
みかんだより
特定非営利活動法人みたか都市観光協会会報　平成 26 年秋号

発売開始日：9月 1日 ( 月 )　9:00 ～　販売場所：みたか観光案内所
対象者　：三鷹市、武蔵野市、小金井市、西東京市に在住・在勤・在学の方 (1 人 6枚まで )
必要書類：免許証や保険証、社員証、学生証など在住・在勤・在学を示すものを持参して本人がみたか観光案内所へ
値　　段：大人 1,000 円、中高生 700 円、小学生 400 円、幼児 ( 四歳以上 )100 円、三歳以下無料
注意事項：日時時間指定のチケットとなります。( 午前券 10:00 ～ 12:30 の間に入場、午後券 14:00 ～ 16:30 の間に入場 )
　　　　　発券後の変更やキャンセルはできません。　　　　　　　　　お問合せ：みたか都市観光協会 (Tel:0422－40－5525)

　＜三鷹の森ジブリ美術館 10,11,12 月分の三鷹市 ・ 近隣市民枠チケット販売中！＞

三鷹のイベントニュース三鷹のイベントニュース

「みかんだより」№2平成 26 年 9月 1日
発行：NPO法人みたか都市観光協会
〒181-0013  東京都三鷹市 3-24-3-101
電話  : ０４２２－４０－５５２５
URL  :  http://kanko.mitaka.ne.jp/

※みたかの観光情報をお届けするお便り

　「みかんだより」です！どうぞよろしく！

みたかのかんこうは

みかんだより！

ＮＰＯ法人みたか都市観光協会からのおしらせ

世界各国の料理やグッズ、アトラクションが大集合！
日　　時：９月２１日 ( 日 )１０:００～１５:３０
場　　所：井の頭恩賜公園交流広場
　　　　　及び野球場とその周辺
お問合せ：公益財団法人 三鷹国際交流協会
　　　　　TEL : 0422-43-7812

天文台のある街三鷹を歩こう！スタンプを集めると、
数に応じて、天文グッズなどがもらえます。　　
期　　間：平成 26 年 9月 20 日 ( 土 ) ～ 10 月 26 日 ( 日 )
場　　所：三鷹市内参加店舗
お問合せ：三鷹ネットワーク大学　TEL：0422-40-0313

実りの秋恒例、三鷹市農業祭！
日　　時：平成 26 年 11 月 8日 ( 土 )、
                      9 日 ( 日 )
場　　所：三鷹市役所
お問合せ：JA東京むさし三鷹支店 TEL 0422-46-2152
　　　　　三鷹市生活経済課 TEL 0422-45-1151 内線 3063

三鷹駅前が絵本と笑顔いっぱいの街に！
日　　時：平成 26 年 10 月 18 日（土）
　　　　　～ 11 月 16 日（日）
場　　所：三鷹駅前商店街等
お問合せ：三鷹市星と森と絵本の家　
　　　　　TEL  :  0422-39-3401

TAKA-１( みたかのおみやげ部門 ) 認定商品の販売
会を開催します。おすすめの三鷹みやげが大集合！
日　　時：平成２６年１０月１１日 ( 土 )
　　　　　１１:００～１８:００
場　　所：三鷹コラル２階入口
お問合せ：三鷹商工会　TEL： 0422-49-3111　　　

井の頭公園内で開催する、若手実力派アーティスト
による音楽イベント。三鷹市姉妹友好市町村の物産
販売や市内事業者による模擬店などもあります。
日　　時：平成２６年１０月１９日 ( 日 )
　　　　　１１:００～１７：００
場　　所：井の頭恩賜公園　西園

実施日　　3・2級：平成 26 年 12 月 7日（日）
　　　　   1 級：平成 26 年 12 月 14 日（日）
会　場　3・2級三鷹会場　三鷹産業プラザ
　　　　　（三鷹市下連雀 3－38－4）　
                1 級　武蔵野会場　武蔵野商工会館
　　　　　（武蔵野市吉祥寺本町 1‐10‐7）
　　　       ゼロワンホール　
申込期間　平成 26 年 9月 22 日 ( 月 ) ～
　　　　　10 月 31 日 ( 金 )

みたか太陽系ウォークみたか太陽系ウォーク

三鷹駅前まるごと絵本市三鷹駅前まるごと絵本市

三鷹市矢吹町姉妹市町締結５０周年記念

三鷹の森フェスティバル２０１４
三鷹市矢吹町姉妹市町締結５０周年記念

三鷹の森フェスティバル２０１４

三鷹国際交流フェスティバル三鷹国際交流フェスティバル

三鷹市農業祭三鷹市農業祭

井の頭公園検定申し込み開始！井の頭公園検定申し込み開始！

秋の TAKA-1 まつり秋の TAKA-1 まつり

三鷹 「通」 養成講座

—神田川をたどる日帰り旅—
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全 2回）

三鷹 「通」 養成講座

—神田川をたどる日帰り旅—
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全 2回）

井の頭池から発し、江戸の上水を支えてきた神田川。
源流から隅田川までをたどる旅。
日　　時：①平成 26 年 9月 27 日（土）
　　　　　②平成 26 年 10 月 4日（土）
定　　員：20 人（先着順）※交通費実費負担
申込期間：８月 19 日（火）～ 9月 12 日（金）

※詳細は次のページをご覧ください。

※詳細は次のページをご覧ください。

※詳細は次のページをご覧ください。

秋の秋の

会員紹介

PASTA わざや Cafe Hi famiglia

ミタカ・
   オルゴール館

株式会社フランフル

ＮＰＯ法人みたか都市観光教会の会員は、個人、企業、商店、各種団体の皆さん等、正会員 70名、
賛助会員 8名です。（平成 26年 8月現在）この欄では、会員の方々をご紹介していきます。

野菜を多く使用した日替わりの
パスタを含めて常時 10 種類以
上のランチをご用意しています。
デザートもすべて手作りにこだ
わり、タルトやプリンが人気です。
11：00~22：00（L.O.21：20)
火曜定休（祝日の場合は営業）
三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ１F
電話：0422-38-8311

アットホームな雰囲気で、とても
気軽な洋食店。昼は自家製手打ち
パスタ、夜はワインを飲みながら
自慢の牛タンシチューがお薦め。
昼　12：00~14：30（L.O.)
夜　18：00~22：00（L.O.)
月曜定休（祝日の場合は翌日）
三鷹市下連雀 3-32-6
フレンドビル 2F
電話：0422-47-0969

創業して 64 年。この度、リニュー
アルオープンしました。今までの
蕎麦屋のイメージを一新し、モダ
ンな空間で、旬の美味にこだわっ
た料理をご提供いたします。
昼　11：00~15：00
夜　17：00~21：30
土日祝 11：00~21：30
水曜定休（年末年始を除く）
三鷹市下連雀 3-43-31
電話：0422-43-0528

ゆったりとした空間の中で薫り高
い中国茶を。てづくりスイーツや
無農薬野菜を中心とした酵素玄米
ランチも人気です。身体も喜ぶ癒
しのひととき。
ランチタイム　11：30~14：30
ティータイム　14：30~18：00
水曜定休
三鷹市下連雀 3-1-24
電話：0422-41-8617

スパゲティ専門店 cafe

洋    食

蕎麦　酒肴

モダンタイムス

多加はし

沙羅舎・心泉茶苑

今から 100 年以上前に作られたアン
ティークオルゴールは今でもその清ら
かで荘厳な音色を奏でます。その実際
の音色や仕組みをご来館の皆さまに体
験していただきたく三鷹駅南口近くに
オープンいたしました。
開館時間 10：45~18：00
休館日　毎週火曜・水曜 (但し祝日は開館 )
三鷹市上連雀 2-2-5 ポリフォニー三鷹 3F
電話：0422-26-8121
入館料：大人 ( 高校生以上 )800 円、
小・中学生 400 円、未就学児　無料

「デザインと絵で社会に潤いを」を理念にグラ
フィックデザイン（広告・ロゴ）HPからイラ
ストまで行います。
三鷹の風景を描いた
「みたかーど」販売中！

三鷹市大沢 2-10-16 2F
電話 : 0422-32-8017
mail: info@flanful.com
http://www.flanful.com

「みたかーど　野川かわあそ
び編・野川ひとやすみ編」は
みたか観光案内所でも購入で
きます。１枚 108 円（税込）

中国茶・cafe

会員紹介

会員のみなさまへ会員のみなさまへ
★会員特典　＜ちらしを置きませんか？＞
会員の皆様のチラシ・ショップカード割引券などみたか観光案内所で配布

いたします。告知や店舗の広告に、ぜひご利用ください。（スペースに限り

がありますので、希望者多数の場合は先着順とさせていただきます。）

●　ホームページ
https://kanko.mitaka.ne.jp/
●　twitter
https://twitter.com/#!/mitakann
●　Facebook
http://www.facebook.com/MikataKanko

当協会に興味を持たれ

た方、入会ご希望の方

は、どうぞ事務局まで

お問い合せください。

TEL:　0422-40-5525

食材は産地を選び、こだわりを感
じるパスタは 60 種類以上。「大山
鶏ときのこのバターしょうゆ柚子
胡椒風味」は 4種のきのこが入っ
てオススメです。
昼　11：00~15：30
夜　17：30~22：00（L.O.)
火曜定休
三鷹市下連雀 3-37-40 藤ビル 1F
電話：0422-48-6038

▲

１１月４日(火 )~１１月１４日(金 )はメンテ
ナンス休館となりますのでご注意ください。

★　TAKA-1 のなかまが増えました！★　TAKA-1 のなかまが増えました！★　TAKA-1 のなかまが増えました！

　当協会も参加・協力している
TAKA-1 事業の「みたかのおみ
やげ部門」で、このたび新たに
４品が選ばれ、全部で 21 品に
なりました！ますます充実する
三鷹のおみやげ。どうぞご利用
ください！
http://taka-1.mall.mitaka.ne.jp/

ま果ろん
５個入り　2,268 円
株式会社うずまき

ルーロ・フォレ
1本　1,944 円
フランス菓子　ルリス

ＤＡＺＡＩ　ＣＯＦＦＥＥ
1袋 200ｇ　1,000 円
珈琲　松井商店

Ｐｏｋｉピンバッジ
1個　500 円
株式会社まちづくりみたか


