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教育・研究機関の知的資源を地域社会に
提供することで、市民により高度な学習
の機会を提供する

民学産公の連携により新しい技術やシス
テムの開発を支援し、地域に根ざした産
業の支援・創出を目指す

市民が地域で活躍するためのさまざまな
知識や手法と交流の場を提供し、協働の
まちづくりを推進する

教育・学習機能

研究・開発機能

窓口・ネットワーク機能

https://www.mitaka-univ.org/
三鷹ネットワーク大学HP ▶
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三鷹ネットワーク大学 賛助会員

三鷹ネットワーク大学

0422-40-0313 / 0422-40-0314
火曜日～土曜日　9:30 ～ 21:30（入館は21:00まで）
日曜日　9:30 ～ 17:00
月曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

TEL / FAX
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-24-3 三鷹駅前協同ビル3階

開館時間

住所

休館日
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三鷹ネットワーク大学は、三鷹市内外の教育・研究
機関と、企業、NPO、市民団体等が集まり、民・学・産
・公の協働による新しい形の「地域の大学」として、
多様な人財の育成と、活力ある豊かで安心できる市
民社会の実現をめざして活動しています。

三鷹ネットワーク大学の

３つの機能

アークプラニング（株)
(一社)アジア経営戦略研究所
イマジニア（株）
(株)インプレスホールディングス
(株)ウィル・シード
エム・ティ・プランニング(株)
エンゼル(有)
(同)科学成果普及機構
(有)柏屋
(NPO)ガリレオ工房

(株)キズナ・ば
(NPO)くらしとバイオプラザ２１
(NPO)グリーンネックレス
(NPO)グレースケア機構
境交通(株)
(有)シーキューブシステムズ
JA東京むさし三鷹支店
静岡県立大学短期大学部
次世代創造協同組合
白百合女子大学
スキルノート
(福)巣立ち会
(有)そーほっと
(株)ソシオエンジン・アソシエイツ
SocioFuture（株)
(一社)地域資源研究所
(一社)中日文化研究所

(一社)電気学会
電子システム(株)
東京大学大学院総合文化研究科 教養学部
(公財)東京都公園協会 神代植物公園
(公財)東京動物園協会 井の頭自然文化園
東京三鷹ロータリークラブ
東洋学園大学
(一社)日本サイエンスコミュニケーション協会
日本電信電話(株) 情報ネットワーク総合研究所
（株)ヌールエ　デザイン総合研究所
野村證券(株)吉祥寺支店
(NPO)花と緑のまち三鷹創造協会
東日本電信電話(株)
(一社)ビューティフルエージング協会
富士フイルムシステムサービス(株)
 （NPO）ホスピタル・プレイ協会　
すべての子どもの遊びと支援を考える会

2022年 4月 1日現在：個人賛助会員1名を除く 57団体（五十音順）

(株)まちづくり三鷹
(株)みずほ銀行　吉祥寺法人部
三鷹ICT事業者協会
三鷹光器(株)
(公財)三鷹国際交流協会
(公社)三鷹市医師会
(公財)三鷹市スポーツと文化財団
(NPO)みたか市民協働ネットワーク
三鷹商工会
三鷹SOHO倶楽部
(NPO)みたか都市観光協会
(一社)武蔵野コッツウォルズ
武蔵野大学
(学)立教女学院
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　みたか太陽系ウォークは、「三鷹の森　科学文化祭」（三鷹
市及び国立天文台と実施に関する３者協定締結）の中心事業
で、三鷹のまち全体を13億分の１の縮尺で太陽系に見立て、
太陽系の大きさや距離を体感するスタンプラリーです。

 みたか太陽系ウォーク2021

　2021年度の秋のスタンプラリー開催は、新型コロナ
ウイルス感染防止の観点から残念ながら中止としまし
たが、市民ボランティアによる太陽系サポーターの協力
のもと、天文・科学情報スペースにおける展示「クイズ
で学ぶ太陽系の旅―太陽系ウォークはとまらない！」、講
座「太陽系ウォークはとまらない！太陽系サポーターとめ
ぐる太陽系と三鷹の旅」を開催しました。

　その後、満を持して迎えた年明け2月には、太陽系ウ
ォーク初となるスマホアプリを使った非接触のデジタル
スタンプラリーを開催しました。1,400人を超える多世代
の方 に々ご参加いただきました。

　2022年度も感染防止対策を図りながら、より一層天
文・科学に関心を持っていただけるイベントを目指し、市
民ボランティアと一緒に準備を進めていきます。

お申し込み

申込期間   1月18日（火） 9:30 ～それぞれの講座開催日前日の21:00 三鷹市下連雀 3-24-3 三鷹駅前協同ビル 3階

https://www.mitaka-univ.org/URL

三鷹ネットワーク大学推進機構三鷹ネットワーク大学のホームページからお申し込みください。
(2)(3)(4) の講座は裏面の申込用紙でもお申し込みできます。

電話：０４２２-４０-０３１3
Eメール：info@mitaka-univ.jp

2月12日（土）10:30 ～ 12:00
会場：オンライン（Zoom）定員：50人（先着制）　受講料：無料

半田  利弘

みたか太陽系ウォーク
関連講座・イベント

暗黒星雲と暗黒物質 ～宇宙に広がる二つの闇～

4次元デジタル宇宙ビューワー
“Mitaka”で旅する木星とガリレオ衛星

（鹿児島大学理学部/天の川銀河研究センター 教授）講 師

2月20 日（日）14 :00 ～15:30
会場：三鷹ネットワーク大学　定員：親子15組（1組子ども2人まで）（先着制）　受講料：無料

北崎  直子（星のソムリエみたか）講 師

※ ご自身でオンライン会議アプリ
　  Zoomをご用意ください。

3 月5日（土）16:00～18:00
会場：三鷹ネットワーク大学　定員：親子15組（30人）（先着制）　
受講料：4,000 円（国立天文台望遠鏡キット代） 

縣  秀彦

望遠鏡をつくってみよう
　　　　　　　～君もガリレオ！ワークショップ～

（国立天文台天文情報センター普及室長・准教授）講 師

3月12日（土）18:30 ～ 20:00
会場：三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 3F 会議室
定員：50人（先着制）　受講料：無料

内藤  誠一郎
星のソムリエみたか

元気創造プラザ観望会 ～冬の月と星を楽しもう～
（国立天文台 天文情報センター 広報普及員）講 師

※ 講座当日、
　 受講の際のお支払いとなります。

親子向け

親子向け

Zoom講座1

2

3

4

写真：©国立天文台

講師：縣 秀彦

●講座「望遠鏡をつくってみよう」
●元気創造プラザ観望会

●講座・イベントのチラシ

●コラボ商品チラシ

●シールラリーのシールデザイン（４種）

●景品
●ウォーキング
マップ兼シー
ルラリー台紙

さん

講師：内藤 誠一郎さん
協力：星のソムリエみたか

のみなさん

　三鷹ネットワーク推進機構で実施している「民学産公」協働研究事業に
ついて、新たに継続研究支援枠を創設しました。これまでに実施した実証
実験のうち、継続して取組を進めることにより、さらなる地域活性化や三
鷹のまちづくりにつながると認められる研究事業に、事業費の支援を行
います。

●非接触検温サーモグラフィーカメラの導入
　2021年度に新たな機器を導入し、来館者に対し、スムーズに受付
ができるようになりました。マスク着用時でも体温を認識でき、体温
が高い場合、アラーム等で警告します。

●消毒
　館内に手指消毒剤を設置し、机やイスも消毒しています。

●換気
　窓や扉を開け、定期的に換気を行っているほか、二酸化炭素濃度
測定（CO2センサー）を使用して、施設内のモニタリングを行ってい
ます。

●オンライン講座実績
　2021年度は、オンライン講座を80件開講しました。オンデマンド
講座のほか、教室での対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド
講座も21件行いました。

●キャッシュレス決済
　2020年度から導入した新しいレジ機器により、キャッシュレス決
済ができるようになりました。クレジットカードや電子マネー、QRコー
ド決済にも対応し、受講料の現金の受け渡しが減りました。

「民学産公」協働研究事業

安心して学ぶための感染症対策

三鷹ネットワーク大学の

最新情報を
配信中！

●Twitter　@mitakanwuniv
https://twitter.com/mitakanwuniv

●Facebook　@mitakauniv
https://www.facebook.com/mitakauniv

●YouTube　三鷹ネットワーク大学チャンネル
　https://www.youtube.com/channel/UCuz-

bZ4F2WogTNrNGZBRsPRQ

新しい支援コースを創設！

●支援経費（限度額）

●補助率

（２件）

　　・三鷹市と連携協定等を締結している団体等に属していること
　　・過去に「民学産公」協働研究事業で実施した実証実験であること
　　・研究成果が地域社会に貢献することができると認められるもの

継
続
研
究
支
援
枠

（
新
設
）

●補助要件

　YouTubeチャンネルを2020年3月に開設
しました。視聴回数は、チャンネル全体で
15,000 回超となりました。
（2022年4月現在）

　三鷹ネットワーク大学推進機構の正会員
は次の 20 の教育・研究機関等によって構成
されています。

　三鷹ネットワーク大学推進機構の賛助会
員は 57 の大学・企業・NPO・市民活動団体
と個人会員 1人により構成されています。

賛助会員一覧  4 ページ
(2022 年 4月 1日現在)

アジア・アフリカ文化財団
亜細亜大学

海上・港湾・航空技術研究所
杏林大学

国際基督教大学
国立天文台
成蹊大学
大正大学
電気通信大学
東京外国語大学
東京学芸大学
東京女子大学
東京都立大学
東京農工大学

日本獣医生命科学大学
日本女子体育大学
法政大学
明治大学

ルーテル学院大学
三鷹市

賛助会員

正会員

100万円100万円
全額補助


