちづくり三鷹
● 後援：三鷹市教育委員会・みたか都市観光協会
● 協力：みたか観光ガイド協会 / ㈱文伸
● 協賛：日本無線㈱ 三鷹製作所 / リコージャパン㈱ / 東
京むさし農業協同組合 三鷹支店 / 東京三鷹ロータ
リークラブ/ 東京井の頭ロータリークラブ/ ㈱ JCN
●

武蔵野三鷹 / 東京コカ・コーラボトリング㈱ 三鷹営
業所 / 三鷹商工会 / 三鷹青年会議所 / 公益財団法
人三鷹市芸術文化振興財団 / カメラのたかま

銀賞

銅賞

侵入竹（シンニュウシャ）

板橋 久夫

陸に上がるカモ

米倉 辰雄

ウキウキ夏祭り

鈴木 真介

静寂なとき

本橋 省吾

わが道を行く

生澤 美恵子

お祭り男達

豊嶋 愛

高校生以下部門

金賞
銀賞

銅賞

夕日の道

関山 美雨

ゆずと妹

吉田 真哉

もうすぐ旅立ち

秋山 陽南

とんでけ シャボン玉

村山 皓朗

くもりのあさやけ

廣瀬 真大

虹

鈴木 颯人

部門問わず

みたかの観光賞

記念碑を前に

井上 佳計

たべちゃうぞ～

長江 寿美

ＣＥＬＥＢＲＡＴＩＯＮ

アンドリュー・ウン

受け継がれし古の雄姿

石井 貴雄

石仏３姉弟

服部 健一

井口もいいね、生産緑地

児玉 清

三鷹台ポケットパーク「花植えガールズ」

河瀬 謙一

まちかど発見ネーミング賞

ごち！
！

大谷 正志

スポーツ祭東京2013特別賞

歓喜の瞬間

中根 英治

応援してますよ！

益田 悦孝

フリーマー親子で参加

飯田 富男

審査員特別賞

まちかど発見賞

奨励賞

※入賞作品は、㈱まちづくり三鷹 HP でご覧いただけます。
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2014.2-3

「中高生国際Rubyプログラミングコンテスト2013 inMitaka」
最終審査会で各賞が決定しました！
12 月７日（土）
、三鷹産業プラザにおいて「中高生国際 Ruby プログ
ラミングコンテスト 2013 in Mitaka」最終審査会を開催しました。

中高生国際 Ruby プログラミングコンテスト 2013 in Mitaka 入賞者一覧

最優秀賞 さぬき南中学校パソコン部
優秀賞
奨励賞

作品名

学校名

さぬき南中交通教室

さぬき市立さぬき南中学校（香川県）

（敬称略）

山内

奏人

chalk board @ cloud

東京学芸大学附属国際中等教育学校1年
（東京都）

石原

正宗

プログラマ秘書

調布市立国領小学校６年
（東京都）

高橋

蒔央

Makio Password Generator

国立市立国立第三中学校２年
（東京都）

ラピュタ

厨二(ちゅうに）のゲーム 奇妙な選択付き さぬき市立さぬき南中学校２年（香川県）

U-18 の部（18 歳以下）

最優秀賞 電子工学部Ruby班Ａチーム
優秀賞
奨励賞

宮坂 佳奈 / 田中 姿帆

Ruby smart House

長野県松本工業高等学校３年（長野県）

くさむらはざーど。

長野県岡谷工業高等学校３年 /
長野県岡谷東高等学校３年
（長野県）

電子工学部チームめまたんっ！ めまたんっ！

長野県松本工業高等学校３年
（長野県）

AMAKI

岡山県立倉敷天城高等学校１年
（岡山県）

オワッター

地 元にお住まいの
方々の買い物を便利にす
るための工夫として、
『お
買い物を楽しめる定 期
市』を開催しました。
■消研だいいち

（消研大通り商店会）

第１回「消研だいいち」を１月 18 日（土）に「あおやぎ市」
と同日に、当日限定店頭お得サービス市を開催しました。
また、
「消研だいいち」の開催日以外でも、各店舗ではお
買物に出られないお客様に配達料無料でお届けをする「便
利サービス」を行っています。
■あおやぎ市（青柳商店会）
「あおやぎ市」は、毎月第３土曜日に開催しています。
次回の「あおやぎ市」は、２月 15 日（土）13 時〜 16 時
に開催します。
各店舗にて「得々サービス」を開催します。

〜新川宿ふれあい通り朝市の開催〜
12 月 8 日（ 日）9 時 か
ら12 時まで、新川宿ふれ
あい通りで「第２回新川宿
ふれあい朝市」を行いまし
た。三鷹警察署のご協力
をいただき、新川宿ふれ
あい通りを車両通行止めに
しての開催でした。
寒い時期での朝市で来
場 者 数 が心 配 でした が、
徐々に人が増え、新川商工
栄会の模擬店のアツアツのコロッケ、おでん、やきとりや団
子などに長蛇の列ができました。地元で採れた野菜や鉢花
の販売、近日オープンする珈琲店の出店やフリーマーケッ
トなどもあり、地域の皆さんが交流する姿が観られました。
また、協議会からは無料でおしるこが振舞われ、あっ
と言う間になくなりました。情報コーナーでは、新川宿ま
ちづくり協議会の今までの活動をポスターで紹介し、活動
についてのアンケートも合わせて行いました。
一方会場では、皿回しやバナナの叩き売りなどの大道芸
の催し物で盛り上がり、東三鷹学園三鷹市立第一小学校
で新設された「一小ジュニアバンド」による吹奏楽の演奏
や第一小学校の児童によるダンスの披露には、ご家族や
お友達、地域の方々で黒山の人だかりができていました。
最終的には予想をはるかに超える 500 人超の人出があり、
事故もなく無事終了しました。
新川宿まちづくり協議会では、様々な取り組みの一つと
して、このようなイベントを通じ、地域住民、商店、学校
が連携して一体となり、地域の活性化と安全で安心なまち
づくりをめざし、取り組んでいきます。

め、アンケート調査を実施しました。
商店街から徒歩圏内（約 500 ｍ）のお宅に対して約
5500 部を配布し、そのうち約 800 名の方々からご回答
をいただきました。
アンケート集計結果ですが、幅広い年代の方からご回
答をいただき、そのうち全体の約７割の方々が連雀通り
を買い物目的で訪れることが多いと回答していました。
協議会では、このアンケート集計結果を踏まえて、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、引き続き道路空間と一体的な魅力あるまち
の実現を目指して商店街を活性化するための課題解決に
取り組んでいきます。
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、
１１月に商業部会を、
１２月に勉強会を１回
ずつ開催し、施 設計
画について意見交換
を行いました。
●

三鷹市買物環境整備事業

新川宿まちづくり協議会

連雀通り商店会と連雀通り商店街活性化研究会では、
道路拡幅事業にあわせた連雀通りの新しい商店街づくり
について地域の皆さん方のご意見とアイデアをいただくた

また、特別講演として、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の山北 昌毅准教授による特別講演「ロ
ボット開発と国際親善ロボコン」が行われました。
当日は、多くの方にご来場いただき、盛況のうちに最終審査会を終了することができました。

U-15 の部（15 歳以下）

まちづくり団体活動紹介
連雀通りまちづくり協議会

もとゆきひろさんを審査委員長とする審査委員会による最終審査の結
果、下記のとおり各賞が決定しました。
各賞には、表彰状と副賞としてノートパソコンやタブレットＰＣなどが贈られました。

受賞者
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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。

最終審査に残ったのは、応募 60 件の作品の中から一次審査を突破
した、U-15 の部５件、U-18 の部４件の計９作品。
各作品のプレゼンテーションの後、Ruby の生みの親である、まつ

賞

みたか・まちづくり通信

三鷹 ICT 街づくり推進事業
ＩＣＴ街づくり共通プラットフォーム形成事業（第２次コ
ミュニティ創生プロジェクト）は、総務省「ＩＣＴ街づくり推
進事業」の委託を受けて、三鷹市の「参加と協働による自
治の歴史」を引き継ぎ、現在の課題発見・課題解決をはか
りながら、未来を見通した「人間の明日への街」の実現を目
指した施策の一環として行う実証事業です。
平成 24 年度に引き続き、平成 25 年度においても、当社
が提案主体となり、事業採択されました。本年度のプロジェ
クト・テーマは、
（1）多種多様な行政、観光、災害情報等
を住民に直接伝える情報配信プラットフォームの実現、
（2）
きずなの多層多元化、
（3）情報の収集と一元管理による市
民への適正・迅速な情報提供、
（4）帰宅困難者支援の高度
化 の４つです。
この４つのテーマに沿って、
（1）情報配信プラットフォー
ム事業、
（2）買物支援事業、
（3）多職種連携事業、
（4）情
報収集意思決定支援システム、
（5）情報伝達制御システム、
（6）Wi-Fi（ インターネット通信環境の提供）の６つの事業
を行います。

●

11 月 20 日（水）第 17 回商業部会
12 月 13 日（金）第 52 回勉強会

三鷹野菜を使った一流シェフによる料理教室 参加者募集

●

三鷹産の春野菜を使った一流シェフの料理教室を開催し
ます。午前はフレンチ、午後はスイーツを作ります。料理
を食べながら、野菜生産者等が野菜作りのお話をします。
● メニュー：①フレンチ：フレンチのチキンの香草焼き、サ
ラダ仕立て、サーモンのソテーグリーンアスパ
ラ添え（我田民生氏／㈱ホテルオークラエン
タープライズ 取締役 総料理長）
②スイーツ：ストロベリー シュー ア ラ クレー
ム、シューのサラダ仕立て（勝柴棋代一氏／
㈱ホテルオークラエンタープライズ 調理師 パ
ティシエ シェフ）
● 日
時：2014 年３月４日（火）① 10：00 ～ 12：30、
② 14：00 ～ 16：30
● 場
所：二葉栄養専門学校調理実習室
（武蔵野市吉祥寺本町 2-11-2）

●

参 加 費：① 3,000 円、② 1,700 円
定
員：①②ともに 30 人

※定員を超えるお申込みがあった場合、抽選を行います。

催：三鷹市都市農業市民交流協議会（三鷹市、三
鷹市農業委員会、東京むさし農業協同組合、
㈱まちづくり三鷹、㈱三鷹ファーム）
● 申込方法（2014 年２月 17 日
（月）必着）
往復はがきに、参加希望（①、②、両方）と、住所、氏
名、年齢、電話番号、返信面に返送先をご記入の上、
〒 181-0013 三鷹市下連雀 3-38-4 三鷹産業プラザ
㈱三鷹ファーム 料理教室係 までお申込ください。
● お問合せ
事務局 ㈱三鷹ファーム（㈱まちづくり三鷹内）
電話：0422-40-9669
E-mail：info@mitakafarm.mall.mitaka.ne.jp
●

主

