
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 27 年春号

発売開始日：3月 1日 ( 日 )　9 : 0 0 ～　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 4,5,6 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
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※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

春の春の

会員紹介 ＮＰＯ法人みたか都市観光協会の会員は、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 27年 3月現在）この欄では、会員の方々をご紹介していきます。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

　三鷹市の周辺、緑豊かな武蔵野地域を都
市生活のリセット空間としてとらえ、広域
に回遊する環境づくりをテーマに活動して
います。高齢化、人口減少社会に備え、交
流人口の増大と予防医療もかねた健康増進
活動、観光促進活動として「森の地図スタ
ンプラリー」を春・秋の年２回、継続的に
企画、運営。第６回のスタンプラリーが
2015年３月21日～5月6日に行われます。
同時に野川周辺をのんびりと周遊する「自
転車散歩ガイドツアー」も実施します。詳
しくは、武蔵野コッツウォルズのホーム
ページをご覧ください。
http://www.musashino-cotswolds.jp

　みたか都市観光協会では、ほぼ月に一回
のペースで企画委員会を開催しています。
メンバーは当協会の理事、市民や市内各団
体の方で構成。「三鷹の魅力をもっと知ら
せたい、まちをもっと楽しくしたい」とい
う思いを持った人が集まって、「観光」と
いう切り口で実現していこうという委員会
です。
　これまでの成果を紹介しますと、三鷹
「通」養成講座の開催 ( 三鷹「通」養成講
座 （「ごみ処理の現場を見に行こう！」「神

みたか都市観光協会企画委員会みたか都市観光協会企画委員会

田川をたどる日帰り旅　全２回」）、協会の
新HP内容の検討・提案、フィルムコミッ
ション事業への助言、外国人観光客のおも
てなしや外国語マップ作成に向けての提
案、新事業提案、三鷹市内外のイベントや
事業の情報交換などなど多岐にわたってい
ます。「通」講座では、立案・企画・当日
の運営まで委員と協力して行いました。
　平成２７年度も引き続きこの企画委員会
は活動してまいります。
　

市民特派員市民特派員

　みたか都市観光協会のホームページが昨
年秋にリニューアルされタことを機に、当
協会では市民のみなさんから「市民特派員」
を募集しました。ほぼ毎日、いろいろな分
野の新着記事が届いていますので、毎日
チェックして、三鷹の耳寄り情報をどうぞ
お見逃しなく！
http://kanko.mitaka.ne.jp/
　

【業務内容】
■イベント企画・運営　　
広域スタンプラリー／ガイドツアー
／レンタサイクル
■各種ＭＡＰ（地図）の企画・制作
■デザイン・イラスト等の制作、写
真素材の提供
■地域コーディネート　　
三鷹市／武蔵野市／調布市／小金井
市／府中市／国分寺市などの周辺地
域で自治体の枠を超え、大規模公園、
文化施設、店舗、駅（交通）、人の連
携力を高めることで、魅力あふれる
地域創造のお手伝いをいたします。

【日時】　2015 年 3月 15 日 ( 日 ) 午前 6時 25 分～
　　　　6:25 ストレッチ・ラジオ体操
　　　　6:40 風の散歩道を歩きながらゴミ拾い 
　　　　7:00 オトナの外遊び（ゲームの様子撮影 OK な方）
　　　　7:20 解散　※残れる人は、カフェへ移動して
　　　　8：30 くらいまでお茶＆歓談 { 朝カフェ）
【場所】　三鷹駅南口ジブリ美術館行きのバス乗り場横
【内容】　オトナの外遊び（長縄跳び・だるまさんが転んだ・
鬼ごっこなど）お知り合いにもできて大好評。月一定期開
催となり次回は第 3回となります！遊びに参加してもよし、
見ていて笑うだけもよし、こどもの頃の遊びを思い出して
みませんか？
【問合せ】
http://enchante-de-connect.wix.com/enchante#!untitled/cu
ci

三鷹ネットワーク大学　春学期受講者募集中！　　
※３月３日（火）より申込開始

■三鷹ネットワーク大学企画講座
折りたたみの科学～折紙から昆虫の翅 ( はね ) まで～　★
　講師は明治大学理工学部機械工学科助教の石田祥子さん
と、東京大学生産技術研究所助教の斉藤一哉さんです。
［日］4月 11 日、18 日　いずれも土曜日 ( 全２回・通しのみ )
　　午後５時～６時 30 分
［人］20 人
［￥］一般 2,000 円、市民 1,600 円、市民学生 1,200 円、
　　会員 1,000 円
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■( 一社 ) ビューティフルエージング協会寄付講座／NPO
法人シニア SOHO普及サロン･三鷹共同企画 
これからの生き方を考える ～夢ある人生～ ４月 ★ 
①「世界遺産ってなんだろう～発見から登録までの秘話とド
　ラマ～」
　講師は、NPO法人 大阪府高齢者大学校講師で、ＢＡＡラ
　イフデザイン・アドバイザーの石橋　美紀さん
②「ブラリひとり旅のススメ（その３）～身近な秘境、首都
　圏にあるローカル感満点の旅の楽しみ方～」
　講師は、行政書士で、ＢＡＡライフデザイン・アドバイザー
　の木村　勝さん
 [ 日 ] ①４月 15 日　②４月 22 日　いずれも水曜日　
　　午後３時～４時 30 分 
 [ 人 ] 各回 20 人　
 [￥] 各回 500 円 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
［申込方法］３月３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

【日時】2015 年 3月 22 日 ( 日 )12:00 ～ 17:00
【場所】みたかスペースあい
　　　( 三鷹市下連雀 3-28-20　三鷹中央ビル１階 )
【内容】三鷹中央ビル１階「みたかスペースあい」にて、買
物応援キャラバン隊が出張市を開催します。買物支援本部
では、協議会で開催する「マルシェ ( 市場 )」など一緒に盛
り上げるため、商店会内だけでは調達できない不足業種や、
集客が見込める魅力的な店舗、こどもが楽しめるメニュー
等を実施する「買物応援キャラバン隊」を派遣しています。
【お問合せ】まちづくり三鷹　0422-40-9669

【日時】2015 年 3月 22 日（日）11：00 ～ 16：00
【場所】三鷹市星と森と絵本の家 ( 三鷹市大沢 2-21-3)
【内容】絵本縁日は絵本に関連した様々な市民グループが出
店し、絵本を通じてみんなでコミュニケーションを楽しむ
おまつりです。今年は絵本の家ジュニアスタッフが発案し
た初の試みとして、小さなお子さんが楽しめるコーナーや
参加型の劇が登場します。絵本に囲まれた楽しい縁日で、
まわりの人とのんびり交流を楽しんでください。
【URL】
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_event/050/050424.html
【お問合せ】星と森と絵本の家　　0422-39-3401

星と森と絵本の家 「絵本縁日」

買物応援キャラバン隊出張市
▲緑豊かな野川の風景

一般社団法人武蔵野コッツウォルズ一般社団法人武蔵野コッツウォルズ

特定非営利活動法人みたか都市観光協会　

平成 27年度通常総会　開催のお知らせ

特定非営利活動法人みたか都市観光協会　

平成 27年度通常総会　開催のお知らせ

　平成 27 年度通常総会を、右記

のとおり開催いたします。平成

26 年度に行った事業のご報告

と、新年度に向けての事業計画

を審議いただきます。会員の皆

さまにはお忙しいところ誠に恐

縮ですが、ぜひご出席いただき

ますようお願いを申し上げます。

日時：平成 27 年 5月 18 日（月）

　　　19：00 ～

場所：三鷹産業プラザ 7階

　　　701 号会議室

議事：第 1号議案　平成 26 年度事業報告

　　　及び決算報告について

　　　第 2号議案　平成 27 年度事業計画

　　　( 案 ) 及び予算 ( 案 ) について

※総会閉会後にささやかながら懇親会を
予定しておりますので、ぜひご参加くだ
さい。

☆オトナも外遊び☆ 
　　　by みたか ・ 駅前ラジオ体操


