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イモ煮会とサツマイモ・大根の収穫体験レポート
11 月 22 日（ 土 ） に、 三 鷹
市北野の三鷹ファーム管理農
園で、三鷹市都市農業市民交
流協議会主催の「イモ煮会と
サツマイモ・大根の収穫体験」
が 開 催されました。 当日は、
みたか野菜クラブの会員とご家族、一般募集の三鷹市民の
方約 200 名が参加、天気にも恵まれ大盛況となりました。
今年はサツマイモも大根も大きく育ち、子どもたちは家族
の分まで持ち帰ろうと、泥で顔を汚しながら懸命に掘りおこ
していました。収穫体験後に開催された、同圃場で収穫した
里イモと三鷹野菜を使ったイモ煮会では、山形式味付けが
美味しいと、おかわりの大行列ができました。

第５回三鷹コミュニティシネマ映画祭レポート
11 月 22 日（土）〜 24 日（月・振
休）に、三鷹産業プラザで第 5 回
三鷹コミュニティシネマ映画祭が開
催されました。
今年は 1960 年代の傑作アニメー
ション 3 作品の上映に加えて、不朽
の名作『天井桟敷の人々』
、日本ア
ニメーション界の巨匠・高畑勲監督
作品『火垂るの墓』
『かぐや姫の物
語』、女優・渡辺真起子さんの特集
として『愛の予感』
『チチを撮りに』を上映しました。
さらに 23 日には高畑監督のトークショーを、24 日には渡
辺さんのトークショーを開催しました。高畑監督は映画の昔
と今について、渡辺さんは三鷹で過ごした 10 代の頃の話題
で、会場はおおいに盛り上がりました。
※三鷹コミュニティシネマ映画祭は、映画でまちを活性化したい ㈱まちづくり三鷹と、
三鷹に映画館がほしいという思いの三鷹市民有志が、協働で行っている映画祭です。

中高生国際Rubyプログラミングコンテスト2014 in Mitaka

礼金なし！敷金なし！更新料なし！

市民住宅・入居者募集中

12 月6 日 土

受付11：30〜 開会12：00〜
場所 三鷹産業プラザ７階

一次審査を通過した子どもたちによるプレゼン
テーション、Ruby開発者であるまつもとゆき
ひろ氏による講評・講演、公立はこだて未来大
学 学長 中島秀之氏による特別講演など。
詳しくは
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ファミリー向けの市民住宅なら、入居時の礼金や敷金さら
に更新料はかかりません。
現在、空き物件は3か所！ 詳しくはホームページでご確認
いただくか、下記までお問合せください。

ま

㈱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）

|
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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：

〜入居者募集中の物件〜

第20回まちづくりフォトコンテスト作品応募受付開始！

セントラルビレッジ（三鷹市井口1-7-1）
●

空室

202号室/203号室/301号室/
303号室/305号室

●

間取り（共通）

3ＬＤＫ（63.80m2）

●

家賃等

月額127,000円～129,000円・共益費7,000円（共通）

ドゥマンクレール三鷹（三鷹市新川3-12-3）
●

空室

●

間取り（共通）

102号室/103号室/105号室
3ＬＤＫ（69.88m2）

●

家賃等（共通）

月額127,000円・共益費7,000円

家賃大幅値下げ！

下連雀市民住宅

（三鷹市下連雀3-30-12

三鷹市中央通りタウンプラザ
5階・6階）

●

空室

●

間取り

3ＬＤＫ（68.35～68.59m ）
2

Rubyくん

http://www.mitaka.ne.jp/ruby/

家賃等

月額157,000円～159,000円・共益費8,000円（共通）

【個人情報の取扱いについて】
㈱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
【M-PR-103】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。

発行元：㈱まちづくり三鷹
〒 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。

応募規定
・各部門一人 5 点以内 ( 高校生以下部門の方は一般部門
への応募もできます )
・すべて印画紙にプリントした作品でご応募ください。
・カラー、白黒を問いません。
・画像の合成・加工不可。ただし、トリミング・彩度の調
整は可。
・入賞作品の使用権は主催者に帰属します。
応募方法など、詳しくは、ホームページ（http://www.mitaka.
ne.jp/machidukuri/photo/photo20.html）をご覧ください。
● 主催：三鷹市・㈱まちづくり三鷹
● 後援：三鷹市教育委員会・特定非営利活動法人みたか都
市観光協会
● お問合せ：㈱まちづくり三鷹
●

対象：2014 年（1 月 1 日～ 12 月 31 日）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
● 応募期間
：2014 年 12 月１日（月）～ 2015 年１月９日（金） 過去の作品は下記のホームページでご覧いただけます。
（当日消印有効）
まちづくりフォトコンテストアルバム
● 賞・部門・賞金
http://www.mitaka.ne.jp/photo/
賞

金賞

501号室/602号室/605号室

●

まちづくりフォトコン テストは、
1995 年から毎年開催されており、今
年 20 回目を迎えます。
このコンテストは、より多くの人々に
三鷹の魅力を再発見し、興味・愛着を
深め、
三鷹のまちづくりにも関心をもっ
ていただきたいと、三鷹市と㈱まちづ
くり三鷹が、共同で開催しています。
今年は、
『「これが三鷹！」～変わり
ゆく三鷹、変わらない三鷹～』をテー
マに、三鷹市内で撮影した四季折々の自然、人々のふれあい、
まちの表情などを募集します。
●

※ 収入に応じて家賃の助成がある場合があります。

最終審査会 観覧者募集 !!
2014年
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銀賞
銅賞
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
みたか
都市観光
協会賞
奨励賞

点数

一般
Ａ４サイズ
以上部門

一般
Ａ４サイズ
未満部門

高校生以下部門

図書カード（3,000円）
各1点 5万円＋副賞 3万円＋副賞 ＋三鷹の森ジブリ美術
館ペアチケット＋副賞
図書カード（2,000円）
各2点 2万円＋副賞 1万円＋副賞 ＋三鷹の森ジブリ美術
館ペアチケット＋副賞
図書カード（1,000円）
各3点 1万円＋副賞 5千円＋副賞 ＋三鷹の森ジブリ美術
館ペアチケット＋副賞
3点

１万円＋副賞（部門問わず）

3点

３千円＋副賞（部門問わず）

1点

３千円＋副賞（部門問わず）

1点

１万円＋副賞（部門問わず）

1点

三鷹の森ジブリ美術館ペアチケット

まちづくりフォトコンテスト20周年記念作品展 inアトレヴィ三鷹
三鷹市内で撮影
した写真を募集する
「まちづくりフォトコ
ンテスト」 が 今 年
で 20 周年を迎える
ことを記念して、10
月 10 日（金）から
10 月 31 日（金）まで、三鷹駅構内「アトレヴィ三鷹」で、
歴代Ａ４サイズ以上部門の金賞 19 点を展示しました。
入賞作品の展示は、三鷹産業プラザと三鷹市役所で
実施したが、一日に９万人が利用する三鷹駅での展示は、
時代とともに移り変わる三鷹の風景をたくさんの方に知っ
てもらう良い機会となりました。
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「ファブスペースみたか」
キックオフイベント開催しました

2014.12-2015.1

「みたか身の丈経営塾（実学道場）2014」
開催およびコーディネータ相談

㈱まちづくり三 鷹
では、3D プリンター

㈱まちづくり三鷹では、三鷹市が産業競争力強化法に基
づき認定を受けた「特定創業支援事業」の一環として、実

などのデジタル工作
機 械 を 備えた、” も
のづくり ” を通してコ

践に向けたノウハウを学ぶ場として「みたか身の丈経営塾
（実学道場）2014」セミナーを開催しています。今後、2015
年３月まで毎月１回行う予定です。また、三鷹産業プラザ３

ミュニティを創出する
ための「ファブスペー
ス」をプレオープン

階ミタカフェに相談窓口を設置し、起業、経営に関するフォ
ローを随時実施しています。
● 相談予約：ミタカフェ
（電話：0422-26-6113）

しました。
「みたか身の丈経営塾（実学道場）2014」セミナー開催実績
そのキックオフイベントとして、10 月 17 日（金）に、
「は （2014 年 9 月〜 11 月に開催済み）
じめての 3D プリンター体験セミナー」を開催しました。
(1) 成功モデルに学ぶ、SOHO 事業経営の実際
当日は、株式会社ウッドボックスの山口雄二さん、山口卓
(2) 事業計画入門
也さんを講師にお迎えし、3D プリンターの概要や 3D CAD
(3) 事業計画の発表と講評会（更なるブラッシュアップに向けて）
ソフトの操作、出力までを丁寧にご説明いただきました。
(4) 利益を出す社長の考え方と行動
参加者からは、初めて触る 3D CAD ソフトについて具体
的な質問がたくさん寄せられ、自分で作ったモデルが、実
際に 3D プリンターから出力された際には、歓声が上がりま
した。
また、セミナー後には、ファシリテーターに武蔵野美術
大学の小林昭世先生、森田洋生さんをお迎えし、
「こんなス
ペースにしたい」をテーマにファブスペースワークショップを
開催しました。第 3 回のワークショップは、12 月 3 日（水）
を予定しています。
（下記参照）

ファブスペースイベントのお知らせ
三鷹産業プラザ３階「ファブスペース」では、起業時の
体験談や起業するためのノウハウなど、ビジネスに役立
つ情報を提供するミタカフェセミナーや３Ｄプリンタなど
のデジタル工作機械の体験セミナー、ワークショップなど
様々なイベントを開催しています。
詳細は、㈱まちづくり三鷹・ミタカフェのホームページ
等でご案内いたします。
12 月の開催予定

12 / 3

（水）

第３回「ファブスペースみたか」ワークショップ
～こんなスペースあったらいいな～
時間：15：00 ～ 17：00 参加費：無料
トールペインティング講座

12 / 10 「かまぼこ板を使って、ルームサインを作ろう」
（水）

11 月 7 日（金）に三
鷹産業プラザで、第 17
回 SOHO フ ェ ス タ in
MITAKA を開催しまし
た。当日は 200 名を超
える皆さんにご来場い
ただき、商品やサービ
スをご覧いただきました。なかでも 3D プリンターや洗える
畳のデモンストレーション、コーヒーの試飲ブースなどに多く
の方の関心が集まっていました。
今回で 3 回目を迎えた動画コンテストは、年々、応募作
品のクオリティも上がり、審査員に加えて来場者の点数も加
算される審査にも熱が入っていました。
「私がファブラボ渋谷をつくった理由」と題したビジネスセ
ミナーでは、参加者は熱心に聞き入り、セミナー終了後にも
質問が多く、大いに参考になったようでした。
最後には、SOHO フェスタにまつわる各賞の表彰を行いま
した。賞と受賞者は下表のとおりです。
賞・受賞者
コンテスト名称

テーマデザイン
コンテスト

時間：14：00 ～ 参加費：1,500 円

ミタカフェ
12 / 19 クリスマス忘年会＆懇親会
（金）

第 17 回 SOHO フェスタ in MITAKA 開催レポート

対象：会員と会員紹介の方

展示部門
動画コンテスト
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三鷹市買物支援事業
「大沢下原商店会 店舗情報冊子」をつくりました！
大沢地区にある大沢下原協議
会（商店会の有志で構成）では、
地域の方に便利に買物ができる
よう、日頃から実施している各
店舗のサービスを紹介する店舗
情報冊子を作りました。
配達、訪問ヘアカット、送迎
サービスなど、高齢者や障がい
者の方が気軽に利用できる地元
密着型の商店会ならではのサー
ビスをアピールし、店主の人柄が

まちづくりセミナー報告
㈱まちづくり三鷹は、三鷹
市および買物支援事業本部
と合同で、11 月５日（水）に、
まちづくりセミナー「場所を
めぐる冒険－いろいろな視点
からまちを眺めてみよう－」
を開催しました。
当日は、法政大学大学院の増淵敏之先生にご登壇いただ
き、巨大ショッピングモールとマーケット（商店街）が共存
するフィリピンの実態や漫画を取り入れた地域紹介紙を作成
した札幌市の活動など、多くの事例をご紹介いただきました。

また、講演終了後は全員参加型のワークショップを開催し、
伝わるような冊子になっています。
「三鷹の魅力」と「あったら嬉しいサービス」について意見
各店舗や大沢コミュニティセンター、三鷹西部市政窓口 を出し合いました。参加者同士が交流しながら熱心に意見
などで配布しています。
を交わし、今後のまちづくりのヒントを得る場となりました。

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

三鷹駅南口中央通り東地区再開発協議会

10 月 27 日（ 月）に
全 体 会を 開 催し、 連
雀 通りの道 路 拡 幅 事
業における用地買収や
今後の工事などについ
て、東京都の担当者と

三鷹駅南口中央 通
り東地区再開発協 議
会では、勉強会を９月
に１回（第 58 回）、10
月 に ２ 回（ 第 59 回、
第 60 回）開催し、他
地区（相模大野駅西側地区ボーノ相模大野、府中駅南口

意見交換を行いました。用地買収の状況、今後の見通し、
植樹、街路灯、大雨対策など、協議会からの質問に対し
て東京都から詳しい説明があり、不明点を解消する良い
機会となりました。
今回整理できた点を踏まえ、引き続き、10 年後の連
雀通りをイメージした検討を行っていく予定です。

第二地区フォレストサイドビル）の事例をもとに当地区と
の比較検討を実施いたしました。
● 9 月 18 日
（木）第 58 回勉強会
● 10 月 10 日
（金）第 59 回勉強会
● 10 月 22 日
（水）第 60 回勉強会

新川宿まちづくり協議会
新川宿まちづくり協議会で

賞名称

受賞者（敬称略）

大賞

米泉 弘人

フェスタ賞

加藤 玲
髙橋 隆三

審査員特別賞

伊東 幹夫
遠藤 克也

ベスト展示大賞

珈琲松井商店

ベスト動画賞

るま・ばぐーす

来場者賞

SOHOプラザ事務局
みたか地域SNS運営委員会

は、地域の学校との連携を大
事にしています。10 月10 日
（金）
朝に、第一小学校の校門での
あいさつ運動に参加しました。
また、11 月 16 日（日）には、
「新川宿ふれあい通り朝市」を開催しました。今回、4 回目となる朝
市ですが、毎回好評で、朝から商店会による模擬店や鉢花、地元産野菜を求め、多くの方が来場しま
した。
催し物として、第一小学校の児童によるブラスバンドやダンス、朝読書を行っているＰＴＡによる紙
芝居もあり、大変賑わいました。

