ビル
形式

原付
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ゲート
三鷹市立定期利用駐輪場
ご案内
式

定期
契約

間
24時 !

平地
市立駐輪場の利用申込みの際は、住所確認
ができる身分証明書と、学生等割引適用のため
地下式機械式
駐輪機
の証明書をご持参ください。駐輪場の場所やご利用料金、空き
状況などについては、下記 URL でご確認ください。

ま

http://www.mitaka.ne.jp/facilities/bicycle_parking/
三鷹市立定期利用駐輪場（満車の場合は「空き待ち」として受付します）
エリア

名称

形態
自転車

有人 月極 ビル 2 段
管理 契約 形式 ラック

井の頭2-1-19

場内管理室で随時
電話：0422-26-6845

三鷹台第2・第3・第5駐輪場

自転車

有人 月極
平地
巡回 契約

井の頭1-30-17ほか

第3駐輪場管理室で随時
電話：0422-24-6761

井の頭第２駐輪場

自転車

巡回 月極
平地
管理 契約

井の頭3-3-17

井の頭第１駐輪場で随時
電話：0422-40-4130

つつじヶ丘駐輪場

有人 月極
自転車 原付
平地
管理 契約

中原1-13-9

場内管理室で随時
電話：03-5315-3470

つつじヶ丘駅周辺

すずかけ駐輪場

有人 定期 地下式機械式
自転車
管理 契約
駐輪機

下連雀3-16-7

場内管理室で随時
電話：0422-72-8355

三鷹駅南口周辺

さくら通り第2駐輪場
禅林寺通り第2駐輪場
上連雀二丁目駐輪場
しろがね通り第1駐輪場
禅林寺通り第3駐輪場

自転車

無人 定期 ゲート
平地
管理 契約 式

※禅林寺通り第3駐輪場のみ 自転車 原付

下連雀3-21-30
上連雀3-37-26
上連雀2-7-25
下連雀3-30-2
下連雀3-41-4

「みたかスペースあい」
プレオープンセレモニー実施報告

牟礼研究開発センター入居者募集
㈱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
の入居者を募集しています。
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

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6 -25 -5
募集区画：１室 98.0m2（天井高さ3.2ｍ）
賃
料：月額235,143円（消費税別）
菅 理 費：月額42,000円（消費税別）
保 証 金：賃料の３箇月分
入居開始：入居審査に合格し、契約締結後即
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
問 合 せ：㈱まちづくり三鷹

12 月23 日に三鷹中央ビル
（三鷹駅前第三市街地住宅）
の空き区画を活用した
「みた
かスペースあい」がプレオー
プンしました。このスペース
は、みたかスペースあい運営協議会幹事会（NPO 法人み
たか市民協働ネットワーク、協同組合三鷹中央通り商店
会、株式会社まちづくり三鷹、NPO 法人三鷹ネットワー
ク大学推進機構、三鷹市）が主体となって、民学産公の
協働による地域活性化の取り組みを実施していきます。
プレオープン当日は、たくさんの方にご来場いただき、
盛大なクリスマス会を兼ねたイベントとなりました。
今後このスペースは、まちとしてのにぎわいや人との集
い・憩いの空間、民学産公による新たな協働のサテライ
トとして、活用していく予定です。

【個人情報の取扱いについて】

発行元：㈱まちづくり三鷹

㈱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、当社の個人情報
保護方針に基づき、適切に保護、管理、運用、利用してまいります。
個人情報に関する相談窓口：㈱まちづくり三鷹 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

管理会社(株)まちづくり三鷹で随時

電話：0422-40-9669

10 8 61415 ( 0 4)

【M-PR-104】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。

〒 181-8525 三鷹市下連雀 3-38-4
電話：0422-40-9669 Fax：0422-40-9750
mail：info@mitaka.ne.jp
UR L：http://www.mitaka.ne.jp/

※㈱まちづくり三鷹は、三鷹市全域のまちづくりを総合的に
支援することを目的に設立された三鷹市の第三セクターです。

制作協力：有限会社そーほっと
※この通信は再生紙を使用しています。

201５

この通信は、三鷹市内で活動して

く
づ
ち り

申込み・問合せ

三鷹台第 1 駐輪場
三鷹台駅周辺

井の頭公園駅周辺

所在地

２-３月号

み*た*か

無人
管理

ます
利用でき
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い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 ㈱ ま ちづくり三 鷹 が
協働で発行しています。

通信

内容についてのお問合せ先
株式会社まちづくり三鷹

0422-40-9669

電話：

第20回まちづくりフォトコンテスト審査結果発表
「これが三鷹！〜変わりゆく三鷹、
変わらない三鷹〜」をテーマに 2014
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、144 人の方から 502 点の 一般 A4 サイズ以上部門 金賞
「夢膨らんで」
ご応募がありました。
土屋 哲さん
厳正なる審査の結果、右記のとお
り入賞作品が決定しました。

㈱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

一般 A4 サイズ未満部門 金賞
！」
「これからずっと一緒だね！
花崎 健一さん

銅賞

夢膨らんで

土屋 哲

雨の散歩道

木村 和枝

届け！
！私たちの思い。

木村 高大

晩秋

須藤 尋美

大太鼓きたる！

池口 保

日本昔ばなし

藤田 静枝

これからずっと一緒だね！
！

花崎 健一

三鷹の雪ん子きょうだい

大和田 妙司

百発百中

鈴木 浩之

長い影

北野 敏彦

ぼくが主役

横山 宣明

サクラ、咲いたね。

大谷 正志

道路用地のチューリップ

吉田 真哉

いつも変わらぬ三鷹愛

大島 千乃

なんわかな？

内田 純瑳

水たまりの虹

吉田 真由南

さくらふぶきの中に

村山 皓朗

光る猫の目

三澤 聖子

この道はジブリへ通ずる

福本 健三

水の無い井之頭の池

関山 一也

今日も一日おつかれ様

石川 由子

僕たちまちの消防団

中井 孝至

井の頭の老舗

浅野 幸雄

新緑の候

滝口 帰一

たのしい水飲み場

児島 壽美滋

ハートにハト

佐藤 新太郎

たそがれ

本田 誠

ゴールデン・スポット

桜木 泰弘

新川五丁目の夕日

小島 康寛

一般 A4 サイズ未満部門

銅賞

金賞
銀賞

高校生以下部門 金賞
「道路用地のチューリップ」
吉田 真哉さん

※３月５日（木）17：00 から入賞者の表彰式を行います。
（審査員による講評あり）

●

銀賞

（敬称略）

入賞者名

高校生以下部門

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。
● 日時：2015 年３月５日
（木）〜３月８日（日）
10：00 〜 19：00（最終日は 17：00 まで）

●

タイトル

一般 A4 サイズ以上部門

金賞

銀賞

第 20 回まちづくりフォトコンテスト作品展

●

賞

金賞

〈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 / 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 / ㈱ジェイコム武蔵
野三鷹 / 東京コカ・コーラボトリング

第 20 回まちづくりフォトコンテスト入賞作品一覧

会場：三鷹産業プラザ７階 特設会場（入場無料）
同時開催：まちづくりフォトコンテスト 20 周年記念作品展
20 周年を記念して、歴代の金賞作品を展示します。
問合せ：㈱まちづくり三鷹 フォトコンテスト事務局

銅賞
部門問わず

みたか都市観光協会賞
審査員特別賞

まちかど発見賞
まちかど発見ネーミング賞
奨励賞

※入賞作品は、2 月中旬以降㈱まちづくり三鷹 HP でご覧いただけます。
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いち

「中高生国際 Ruby プログラミングコンテスト2014 in Mitaka」最終審査会で各賞が決定しました！
中高生国際 Ruby プログラミングコンテスト 2014 in Mitaka
受賞者一覧

12 月６日（土）
、三 鷹
産 業プラザで、
「中高生

（敬称略）

国 際 Ruby プ ロ グ ラ ミ
ングコンテスト 2014 in
Mitaka」 最 終審 査 会 が

受賞者名
作品名

賞
U-15 の部（15 歳以下）

開催されました。
最 終 審 査 に残 った
のは、応募 77 件の作品の中から、１次審査を突破した、

最優秀賞

滝沢第二中学校科学部（岩手県）
イライラ人生ゲーム

優秀賞

石原 正宗（東京都）
Our Word Book

U-15 の部５件、U-18 の部５件の計 10 作品。子どもたちは
プレゼンテーションの後、各審査員から繰り出される鋭い質
疑にも堂々と対応し、終了後には「緊張したけど、本番は平

優秀賞

宮崎 海斗（兵庫県）
RUBY BBS

奨励賞

さぬき市立さぬき南中学校 ソレイユ(香川県)
気象情報表示システム

奨励賞

さぬき市立さぬき南中学校 ラピュタ(香川県)
露摩雄の南中アドベンチャー

常心で臨めました」
、
「回答でもっとクールに決めたかった！」
など様々な感想を聞かせてくれました。
最終審査会は、Ruby の生みの親であるまつもとゆきひろ
氏を審査委員長とする審査委員会によって行われ、右記の
とおり受賞が決定しました。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。
また、特別講演として、公立はこだて未来大学 学長の中
島秀之氏による特別講演「大人たちの知らない IT の可能性
〜人工知能が創る未来の社会〜」が行われました。
当日は、多くの方が来場し、盛況のうちに最終審査会が
終了しました。

三鷹野菜を使った
一流シェフによる「料理教室」レポート
１月 30 日
（金）
、三鷹市
都市農業市民交流協議会
主催の「料理 教 室 」が、
二葉 栄養専門学 校 調 理
実習室で開催されました。
ホテルオークラエンター
プライズ 総 料理長 我田
民生氏による料理実演の後、23 名の参加者が家庭でできる

2015年

石部 大夢（東京都）
bcml

優秀賞

Sidharth Kulkarni（米国）
Maﬁa

優秀賞

島根県立松江商業高等学校3年 情報処理科（島根県）
Space War

奨励賞

Students.rb（埼玉県）
32ちゃんねる(仮題)

奨励賞

シャクネツクン<(╹ヮ╹)>（岡山県）
オワッター+

いち

定期市を開催しました
11 月８日（土）の連じゃく朝市では、
海鮮 丼・カレーライス・和洋菓子・
冬物洋服・新鮮野菜が販売され、家
電製品ワゴンセールも行われました。

12 月 20 日（土）には、青柳

詳しくは

時間 13：00 ～17：00

http://mitakabizcon.mall.mitaka.ne.jp/

日時：2015 年３月 22 日（日）12：00 〜 17：00
会場：みたかスペースあい（三鷹市下連雀 3-28-20

三鷹中央ビル 1 階）

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

最優秀賞

水 会場 三鷹産業プラザ７階会議室

どもが楽しめるメニュー等を実施する「買物応援キャラバン隊」を派遣しています。
今回、三鷹中央通り商店会主催の M マルシェと同日開催します。今後、このスペースは、
まちのにぎわいや集い・憩いの空間などに活用可能です。

●

みたかビジネスプランコンテスト最終審査会

2 月25 日

三鷹中央ビル１階
「みたかスペースあい」にて、買物応援キャラバン隊が出張市を開催します。
買物支援事業本部では、協議会が開催する「マルシェ（市場）」などを一緒に盛り上げ
るため、商店会内だけでは調達出来ない不足業種や、集客が見込める魅力的な店舗、子

●

協議会、消研大通り協議会で、
「あおやぎ市」、
「消研だいい
お手軽フレンチの調理に取り組みました。
「定期市」
が開催されました。
ち」などの
三鷹の野菜をふんだんに使った料理を食べながら「手軽
当日は、大勢の方が買物やスタンプラリーなどの各種イベ
にフレンチが作れて楽しかった」
「家でもまた作りたい」など
ントを楽しんでいました。
の感想がありました。
定期市の開催情報や事業の詳細については、三鷹市買
当日は、三鷹野菜を作っている農家のお話もあり、
「三鷹
のおいしい野菜について知る、良いきっかけになった」とい 物支援事業のホームページ（http://kaimono.mall.mitaka.
ne.jp/）をご覧ください。
う感想も聞かれました。
第 11 回

買物応援キャラバン隊出張市を開催します

買物応援キャラバン隊出張市

U-18 の部（18 歳以下）

三鷹市買物支援事業では、
商店会の有志メンバーで協議
会を組織し、買物が便利にな
るサービスを実施しています。
この取り組みの一環として
11 月８日（土）には、連雀通
り協議会で「連じゃく朝市」、
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一般公開・入場無料
どなたでもプレゼンテーションの観覧ができます。

連雀通りまちづくり協議会
連雀通りまちづくり協議会では、11 月 28 日（金）・29 日（金）に、よう㐂屋前にテン
トを設置し、
「まちづくり情報コーナー」を実施しました。
現在進んでいる連雀通り商店街地区のまちづくり推進地区整備のための用地買収や、
都道拡幅に伴う工事について、10 月 27 日（月）に東京都と行った意見交換の内容や、
連雀通り商店街活性化研究会が作成した「まちづくりガイドライン」を展示し、地域住民
の皆さんに情報提供するとともに、意見を伺いました。
来場者からは「早くきれいで広い道路ができ、歩道が安全で、買物の楽しい商店街に
なると嬉しい。」
「歩きやすいだけでなく、歩きたくなる道路になると、より素晴らしいと
思う。」などの意見があり、道路の整備に対する関心・期待が大きいことが伺えました。
連雀通りまちづくり協議会では、引き続き、
「安全・安心な連雀通り」の実現に向け、
取り組んでいきます。
※連雀通り商店街地区まちづくり推進地区整備とは
連雀通り商店街地区は、狐久保交差点〜南浦交差点、下連雀 1・2・6 丁目内、区域３ヘクタールのエリアをさす。
まちづくり推進地区とは、三鷹市まちづくり条例に基づき、良好な都市景観の形成、災害に強い都市基盤の整
備など、まちづくりを重点的に推進する区域として、市長が指定する地区のこと。
連雀通り商店街地区まちづくり推進地区整備方針は、平成 22 年 4 月 28 日に決定し、以降、連雀通りまちづく
り協議会が中心となり、地域のまちづくりに取り組んでいる。

三鷹台まちづくり協議会
三鷹台まちづくり協議会で
は、11 月 30 日（日）に全体会
を開催し、三鷹台駅前通りの
整備について三鷹市と意見
交換を行いました。この事
業は、 平成 30 年度までに
三鷹台駅前通りの第１、第２工区を拡幅整備するもので、三
鷹市に対して、まちのイメージにあわせた道路整備が行わ
れるよう要望しています。引き続き、安全で安心な歩行空間
の確保と沿道の商店会の活性化を図りながら、三鷹台駅周
辺の自然を生かしたまちづくりについて協議していきます。

三鷹駅南口中央通り再開発協議会
再開発協議会では、勉強
会を 11 月に２回（第 61 回、
第 62 回）、12 月に１回（第
63 回）開催しました。
他 地 区における商 業 施
設の管理・運営体制をもと
に当地区の商業施設のあり方について意見交換を行いま
した。
● 11 月 14 日
（金）第 61 回勉強会
● 11 月 26 日
（水）第 62 回勉強会
● 12 月 12 日
（金）第 63 回勉強会

