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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！

●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。）

ＮＰＯ法人みたか都市観光協会からのおしらせ

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～

★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。

　まず最初に、三鷹で撮影された歌手のプロモーショ
ンビデオや、映画の予告編を映像で見ながら、三鷹フィ
ルムコミッションの活動を紹介しました。
　続いて、関根氏には、フィルムコミッションスタッ
フとして多くの作品に関わってこられた体験談などを
していただきました。冨田氏には、三鷹フィルムコミッ
ションを通じて行った三鷹でのロケのことや、参加し
ている映画祭のことなどを話していただきました。参
加者からは、感想やゲストへの質問も次々と飛び出し
ました。
　座談会終了後は懇親会を行い、「フィルムコミッショ
ン」というキーワードを中心に、多くの人のつながり
が生まれました。

　「フィルムコミッションとは何か？」「三鷹のフィル
ムコミッションの現状、そしてこれからは？」等を多
くの方に知ってもらうため、平成 27年 8月 7日（金）、
三鷹商工会館にて、「フィルムコミッション座談会を
開催しました。
　ゲストにはＮＰＯ法人ジャパン・フィルムコミッ
ション事務局次長の関根留理子氏、映画製作をしてい
る冨田しのぶ氏を迎え、当協会のＦＣ活性化チーム
リーダー神原健太朗氏に司会をしていただきました。
参加者は 36名。映像に興味のある市民、他市のフィ
ルムコミッション担当者、自主製作映画の製作者、実
際のロケ地を提供した担当者、女優さん、三鷹コミュ
ニティシネマ映画祭の担当者など、映像をめぐるいろ
いろな立場の方に参加いただきました。

フィルムコミッション
　座談会を開催しました

発売開始日：平成２７年 9月 2日 ( 水 )　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

世界各国の料理やグッズ、アトラクションが大集合！
日　　時：平成 27 年 10 月 4日 ( 日 )１０:００～１５:３０
場　　所：井の頭恩賜公園文化交流広場及び野球場周辺
お問合せ：公益財団法人 三鷹国際交流協会
　　　　　TEL : 0422-43-7812
　　　

三鷹市内をめぐりながら惑星スタンプを集めてオリジナル
天文グッズをもらおう。　　
期　　間：平成 27 年 9月 26 日 ( 土 ) ～ 10 月 25 日 ( 日 )
場　　所：三鷹市内全域の参加店舗
お問合せ：三鷹ネットワーク大学　TEL：0422-40-0313

三鷹の農業と出会う２日間
日　　時：平成 27 年 11 月 14 日 ( 土 )、15 日 ( 日 )
場　　所：三鷹市役所
お問合せ：三鷹市生活経済課都市農業係
                     TEL 0422-45-1151 内線 3063　

2015 年秋も、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 10 日（土）～ 10 月 25 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

井の頭公園内で開催する、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２7年１０月１8日 ( 日 )
　　　　　１１:００～１７：００
場　　所：井の頭恩賜公園　西園

実施日　3・2・1級：平成 27 年 12 月 13 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）

10 月 25 日は三鷹駅前で、 いろいろなイベントが目白押し！

開催日：平成 27 年 10 月 25 日（日）

開催場所：三鷹駅南口を中心とした各イベントの会場

●三鷹駅前 100 円商店街（コラル商店街・三鷹駅前銀座商店街）　
　主催：三鷹コラル商店会　三鷹駅前銀座商店会

●三鷹マルシェ（三鷹中央通り商店街）
　主催：三鷹中央通り商店会

●三鷹駅前まるごと絵本市　（三鷹産業プラザ）
　主催：みたか・子どもと絵本プロジェクト連絡会

●みたか太陽系ウォーク　（市内全域）
　用紙配布・景品交換所　みたか観光案内所及び三鷹ネットワーク大学

　主催：NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構

●駅前コミュニティまつり（三鷹駅前コミュニティ・センター）
　主催：三鷹駅周辺住民協議会

●三鷹産業フェスタ（仮称）（三鷹商工会館）
　主催：三鷹商工会

●三鷹ハロウィンパーティー 2015（三鷹駅南口～中央通り）
　主催：With　Baby

みたか太陽系ウォークスタンプラリー 2015みたか太陽系ウォークスタンプラリー 2015

第３回三鷹駅前まるごと絵本市第３回三鷹駅前まるごと絵本市

三鷹の森フェスティバル２０１5三鷹の森フェスティバル２０１5

第 26 回三鷹国際交流フェスティバル
　　　　手をつなごう、 世界はひとつ
第 26 回三鷹国際交流フェスティバル
　　　　手をつなごう、 世界はひとつ

第５５回三鷹市農業祭第５５回三鷹市農業祭

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！

★☆★三鷹駅前ストリートパーティー★☆★

※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。

※詳細は各団体HP等で
ご確認ください。

秋の秋の

１１月10日 (火 )~１１月20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。

♪

♪

♪

№6

●役員変更のおしらせ
平成 27年 7月 15日の平成
27年度第３回理事会において
新役員が選任され、下記のと
おり新体制が発足しました。
（新役員…★）
　　理事長　　金子　彰
★　副理事長　内田　治
　　副理事長　佐藤　文典
　　理　　事　川久保　享
　　理　　事　萩原　幸夫
　　理　　事　小谷野　芳文
　　理　　事　横幕　直和

　　理　　事　川井　信良
　　理　　事　榎本　一夫
　　理　　事　垣花　満
　　理　　事　小林　雅司
　　理　　事　荒川　浩一
　　理　　事　小俣　崇
★　理　　事　田口　智英
★　理　　事　須藤　金一
　　監　　事　前田　真紀子
　　監　　事　石井　泰幸

●カリソン
南仏プロバンス地方で「幸せ
のお菓子」として人気の伝統
的な焼き菓子。
3個入り 583 円
6個入り（缶入り）1,490 円

●太宰人形焼
太宰治生誕 100 周年を記
念して三鷹市が作った「太
宰ロゴ」の形そのものを
人形焼にしました。
6個入り　750 円

詳しくはこちらをご覧ください：
http://taka-1.mall.mitaka.ne.jp/

ＴＡＫＡ-1 （みたかセレクトＯＮＥ）
　 に新商品が加わりました！

このロゴを覚えてね♪

タカワン


