
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 年夏号

発売開始日：6月 1日 ( 日 )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・在勤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 までに入場、午後券 14:00 ～ 16:30 までに入場 )
　　　　　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 7,8,9 月分の三鷹市 ・ 近隣市民枠チケット販売中！＞

市商連ふぇすた 2014
　　　　　　　　　in 明星学園
市商連ふぇすた 2014
　　　　　　　　　in 明星学園
日　　時：平成 26 年 6月 29 日 ( 日 )
　　　　　11:00 ～ 21:00
場　　所：明星学園小中学校
お問合せ：三鷹市商店会連合会
( 三鷹商工会内 ) 電話 0422－49－3111

日程：平成 26 年 8月
　3日 ( 日 )9：00 ～ 11：30
　　井の頭自然文化園編
　10 日 ( 日 )9：00 ～ 11：30　
　　 井の頭恩賜公園の歴史と文化編
　17 日 ( 日 )9：00 ～ 11：30 　
　　井の頭恩賜公園の自然と環境編
受講料：各回 500 円
募集人数：各回 20 名 (※先着順 )
申込：平成 26 年 7月 2日 ( 水 ) ～
　　　平成 26 年 7月 21 日 ( 日 )
お問合せ：みたか観光案内所
　　　　　電話 0422-40-5525

日時：平成 26 年 8月

　　　30 日 ( 土 )、31 日 ( 日 )

　　　両日 18:00 ～ 21:00

場所：三鷹中央通り

お問合せ：三鷹阿波踊り振興会

　　　　（三鷹商工会内）
　　　　電話 0422－49－3111

　ごみの焼却や、リサイクルの現場が稼働して

いる様子を見学し、正しい知識を得るとともに、

将来の循環型社会のあり方を考えます。エント

ツの構造見学を含む 2時間半程度のコースです。

日時：平成 26 年 7月 21 日（月・祝）

　　　午前 9時 50 分　現地集合　10 時開始　※雨天決行

場所：クリーンプラザふじみ　他

　　　（調布市深大寺東町 7- 50-30）

募集人数：20 人（先着順）

申込み：平成２６年６月 17 日（火）より

　　　　三鷹ネットワーク大学にて受付

料金：500 円

お問合せ：みたか観光案内所　電話 0422-40-5525

特定非営利活動法人みたか都市観光協会寄付講座

三鷹 「通」 養成講座★

ごみ処理の現場を見に行こう！

みたか商工まつり
日時：平成 26 年 7月 19 日 ( 土 )11:00 ～ 18:00
　　　　　　　　　　20 日 ( 日 )11:00 ～ 17:00
場所：三鷹市役所
お問合せ：三鷹商工会　電話 0422－49－3111

三鷹の夏の風物詩！

三鷹の夏の風物詩！

三鷹のイベントニュース三鷹のイベントニュース

いのけん
フィールドワーク講座
いのけん
フィールドワーク講座
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会員のみなさまへ会員のみなさまへ

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

※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！

★楽しい映画上映もあるよ！

わくわく♪
わくわく♪●投稿募集

会員相互でＰＲしたいこと、連絡した

いこと、募集記事などございましたら

事務局（下記）宛てにお寄せください。

「みかんだより」や当協会のホームぺー

ジ、twitter、Facebookでご紹介します。

FAX　0422-40-5526

メールアドレス：

kanko-s.watanabe@parkcity.ne.jp

●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。

ご希望の方は、事務局までご連絡

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。）

●平成 26年度通常総会開催
平成 26年 5月 19 日、三鷹産業プラ

ザにて平成 26年度通常総会を開催、

平成 25年度事業報告・決算と平成

26年度事業計画・予算が承認され

ました。新年度の新しい取り組みと

しては、フィルムコミッション事業

の充実等にむけたホームページの刷

新、外国人観光客へのご案内の充実

などが挙げられます。また、より多

くの市民の参加をいただいて「市民

の手による観光まちづくり」をすす

めていきます。

●役員変更のおしらせ
平成 26年 4月 16 日をもちまして、次

の方が役員を退任されました。

　理事　妻井　英夫

　理事　山口　亮三

　理事　坪山　雅一

また、平成 26年 4月 16 日の理事会に

おいて、次の方が新役員に決定しまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。

　理事　榎本　一夫

　理事　荒川　浩一

　理事　小俣　崇

●みたか観光応援隊発足！
　みたか都市観光協会のモットーは

「市民が観光大使」。このたび、三鷹

を観光の視点から応援するボラン

ティアスタッフを募集したところ、7

名もの方々に参加いただけることに

なりました。名付けて「みたか観光

応援隊」！皆さん、それぞれの得意

分野で三鷹の元気を応援してくださ

います。今後、この紙面でも応援隊

の活躍を紹介していきたいと思いま

す。

ＮＰＯ法人みたか都市観光協会からのおしらせ

第 47 回三鷹阿波踊り第 47 回三鷹阿波踊り三鷹キウイワイン
　　　　　　　販売中！
三鷹キウイワイン
　　　　　　　販売中！
三鷹産キウイフルーツから醸造した三

鷹キウイワインを市内の酒販店等 28 店

舗で販売中。白、ロゼ、にごり、スパー

クリング、新たにスパークリングシャ

ンパン瓶タイプの 5種類です。

お問合せ：上州屋　山本商店

　　　　　電話 0422-31-7245）

通信
フィルムコミッションフィルムコミッション
ロケ誘致でまちを元気に！

～ロケの一部をご紹介～

●三鷹市星と森と絵本の家
【ホームページ】

　カメラメーカー　ニコンのホーム

ページ「Nikon　Imaging」内での企画「公

園散歩」のロケ地として国立天文台と

三鷹市星と森と絵本の家で取材・撮影

が行われました。現在公開中。「ニコン

　公園散歩」で検索ヒットします。

http://www.nikon-image.com/enjoy/li

fe/park/

●評判堂　
（眼鏡・時計店・三鷹中央通り商店会）

【バラエティ】

　総合診療医　ドクター G

　NHK 病名推理エンターテインメン

ト番組「総合診療医ドクター G」の

再現ドラマで主人公の時計店主の作

業シーン等を、中央通り商店会の時

計店「評判堂」の店内で撮影しまし

た。時計の蓋をあけるなど緻密な作

業のクローズアップも映し出されま

す。ご主人の原さんの長男・道隆さ

んの作業する「手」も撮影されまし

た。

放送予定　NHK 総合

　　　　　平成 26年 6月 6日（金）

　　　　　22：00 ～ 22：50

再放送　　平成 26年 6月 13 日（金）

　　　　　　16：05 ～ 16：55

●大沢の里水車経営農家
【新聞】

　毎日新聞　火曜夕刊の連載記事　

「読書日記」のカット写真

　東京大学名誉教授　上野千鶴子さ

んが担当する記事のカット写真を大

沢の里水車経営農家で撮影しまし

た。7月の上旬分から掲載予定。

 三鷹の街にロケを誘致する「三鷹フィ

ルムコミッション」が 2013 年 10 月に

発足して以来、数多くのロケが三鷹で

行なわれています。

▲　評判堂での撮影風景。明日はあなたのそば

　　にもロケ隊が来るかもしれません。

★会員特典！

特定非営利活動法人みたか都市観光協会に興味を

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。


