
◉イベントカレンダー◉ スタンプラリーの期間中に行われる主なイベントをカレンダーにしました。
スタンプラリーといっしょにお楽しみください。

くわしくは中をご覧ください。

秋の
武蔵野を

秋の
武蔵野を
まるごと楽しむ！
まるごと楽しむ！

大沢の里水車経営農家
　江戸時代に創設された「新
車（しんぐるま）」と呼ばれる
水車がボランティアの解説付
きで公開されています。水車
小屋とともに機織り機のある
母屋や土蔵、製粉小屋も見学
できます。

▲水車装置

布多天神社
　多摩地方有数の古社。江戸の頃より毎月 25
日に天神市が立ち、現在では、第1日曜日に「つ
くる市」、第2日曜日に「骨董市」も開かれ賑わっ
ています。ケヤキやクロマツ、ムクロジなどの
古木も多い緑豊かな場所です。

●調布市調布ヶ丘1-8-1　☎042-489-0022
【スタンプの場所】神社境内の社務所の近く    設置時間： 9：00～17：00
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鬼太郎茶屋

●調布市深大寺元町5-12-8　☎042-482-4059　
●営業時間：10：00～17：00（L.O16：30）
●定休日：月曜（祝日の場合は翌日）
【スタンプの場所】店舗の入口近く【駐輪場】店舗前（深大寺参道）は駐輪不可。
深大寺の駐輪場をご利用ください。

　「ゲゲゲの鬼太郎」をテーマにしたお茶屋
さん。目玉おやじの栗ぜんざいやぬり壁の
みそおでんなどユニークなメニューが楽し
いお店。妖怪画や妖怪日本地図など「水木
しげるワールド」を展示した妖怪ギャラリー
も併設。

ユーロスポーツ
　ＦＣ東京の本拠地、味の素スタジアムメインゲート隣にあるサッカー
ショップ。店内には、世界の人気チームのユニフォームやＴシャツ、観

戦グッズなどが所せましと並んでいます。

●調布市西町376－3　味の素スタジアムポケットガーデン内
☎042‐440‐3220
●営業時間：平日・土曜11：00～19：00　日曜・
祝日10：00～19：00
●定休日：月曜[スタンプの場所]　店内1Ｆレジ近く

▲鬼太郎茶屋の入口、妖
怪喫茶は奥　©水木プロ

（EURO SPORTS　
  味の素スタジアム店）
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【応募締切日】
2017年11月15日（水）

当日消印有効

ラリーポイントは上にご紹介の
レンタサイクルポート5カ所に、
地域の見どころ9カ所を
加えた14カ所。一度に
回らなくてもＯＫです。
期間中、ゆっくりと
お楽しみください。

ＪＲ中央線や京王線の駅の近く、
都立野川公園の5カ所にポートがあります。
５つのポート間であれば、どこで借りて、
どこへ返してもOK！気ままに回遊を
お楽しみください。ポートはスタンプラリーの
ラリーポイントにもなっています。

この応募用紙を切り離して
ご使用ください。

スタンプを押す欄は裏面にあります。

【 ス タ ン プ ラ リ ー 】

●スタンプが5～ 8個までの方：
　750円相当の品 

●スタンプが9～ 13個までの方：
　1,500円相当の品  

●スタンプが14個の方：
　3,000円相当の品

10名様

15名様

20名様

※写真はイメージで
す。実際のものとは異
なる場合があります。

地域ゆかりのステキな
賞品を手に入れてね！

▲布多天神社の本殿

線
リ
ト
リ
キ

線
リ
ト
リ
キ
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【主催】三鷹市／小金井市／調布市　　　
【共催】深大寺／西武・武蔵野パートナーズ
【後援】特定非営利活動法人みたか都市観光協会／
            一般社団法人小金井市観光まちおこし協会／調布市観光協会
【協力】一般社団法人武蔵野コッツウォルズ

【問合せ】平   日 8：30～17：15
                ☎042‐481‐7183（調布市産業振興課内）
   　　　    開催期間中の土日・祝 9：00～17：00 
                ☎080‐3547‐9791（運営事務局）

http://suicle-ccs.jp/

スタンプラリー
応募用紙

スタンプラリーは、
1日で回らなくてもOK！

【応募方法】
この応募用紙を5ヵ所のサイクルポートのいずれかに
ご持参いただくか、下記までご郵送ください。
　〒102－0083   東京都千代田区麹町２－１０－１３　
　中央復建コンサルタンツ（株）   都会の森で遊ぼう・事務局

スタンプラリーの達成者の方、レンタサイクルご利用
の方に、抽選で下記の賞品（地域の物産品など）を進呈！

【 賞 品 】

江戸東京たてもの園
　高橋是清邸、下町の居酒
屋「鍵屋」、「宮造り」型の
銭湯「子宝湯」、昭和の日
本を代表する建築家、前川
國男の自邸など 30 棟の歴
史的な建物を移築、復元展
示した野外博物館。

●小金井市桜町3-7-1（都立小金井公園内）  ☎042-388-3300（代）　
●開園時間：9：30～ 16：30（入園は16：00まで）
●休園日：月曜（祝日、休日の場合はその翌日）
【スタンプの場所】ビジターセンター内（無料エリア）
※園内見学には下記、入園料が必要となります。
入園料：一般 400 円（団体 320 円）、大学生 320 円（団体 250 円）、中学
生以下無料。65歳以上、高校生、中学生（都外）200円（団体160円）。

▲たてもの園ライトアップ
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東ゾーンの街並み

▲浴恩館とモミジの紅葉

　公園内の小金井市文化財センターで
は、縄文時代の貴重な土器や江戸時代
の小金井桜関係の資料などを見ること
ができます。木立に囲まれた心落ち着
く空間。モミジの紅葉もきれいです。

●小金井市緑町3-2-37 
  ☎042-383-1198　
●文化財センター開館時間：9：00～16：30
●休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
【スタンプの場所】文化財センター内入り口近く

7
浴恩館公園（小金井市文化財センター）

三鷹市農業公園
　園内には、「体験農園」、
「ガーデ二ングエリア」、バー
ベキューが楽しめる「自由
広場」などがあります。また、
緑化センターでは、花や植
木の他に地元の新鮮な農産
物などが購入でき、人気を
呼んでいます。

●三鷹市新川6－30－22
●営業時間（緑化センター）：9：00～ 17：00
●定休日 ： 毎月末日、年末年始　【スタンプの場所】　緑化センター内

（ＪＡ東京むさし緑化センター）

三鷹市星と森と絵本の家
　国立天文台の森の中にある大
正時代の建物（旧 1 号官舎）を
活用した絵本の家。木々に囲ま
れた広い庭は、木の工作やサイ
エンス、アートにつながる様々
な体験ができる場所です。

●三鷹市大沢2-21-3　
  国立天文台内  ☎0422-39-3401
●開館時間：10：00～17：00 

●休館日：火曜　　【スタンプの場所】建物の入口近く
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　武蔵野の面影を今も残す園内は鬱蒼
とした樹林におおわれ、湧き水をたた
える池にはカモやサギが遊びます。ま
た、散策路には水琴窟もあり澄んだ音
色を楽しむことができます。

●小金井市緑町 3-2-28 　☎042-385-2644
●開園時間： 9：00～ 17：00（入館は16：30まで）
●休園日：火曜（祝日の場合は翌日）
【スタンプの場所】園入り口近く　※下記入園
料が必要となります
入園料：大人100円（子ども、60歳以上 50円）
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滄浪泉園

▲ユーロスポーツ

9月22日（金）～10月22日（日）／みたか太陽系ウォークスタンプラリー／三鷹市内／問合せ：三鷹ネットワーク大学 ☎0422‐40‐0313

日程／イベント（展示）名／実施場所／お問合せ先

9月26日（土）～平成30年3月4日（日）／武蔵野の歴史と民俗（展示）／問合せ：江戸東京たてもの園 ☎042‐388‐3300

10月 1日（日）～31日（火）／こがねい十五夜場留／小金井市内参加店舗／問合せ：小金井市商工会☎042‐381‐8765

10月7日（土）～10月9日（月・祝）／精米・製粉作業見学会(事前申込制)／大沢の里水車経営農家／問合せ：三鷹市生涯学習課 ☎0422‐45‐1151（内線3315）

10月7日（土）～10月9日（月・祝）／小金井市民文化祭／小金井・宮地楽器ホール／問合せ：                   ☎

10月7日（土）～11月26日（日）／森の地図スタンプラリー／小金井市・三鷹市・調布市他／武蔵野コッツウォルズ ☎0422‐32‐0962

10月8日（日）、9日（月・祝）／調布市商工まつり／調布市庁舎前庭／問合せ：調布市産業振興課 ☎042‐481‐7180

10月　　　　　／秋のバラフェスタ／都立神代植物公園／問合せ：都立神代植物公園 ☎042‐483‐2300

10月13日（金）14日（土）／三鷹星と宇宙の日／国立天文台／問合せ：国立天文台 ☎0422‐34‐3688

10月14日（土）15日（日）／小金井なかよし市民まつり／都立小金井公園／問合せ：実行委員会事務局 ☎042‐381‐8765(商工会内 )

10月22日（日）／三鷹駅前ストリートパーティー／三鷹駅前／三鷹市内／問合せ：みたか都市観光協会☎0422‐40‐5525

10月28日（土）／映画のまち調布「秋」花火2017／多摩川河川敷／問合せ：調布市産業振興課 ☎042‐481‐7180

10月28日（土）／野川公園・秋の日まつり／都立野川公園／問合せ：野川公園サービスセンター☎0422‐31‐6457

11月4日（土）／味スタ6時間耐久リレーマラソン／味の素スタジアム／問合せ：実行委員会事務局（東京新聞内）☎03‐6910‐2509

11月5日（日）／高校生フィルムコンテスト in調布／調布市文化会館たづくり／問合せ：調布市産業振興課☎042‐481‐7180

11月11日（土）12日（日）／三鷹市農業祭／三鷹中央防災公園他／三鷹市内／問合せ：三鷹市生活経済課 ☎0422‐45‐1151（内線3063）

11月11日（土）／小金井市農業祭／武蔵小金井駅南口コミュニティ広場他／小金井市農業振興連合会 ☎
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スタンプラリー

●貸出期間：スタンプラリー期間中
（10月7日～11月12日）の土日と祝日に貸出。
●貸出時間：9：00～16：00（返却は、17：00まで）
※雨天時は貸出しを中止する場合があります。
●プレゼント：抽選で30名様に地域の物産品などをプレゼント！
レンタサイクルの申込用紙が応募用紙になります。

レンタサイクルレンタサイクル

スタンプラリースタンプラリー
賞品が当たる賞品が当たる

賞品が当たる賞品が当たる

2017年10月7日(土)～11月12日(日)

●

乗り捨てができる
レンタサイクルとスタンプラリーを
組み合わせた武蔵野周遊イベントです。
自然、歴史、グルメ、お祭りなどを

楽しみながら秋の武蔵野をぐるっと満喫。
地域ゆかりの素敵な賞品も当ります！

●

週末は

都会の   森で
遊ぼう

T O K Y O

！
Suicle武蔵小金井ポート

■イベント用自転車貸出時間：9：00～
16：00（返却は17：00）
■場所：ＪＲ中央線武蔵小金井駅西側高
架下（小金井市本町6丁目）
☎0120‐386‐306
■料金：500円（ビジター利用、1日）
■運営：Suicle（スイクル）

1

ＪＲ中央線武蔵小金井駅から徒歩約3分、
中央線の高架下にあります。
北は江戸東京たてもの園へ、
南は滄浪泉園や野川遊歩道への回遊に便利。

Suicle野川公園・臨時ポート

■イベント用自転車貸出時間：9：00～16：00
（返却は17：00）
■場所：都立野川公園内大芝生広場　
※スタンプラリーのスタンプは同公園の
サービスセンターにあります（平日も設置）。
☎0422‐31‐6457（野川公園サービ
スセンター）
■料金：300円（前払い現金、1日）
■運営：Suicle（スイクル）

3

都立野川公園・大芝生広場に設置。
近くにある都立公園や野川遊歩道、
水車経営農家、国立天文台（星と森と絵本の家）
などへの回遊に便利。

Suicle東小金井ポート

■イベント用自転車貸出時間：9：00～16：00（返却は
17：00）
■場所：ＪＲ中央線東小金井駅西側高架下
（小金井市緑町1丁目）
☎0120‐386‐306
■料金：500円(ビジター利用、1日)
■運営：Suicle（スイクル）

2

ＪＲ中央線東小金井駅から徒歩約3分、
中央線の高架下にあります。
北は浴恩館公園や江戸東京たてもの園へ、
南は野川遊歩道への回遊に便利。

小回りが利いて、
気ままなサイクリングに
ぴったり！
20インチ・
3段変速。

Suicle（スイクル）は、お持ちのSuicaがそのまま会員証として使えるシェアサイクルで
す。一度会員登録すれば、あとはポートでSuicaをタッチするだけで、簡単に自転車の貸
出・返却・支払ができます。料金プランは3種類。一時利用、定期利用、街めぐり観光に便
利なビジター利用があります。
登録の手続きは、「Suicle」のホームページで。→http://suicle-ccs.jp/

Suicleのご利用方法

三鷹市すずかけ駐輪場

■イベント用自転車貸出時間：9：00～16：00
（返却は17：00）
■場所：三鷹市下連雀3‐13‐16　　
☎0422‐72‐8355
■運営：まちづくり三鷹
■料金：300円（前払い現金、1日）

4

5

三鷹駅南口から徒歩約5分。
井の頭公園や井の頭自然文化園、ジブリ美術館、
太宰治文学サロンなどへの回遊に便利。
足をのばせば深大寺へも。

駐輪場窓口で本人確認書類（免許
書など）を提示し、申込書に記入し
ます。自転車は、26インチ・シティ
サイクル。子供用自転車は、ありま
せん。

ご利用方法

調布市飛田給駐輪場

■イベント用自転車貸出時間：9：00～16：00
（返却は17：00）
■場所：京王線飛田給北口駅舎地下
（調布市飛田給1‐41‐1）　
☎042‐486‐2101
■運営：調布市シルバー人材センター
■料金：300円（前払い現金、1日）　

南は多摩川サイクリングロード、
北は味スタなどオリンピック関連施設や
野川遊歩道、そして深大寺や神代植物公園への
回遊にも便利。

駐輪場窓口で本人確認書類（免
許書など）を提示し、申込書に
記入します。自転車は、26イン
チ・シティサイクル。子供用自
転車は、ありません。

ご利用方法

▲入口

龍源寺
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道
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多磨駅
三鷹

野川公園
出入口

野川公園ポート
（売店前大芝生）
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（売店前大芝生）3
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飛田給駅
南口

北口 5

調布市
飛田給駐輪場
調布市
飛田給駐輪場

▲滄浪泉園の池
▲国立天文台 ▲深大寺

▲野川遊歩道
▲ジブリ美術館

三鷹駅
吉祥寺

中
央
通
り

太宰治文学
サロン
さくら通り

みたか
観光案内所

◀
入
口

◀
入
口

南口
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三鷹市
すずかけ
駐輪場

三鷹市
すずかけ
駐輪場

▲入口

◉乗り
捨てが

できる
レンタサイ

クルで気ままに巡る！

レンタサイクル

◉スタン
プを集めて、地域ゆかりの賞品をゲット！

10月7日（土）～
11月12日（日）
　　　　　　　まで

●三鷹市大沢6-10-15
●公開時間：10：00～16：00
  （入館は、閉館10分前まで）
●休館日：水曜（祝日の場合は翌日）
●問合せ先： ☎0422－45－1151内線3315（三鷹市教育委員会生涯学習課）
【スタンプの場所】中庭　※見学には、下記入館料が必要となります
●入館料：100円（中学生以下は無料）

※抽選結果は、賞品の発送をもって
かえさせていただきます。

【 レ ン タ サ イ ク ル 】

●レンタサイクルを５つのポート
　のどこかで借り、当イベント用
　の申込書を提出した方：
　1,000円相当の品 

30名様

▲滄浪泉園の入口

抽選で、合計75名の方に
　　オリジナルグッズや
物産品をプレゼント！
地域
限定の

▲絵本の家の中庭

地域の
レンタサイクルが連携！
ＪＲ中央線や京王線、公園の

回遊がラクラク！！
小金井市

すずかけ駐輪場 飛田給駐輪場
ＪＲ東小金井・武蔵小金井駅

近くの高架下
ＪＲ三鷹駅南口から
徒歩約４分

京王線飛田給駅北口
駅舎地下

三鷹市 調布市
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