詳しくはインターネットで

「第17回みたかビジネスプランコンテスト
最終審査会」をライブ配信します

まちづくり三 鷹
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第23回 SOHOフェスタ オンライン展示会
〜挑戦する事業者の祭典〜

書類審査を通過したビジネスプラン部門、アイデア部門
のビジネスプランについて、プレゼンテーション方式の最
終審査会を開催します。
当日の発表の様子は、
YouTubeでラ
イブ配信の予定です。発表者、プラン名、ライブ配信URL等
はHPで随時公開します。
日時 11月13日
（金）
13：00〜17：30

▲

Information

今年は、新型コロナウイルスに伴う社会情勢により、これ
までとは大きくやり方を見直し、新しいフェスタに挑戦し
ます。
今回のテーマは、
「コラボレーション」。出展者がオンライ
ンセミナーやプロモーション、相談会、デモンストレーショ
ンなどで出演し、ネットを活用したマーケティング戦略を
実践します。
期間中は、HPやビデオ会議、ライブ配信などを活用した
オンライン展示会を開催します。

場所 三鷹産業プラザ７階会議室

日時 オンライン展示：11月2日
（月）
〜2021年1月31日
（日）
ライブ配信：11月13日（金）
11:00〜17:00
みたか
ビジネスプラン
コンテストHP
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三鷹

まちづくり通 信 1号
2020年度

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。

作る人も、届ける人も、食べる人も、三鷹の人。地域に“おいしい”の輪

「デリバリー三鷹」

三鷹市新型コロナ対策事業

入場料 参加・閲覧無料
場所 公式サイト

HP

I

三鷹市では、新型コロナ対策事業の一環として市内飲食店

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

のお弁当やテイクアウトメニューを、自転車で市民のご家庭
へ届けるサービス「デリバリー三鷹」を7月20日から本格ス

※第16回最優秀賞 久保 直嗣さん[中央]（プラン名”Biode”による電池交流化と
Cockcroft-Walton(CW)昇圧回路の技術開発）
、
堤香苗審査委員長（
（株）キャリア・マム 代表取締役）
、
吉田純夫審査副委員長（（株）まちづくり三鷹 代表取締役社長）

タートしました。
これは、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受

注文方法
◆インターネット注文・・・ HP
前日

している学生などの就労支援を結びつけ、市民のみなさんに
〜デジタルでつくろう。
たのしいをカタチに。
〜」作品募集

誰かを喜ばせる、楽しく愉快になる、デジタル加工機で制
作した作品を募集します。
新たに「カプセル部門」を設け、直径75mmのカプセルに
入る作品を、
「 商品化部門」では文具、雑貨、日用品等の商品
化を目指した作品を募集します。
応募作品制作支援として「ファブスペースみたか」での有
料ものづくり講座や無料技術サポートが受けられます。

三鷹のおいしい食事をお届けする新しい宅配サービスです。

三鷹台第１駐輪場では８月１日から2021年３月
（予定）
まで
学生応援キャンペーンを実施しています。
通常料金：月額1,000
円〜1,500円の屋上区画を、
500円でご利用いただけます。

を広げています。

（株）まちづくり三鷹では、宅配スタッフを雇用し、お店が

※市内・市外ともに同一料金です。本キャンペーンの対象は学生のみとなります。

場所 三鷹台第１駐輪場屋上区画（三鷹市井の頭2-1-19） 受付台数 64台
（令和２）
年度の学生証のコピーを
受付方法 2020
三鷹台第１駐輪場管理室に持参しご契約ください。
コピーは契約期間中お預かりします。

募集期間 ９月15日
（火）
〜11月30日
（月）
17:00必着
応募方法 みたかFabコンテストHP内

三鷹台第１駐輪場
学生応援キャンペーン実施中

セレクトした商品をお届けすることで、地域のつながりの輪
取扱い商品は、加盟店36店舗の自慢のメニュー各２〜３

https://takuhaim.easy-myshop.jp/

6：00〜24：00

◆電話注文・・・☎ 0422-40-0311

けている飲食店の応援と、アルバイト先の休業で収入が減少

「第５回みたかFabコンテスト

T
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•
•
•
•
•

前日

9：00〜17：00

当日

[昼便] 9：00〜10：00
[夜便] ①は、9：00〜14：00 ②③は、9：00〜15：00

手数料は、
店舗、消費者とも負担なし
清算方法は、
現金または三鷹市敬老お食事クーポン券で当日払い
店舗ごとに配達不可日、
配達不可の時間帯が異なる
注文は、
1日一回一世帯1店舗の商品のみ
宅配スタッフに限りがあるため注文を受け付けられない場合がある

品。注文は、インターネットまたは電話で行います。消費者か
ら注文を受けると、デリバリー三鷹宅配センターから店舗へ
注文依頼をし、宅配スタッフが店舗から商品を引き取り、消
費者へお届けするというサービスです。
主催 三鷹市 共催 三鷹商工会

（予定）
キャンペーン期間 2021年3月契約分まで

運営主体 （株）まちづくり三鷹

宅配サービス内容

応募フォームより

主催 みたかFabコンテスト実行委員会

配達時間

構成 三鷹市、
三鷹商工会、
（株）
ウッドボックス、
（株）まちづくり三鷹

[昼便] ①11：00〜12：00 ②12：00〜13：00 ③13：00〜14：00
[夜便] ①16：00〜17：00 ②17：00〜18：00 ③18：00〜19：00
加盟店舗 36店舗 （9月20日現在）

みたか
FabコンテストHP

個人情報の取扱いについて

内容についてのお問合せ

●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

0422-40-9669

FAX

0422-40-9750

privacy@mitaka.ne.jp

◇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います。

発行元

（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。

（株）まちづくり三鷹

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

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

M-PR-129

【そば・和食・居酒屋】
●居酒屋 ふく家
●カ笑ル食堂
●桜庵
●鶏笑 三鷹店
●串焼PISTE ピステ
●エレファントカフェ
●季寄せ 蕎麦 柏や
●蕎麦酒肴 多加はし
●みたか 鷹場そば
●みたかのセントラル

●居酒屋 遊穂
●お好み焼き ひろ
●寿司よし
【中華】
●味の彩華
●餃子のハルピン
●一圓 三鷹南口店
●中国料理 あQ
●虎坊
●隠れ家ぎょうざ やみつき

【洋食】
●Cultiver
●独創Dining MACCA
●三鷹モダンタイムス
●カフェ ハイファミリア
●PIZZA9丁目
●ワイン食堂Sautoir-ソトワ●モメント
●粋 Sui キッチンスタジオ＆カフェ

【パン】
●トーホーベーカリー
●ぷくぷく食麺麭 三鷹店
●珈琲リスボン
●ブーランジェリーhiro
●MOCMO sandwiches
【多国籍】
●チュータピ
●Bar COYOTE
●WAI THAI（ワイタイ）
●麺旨のほんわか＆井の頭ナムチャイ

Y

詳しくはインターネットで

三鷹ネットワーク大学 成蹊大学

▲

Topics

共同企画展

「武蔵野から見える雲の風景展」を開催中
武蔵野市の成蹊学園に所属する私立の気象観測所「成蹊気
象観測所」
で撮影された、
武蔵野から見える美しい雲の画像を
展示しています。雲は天体観測には邪魔なものかもしれませ
んが、
星と同じように、
空に見える美しい自然現象として楽し
めます。

まちづくり三 鷹

三鷹まちづくりフォトコンテスト作品展
当作品展は、過去25回の金賞・市長賞を受賞した69点の
中から、44点の作品を展示します。
コロナ禍で人々が外出を控えて過ごす中、写真を通じて
三鷹の良さや自然の美しさを感じ、三鷹の魅力を再発見で
きます。
展示期間 10月１日
（木）
〜2021年２月28日
（日）

場所 天文・科学情報スペース
（三鷹市下連雀3-28-20三鷹中央ビル）

場所 三鷹産業プラザ１階

問合せ 天文・科学情報スペース ☎0422-26-9951

展示作品は下記ホームページでも閲覧できます。

HP

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

主催 三鷹市／三鷹まちづくりフォトコンテスト実行委員会
（三鷹市、
株式会社まちづくり三鷹、
特定非営利活動法人みたか都市観光協会）

小さな雲がたくさん並ぶ高積雲（こうせきうん）

商店街の活性化及びまちづくり推進の場としてオープンし
た「みたかスペースあい」は、三鷹駅南口中央通り沿い路面側
に移設し、
リニューアルオープンしました。
このスペースは商
店街のにぎわいづくりや、市民・個人・団体の活動の場を目的
としています。
このスペースはワークショップやイベント、地域活動等に
ご利用いただけます。
会員制のスペースですが、
ご希望の方は
お試し利用が可能です。
問合せ ☎0422-40-9669

HP

spaceai@mitaka.ne.jp
https://mitakaspaceai.mall.mitaka.ne.jp/

三鷹市内の空を飛び回って、
いろいろな物事をウォッチしているライター石井将直が、
新型コロナウイルス感染症を乗り越えて、
私たちの暮らしを豊かにするために、
三鷹市内でチャレンジしている様々な活動や思いを紹介します。

〜25年間の三鷹の魅力、再発見〜

日時 10月18日
（日）
まで11：00〜18：30
（月・火・祝日休館）

みたかスペースあい
リニューアルオープン

ࠦࡠ࠽ࠍ
ਸ਼ࠅಾࠆ㧋

第3回サービス判金賞「開店休業」
撮影者：鈴木 久枝さん

第10回大判部門金賞「御輿を担ぐ人々」
撮影者：倉澤 誠也さん

三鷹まちづくりフォトコンテスト
〜写真を通して未来に伝える〜 オンライン講座
毎年三鷹まちづくりフォトコンテストの審査委員をつと
めている写真家 林 義勝さんによるオンライン講座を開催
します。
当日は写真家 林 義勝さんが同氏の作品解説とともに、残
したい風景、
光景など撮影方法について学びます。

宅配サービス「デリバリー三鷹」から生まれた
つながり活性化と地域の良さ再発見
一圓 三鷹南口店（有限会社ナイス・グッド）浅川まゆのさん デリバリー三鷹 宅配スタッフ

2020年、世界的に流行している新型コロナウイルス感染症の拡大により、市民生活にも大きな影響が出ていま
す。こうした状況下で、三鷹市内の飲食店の応援とアルバイトなどの収入が減少している学生たちの支援を兼ね、
三鷹のおいしい食事を届ける宅配サービス「デリバリー三鷹」が7月から本格スタートしました。今回はデリバ
リー三鷹に参加し、活躍している三鷹のまちの飲食店と宅配スタッフの学生の方たちにスポットを当て、取り組み
の効果や事業に関わる人のがんばる姿を紹介します。

地域密着の中華料理店 デリバリー三鷹でできること
ご自身で事業をされながら、お父さんから経営を引き継
ぎ、2020年はじめに一圓（いちえん）三鷹南口店の代表に
なった浅川まゆのさん。一圓 三鷹南口店は、地元ではジャン
ボ餃子で有名な30年以上続くお店です。
デリバリー三鷹に実際参加してみて、その話題性や宣伝効
果から「市内でより多くの人にお店のことを知ってもらう機
会になり、常連の方だけでなく親子連れなど新規の客層が広
がり、知名度も上がったと感じる」と浅川さんは話します。
Twitter発信も好評で、コロナ禍でも新たな顧客獲得に結び
ついているようです。
浅川さん自身は、コロナ禍だからといって何か特別に新し
い試みをするよりも、これまでお店が培ってきたことを活か
し、今できることを地道に確実にやる姿勢が大事だと考えて
いるそうです。
「もともと父と母がコツコツ真面目にやってき
たお店です。
丁寧な接客対応など当たり前のことを忘れず、
引
き続き地域の人から愛され、
おいしいものを提供する"気楽な
町中華
（まちちゅうか）
"であり続けることが目標です」
。
ご自身が今まで様々な業態のお店で経営の経験を積んで
いるため、今後は三鷹でお店をオープンしたい方の伴走者と
して応援したり、地域の仲間とまちの活性化に取り組みたい
と話されていました。
浅川さんのような若い世代の事業者・経営者が、元気に活
躍をしてくれることに期待が膨らみます。

日時 2020年10月30日
（金） 15：00〜16：00

参加費 無料
申込み方法 氏名、連絡先、
参加案内返信用
メールアドレスを記載の上、
メールで申込

photo@mitaka.ne.jp

メール作成用
QRコード

デリバリー三鷹に宅配スタッフとして勤務している大学
4年生の龍池（たついけ）亮太さん。新型コロナウイルス感染
症の影響からアルバイト先の飲食店のシフトが減り、三鷹
市の広報紙で学生バイトの募集告知を見て、応募したそう
です。
三鷹市在住の龍池さんは別のデリバリーサービスでの仕
事経験もあり、デリバリー三鷹との違いを挙げてくれまし
た。大きくは、三鷹市域の飲食店と宅配先のお客さんを結ぶ
サービスということもあり、まちの人と親近感ある触れ合
いが自然に生まれることだそうです。
「 みなさん、私たちが
地元の学生ということで応援してくれて、飲食店では回収
待ちのタイミングでお茶をもらったり、注文主の方からも
直接感謝の言葉をかけてもらうなど、嬉しいできごとが数
多くあります」。
何より地域密着型の配達をすることで、三鷹の地理に詳
しくなりまちに目を向け
る 機 会 が 増 え 、地 域 の 魅
力を再発見している最中
だと言います。
ぜひ龍池さんのような
学 生 た ち の 手 で 、よ り 良
いまちの未来を築いて
はつらつとした印象でまっすぐ
受け答えをしてくださる龍池さん
いってほしいものです。

ライター石井がデリバリー三鷹を実際に利用してみま
した。
配達員の方は元気よくはつらつと実にさわやかな様子で
商品を運んできました。自分の住む地域から少し遠いお店
や知らなかったお店まで知ることができ、飲食店や学生さ
んの応援もできてしまうところが素敵ですね。どうも、ごち
そうさまでした！

定員 約10名
（先着制）

みたかスペースあい

不自由も増えたけど三鷹のまちの良さを再認識

実際にデリバリー三鷹で注文してみたレポート

場所 オンライン

申込先

龍池亮太さん

デリバリー三鷹に加盟している
一圓 三鷹南口店

写真家 林 義勝さん

個人店舗の事業サポートなども
手がけたいと話す浅川さん

※デリバリー三鷹の詳細については、1面をご覧ください。

