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三鷹駅南口周辺一時利用自転車駐輪場の
空き情報がわかります

京王井の頭線 三鷹台駅周辺
定期利用駐輪場の利用者募集

三鷹駅南口周辺には、
㈱まちづくり三鷹が管理する市立一時利用駐輪場（自
転車）が 10 ヶ所あります。また、原動機付き自転車の一時利用ができる駐
輪場は１ヶ所（すずかけ駐輪場）あります。一時利用駐輪場の利用料金、利
用時間などはまちづくり三鷹 HP でお確かめください。２ヶ所の無料駐輪場
は三鷹市役所が管理運営しています。
また、
一部の一時利用駐輪場は、
空き情報をインターネッ
トで公開しています。右のＱＲコードを携帯電話などで読
み込んで URL を登録しておくと、空き情報を確認する際
に便利ですので、是非ご利用ください。
● お問合せ：㈱まちづくり三鷹

平成 26 年６月１日より、㈱まちづくり三
鷹が管理する以下の計４ヶ所の三鷹市立
定期利用駐輪場がオープンします。

●三鷹駅南口周辺一時利用自転車駐輪場の地図

・三鷹台第１駐輪場（井の頭 2-1-19）
・三鷹台第２駐輪場（井の頭 2-7-18）
・三鷹台第３駐輪場（井の頭 1-30-17）
・井の頭第５駐輪場（井の頭 1-30-19）
定期利用の申込みは、開業後随時お受
けいたします。
（満車の場合は空き待ちと
して受付をします）
駐輪場概要・料金などは、下記へお問
合せまたは、まちづくり三鷹 HP でお確か
めください。
●

●

●

三鷹台第１駐輪場のご利用
三鷹台第 1 駐輪場管理事務所
電話 0422-26-6845
三鷹台第２・第３・第５駐輪場のご利用
三鷹台第３駐輪場管理事務所
電話 0422-24-6761
係員対応時間
月～土 6：30 ～ 20：00

市民住宅が「敷金なし」でご入居できます

礼金なし！敷金なし！更新料なし！
物件（住所）
ファミリー向け市民住宅なら、入居時の礼
金、敷金及び更新時手数料はかかりません。 セントラルビレッジ
◆

（退去時に修繕費などの負担金が発生する場合があります）
◆

（井口1-7-1）

間取り（専用面積） 家賃等

月額127,000円～129,000円 収入に応じて
いずれも共益費7,000円
家賃の助成が
ある場合があ
月額127,000円 平成26年4月より ります
共益費7,000円 賃料値下げ

3LDK
（63.80m2）

ドゥマンクレール三鷹 3LDK
さらに、ドゥマンクレール三鷹では、家賃 （新川3-12-3）
（69.88m2）

を大幅値下げしました！

下連雀市民住宅

3LDK

備考

月額157,000円～159,000円

詳しくは当社HPでご確認いただくか、下 三鷹市中央通りタウン （68.35～68.59m ）いずれも共益費8,000円
プラザ5階・6階）
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）
（下連雀3-30-12

【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
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【M-PR-100】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。
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この通信は、三鷹市内で活動して
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：

地域の特性を活かした三鷹のまちづくり活動
三鷹市と㈱まちづくり三鷹では、再開発の促進又は誘導、災害に強い都市基盤の整備、良好な都市景観の形成、緑と水の保
全又は創出等を目的として設立された市内のまちづくり団体に対して、その活動を支援しています。それぞれの地域でイベントの
開催や研究会、勉強会の実施等を行い、よりよいまちづくりの実践を図るため活動している団体を紹介します。
三鷹台まちづくり協議会 「第９回こいのぼり祭り」開催

新川宿まちづくり協議会
「第３回新川宿ふれあい通り朝市」開催

三鷹台まちづくり協議会で
は、４月 27 日（日）から 5 月
青空が広がる５月 18 日
（日）に、
11 日
（日）の期間、地域の様々
「新川宿ふれあい通り朝市」を開
な団体の皆さんにご協力いた
催しました。
だき、
「こいのぼり」の掲揚
当日は、新川商工栄会の商店に
を行いました。この取組みは、
よる模擬店や地域で採れた新鮮
地域の財産である神田川を、より身近に、生活とつながりのあ
野菜の販売などがありました。その他、フリーマーケット
るものとして再認識していただこうという目的で行っています。
や射的、大道芸人によるパフォーマンス、第六中学校の
道ゆく人々が足を止めて見ている姿が多くみられました。
吹奏楽部による演奏もあり、朝から多くの地域住民の皆さ
協力：三鷹台幼稚園、井の頭保育園、法政大学中学高等学校、
んに楽しんでいただけました。
立教女学院 ｢保育内容研究 A｣ 受講生、立教女学院短期大学
附属幼稚園 天使園、井の頭地区住民協議会、ボーイスカウ
三鷹駅南口西側中央地区再開発組合
ト武蔵野一団、カブスカウト１隊 ･２隊
三鷹駅南口西側中央地区再開
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、4 月 21 日（月）に平成
26 年度総会を開催しました。
連雀通り商店街活性化研
究会で検討しているまちづく
りガイドラインと連携し、
①道路空間と一体的な魅力あるまちづくりの検討
②人が集まり、にぎわいのある商店街にするための仕掛けづくり
を引き続き進めていきます。
また、協議会の活動をより多くの方に知ってもらうために
「連雀通りまちづくり情報コーナー」を 11 月に設置する予定
です。地域の方からもまちづくりのアイディアをいただきなが
ら商店街の活性化について協議していきます。

発組合は、４月 11 日（金）に「近
隣説明会」を三鷹産業プラザで
開催しました。
三鷹駅南口西側中央地区再開
発事業共同ビルの建築計画等についての説明があり、質
疑応答が行われました。会場には 100 人を超える近隣住
民が参加され、事業に対する関心の高さが伺えました。
三鷹駅南口中央通り東地区再開発協議会
三鷹駅南口中央 通り東地区再
開発協議会では、４月に勉強会を
１回開催し、施設計画等について
協議しました。
● ４月 11 日
（金）第 55 回勉強会
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セミナー紹介

あたらしいものづくりの
コミュニティを考える講演会

ミタカフェセミナー
６月のミタカフェセミナーは 2 回開催します。1 回目は Web サービス「STORYS.JP」が、設立からわずか１年で大企業と
業務提携を結ぶまでに至る成長とこれからについて。セミナー修了後には交流会を行います。2 回目は事業を開始し進めて
いくための資金計画の考え方、また、国や自治体などの多数ある助成制度等の概要や活用方法についてお話しいただきます。
テーマ

講師

定員

日程

参加費

ミタカフェ2周年記念セミナー
清瀬 史さん（STORYS.JP）
「新企業の真実を知る。
～STORYS.JPが生まれて1年～」

35名（先着順） 平成26年6月6日
（金）
①セミナー 16：00～ 1 8：00
②交流会
18：30～20：00

①500円
②2,000円

「事業を進めるための
補助金・融資のお話」

15名（先着順） 平成26年6月9日
（月）
15：00～17：00

500円

森田 憲輝さん（多摩信用金庫
価値創造事業部 ブルームマネージャー）

お申込み先：ミタカフェ 電話：0422-26-6113
● お問合せ：㈱まちづくり三鷹
●

点で、3D プリンターなどを配備し、ものづくりに興味のあ

有志メンバーで協議会を組

る個人のためのアイディアを形にする開発拠点及びコミュニ

織し、消費者が便利になる

ティづくりの場として、
「ファブラボ」の開設を予定しています。 サービスを実施しています。
連 雀 通り協 議 会 で は、
この度、あたらしいものづくりのコミュニティを考える研
究会の第１回として、講演会を開催します。
●

開催日：平成 26 年６月３日（火）午後２時～５時
① 14：00 ～ 15：40
「ソーシャルファブの時代

E メール：mitacafe@mitaka.ne.jp

（公財）ハイパーネットワーク社会研究所 理事長・
所長 会津 泉 氏（多摩大学情報社会学研究所
主任研究員・教授）
② 16：00 ～ 17：00

回数

小学生コース①

全4回

7月22日
（火）、23日
（水）、24日(木)、25日
（金）

9：30～11：30

4,000円

小学生コース②

全2回

8月9日
（土）
、10日
（日）

13：00～17：00

4,000円

中学生コース①

全4回

7月28日
（月）、29日
（火）、31日
（木）、8月１日
（金） 13：30～17：30

4,000円

中学生コース②

全4回

8月18日
（月）、19日
（火）、21日
（木）、22日
（金）

13：30～17：30

4,000円

高校生コース

全4回

7月22日
（火）、23日
（水）、24日(木)、25日
（金）

13：30～17：30

4,000円

組み込み体験コース

全2回

8月23日
（土）
、24日
（日）

10：00～12：00

3,000円

ステップアップコース

全2回

8月23日
（土）
、24日
（日）

13：30～17：30

3,000円

日時

各コースともに 15 名程度（先着順） 		
● お問合せ・お申込み：㈱まちづくり三鷹
E メール：ruby@mitaka.ne.jp

ＣＳ？
Ｉ
Ｐ すか 三鷹いきいきプラス
Ｏ
Ｔ 存知で
（三鷹市高齢者社会活動マッチング推進事業）
ご

元気なシニアが気軽に楽しく地域で活躍することを目
標に「お仕事依頼や活動募集をしたい人」と「それが出
来る人」を相互に紹介するマッチング事業や講演会、交
流会、パソコン講習会、趣味や得意技を活かすサークル
活動などを行っています。
＜マッチングの事例＞
☆商店会のキャンペーンチラシのポスティング
→ 11 人がお手伝いし、運動を兼ねたアルバイトをしました。
☆パソコンの購入とセッティング及び操作指導
→ショップへ同行し、購入から接続、操作指導までサポー
トし、喜ばれました。
☆ステージで歌っている写真の撮影
→写真が依頼者の期待以上の出来栄えで、大変喜ばれました。

３Ｄプリンターやレーザー加工機などを用いた、

受講料（税込）

コース

●

～コミュニティづくり

のためのファブスペースの可能性と必要性」

ソフトウェアを「使う」だけではなく、
「造る」ことが体験できるよい機会です。

プログラミング
経験者

三鷹市では買物支援事
業の一環として、商店会の

初心者にもわかりやすく、学習しやすいプログラミング言語「Ruby（ルビー）
」を使って、プログラミングを体験する講座です。

初心者

三鷹市買物支援事業

㈱まちづくり三鷹では「あたらしいものづくり」という視

子ども向け Rubyプログラミング講座

対象
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これからのものづくりの実例
㈱ウッドボックス 代表取締役 山口 雄二 氏
●

場

所：三鷹産業プラザ 7 階

●

参加費：無料

●

申込み・お問合せ：㈱まちづくり三鷹
電話または E メール：info@mitaka.ne.jp

事務局からひとこと
入 会 費、 年 会 費は 無 料で、
ゆるやかなつながりと交流を楽
しんでいます。 現 在 2,400 人
余りの会員が様々な活動に参加
して活躍しています。
どうぞお気軽に入会され、ご自分のお好みに合っ
た活動や助け合いにご参加ください。詳しくは事務
局へお問合せください。
（事務局長 勝間田 節子）

を開催しており、５月 10 日（土）の「連じゃく朝市」
（魚鶴
前で開催）では、海鮮丼、三鷹産野菜、手作りお菓子、焙
煎コーヒーなどを販売しました。さらに、自宅などから会場
まで送迎するサービスを無料で提供しました。
あおやぎ協議会と消研大通り協議会では、毎月第３土曜日
にそれぞれ「あおやぎ市」
「消研だいいち」を開催しています。
5 月 17 日（土）開催の市では、参加店で（※のぼりが目印）
割引や限定品の販売などが行われました。次回は、6 月 21
日（土）開催予定です。
また、青柳商店会と消研大通り商店会の各店舗では、日
頃からお客様に配達料無料でお届けするサービスも実施し
ています。
一方、平成 26 年２月に大沢地区で買物の実態についての
アンケート調査を実施したところ、日頃の買物に不便を感じ
ており、配送サービスや定期市場の開催を望んでいる方が
多いという結果となっています。今後、このアンケート結果
を活用し、下原商店会と連携して大沢地域での買物支援事

※受講料は教材費・税込みの金額です。

事務局のご案内
三鷹市下連雀 3-38-14
ジョグハウス三鷹 302 号室
開局日：毎週月・水・金曜日（祝
日を除く）10：00 〜 16：00
電話：0422-70-5753
E メール：place@mitaka.ne.jp
HP：http://www.svsoho.com/place/index.html

２ヶ月に１度の頻度で朝市

今年も開催！
「三鷹産業プラザまるごと夏まつり 2014」
今年のテーマは「遊ぼう！学ぼう！楽しもう！」。ご家族おそ
ろいで、お出かけください。
●

開催日：平成 26 年 7 月 26 日（土）・27 日（日）

●

場 所：三鷹産業プラザ（三鷹市下連雀 3-38-4）

7 月 26 日（土）11：00 ～ 17：00【わくわくキッズデー】
キッズが楽しめる企画がいっぱい！
ものづくり体験や工作など夏休みの自由研究にもおすすめです。
7 月 27 日（日）11：00 ～ 16：00【のびのびベビーデー】
3 歳ぐらいまでのお子さん向けの楽しい企画がいっぱい！
涼みながら親子で楽しんでください。
詳しい内容やプログラムの時間などは、次号（７月下旬発
行予定）でお知らせします。
また、７月上旬に、まちづくり三鷹 HP でもお知らせします。
※当日の催し物は予告なく変更されることがあります。ご了
承ください。
●

お問合せ：㈱まちづくり三鷹

●

U R L：http://www.mitaka.ne.jp/

業も展開していく予定です。

第 20 回まちづくりフォトコンテスト
『テーマ：これぞ三鷹！〜変わりゆく三鷹、変わらない三鷹』
三鷹市内で平成 26 年 1 月 1 日〜 12 月 31 日まで
に撮影した写真を募集します。
入賞作品には、最高 5 万円＋副賞が贈られます。
応募受付は 12 月からです。
詳しくは、まちづくり三鷹の HP をご覧ください。
http://www.mitaka.ne.jp/machidukuri/photo/

第 17 回 SOHO フェスタ in MITAKA」
のテーマデザイン募集中！
第 17 回のテーマは、
「Nice Try !」
（試みを繰り返すことこそ、成功の母である。）
今 回 のフェスタの テ ーマを 踏 まえ、 なお か つ
SOHO をイメージしたデザインを募集します。
詳しくは、まちづくり三鷹の HP をご覧ください。
http://www.mitaka.ne.jp/sohofesta/

