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みたか・まちづくり通信

三鷹市内の定期利用駐輪場（自転車・原付）
利用申込み随時受付中

2016.2-3
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三鷹市サイクルシェア事業
社会実験参加者募集のお知らせ

三鷹市内には、ＪＲ三鷹駅南口に 8 ヶ所、つつじヶ丘駅
北側に 1 ヶ所、井の頭公園駅周辺に 1 ヶ所、三鷹台駅周辺
に 4 ヶ所の定期利用駐輪場があります。そのうち原付（50cc
バイク）の利用が可能な定期利用駐輪場は 3 ヶ所です。
ご利用を希望される方は、空き状況をご確認の上、各駐
輪場ごとに所定の手続き時間・場所にて、利用の申込みを
お願いします。申込みは随時受付をします。
● 手続きに必要なもの
申込書（窓口にあります）
住所が明記されている身分証
学生等料金適用のための証明書（学生証など）

2016

三 鷹市では 2016 年４月からサイクル

れたスペースを有効に活用することができ、効率的です。
●

内容についてのお問合せ先

利用料金

株式会社まちづくり三鷹

１ヶ月につき 1,000 円 / 一人（平成 28 年度料金）
●

0422-40-9669

電話：

自転車を貸出・返却する場所
ＪＲ三鷹駅前

さくら通り第２駐輪場内を予定

貸出自転車
26 インチ、カゴ付き、オートライトタイプ、
「TS マー
ク付帯保険（自転車保険）」に加入済み

例年、2 月〜 4 月にかけ、全ての駐輪場で利用申込みが増
加します。満車となった場合は、
「空き待ち」受付をします（三

すべて自転車整備士による点検・整備済みです。パン

三鷹市内の四季折々の自然、人々のふれあい、まちの表情などの写真を募集しているまちづくりフォトコンテストは、今回
からインターネットによる応募に変更し、142 人から 487 点もの作品の応募がありました。1 月下旬に厳正なる審査をした
結果、下記のとおり入賞者が決定いたしました。全入賞作品は、ホームページ（http://www.mitaka.ne.jp/）でご覧いただけ
ます。問合せは㈱まちづくり三鷹まで。

クなどの修理の自己負担はありません。
●

実験実施期間
2016 年 4 月 1 日〜 2017 年 3 月 31 日

●

問合せ・申込み
三鷹市

都市整備部道路交通課

第 21 回まちづくりフォトコンテスト審査結果発表

自然部門 金賞

都市交通係

サイクルシェア担当

自然部門

「桜に向かって」

電話：0422-45-1151（内線 2884）

金賞

井の頭公園西園 文化交流広場

銀賞

鈴木 裕之 さん

市民住宅「ドゥマンクレール三鷹」
入居者募集・家賃変更のお知らせ

銅賞

みたかスペースあい

にぎわいコーナー 会員募集中！

中堅所得者のファミリー

向け市民住宅なら、入居時

にぎわいコーナーは、地域活動や

に修繕費などの負担金が発

●
●
●

空室：102号室/103号室/105号室/203号室
間取り：3ＬＤＫ(69.88m2)
家賃等：月額119,000円、共益費7,000円

「さぁ手を上げて！」

銀賞

三鷹駅前

本田 誠 さん

銅賞

登録が必要）。休憩もできる無料の

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

銀賞

「夏の日に」
下連雀８丁目

銅賞

大谷 正志 さん

㈱まちづくり三鷹

電話

0422- 40-9669

㈱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：㈲そーほっと

大和田 由佳さん

突然の夕焼け雲

森山 寛さん

マジックアワー

小泉 明美さん

雲燃ゆる、夜の手前

谷口 瞳さん

さぁ手を上げて！

本田 誠さん

祭りの舞

土屋 哲さん

一緒に踊りたいね☆

花崎 健一さん

レインボー車両と手作りこいのぼり

小林 謙三さん

かいぼり隊

太田 雅志さん

波と踊る

土屋 絵未さん

mail

夏の日に

大谷 正志さん

新緑急行

坂田 真弓さん

自然豊かな美しい街

渡邉 安一さん

母子のふれあい

佐藤 保治さん

絵本日和

上野 仁さん

ゆず湯一人じめ

浅野 幸雄さん

info@mitaka.ne.jp
無 料 購 読 の申込 み・変更・
中止のご連絡は随時お受け
しております。

M-PR-110
※この通信は再生紙を使用しています。

長谷川 康雄さん

※フィルムコミッション賞は、三鷹市内のロケ地を誘致する三鷹フィルム
コミッション事業を行っているみたか都市観光協会が選出した賞です。

【発行元・問合せ】
〒 181-8525 三鷹市下連雀 3-38-4 三鷹産業プラザ
Fax：0422-40-9750 UR L：http://www.mitaka.ne.jp/

小嶋 泰之さん

雨つぶの宝石

青空に映えて

※みたかスペースあいは、2014年12月に商店街の活性化・まちづくり推進の場としてオープンしました。

発行元

三鷹台に架かる虹

三鷹フィルムコミッション賞

表彰式

㈱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。

まちの営み部門 金賞

入賞者へ表彰状、賞金、副賞の授与、入
賞作品の展示が行われます。
●

2016 年 3 月 4 日（金）午後 5 時から
会場：三鷹産業プラザ7階
※どなたでも入場できます。

入賞作品展

【個人情報の取扱いについて】

金賞

場所：三鷹中央ビル内（三鷹市下連雀３-28-20）
営業時間：10：00～19：00
定休日：火曜日、年末年始
URL：http://mitakaspaceai.mall.mitaka.ne.jp/
問合せ：㈱まちづくり三鷹

問合せ：㈱まちづくり三鷹または、三鷹市まちづくり推進
課住宅政策係 電話：0422-45-1151（内線2869）

鈴木 浩之さん

まちの営み部門

情報コーナーもあります。

詳しくはまちづくり三鷹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。
●

金賞

の貸スペースです（事前審査・会員
礼
金
な
し
更
新
料な ！
し！
敷金な
し！

ドゥマンクレール三鷹（三鷹市新川３-12-３）

イベント部門 金賞

サークル活動などで利用できる有料

生する場合があります）

桜に向かって

イベント部門

の礼金や敷金、さらに更新

料はかかりません。
（退去時

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

三 鷹 市と ㈱ ま ちづくり三 鷹 が
協働で発行しています。

１台の自転車を２人以上で共同利用ができれば、限ら

※自転車の利用車種に制限がある駐輪場もあります。

大幅
値下げ

この通信は、三鷹市内で活動して

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、

シェア事業の社会実験を実施します。

●

鷹駅南口東駐輪場は空き待ち受付も中止中）。
各駐輪場の空き状況及び詳しい手続き場所、方法について
は、まちづくり三鷹ホームページにてご確認いただけます。
なお、新年度（例：2016 年 4 月〜）からの利用予約という
形ではお受けしていませんのであらかじめご了承ください。
● 問合せ：㈱まちづくり三鷹

2-3 月号

●

2016 年 3 月 5 日（土）〜 3 月 23 日（水）
会場：三鷹産業プラザ１階展示コーナー（下連雀 3-38-4）

●

2016 年 3 月 24 日（木）〜 3 月 31 日（木）
会場：みたかスペースあい（下連雀 3-28-20 三鷹中央ビル１階）
※但し、29 日（火）は休館日。初日は 12：00 から 最終日は 15：00 まで。
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第5回中高生国際 Rubyプログラミングコンテスト最終審査会で各賞が決定しました！
12 月５日（土）三鷹産業プラザで「中高生国際 Ruby プログラミングコンテスト
2015 in Mitaka」最終審査会が開催されました。
小 3 から高 3 までの応募 48 件の作品の中から、最終審査に残ったのは、U-15 の
部５件、U-18 の部５件の計 10 作品。制作者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応答しました。
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。
賞

受賞者名

U-15 の部（15 歳以下）

作品名

最優秀賞

滝沢二中科学技術部プロ魂女子部（岩手県）

伝説のだんご職人

審査員特別賞

ニノ方 理仁さん（東京都）

ワクワク worknote

優秀賞

審査員特別賞
審査員特別賞

滝沢二中科学技術部スレンダー 27（岩手県）

バウンド・キングダム

さぬき市立さぬき南中学校 ソレイユ ( 香川県 )

ひとみとななみの星座占い

さぬき市立さぬき南中学校 TBO( 香川県 )

君は学校にたどり着けるか

U-18 の部（18 歳以下）
最優秀賞

坂田 和也さん（長野県）

Thirty Play List

審査員特別賞

千田 小百合さん（岩手県）

Dietary Game

優秀賞

審査員特別賞

審査員特別賞

石部 大夢さん（東京都）

conveyer

島根県立松江商業高等学校情報処理科 石川 瑞希（島根県）

松工ぐらし（長野県）

地域リポーター養成講座

日時：2016 年 2 月 17 日（水）9：00 〜 17：00
対象：取材や記事作成の基礎を学びたい方
● 定員：8 名（申込順）
● 場所：三鷹産業プラザ 3 Ｆファブスペース
● 講師：小田原 澪 さん（編集者、元新聞記者）
● 参加費：無料
● 申込方法：参加者名、住所、電話番号を明記の上、メー
●
●

ルで申込む。E メール：info@mitaka.ne.jp
問合せ：㈱まちづくり三鷹
第 12 回

みたかビジネスプランコンテスト
最終審査発表会
2016年

2 月19

日 金

時間 13：00 ～17：00
会場 三鷹産業プラザ７階会議室
詳しくは

Paradox Alice

天文・科学情報スペース イベント情報

リポート＆記事作成の初歩の初歩〜取材して手作りミニコ
ミ誌「ZINE」
（ジン）をつくろう

●

ブロック崩し問題〜遊び？いいえ、勉強してます。〜

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

「天文・科学情報スペース」
では、天文に関する企画展示、
イベントの開催、書籍の閲覧、
情報の発信を行っています。
場所：三鷹中央ビル 1 階
（三鷹市下連雀 3-28-20）
© 国立天文台
● 開館時間：水曜日～日曜日
10：00 ～ 18：30
● 問合せ：天文・科学情報スペース
電話：0422-26-9951 E メール：tenmon@mitaka.ne.jp
●

■ 写真展「天文台の風景」
会期

2016年2月21日
（日）
まで（現在開催中）

国立天文台歴史館１階に展示している写真パネルから、
厳選されたものを展示しています。美しい青空や星空と
写る望遠鏡も見応えがあります。
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三鷹市買物支援事業
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。定期市の開催情報や事業の詳細に
ついては、三鷹市買物支援事業のホー
ムページ（http://kaimono.mall.mitaka.
ne.jp/）をご覧ください。
連じゃく朝市（偶数月第二土曜日開催）
2016 年 2 月 13 日（土）

朝市オリジナルの丼や軽食、和菓子、パンやコーヒーなど。飲食スペー
スもあります。
会場：連雀通り商店会「魚鶴」前（下連雀 6-6-71）
時間：9：00 〜 12：00

日時

2016年2月21日
（日） 10：30～12：30

対象

小学生、先着15名（2月7日
（日）募集開始）

講師

天文学普及プロジェクト
「天プラ」

私たちの住む地球以外にも生き物がいるとすれば、そこ
はどんな世界なのでしょうか？ ワークショップを通じてみ
んなで考えてみたいと思います。
問合せ・申込先 Eメール：info@tenpla.net

まちのトピックス

４月に杏林大学
井の頭キャンパス開校

杏林大学は創立 50 周年を迎える総合大学です。
八王子キャンパスから学部・大学院を移転し、2016
年４月に井の頭キャンパスが開設されます。
● 所在地：東京都三鷹市下連雀 5-4-1
● データ：敷地面積 約 3.47ha、総 延べ床面積 約
46,500m2 、最高高さ 24.6 ｍ
● 学部：保健学部（看護学科看護学専攻を除く）
、
総合政策学部、外国語学部、大学院 保健学研
究科、国際協力研究科
● 移転に伴い移動する人員数：学生 3,500 人、教員
410 人、職員 100 人

あおやぎ市・消研だいいち（毎月第三土曜日開催）
2016 年 2 月 20 日（土）・3 月 19 日（土）※ 3 月 19 日（土）はスタンプラリー実施

各店舗でお得なサービスを提供します。
会場：青柳商店会（中原 2-1 周辺）/ 消研大通り商店会（中原 3-11 周辺）
時間：各店舗の営業時間中

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

連雀通りまちづくり協議会

三鷹台まちづくり協議会では、12 月６日（日）に全体会を
開き、三鷹市から三鷹台駅前周辺地区のまちづくりの考え方
や市道 135 号線の整備スケジュールについて、説明を受けま
した。その後、ワークショップ形式で、参加者が市道 135 号
線整備について要望や意見を付箋に記入し、全体平面図に貼
付していきました。次回全体会では、その要望について三鷹
市から回答を受ける予定です。三鷹台駅前が大きく変わるこ
の機会に、より多くの市民の皆さんに全体会に参加していた
だき、地域の声を反映していきたいと考えています。
全体会
日時：2016 年２月 21 日（日）14：30 〜 16：00
場所：井の頭コミュニティセンター新館（どなたでも参加できます）

連雀通りまちづくり協議会では、連雀通りの
整備について、３月に東京都へ要望書を提出す
るため、検討を重ねています。
要望書には、道路整備の早期完成とバス停の
新設、植栽、歩車道やベンチ、道路照明、雨水
排水、残地の活用に関する項目まで、これまで
協議してきた内容を要望します。活動を通じて、
安全で安心な歩行空間で楽しく買い物ができる
ような道路が整備できるようめざしています。

平成27年度 子どもゆめ基金助成 宇宙図＠オンライン2.0普及事業

■ ワークショップ「宇宙にはどんな生き物がいる？」
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三鷹駅南口西側中央地区再開発協議会
三鷹駅南口西側中央地区では、再
開発ビルの着工に向けた準備を行っ
ています。また、1 月 18 日（月）には、
当地区再開発事業に伴い、地区内の
「三鷹駅前郵便局」が仮設店舗へ移
転しました。

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、
第 73 回勉強会を昨年 11 月 27 日（金）に、第 74
回勉強会を同 12 月 18 日（金）に開催しました。
第 73 回勉強会では、前回勉強会（第 72 回）
で意見交換を行った商業施設の方向性やゾーニ
ング等の内容について更なる検討を行いました。
第 74 回勉強会では、商業ゾーニング検討案の取
りまとめに向けて、ワークショップ形式にて意見
交換を行いました。

