
 

      マップ 

  （川崎区） 

「まちのひろば」とは 

「まちのひろば」マップ（川崎区）について 

 「まちのひろば」は、身近な地域におけるつながりの場
所・誰もが気軽に集える出会いの場です。その概念は幅広
く、3 人集まれば「まちのひろば」になります。 
（例︓お茶飲みやイベント、教室、お祭りなど） 

 区内にある「まちのひろば」を紹介するマップです。「参加してみたい」、「参加した
い人を「まちのひろば」につなげたい」といったときなどにご活用ください。 

【まちのひろば全体に関する問合せ先】 

川崎区役所まちづくり推進部企画課 

電話︓044-201-3296 

FAX︓044-201-3209 

E-mail︓61kikaku@city.kawasaki.jp 

令和４年９月 1 日時点 

※ まちのひろばによって参加条件や開催日
時が異なります。参加の際は、各まちのひ
ろばの問合せ先にご連絡ください。 

※ 掲載している情報は、市政だより掲載時
点のものとなりますので、活動内容の変更
や活動を中止している場合があります。 

「まちのひろば」の実施内容について 

 マップに記載しているまちのひろばの情報には、主として実施している内容を簡易的に表記
していますので、検索の際の参考にしてください。詳細情報は記載のページをご覧ください。 

「 

※ 「まちのひろば」づくり相談窓⼝（市⺠⽂化局協働・   

 連携推進課作成）から引用 

」 

お祭り・イベント、手芸、スポーツ、健康体操、マルシェ（市場）、遊び場、飲食、学
習、おしゃべり、防災、多⽂化、その他  



 
「まちのひろば」マップ 令和 3 年 12 月１日時点 

○17 ｱﾄﾚ川崎ｽｶｲｺｰﾄ 
（あそび場）P.5 

○2 京浜川崎ｸﾗﾌﾞ 
（その他）P.1 

○9 College 
JDS Global 
After School 

（多⽂化）P.3 

○13 縁道食堂 
（ﾏﾙｼｪ（市場））P.4 

○3 ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽさくら 
（健康体操）P.1 

○1 ｶﾜｻｷｹｲﾊﾞﾊﾟｰｸ 
（ｲﾍﾞﾝﾄ、遊び場）P.1 

○11 大師公園 
（あそび場）P.3 

○12 ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｰｸ 
（あそび場）P.4 

○5 X ｷｬﾝﾌﾟ 
（ｲﾍﾞﾝﾄ、ｽﾎﾟｰﾂ）P.2 ○16 はぐくみの⾥ 

（その他）P.5 

○14 寺子屋みやまえ 
（学習）P.4 

○5 喫茶ともだちのいえ 
（手芸、その他）P.2 

○9 もとき健康道場 
ｳｫｰｷﾝｸﾞ&ﾃｨｰﾀｲﾑ 

分野健康、飲食、お
しゃべり 

○8 もとき健康道場 
ｳｫｰｷﾝｸﾞ&ﾃｨｰﾀｲﾑ 

（健康体操、飲食、
おしゃべり）P.3 

○4 ﾊﾅさんﾊｳｽ 
（手芸、飲食、おしゃ
べり）P.1 

○15 てんとう虫ﾊｳｽ 
（共生食堂） 
（飲食）P.4 

○10 福泉ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
健康体操、手芸、飲食 P.3 

○7 ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽさらら 
多⽂化、その他 P.2 

○18 外国につながる小学生・ 
中学生の学習ｻﾎﾟｰﾄ教室 

（学習、多⽂化）P.5 

○6 男友会 
健康体操、おしゃべり P.2 

○19 川崎市住宅供給公社 
 まま&きっずひろば 
（あそび場）P.5 

○20 わんわん広場 
（ドッグラン） 

（その他）P.6 
※地図外（東扇島東公園） 

○21 まちのえんがわひまわり 
（健康体操、飲食、おしゃべ
り）P.6 
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まちのひろば詳細情報 

１ カワサキケイバパーク ２ 京浜川崎クラブ 

場所 川崎競⾺場（富⼠⾒ 1-5-1） 場所 （駅前本町 10-3） 

内容 芝生広場、子ども遊具など
の利用、イベント 

イベント、あそ
び場 

内容 囲碁・将棋サロン その他 

問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 
【コラム情報】 
 カワサキケイバパーク（川崎競⾺場）は、広々とし
た芝生広場、バーベキュー場、ジャングルジムなどの
子ども遊具やイベントが充実し、誰でも利用できま
す。日曜日には⾺と触れ合えるイベントも。大人、子
ども、ファミリーでも楽しめる“まちのひろば”に足を
運んでみませんか。詳細は施設 HP で。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和元年 7 月 1 日号 

【コラム情報】 
 川崎駅近くの市内最大の囲碁・将棋サロン「京浜川
崎クラブ」をご存じですか。休日には小学生から 90
代まで 100 人以上が来場し、囲碁・将棋を通して多世
代交流が⾏われています。子どもや初⼼者向け教室も
あり、⾒学も大歓迎。英語での対応も⾏っています。
気軽な集いの場所として足を運んでみませんか。場所
や席料など詳細は施設 HP で。 
 
 
 
 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和元年 8 月 1 日号 

３ コミュニティハウスさくら ４ ハナさんハウス 

場所 東田公園（東田町 3-25） 場所 個人宅（渡田新町 2-5-1） 

内容 体操などの教室、地域団体
の活動を支援する相談窓⼝ 

健康体操、その
他 内容 パソコン塾、おしゃべり会、

手作りクラブなど 
手芸、飲食、お
しゃべり 

問合せ NPO 法人 姿勢教育の孝⼼会︓044-271-7657  問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 
【コラム情報】 
 東田公園内にある「コミュニティハウスさくら」を
ご存知ですか。体操、ダンス、健康、武道、パソコン
など多彩なジャンルの教室が開催されているほか、サ
ークル活動等で気軽に場所を借りて活動ができます。 
 また、川崎区における将来的なソーシャルデザイン
センターモデル創出に向けた実証プロジェクト「やっ
てみたいができる東田公園まちびらきプロジェクト」
としても活動しており、地域の団体の活動を支援する
相談窓⼝の開設や寄せられた相談や地域活動ニーズ
等に対応するイベントを開催しています。詳細は施設
HP で。 
 
 
 
 
 

【コラム情報】 
 約 26 年前からあるまちのひろば「ハナさんハウス」
をご存じですか。高齢者や障害のある子どもの子育て
をしている人たちの遊べる場所があったらいいな、と
いう思いからオープンし、現在は、高齢者のためのＰ
Ｃ塾、おしゃべり会、てづくりクラブ、シニアからの
健康教室などを開催しています。地域の人からは、ハ
ナさんハウスに⾏けば誰かがいてほっとできる地域
の集いの場、として親しまれています。⼀度、足を運
んでみませんか。詳細は施設 HP で。 
 
 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和元年 10 月 1 日号 

▲川崎競⾺場
HP 

▲京浜川崎 
 クラブ HP 

▲コミュニティー 
ハウスさくら 
溝井直孝館⻑ 

▲施設
HP 

▲ハナさんハウス
HP 
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まちのひろば詳細情報 

５ 喫茶ともだちのいえ ６ 男友会 

場所 （下並木 47 大伴ビル 1F） 場所 地域包括支援センタービオラ川崎（小田栄 2-1-7） 

内容 編み物ワークショップ、コ
ーヒーの入れ方教室 その他 内容 体操、おしゃべり、スポーツ

吹き矢など 
健康体操、おし
ゃべり 

問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 問合せ 地域包括支援センタービオラ川崎︓044-329-1680 
【コラム情報】 
 コーヒーが好きで定年前に喫茶店を開きたかった
ご主人と、20 代の頃から元気なシニアが集える場所
作りがしたかった奥様の夢が合わさってできたのが、
昨年⼋丁畷にオープンした「喫茶ともだちのいえ」。月
2 回の編み物ワークショップやコーヒーの入れ方教室
を開催し、地域の人たちの居場所となっています。今
後さらに多くの人の癒やしとくつろぎの場として展
開したいと語る神谷さん。詳細はツイッターで。 
 
 
 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和元年 12 月 1 日号 

【コラム情報】 
 男性だけで集まれる場所をつくりたいという思い
から平成 25 年 11 月に結成。毎月、第 2・4 木曜の 14
時から 15 時半まで、60〜80 代の男性が地域包括支
援センター「ビオラ川崎」に集まって、ストレッチや
音楽に合わせた足踏み、腕振り、練功の要素を取り入
れた体操、そしておしゃべりを楽しんでいます。その
他、⼥性も参加できるスポーツ吹き矢や健康マージャ
ンも。まずは⾒学や体験に来てみませんか。 
 
 
 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和 2 年 2 月 1 日号 

７ コミュニティスペースさらら ８ もとき健康道場ウォーキング＆ティータイム 

場所 （浜町 1-9-14 1F） 場所 ①渡田新町公園（渡田新町 1-5-1）②元木 1・2 丁目町内会館（元木 1-1-8） 

内容 登下校時の子どもへの声掛
け、講座など 多⽂化、その他 内容 サロン、お茶飲み 健康体操、飲

食、おしゃべり 

問合せ おむすびカフェさらら︓044-200-4273 問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 
【コラム情報】 
 まちの中に人と人とがつながる小さな居場所をつ
くりたい︕ という思いから、令和元年 7 月にオープ
ンした「コミュニティスペースさらら」。現在、この場
所では、地域のボランティアグループによる登下校時
の子どもへの声掛けやおやつ作りなどの講座、多⽂化
情報の提供、通訳・翻訳のボランティア活動が⾏われ
ています。また、併設している「おむすびカフェ」は、
子ども、子育てママ、高齢者、外国につながる子ども
と大人の居場所としても親しまれています。⼀度遊び
に来てみませんか。 
 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和 2 年 3 月 1 日号 

【コラム情報】 
 元木１・２丁目町内会では、「人と人とのつながり」
の輪を広げていくために、平成３０年４月「もとき健
康道場」を⽴ち上げました。その中の取り組みのひと
つが「もとき健康道場ウォーキング＆ティータイム」。
毎週木曜に渡田新町公園でウォーキング後、町内会館
でお茶飲みをしています。「お互いの距離が近いとき
はマスクをする」「ソーシャルディスタンスを保てた
らマスクを外す」など、新しい生活様式を取り入れて
活動を続けています。 
９月からはテイクアウトや配 
食サービスを取り入れた「も 
とき食堂」を⽴ち上げるなど、「この状況だからこ 
そできるやり方」で活動を広 
げています。 
 
掲載︓市政だより区版令和 2 年 9 月 1 日号 

▲ツイッター 
▲神谷さん夫婦 

▲施設 ▲ウォーキング  
  をしている様子 
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まちのひろば詳細情報 

９ College JDS Global After School １０ 福泉デイサービス 

場所 （本町 1-3-3） 場所 円能院（小田 1-25-12） 

内容 ダンススクール、多⽂化交
流、子どもの居場所など 多⽂化 内容 運動、作品づくり、会食 健康体操、手

芸、飲食 

問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 
【コラム情報】 
 ダンスを楽しみ、いきいきと毎日を過ごす⼼身づく
りを提供したいという思いから昭和 57 年に創業しま
した。現在は、ダンススクールを⾏いながら、
Kawasaki Global Community（カワサキグローバル
コミュニティ）(いきいきかわさき区提案事業)の⼀環
として、国籍を超えた交流の場づくりや、地域密着型
の子どもの居場所づくりを⾏っています。働く外国人
や家族、その子どもを対象とした学び場を開催した
り、子育て世代の外国人を対象としたコミュニティー
サロンを開催して日本語や日本⽂ 
化、外国⽂化を学ぶ講座など、多 
くの居場所づくりに取り組んでい 
ますので、日本人も外国人も、ま 
ずは遊びにきてみませんか。詳細 
は施設 HP で。 
掲載︓市政だより区版令和 2 年 10 月 1 日号 

【コラム情報】 
 介護予防や⽼化防⽌のための居場所をつくりたい
という思いから、平成 30 年に活動を始めました。 
 最初は活動場所がなかったのですが、円能院（小田
1-25-12）の佐藤住職がお寺の観音堂を貸してくれた
こともあり、今では月に 2 回、たくさんの人が集まっ
て、⾎圧測定や適度な運動、小物づくりなどをしてい
ます。新型コロナウイルス感染症の影響で⼀時は中断
していましたが、令和 2 年 9 月から再開しました。今
は検温の実施や席を空けて 
座るなど対策をしっかりと 
りながら活動しています。 
これからも元気よく楽しく 
過ごしていけるよう、ぜひ 
皆さんも参加してみません 
か。 
掲載︓市政だより区版令和 2 年 11 月 1 日号 

１１ 大師公園 １２ スケートボードパーク 

場所 大師公園（大師公園 1） 場所 大師河原公園（大師河原 1-3） 

内容 芝生広場、野球場、テニスコ
ート、プール、大型遊具など あそび場 内容 スケートボード、BMX、イン

ラインスケート あそび場 

問合せ 参加の際の問合せ不要 問合せ 参加の際の問合せ不要 
【コラム情報】 
 川崎大師平間寺に隣接する大師公園をご存じです
か。公園には、芝生広場・野球場・テニスコート・プ
ールなどがあり、曜日を問わず多くの人が集います。
大型遊具は家族連れに大人気。管理事務所ではバドミ
ントンや竹⾺などの遊具貸し出しをしています。公園
内の瀋秀園（しんしゅうえん）（中国瀋陽（しんよう）
市と川崎市の姉妹都市提携5周年を記念して造られた
中国式自然山水庭園）では、4 月にボタンの花が咲き
誇ります。詳細は同公園 HP で。 
 
 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和 2 年 12 月 1 日号 

【コラム情報】 
 スケートボードなどの共通の趣味を持つ人々が集
まり、スポーツを楽しむことができる公園です。スケ
ートボードは今年東京で開催を予定しているオリン
ピックから採用された新競技で、若者を中⼼に注目さ
れているスポーツです。気軽に足を運んでみません
か。※ルールやマナーを守ってご利用ください 
利用種目︓スケートボード、BMX、インラインスケー
ト 
時間︓9 時〜17 時(1 月〜2 月、 
11 月〜12 月)、9 時〜18 時 
(3 月〜4 月、9 月〜10 月)、 
9 時〜19 時(5 月〜8 月) 
休園日︓年末年始、施設点検日 
(不定)※駐⾞場はありません 
 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 2 月 1 日号 

施設 HP 
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まちのひろば詳細情報 

１３ 縁道食堂 １４ 寺子屋みやまえ 

場所 ホテル縁道（宮本町 2-25） 場所 宮前小学校（宮前町 8-13） 

内容 市内産野菜を販売するマル
シェなど 

マルシェ（市
場） 

内容 学習支援、体験学習、世代間
交流 学習 

問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 
【コラム情報】 
 「地域の暮らしと旅人を結ぶ、暮らしの参道」をコン
セプトに、去年開業したホテル縁道・縁道食堂を知って
いますか。かつての東海道川崎宿のように、旅人と地域
が交差してさまざまな「縁」が生まれる宿を目指してい
ます。 

縁道食堂は、宿泊者以外でも利用ができ地域住⺠でに
ぎわいます。ホテル前スペースで市内産野菜を販売する
マルシェの開催や、スポンサーの川崎ブレイブサンダー
スとのコラボ宿泊プランなど地域資源を生かした企画
で、これからも地域で縁が生まれる取り組みをしていき
ます。詳細はホテル縁道の HP か Facebook ページで。 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 3 月 1 日号 

【コラム情報】 
 地域の寺子屋は、寺子屋を開いている学校に通う児童
などを対象に、学習支援（平日放課後・週１回）や、地
域や企業、大学などの人材が先生となって⾏う体験学習・
世代間交流（月１回）があります。特に体験学習・世代
間交流は、さまざまなテーマや地域人材によるコミュニ
ケーションが生まれる場になっています。 
 下の写真は、寺子屋みやまえで２月に実施した体験学
習「英語で遊ぼう」の様子です。宮前小学校で外国語指
導助手を務めていた高橋リア先生と⼀緒に、ビンゴゲー
ムを通じて英単語や発音を学びました。参加する子ども
の保護者や寺子屋スタッフとの交流が生まれる場にもな
っています。地域の寺子屋を実 
施している学校などについては、 
市ＨＰで⾒られます。 
 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 4 月 1 日号 

１５ てんとう虫ハウス（共生食堂） １６ はぐくみの⾥ 

場所 たじま家庭支援センター（田島町 20-2） 場所 富⼠⾒公園はぐくみの⾥（富⼠⾒ 2-1） 

内容 子ども食堂（有料） 飲食 内容 田・畑・花・ハーブの栽培、
収穫 その他 

問合せ たじま家庭支援センター︓044-276-9689 問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 
【コラム情報】 
 主催者が地域の寺子屋事業に参加したときに、子ど
もたちの孤食や不登校の問題を知り、そのような子ど
もたちが安⼼して過ごせる居場所になればとの思い
から、平成 28 年 7 月に「てんとう⾍ハウス」が⽴ち
上がりました。「てんとう⾍ハウス」という名前は子ど
もたちと⼀緒に考えました。 

現在は第 1、3 ⾦曜の月 2 回実施しており、みんな
でご飯を食べておしゃべりなどを楽しんでいます。 

保護者も参加できることから、今後は保護者同⼠が
お互いの悩みを共有できる場を作る予定となってお
り、「てんとう⾍ハウス」の活動の幅を広げています。 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 6 月 1 日号 

【コラム情報】 
 「はぐくみの⾥」は、地域コミュニティーの拠点と
なることを目指して始まったコミュニティーガーデ
ンです。 
 田・畑・花・ハーブの４つの班に分かれ、各班のリ
ーダーが中⼼となり、毎週⽕曜と⾦曜に活動していま
す。 
 休憩スペース（＝写真右下）もあり、周辺住⺠の憩
いの場にもなっています。収穫した作物を楽しむこと
ができる「春まつり」や「収穫感謝祭」も開催してい
ます。 
 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 7 月 1 日号 

▲ホテル 
  縁道 HP 市 HP 
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まちのひろば詳細情報 

１７ アトレ川崎スカイコート １８ 外国につながる小学生・中学生の学習サポート教室 

場所 アトレ川崎 5F 屋上（駅前本町 26-1） 場所 川崎市ふれあい館（桜本 1-5-6） 

内容 子どもの遊び場など あそび場 内容 渡日間もない子どもたちの
学習支援 学習、多⽂化 

問合せ 参加の際の問合せ不要 問合せ 川崎市ふれあい館︓044-276-4800 
【コラム情報】 
 スカイコートは、川崎駅周辺のビルに囲まれたエリ
アの中⼼地、アトレ川崎の 5 階にある屋上広場・庭園
です。 
 空が広く⾒える⼯夫がされているため、とても開放
感のある空間になっています。⾞や自転⾞などの危険
もないため、安全な子どもの遊び場にもなり、安⼼し
て保護者同⼠の会話を楽しむことができます。 
 芝生エリアもあり、四季を彩る 
花や草木を楽しむこともできるので、 
大人や家族でもくつろげる空間です。 
開園時間 10 時〜19 時（4 月〜 
9 月）10 時〜17 時（10 月〜 
3 月） 
※雨天や地面がぬれている場合 
は閉園します。 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 8 月 1 日号 

【コラム情報】 
 来日間もない日本語が分からない子どもたちの勉
強の場を作ろうと平成 16 年に開室。現在は、日本に
来てから 6 年以内の子どもを対象に、初期日本語学習
（ひらがな、カタカナ）や教科学習（国語、算数・数
学、英語など）をしています。担当のスタッフだけで
なく、以前通っていた子どもたちもボランティアとし
て手伝っており、教室を卒業した後も子どもたちとの
関係は続いています。 
 子どもたちが学習をするだけでなく、気軽に来られ
て、地域と関わることが 
できるような居場所にな 
ればという思いで活動を 
しています。 
 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 9 月 1 日号 
※令和 4 年 9 月 1 日更新 

１９ 川崎市住宅供給公社 まま＆きっずひろば  ２０ わんわん広場（ドッグラン） 

場所 スターブル塩浜（塩浜 1－16－46） 場所 東扇島東公園内（東扇島 58-1） 

内容 子どもの遊び場、子育て相
談 あそび場 内容 ドッグラン その他 

問合せ 川崎市住宅供給公社（業務推進担当）︓044-244-7590  問合せ 川崎区役所企画課︓044-201-3296 
【コラム情報】 
 1 カ月健診後から就学前の子どもと保護者が木に触
れ合い、木のぬくもりを感じながら遊ぶことができる
施設として、週３〜４日、無料で開所しています。た
くさんの木のおもちゃや絵本などで自由に遊ぶこと
ができ、夏には水遊びもできます。誕生会や「つくっ
て遊ぼう」などの催しを定期的に実施しているほか、
子育てに関する講習会の開催や常駐している保育⼠
への子育て相談も⾏っています。 木の温かさや⾹り
があふれる空間で、子どもと⼀緒に遊んでみません
か。 
※同公社へ事前の予約が必要です。詳細は同公社 HP で  
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 10 月 1 日号 

【コラム情報】 
 わんわん広場は、東扇島東公園内にあるドッグラン
で、事前登録すれば誰でも利用できます。天気の良い
日は、⽝と飼い主が集まって交流したり、⽝を思いっ
きり遊ばせたりして楽しむことができます。その他に
も、東扇島東公園には人⼯海浜があったり、夜には⼯
場夜景が⾒れたりと、さまざまな楽しみ方ができま
す。わんわん広場の事前登録や利用方法の詳細は市
HP で。 
利用時間︓9 時〜17 時（6 月〜9 月は 6 時から利用で
きます） 
※中学生以下の利用は保護者 
同伴、3 歳以下は利用不可 
※利用者 1 人につき大型⽝は 
1 頭まで、中型⽝以下は 2 頭 
まで 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 11 月 1 日号 

▲施設 HP 市 HP 
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まちのひろば詳細情報 

２１ まちのえんがわひまわり ２２  

場所 個人宅（小田 1 丁目） 場所  

内容 お茶のみ、小物づくり、体操
など 

健康体操、飲
食、おしゃべり 

内容   

問合せ 川崎区役所地域ケア推進課︓044-201-3203 問合せ  
【コラム情報】 
 代表者の自宅の縁側で、子どもたちに絵本の読み聞
かせをしていたことがきっかけで、平成 15 年に始ま
りました。 

お茶飲みや小物づくり、体操などさまざまな活動を
しており、スタッフと参加者が分け隔てなく、みんな
で支え合い・助け合いながら楽しい時間を過ごしてい
ます。今後も地域の皆さんが安⼼して暮らしていける
ように、活動を通して地域におけるつながりの輪をひ
ろげていきます。 
※「まちの縁側」の事業内容、活動状況など詳細は区
HP で 
 
 
 
 
掲載︓市政だより区版令和 3 年 12 月 1 日号 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２３  ２４  

場所  場所  

内容   内容   

問合せ  問合せ  
【コラム情報】 
  

【コラム情報】 
  

▲区 HP 
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