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Information

まちづくり三 鷹

M

第20回ＳＯＨＯフェスタ in MITAKA
出展者・動画コンテスト作品 ７月下旬受付開始

三鷹産業プラザ 入居者募集

11 月 2 日（木）に三鷹産業プラザで開催する「SOHO フェ

貸事務所 4 階 A 区画の入居者を募集します。

スタ」は、SOHO 事業者のビジネス展開、発表、交流の場とし

※必要書類など詳細はまちづくり三鷹HPでご確認ください。

所在地 三鷹市下連雀3-38-4

ストなどを行います。

業種 事務所（飲食系を除く店舗業態も可）

出展や動画コンテストの作品募集について、詳しくは 7 月

礼金なし！敷金なし！更新料なし！
中堅所得者のファミリー向け市民住宅
入居者募集

ミタカフェではビジネスに役立つ
セミナーを定期的に開催しています
コワーキングスペース ミタカフェでは、毎月１〜２回程度、
起業時の体験談や起業のためのノウハウなどビジネスに役

市民住宅の入居者を募集します。随時募集受付で先着制です。

立つ情報を提供するため、随時セミナーやイベントを開催
経営者実学サロン

空室 （1）102号室 （2）103号室 （3）105号室

日時 7/6（木）、8/3（木）、9/7（木）16:00〜17:30
料金 500円

申込み 開催日・参加者名を明記の上、ミタカフェ
☎0422-26-6113

と

昨年度入賞作品

き

三鷹の
「瞬間」
を撮る。

（2）…69.88㎡ （3）…69.90㎡
間取り 3LDK （1）

今年 23 回を迎える「三鷹まちづくりフォトコンテスト」で

家賃等 いずれも月額119,000円、
共益費7,000円

は、三鷹市内の四季折々の自然、人々のふれあい、まちの表情

一般部門 金賞
「黄金橋」
渡辺 実さん

などの写真を募集します。今年のテーマは 三鷹の「瞬間（と

※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。

mitacafe@mitaka.ne.jpまでメールでお申込みください。

第23回三鷹まちづくり
フォトコンテスト
作品募集開始
テーマ

物件 ドゥマンクレール三鷹（三鷹市新川3-12-3）

しています。詳細はミタカフェ HP でご確認ください。

問合せ

7月〜号9

18歳以下の部門もあります！

敷金 賃料の3ヶ月分
（原則として契約終了時に返還）

主催 三鷹市、三鷹商工会、株式会社まちづくり三鷹

講師 河瀬謙一さん

2017年

月額賃料等 258,000円（共益費込・消費税別）

下旬に公開される SOHO フェスタの HP をご覧ください。

場所 三鷹産業プラザ

K

き）」を撮る。。
部門は、どなたでも応募できる「一般部門」と 18 歳以下の方
が応募できる「U18 部門」があります。

【初心者歓迎】デジタルものづくり工房
「ファブスペースみたか」イベント案内
場所 三鷹産業プラザ１階

三鷹市立定期利用駐輪場
（自転車・原付）のご案内

ファブスペースみたか

各駐輪場の所在地、利用料金、手続き方法、空き状況、空き待

モデリングマシン（切削加工機）でマグネットをつくろう

ち方法等は、まちづくり三鷹ＨＰでご確認いただけます。
空きがあれば随時利用申し込みの受付をしていますので、

料金 1,500円（税込）

まずはお問合せください。

申込み 参加者名を明記の上、fabspace@mitaka.ne.jpへ

プデスクが対応します。インターネット端末をもっていない
賞は、各部門

金賞 1 点、銀賞２点、銅賞３点、そして、みたか

都市観光協会が「ロケ地に推薦したいスポット」として選出
する「三鷹フィルムコミッション賞」。入賞した作品には、

三鷹市内のお気に入りの場所やイベントなどでの素敵な

◇無料購読のお申込み・変更・中止のご連絡は随時お受けしております。

0422-40-9669

〒181-8525 三鷹市下連雀 3-38-4 三鷹産業プラザ
FAX

0422-40-9750

info@mitaka.ne.jp

HP

に収めた作品を気軽に応募してください。

部門
賞

一般部門・U18部門
各部門 金賞・銀賞・銅賞、
三鷹フィルムコミッション賞、入選

問合せ （株）
まちづくり三鷹
（4面参照）
詳しくは

https://www.mitaka.ne.jp/

（株）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
れた第三セクターです。
●制作協力：（有）そーほっと

ショット、街角のふとした瞬間などカメラやスマートフォン

応募期間 7月1日（土）〜2018年1月10日（水）

▲

privacy@mitaka.ne.jp

発行元

●個人情報に関する相談窓口
（株）まちづくり三鷹 三鷹市下連雀 3-38-4 三鷹産業プラザ

（株）まちづくり三鷹

三鷹フィルム
コミッション賞
「三鷹ホタル」
花崎 健一さん

方には、応募の代行も行います。

呈されます。また、入賞作品は、三鷹市内数か所で行う入賞作

内容についてのお問合せ

（株）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。

0422-40-9750

応募方法がわからない方には、電話やメール、窓口でのヘル

品展で展示される予定です。

個人情報の取扱いについて

FAX

応募期間は、７月１日（土）から 2018 年 1 月 10 日（水）。

2018 年３月に行われる表彰式で、賞状や賞品、副賞等が贈

※自転車の利用車種に制限がある駐輪場もあります。

その他のイベントはファブスペースみたかのHPをご確認ください。

0422-40-9669

他の方が応募した作品を一覧で見ることも可能です。

があります。

料金 無料

https://www.mitaka.ne.jp か

らリンク）からアップロードするだけで応募できます。また、

の頭公園駅周辺、三鷹台駅周辺に三鷹市立定期利用駐輪場

日時 ７月27日（木）13：30〜16:00
人数 ２名（先着順）

サイト（まちづくり三鷹 HP

三鷹市内には、ＪＲ三鷹駅南口周辺、つつじヶ丘駅北側、井

（UVプリンター）、
日時 ７月13日（木）
８月10日（木）
（レーザーカッター）いずれも14：00〜15：00

U18部門 金賞
「phoenix」
田口 千裕さん

影した作品。カメラやスマートフォンで撮影した作品を専用

随時申込みを受付しています

デモ体験会

人数 ８名（先着順）

対象は、今年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに三鷹市内で撮

●この通信は再生紙を使用しています。
M-PR-118

Y

した！
になりま
行
発
の
４回
カラー版 年

この通信は、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、三鷹市と株式会社まちづくり三鷹が協働で発行
しています。三鷹市内のまちづくりに関する事業や催しもの、まちづくり団体の活動などを紹介しています。

建物の構造 鉄筋コンクリート造 地上7階、地下1階建

今年のテーマは「Mainstream
（メインストリーム）」。

A

C

A

まちづくり通信

専用面積 60㎡

当日は、SOHO・企業展示、ビジネスセミナー、動画コンテ

T

三鷹

随時募集中

て、今年で 20 回を迎えます。

I

T

I

まちづくりフォトコンテスト 三 鷹

三鷹市内の各地域では、市民主体の

三鷹でつかもう！飛躍のチャンス！
「第14回みたかビジネスプラン
コンテスト」ビジネスプラン募集
事業の実現により、地域の活性化や雇用創出に寄与する可
能性を持つビジネスプランを募集します。

毎年恒例の
「三鷹産業プラザまるごと夏まつり」
今年は、
７月 29 日
（土）
に
「わくわくキッズデー」
として、
キッ
ズが楽しめる、
ものづくり体験や工作、
30 日
（日）
は、
「のびの
びベビーデー」として、３歳ぐらいまでのお子さんをお持ち
のファミリー向けの楽しい企画や映画上映が行われます。

対象は、新たに起業し事業化を目

まちづくり団体
レポート

まちづくりが進められています。
このコーナーでは、三鷹市民のレ
ポーターがまちづくり団体の活動
を取材し、レポートします！

詳しくは、7 月上旬に公開されるまるごと夏まつりの HP を

指す方、既に事業を営んでいる方

ご覧ください。

で新規事業を開始する方、または

地域の熱い思いで、みちがふれあいの場に

開始後間もない方。
受賞者は、賞金のほか各種機関に
よるビジネスサポートやオフィ

新川宿まちづくり協議会

幅 8m の通りの左右に、魚やコーヒーなどの地元商店の模

スの無償利用、事業資金の確保に

擬店やフリーマーケットが立ち並び、お店をのぞきながら

向けた支援が受けられます。

ゆっくり歩く人々で大にぎわい。年 2 回開かれる「新川宿ふ

応募締切は8月15日（火）。詳細は

れあい通り朝市」は、前回の 5 月 14 日で 9 回を数え、恒例イ

HPでご確認ください。

昨年のベビーデーの様子

天文★科学情報スぺース
企画展「野辺山から見る宇宙」
そ

ら

昨年のキッズデーの様子

「第２回 みたかFabコンテスト
〜ハッピーをカタチに〜」作品募集

八ヶ岳の麓、野辺山高原にある国立天文台野辺山宇宙電波

みたか Fab コンテストでは、誰かを幸せにする、こころが

観測所は、日本の電波天文学の「聖地」でもあります。主力の

豊かになる、デジタル機器を使って制作した小物、雑貨、オ

45m 電波望遠鏡は、1982 年の運用開始以来ミリ波望遠鏡

ブジェなどの作品を募集します。応募作品制作支援として、

としては世界最大級を誇ります。野辺山は電波観測に適し
た場所であるばかりでなく星空スポットとしても有名で、
「日本三選星名所」に選ばれています。美しい星空と電波観
測による研究成果とともに野辺山の魅力を紹介します。
日時 7月7日（金）〜9月3日（日）
午前11時〜午後6時30分（月・火曜・祝日休館）
場所 天文・科学情報スペース
（下連雀3-28-20三鷹中央ビル）

「ファブスペースみたか」利用料優遇や無料技術サポートが
受けられます。
募集期間
9月1日（金）〜11月30日（木）
応募方法

もの地域の人々が訪れます。
朝市の会場である「新川宿ふれあい通り」は、地域の人々に
とって特別に思い入れのある道路です。平成 19 年、子ども
からお年寄りまで安全で安心な地域にしようと、住民や町
会、商店会、学校関係者等により「新川宿まちづくり協議会」
が発足しました。改善が必要な道路として一番に挙がったの
が、第一小学校に接する、この旧吉祥寺通りです。交通量に比
較して歩道が極めて狭く、
「雨の日はすれ違うのが大変で、ベ
ビーカーは一旦車道に降りないといけないほどでした」と同
協議会委員長の根岸稔さんは当時を振り返ります。

整備前の道路は、歩道が狭く、
段差もあります。

整備後の道路は、歩道が広く快適！

相互通行を一方通行にし、歩道を広く、と協議会で意見が

り強く周辺住民に説明し、大多数の方の賛同を得て、平成 23

一致。協議会役員が個別訪問をするなど道路改修の目的を粘

年に着工、翌年に完成しました。公募によって親しみのある
新名称も決定。
「歩道が広くなって、子どもたちが安心して登

みたかFabコンテストHP内
応募フォームより

校できるようになりました」と喜んでいます。
協議会では、一小の栽培委員と花壇ボランティアの方々と

企画 自然科学研究機構 国立天文台
問合せ 天文・科学情報スペース
☎0422-26-9951

2011 年 3 月 24 日、
「新川宿ふれあい通り」
完成記念式典を
協議会と三鷹市の
共催で行いました。

ベントとしてすっかり定着したようです。毎回約 1,000 人

提供：国立天文台

一緒にポケットパークに花を植え替えたり、一小や同じ東三

第1回みたかFabコンテスト最優秀賞「鶏-NIWATORI-」竹澤 森生さん

夏休みRubyプログラミング講座
受講生募集

新川で小麦を育てています

７・８月の夏休み期間中に、初心者にもわかりやすく、学習

三鷹市都市農業市民交流協議会は、農地の保全を目的に、三

しやすいプログラミング言語「Ruby（ルビー）」を使った、プ

鷹市新川にある約 1,500 ㎡の農地で小麦を育てています。

ログラミングを体験する講座を開催します。

1 月には、東三鷹学園三鷹市立第一小学校 5 年生が麦踏み

レポート

募集講座

体験を行いました。そして、黄金色に色づいた穂が風にそよ

●小学5〜6年生対象 2日間集中、４日連続コース
●中学1年生〜高校3年生対象 2日間集中、４日連続コース
●中学1年生〜高校3年生対象 Webアプリケーション制作コース

には棒打ち（昔の農具を使って麦の脱穀を行うこと）、秋に

ぐほどに成長した 6 月、小麦の刈り取りを行いました。7 月

鷹学園の第六中学校でのあいさつ運動など継続的な活動も
大にぎわいの朝市はふれあいの場です

六中の吹奏楽には、
こんなに大勢の観客が！

行っています。個人宅の庭を含む住宅街の緑化を進め、まち
の環境を守る「まちなかグリーンベルト創出事業」にも積極
的に取り組んでいます。
「活動を通じてお互いの顔を知るようになり、それがまた
安全安心なまちづくりにつながる。そんな活動を続けていき
たい」と根岸委員長は力強く抱負を語りました。
取材を通じ、地域の方が一丸となって、子どもたちをはじ

杏林大学 井の頭キャンパス

め、地域を守っている姿に感動しました。
地域は、そこに住む
人々によって作られていることをあらためて感じることがで
きました。

は製粉、うどん等の加工へと進む予定です。

※詳しい日程等はHPをご覧ください。

定員 各コース 15名程度
（先着順）
場所 三鷹産業プラザ
料金 4,000円（税込）
新川宿まちづくり協議会活動エリア

一小の栽培委員と一緒に
花の植え替え中

笑顔で答えてくださった
根岸稔委員長

