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新川崎タウンカフェ5年のあゆみ

7/20 ●専門家会議
8/18 ●新川崎タウンカフェ通信創刊号発行
9/1 ●ホームページ開設
9/26 ●新川崎コミュニティカフェフォーラム開催　
10/01 ●小箱ショップ説明会（Openまで計5回）
10/14 ●ボランティア説明会
10/14 ●新川崎タウンカフェ通信企画編集会議
11/4 ●ハッピーサロン&通信編集会議
11/24 ●新川崎タウンカフェOPEN！11/24 ●新川崎タウンカフェOPEN！
11/30 ●新川崎タウンカフェ通信vol.2発行
12/23 ●FMヨコハマ生放送ホズミング

1/18 ●音楽通り初開催
1/21 ●神奈川新聞掲載
1/24 ●小箱サロン初開催
2/10 ●ハッピーサロン01「発酵と醸造」
3/4 ●ハッピーサロン02「アンチエイジング」
3/19　　●にちようマルシェ初開催
4/15 ●ハッピーサロン03「クラリネットとワイン」
6/18 ●鹿島田防災マルシェ参加（ハンドメイド出店）
6/30 ●ハッピーサロン04「オカリナ」
7/4　　 ●ボランティアスタッフ交流会
8/3 ●トーストランチ販売開始　
8/5 ●鹿島田防災マルシェ参加（飲食出店：フランクフルト・ドリンク）
8/25 ●鹿島田商店会「地球を冷やそう鹿島田の輪」打ち水参加
9/15 ●ハッピーサロン05「盛り上げサミット」
10/29 ●鹿島田商店会「かしまだハロウィン」スタンプラリー加盟店参加
11/24 ●ハッピーサロン06「1周年記念交流会」

2/24 ●ハッピーサロン07「麹を食べる」
4/19 ●幸区提案型協働推進事業開始
4/21 ●ハッピーサロン08「麹を食べるその②」
5/19 ●FMヨコハマ　19：00-19：30「KANAGAWA HAPPY TOWN」
7/21　　●ハッピーサロン09「オカリナと歌おう」
8/18 ●ハッピーサロン実行委員会「公開！暑気払い」
9/19 ●下平間小学校3年生　総合の授業でタウンカフェ来店
9/28 ●ハッピーサロン10「あなたと夜と音楽と」
10/28 ●鹿島田商店会「かしまだハロウィン」スタンプラリー加盟店参加
11/19 ●姉妹店「鹿島田DAYS」グランドオープン
11/26 ●新川崎タウンカフェ２周年記念交流会
12/25 ●新川崎タウンカフェ通信vol.3発行

3/31 ●新川崎タウンカフェ通信vol.6発行
4/8 ●新型コロナウイルス感染拡大のため飲食中止（7/1再開）
4/22　　●営業時間短縮（11:00～16:00、5月末解除）
6/16 ●幸区と協定締結：ソーシャルデザインセンター
7/15 ●ボランティアスタッフ交流会
8/7 ●鹿島田商店会 打ち水参加
11/6 ●東小倉地区防災計画/まちあるき実施
11月 ●4周年記念！限定メニューの販売

3/29 ●新川崎タウンカフェ通信vol.4発行
7/15 ●ボランティアスタッフ交流会
7/19　　●きんようマルシェ開始
9/21 ●かわさき市民活動センターごえん楽市出展
9/21 ●東京新聞掲載/Eフィットウィルさん開催イベント
10/27 ●鹿島田商店会「かしまだハロウィン」スタンプラリー加盟店参加
11/24 ●新川崎タウンカフェ3周年記念交流会
12/25 ●新川崎タウンカフェ通信vol.5発行

1/12 ●ソーシャルデザインセンターOPEN
2/21 ●東小倉地区防災計画/防災講習会実施
8/23　　●ボランティアスタッフ交流ミーティング
8/24　　●鹿島田商店会 花手水参加
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小箱ショップ P5へ

まちのおと P7へ

カフェサロン P4へ

P4へ
P6へ

新川崎タウンカフェって
こんなところ

やわらかなBGMにつつまれながら、ゆっくりすごして頂
けるカフェ。壁には手作りの作品がたくさん並んでいて
自由にご覧いただけます。
飲食メニューの素材や特産品販売は、地域や地方との繋
がりを大切にしています。
「こんにちはぁ～」そんな優しい時間が流れる店内は、
さまざまなイベントや手作り体験ができたり、生演奏を
聴きながらくつろげる日もあります。
また、交流が生まれたり、地域活動・まちづくり応援プ
ログラムにも取り組むコミュニティカフェとして、まち
のひとたちとの新しい出会いも楽しめますよ。

岩川 舞
ちょっと寄り道していこうかな？と思ってもら
えるようなそんなカフェになれるといいな～。
ここではゆったりとお過ごしください。

こだわりのコーヒーやお茶、ランチやスイーツなど、
おいしい時間をゆっくりお過ごしいただけます。
人気の特産品もいろいろ取り揃えています。

地域交流活動 P6へ

kichen

特産品

焼き菓子

ＷＣ

まちのおと事務局

地域の活動拠点として、ボランティアやさまざ
まな団体と活動しています。
時にはまちにでかけることも!!

まちの情報

まちの情報誌の企画発行や、チラシラックを設
置して社会貢献や地域活動の情報をあつめて発
信しています。

おとなもこどもも楽しめる手づくり作品が壁いっぱ
いに並んでいます。
世界にひとつだけの作品と出会える小箱ショップ。
今日はどんな作品と出会えるでしょうか。

さいわいソーシャルデザインセンターは地域で
活動する団体・市民・行政が交じりあって“ま
ちづくり”を行っています。このスペースで相
談やスペース利用ができます。

タウンカフェのボランティアは高校生からシニア世代まで
多世代が活躍しています。
関心のある活動や取り組みについて、スタッフも一緒に意
見交換や交流、時には研修をしたりして、地域でのつなが
りもひろがっていきます。

   オープン当初から出店してい  
 ます。いろんなジャンルの作家
さんとお話しできるのが良い。
ハロウィンイベントは特に印象に
残っています。マルシェで若い
作家さんたちと交流できたこ
とがうれしかったです。

 何年か前にお供え餅の作品を
買ったのを毎年飾っている。
家では一人でいるからおしゃべ
りも楽しい。
クラシックもたまには聴き
たいなぁ。

　始まりはいろんなものがある
からお買い物から。
ある時コーヒーを飲んでみたら
美味しいから毎日来るようにな
っちゃった。
そのうち着るものも作って
ほしいな。

矢野さん矢野さん
（カフェのお客様）（カフェのお客様）

阿部さん阿部さん
（カフェのお客様）（カフェのお客様）

　　普段は子ども中心の生活なの
　が、このカフェに来るときは 
“自分を取り戻せる時間”になっ
てます。
小箱に並べる作品作りの時間
もワクワクします。

岩下さん岩下さん
（小箱作家さん）（小箱作家さん）

加藤さん加藤さん
（小箱作家さん）（小箱作家さん）
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善方 さゆり
私もここの空間が大好きです。タウンカフェで、
美味しい楽しい時間を過ごしてもらえたら嬉しい
です。

吉原 木綿子

＼ボランティア募集／

カフェにいらしたお客様と作家さんがいつの間に
か仲良くなっているのを見ると嬉しくなります。
私からはいつでも元気をおすそ分けします！

千葉 由江
みなさんの笑顔が私のげんきの源です！
カフェでたくさんの笑顔に会えることを楽しみ
にしています。

石井 朋子
みなさんがいるからこのまちが、このカフェが
楽しいんです♪　新川崎タウンカフェが、末長
くみなさんの居場所になりますように。

中村 圭子
日々の生活がちょっと楽しくなること、一緒に
考えます。

まちづくりやコミュニティカフェに関心のある
方ならどなたでも。
さまざまな活動を通して新しい自分発見＆経験
しませんか？まずは体験から！
https://town-cafe.jp/kawasaki

P6へ
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小箱ショップカフェサロン

cafe

貸しスペース利用

音楽通りinCafe

飲食販売

木のぬくもりたっぷりの店内で、ゆっくり

ランチやお茶をお楽しみいただけます

200を超える作家さんたちの思いがあふれる作

品と出会える場所。

手網で丁寧に焙煎されたこだわりコーヒー、オリ
ジナルブレンドのハーブティーや国産紅茶などバ
ラエティー豊かなお飲み物をご用意しています。
また、地元ベーカリーのパンを使用したトースト
に、スープ＆ヨーグルトのセットでランチもお召
し上がりいただけます。
手づくりのオリジナルスープは、ボランティアの
みなさんと一緒に試作を重ね、考案しています。
いろいろなフレーバーのアイスクリームやフロー
ト、おしるこなどのスイーツもお楽しみくださ
い。5年間でメニューもさらに充実！

■契約棚数：95棚
■登録オーナー数：253組

■実施回数：月10回～15回

■実施回数：28回

■実施回数：9回

■募金総額：95,460円

■開催：月2回程度（不定期）

■ご利用実績例
フラワーアレンジメントやパッチワーク
教室/スマホの使い方講習会/小論文講座/
自治会の会合/資格認定講習会など

ピアノやオカリナなど、有志
の演奏家の方々による生演奏
をお楽しみいただけます。お
茶を飲みながらの贅沢な時間
はとても人気です。

お店の雰囲気に惹かれてオカ
リナをここで吹きたい！と思
いました。
選んだ曲がカフェのお客さん
の思い出ばなしにつながる瞬
間がとても好き！大好き！
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店内の壁いっぱいに広がる小箱には、布小物、お
花、アクセサリー、ガラスや陶器、紙細工、木工
品、ミニチュア雑貨、絵画。個性あふれる手づく
り作品が勢ぞろい。季節の棚にはたくさんの作家
さんの作品が集まっています。ギャラリー6では棚
に入りきらない大きな作品も披露されます。現在
も出店のご希望が多数あります。
世界にひとつだけの作品を探してみませんか？

小箱の作家さんたちによるワークショップや展示
販売会が開催されます。ワークショップは初心者
でも楽しめるプログラムが豊富です。展示販売会
では作家さんの思いに触れることもでき、和やか
にお買い物が楽しめます。夏休みにはキッズスク
エアも開催されます。

きんようマルシェやにちようマルシェ
では複数の作家さんが展示販売会を同
時開催しています。

コロナが蔓延し、世の中からマスクがな
くなってしまったとき、小箱作家さんた
ちが一生懸命マスクを作って提供してく
ださいました。長く続くマスク生活を少
しでも快適にしたいとの思いから、おし
ゃれなデザインのマスクやマスクチャー
ム、アマビエグッズなどのアイテムも誕
生しました。

福祉施設で作られた無添加ケーキ・クッキーな
どの焼き菓子、地元ベーカリーの惣菜パンは店
内でもお召し上がりいただけます。
また、福祉作業所で手網焙煎されたコーヒー、
フェアトレードのオーガニック紅茶や国産紅茶
は、お店の味をご自宅でもお楽しみいただける
よう取り揃えています。福島や岩手から復興支
援として仕入れたジャムやはちみつ、お味噌な
どの特産品も人気です。

仲間とのちょっとした集まりやミーティン
グ、教室の開催、勉強会、懇親会など、様
々なシーンでご利用いただけます。

小箱ショップ

マルシェ開催

コロナとマスク

小箱サロン

手作り募金

小箱スクエア

作家さんたちが集い、小箱の豆知識や困り
ごとなどを話し合えるサロンです。
「小箱伝言板」はここから生まれました。

小箱作家さんの提案で始まった手作り品の売
上を寄付する「手作り募金」。
東日本大震災など全国での災害支援となるよ
う送金しています。

  オープンから丸5年のお付き合 
 いをいただいています。利用者
さんも配達に行くことや、たまに
作品を見たりコーヒーを飲んだり
することを楽しみにしています。
コロナ中も変わらず注文が
入り職員も喜んでいます。

じゅんじゅんじゅんじゅんさんさん
（オカリナ吹き）（オカリナ吹き）

近松近松さんさん
（しいの実副施設長）（しいの実副施設長）
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タウンカフェが取り組む

まちづくり活動地域交流・連携協力事業

まちの情報発信

ハッピーサロン

新川崎タウンカフェでは地域の交流拠点として、
さまざまな団体・活動との連携をしています。

ハッピーサロンはテーマをもとに学び、語り合い、楽
しむ地域の新しい交流の場です
実行委員のみなさんがテーマやゲストを決めて、企画
から運営までを担っています。
【主催：ハッピーサロン実行委員会・共催：新川崎タウンカフェ】

【主催：鹿島田商店会】

【主催：鹿島田防災マルシェ実行委員会】

【主催：川崎市市民文化局協働・連携推進課有志職員】
【協力：まちのおと】

     東小倉町内会では区役所・新川崎タウ
   ンカフェと連携して地区防災計画作りに  
  着手しました。こども会・PTAから参加 
 者を募り、東小倉まちあるき、ワークショ
ップ、防災ふれあい講演会等の活動を通じ
て地域の防災対策のポイント抽出や町の
魅力の再発見を行いました。
今後この活動を更に発展させ計画の
策定に結実させたい。

   5周年おめでとうございます。  
  この2年間、コロナで活動出来ま  
 せんでしたが、5周年と聞いて
“光陰矢の如し”感動ですね!!
料理担当なのでコロナが明けて、  
 またおいしい料理が提供
　できればいいな！

  この街を撮ることが大好きです！
"まちのおと"はただオススメのお店
を紹介するだけでなく、そこに関
わる人や背景も取材しているので、
注目していただきたいです。
この街に住んでみたいと思っ
ていただけたら幸いです。
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幸区提案型協働推進事業

まちのおと
（さいわいソーシャルデザインセンター）

まちづくり応援フォーラム

地域課題の解決に向け、行政と協働で取り組む事業です。新川崎タウンカ
フェでは、地域の人材発掘と育成をテーマに提案・採択されました。まち
づくり運営会議を4回実施し、まちづくり学び合いの会2回開催、応援フォ
ーラムを実施しました。
【2018年度に幸区役所と協働で実施】

まちづくりや地域活動に興味のある方を対象に実施してきたフォーラム。
テーマを変えながら地域活動団体を市民が応援していくスタイルで継続的
に開催しています。
①2018年11月11日＠K2タウン
②2021年 3月14日＠オンライン
③2021年11月23日（予定）

まちのおとは地域で活動する団体・市民・行政が交じりあい、あなたの
“やりたい”を応援します。地域の情報発信、市民参加型での交流会な
どを通して、“まち”がおもしろくなる新しい活動や価値を生み出すこ
とを目指しています。
市民活動やコミュニティ活動に興味のある方、気軽にご相談ください。
まちづくりに関心がなくてもどなたでも参加できるイベントも開催中！

●まちあるき・交流会
●Open Cafe Day
●まちづくり応援フォーラム/意見交換会
●地域活動相談アドバイス
●まちの情報発信・ポータルサイト運営など
【2020年度より幸区役所と協働で運営中】

鹿島田DAYSコワーキングカフェの運営委託をうけながら、エリア
マネージメント事務局の一員としてまちのコーディネートをして
います。
【エリアマネジメント組織鹿島田デイズ業務委託2018年度～】

まちづくり応援事業

■鹿島田デイズコーディネート業務

まちづくりにチャレンジしたい高校生が集まり、「川崎市」
を高校生ならではの視点でより良く変えていくプロジェクト
に参加しています。
【川崎市市民文化局協働・連携推進課2019年～】

■川崎ワカモノ未来プPROJECT　

鹿島田防災マルシェ
日頃から同じまちに住む人と顔を合わせ、つながり
を作るというイベント。新川崎タウンカフェとして
飲食ブース、小箱作家さんの出店、タウンカフェの
臨時営業などを行っていました。

ハロウィンスタンプラリー参加店舗、打ち水大作成
軒先で参加、花手水店内展示。

「タウンカフェ通信（まちのおと）」は
地域のボランティアが、企画・取材編集にかか
わり仕上げていきます。
これまでに6冊を発行。作成の度にいつも新しい
発見があり、その工程もたのしみながら編集し
ています。

地域やまちづくり、ボランティア活動などの、
ちらしやパンフレットなどを店内のコーナーに
設置して、様々な情報をお届けしています。

商店会イベント

鹿島田デイズと協力して地域のみなさんと種まき、
水やりを実施、咲いたお花を生ける花瓶をつくりま
した。

ひとはなかわさき

情報誌発行

ちらしラック

幸区危機管理室と連携し、東小倉町内会や地域団体のみなさ
まと一緒に、地区防災計画策定にむけたワークショップやま
ちあるきを実施しました。
【幸区役所委託事業2020年度】

■東小倉地区防災計画事業

川崎市高津区の協働事業としてカフェのような気軽な雰囲気の
中、ゲストトークをとおして、参加者同士が想いを共有、交流
し新たな気づきを得る場の企画と運営をしました。
【高津区役所委託事業2020年度】

■まちづくりカフェたかつ

梅原七重さん梅原七重さん
（ハッピーサロン実行委員）（ハッピーサロン実行委員）

木戸真理子さん木戸真理子さん
（ボランティア）（ボランティア）

成川慎一さん成川慎一さん
（東小倉町内会会長）（東小倉町内会会長）
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