
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 年冬号

発売開始日：12 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 1,2,3 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」№3平成 26 年 12 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

冬の冬の

会員紹介

リトル・スター・レストラン 点心茶室　桃李蹊

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 10名です。（平成 26年 11 月現在）この欄では、会員の方々をご紹介していきます。

化学調味料や着色料を使用しな
い手作り点心のお店。麺、粥、
釜飯から選べるランチが好評。
ジブリの” トオリミチ” でから
だに優しい飲茶をどうぞ。

11：30~21：00
火曜定休
三鷹市下連雀 2-29-18
電話：0422-26-8039

みたかーど　

野川かわあそび編 ・野川ひとやすみ編

三鷹の潤いのある風景がポストカードに

なりました。 おみやげにも、 ふだんの

お便りにも。

１枚 108 円 （税込）

フランフル

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/Mikata
Kanko

「ふだん着のごちそう」をテーマに
した、なにげないけど、きちんと
おいしい家庭料理のお店。コーヒー
や紅茶、夜はお酒もこだわりのセ
レクトです。

11：30~24：00　土日祝 12：00~
日祝 ~23：00　月曜 +不定休
三鷹市下連雀 3-33-6
三京ユニオンビル 3F
電話：0422-45-3331

ＤＡＺＡＩ　ＣＯＦＦＥＥ

厳選した豆を最新式の自家焙煎機でブ

レンド。 深くビターな味わいです。

1 袋 200ｇ　1,000 円 （税込）

小袋 （３杯分） 400 円 （税込）

珈琲　松井商店

みたか観光案内所で販売中！みたか観光案内所で販売中！

三鷹産野菜を使った旬菜ドレッシング

（にんじんシーザー ・ トマト＆ジン

ジャー ・ 和風ほうれん草）

サラダだけでなく肉料理や焼き魚な

どのお料理にも。

各 590 円 （税込）

カムラッド三鷹店

三鷹産はちみつ

三鷹市内の養蜂家による、 純粋はち

みつ。 地元のいろいろな花から集め

られた百花蜜です。

125ｇ入り 600 円 （税込）

NPO 法人花と緑のまち三鷹創造協会

ゾウのはな子ポストカード

はな子にちなんで、 売上のうち、 １セットあたり

８円が、 はな子の暮らす井の頭自然文化園に寄

付されます。

３枚セット　324 円 （税込）

株式会社文伸

NEW!NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW!
　井の頭自然文化園の年末年始のお休みは、12 月 29 日（月）～ 1
月 1日（木・祝）。2015 年は 1月 2日（金）から開園します。さま
ざまなイベントを開催しますので、ぜひおいでください。

三鷹の冬といえば
　　　　イルミネーション！

　三鷹駅前南口の大ケヤキ、三鷹駅前
銀座商店会、三鷹中央通り商店会、三
鷹南銀座商店会、きらきら通り商店会、
三鷹駅前西商店会、郵便局通り、緑の
小広場の街路樹にイルミネーションが
灯され、三鷹の年末年始を彩ります。
点灯時間は午後 4時 ~午前 0時まで。

　2013 年 5月まで開催した「太宰を読む百夜百冊」の意義を
引き継ぎ、後継の文学講座として「太宰を読む百夜百冊 その２」
を開催します。各回の講師がそれぞれ自身の思いを重ねて太
宰治の作品を語っていただきます。再開第 1回目の講師は、
太宰治賞選考委員で作家の小川洋子さんと、編集者（元筑摩
書房専務取締役）で書評家の松田哲夫さん。※対談スタイルの
講座となります。
 ［日］１月 23 日　金曜日　午後７時～８時３０分　全１回
 ［人］60 人
 ［￥］一般 1,000 円　市民 800 円　　

［申込方法］12 月９日（火）午前９時 30 分から所定の申
込書を直接またはファックス、郵送、ホームページでお
申し込みください。（先着制）
※初めての受講の申し込みには受講者登録が必要です。
講座の詳細や受講者登録については、ホームページまた
は同大学へお問い合わせください。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
お問い合わせ
電話０４２２－４０－０３１３
NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構
〒181-0013
下連雀 3-24-3　三鷹駅前協同ビル３階
開館時間：火～日曜日、午前９時 30 分～午後９時 :30 分
（入館は９時まで /日曜日５時まで）
休館日：月曜日、祝日

　これまでの読書は黙読が中心でした。声に出して読む、つ
まり音読すると、文章がより立体的になり、新たな世界を発
見できます。声に出して味わう音読を体感してみませんか？
今回は、太宰の晩年、昭和 23 年 3月に発表された作品「美
男子と煙草」の後半部分を読んでいきます。太宰治文学サロ
ンで開催中の企画展示ともあわせてお楽しみください。講師
はフリーアナウンサー・朗読家の原きよさん。
  [ 日 ] １月 14 日　水曜日　午前 10 時 30 分～午後０時 30 分
  [ 人 ] 10 人 
  [￥] 一般 2,000 円　市民 1,600 円

　文化園の動物たちがおみくじになりました。あなたの 2015 年の運
勢を占ってみませんか？
　日時　2015 年 1月 2日（金）、3日（土）　各日 13 時～　
　場所　井の頭自然文化園　正門入口
　定員　各日　先着 100 名

新春 ・ どうぶつおみくじ

　井の頭自然文化園の園長さんが、新春にあたり、園内をめぐりなが
らガイドをおこないます。
　日時　2015 年 1月 2日（金）、3日（土）　各日 11 時 30 分～
　場所　井の頭自然文化園正門入口

新春 ・ 園長のどうぶつえんガイド

　2015 年は「未年」です。井の頭自然文化園では「羊（未）」を飼育
していませんが、未年にちなんだ楽しい問題を準備してスタンプラ
リーを実施開催します。園内をめぐって、動物にくわしくなろう！
　期間　2014 年 12 月 20 日（土）～2015 年 1月 4日（日）
　場所　井の頭自然文化園　動物園（本園）の正門先と
　　　　水生物園（分園）の七井門先で
　　　　ラリーシートを配布

文化園干支めぐりスタンプラリー

三鷹ネットワーク大学　冬学期受講者募集中！　
　　　　　　　　　　　　　※12 月９日（火）より申込開始
三鷹ネットワーク大学　冬学期受講者募集中！　
　　　　　　　　　　　　　※12 月９日（火）より申込開始

井の頭自然文化園井の頭自然文化園

イルミネーション点灯！

★新年のイベント★

大人のための音読講座
三鷹ゆかりの作家たち（26）
～太宰 治の作品「美男子と煙草」その２～　★

■特定非営利活動法人みたか都市観光協会企画講座

「太宰を読む百夜百冊 その２」
太宰文学と太宰賞から生まれた小説たち　★

■三鷹ネットワーク大学企画講座

みたか観光案内所では、 TAKA-1 商品をはじめ、 三鷹ならではのすすめグッズを

販売中です。 新たに加わった商品をご紹介します！ぜひご利用ください！


