
コース 活動名 資源 いいね！ポイント❶ いいね！ポイント❷ キーワード

長尾住宅いきいきサロン
８年間も休まず続いている、毎週１回ボランティアで運営されているサ

ロン
脳トレのネタ帳が膨大にある！ ボランティアが長続きするノウハウがある！

#高齢者 #地域の見守り

#団地集会所

長尾いきいき体操
体操を通じて健康維持をしながら、出入り自由に住民同士でつながれる

場

いろんな曲に合わせて体操できるインストラク

ターがいる！

皆で公園体操するときに気を付けるポイントを知っ

ている！
#公園体操 #団地

フレンド神木
地域包括支援センター

もっと活用してもらいたい、地域の高齢者とその家族を支える場
交流イベント等に利用できる可能性のあるスぺー

スがある！
高齢者のことなら何でも相談できる！ #福祉の相談窓口

高山土曜ストア
住民・企業・行政の密な連携で実現した、支え合いによる地域の課題解

決事例

出張販売会を毎週、集会所で実施するノウハウが

ある！

住民有志数人で新しいコトを実現させた経験があ

る！

#団地集会所 #東急ストア #出張販

売 #高山土曜ストアを育てる会

矢澤水耕農園
地元の人にもっと食べてもらいたい！というアツイ思いで栽培された宮

前産「そらとぶトマト」
こだわりの「そらとぶトマト」を作っている！ 「トマトカレー」をイベントに出店している！ #地産地消 #水耕栽培

とんもり谷戸の自然を守る会 ホタルの生息地でもある、人の手で守られている雑木林や自然環境 とんもり谷戸には豊かな自然が残っている！ 自然を守る活動を若い世代が引き継いでいる！ #人里 #向丘青年部

地域子育て支援センター
さぎぬま

区外からも利用者が来る、のびのびと子どもと過ごせる広い室内スペー

ス

使わなくなったおもちゃの引き取り手が見つかる

かも!?

絵本の読み聞かせなどのボランティアができるか

も!?
#元幼稚園 #わくわくプラザ開催

鷺沼ふれあい公園 さぎぬまプールから生まれ変わった、鷺沼駅近くの広大な芝生空間
広い芝生やジャブジャブ池など、思いっきり遊べ

る場がある！

子育て奮闘中のママ・パパたちの憩いの場になって

いる！

#天然芝 #無農薬 #水道施設

#フロンタウン

まちかどシェア
駅や公園など見える場所での開催にこだわった、新たなつながりが生ま

れるまちのイベント
区内で活動する人や団体をたくさん知っている！

「まちかど」に資源を持ち寄り、可視化するノウハ

ウがある！

#東急住まいと暮らしのコンシェル

ジュ

ここわサロン 宮前平駅前にある誰でも使える居心地の良い活動スペース
宮前平駅前に100円の飲み物でくつろげる場所が

ある！

市民ボランティアによる運営を続けてきた経験があ

る！
#居場所づくりの先駆け

土橋町内会
広い町内会館での回覧物の仕分け作業など、暮らしを支える様々な地域

活動を展開
地域活動の拠点となっている広い会館がある！

認知症カフェの「土橋カフェ」など多彩な活動が行

われている！
#土橋カフェの町会

ひとりぐらし老人会食会
民生委員の熱意ではじまり25年。おしゃれしてでも参加したい月１回の

お出かけ機会

複数のグループが輪番で会食会を実施するノウハ

ウがある！

元気な高齢者が２か月に１度集まる場となってい

る！
#老人福祉センター #社協

みやまえ・東部62部隊を
語り継ぐ会

地域の戦争体験者や学識経験者など、様々な情報をもとに地域の歴史を

伝える活動

歴史好きな人を呼び込むことで、参加のきっかけ

づくりに！

区内の戦争遺跡を案内してもらい、戦争の体験を聞

ける！
#地域の歴史

宮前平地域包括センター もっと活用してもらいたい、地域の高齢者とその家族を支える場
高齢者が一緒にうたえる歌や踊れる体操のネタが

ある！

高齢者の相談を何でも受けられる専門家集団がい

る！
#福祉の相談窓口

みやまえ農の応援隊 都市農地に触れて、“援農”を体験できる活動
「あぐりっこ農園」ではプロの農家のサポートが

受けられる！
農園で収穫祭を行うノウハウがある！ #農業 #地産地消

みやざきだいこども食堂
町会のお祭りにも参加している地域とつながった保育園が運営するこど

も食堂
こども食堂の運営ノウハウがある！ 夕食時に子どもと親子が気楽に集まれる場がある！ #ワーカーズコレクティブ
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有馬ふるさと公園
地域の人々や団体の手で守られ活用されている、昔の里山が感じられる

公園

「ポレポレ」には公園での火の使用に関するノウ

ハウがある！

「有馬オープンガーデンの会」には公園の活用ノウ

ハウがある！

#ポレポレ #オープンガーデン

#遊び場 #環境学習

有馬こども文化センター 幼児から大人までが安心して使える、遊びや学びの場
こどもだけでなく、条件が合えば大人利用も可

能！
ここでスポーツができる！　卓球台がある！ #ボール遊び

北高食育活動
すぐ生活に取り入れられるように工夫して、食に関する知識を高校生に

広めている活動
高校生への食育指導のノウハウがある！

あらゆる世代の栄養指導ができる！簡単レシピを

知ってる！
#ヘルスメイト #栄養士

有馬町会
子どもを巻き込む多世代交流の場「ふれあいフェスティバルin有馬」を

今年初めて実施

自治会主催のイベントを数多く手がけた運営ノウ

ハウがある！

地域のイベント等を町内会員に周知してくれるか

も!?

#有馬中央公園 #外遊び

#マルシェ #カフェ

アリーノこども食堂
多世代交流を目指した地域食堂。

11月からは高齢者も参加！
こども食堂の運営ノウハウがある！ 子どもから高齢者までの人が食事を囲む場がある！ #地域の見守り

有馬・野川生涯学習支援施設
（アリーノ）

活動発表の場や地域のつながる場として活用されている、市民活動の拠

点

市民活動団体や個人の交流・連携活動のためのス

ペースがある！
裁断機・丁合機・紙折り機を活用できる！ #みんなが集まれる場所

西野川小あいさつ運動
小学校・自治会/民生委員・PTAが一丸となって実施する、今年で14年

目の朝のあいさつ運動

学校と地域が連携したあいさつ運動の実施ノウハ

ウがある！

小さな活動を少しずつ広げ、地域に根付かせた経験

がある！
#顔がわかる関係

すずの家 困りごとを抱える人に寄り添う、利用者の笑いが絶えない居場所
国の「地域包括ケアシステム」のモデルとなった

先駆的な取組！

野川に住んでいる人たちのことを一番良く知ってい

る！

#地域包括ケアシステム

#先駆的モデル #空き家活用

ゆぅたんのほっぺた
世田谷の八百屋が宮前ではじめた、こだわり野菜の手づくりシフォン

ケーキ
こだわりの「シフォンケーキ」を作っている！ 元八百屋さんならではの野菜の知識が豊富！

#赤ちゃんでも安心して食べられる

#自宅を厨房に

生活支援センターきまっしー
障がいのある方やその家族が住み慣れたまちで安心して暮らすための相

談や支援を行う場所

障がいのある方が作ったアート作品や手作りパン

がある！
障がい者への対応を学べる講座を行っている！

#パン工房併設 #短期入所スペース

#まじわーる宮前

TIDA’s house
DIYで空き家をリノベしてつくった、野川エリアの子どもやママたちの新

たな集いの場

空き家をリノベーションして地域に開いたノウハ

ウがある！
イベント等で空き家を貸してもらえる！ #地域の見守り #空き家活用

お絵かき教室
区民会議での出会いがきっかけで始まった、地元イラストレーターが教

える放課後教室
先生がイベントに似顔絵ブースを出店している！

先生はTIDA’s houseの太陽の壁画のような作品

が作れる！
#スモールビジネス

北部市場
車でのアクセスも良く、土曜の朝市では一般の人も安く買い物できる川

崎の台所

土曜日には一般の人も買い物できる朝市をやって

いる！
イベントで「セリ」をやってくれたらいいなぁ… #朝市 #せり #スケール感

はぐるま稗原農園
地域の人たちとの丁寧な関係づくりにも支えられている、農業を通じた

就労と学びの場

地元の理解を得て、地域に根付かせたノウハウが

ある！

様々なイベントに出店。コラボでハーブソーセージ

も作った！
#障がい者 #就労支援

Café みやまえ
市民館ロビーでちょっとお茶しながら新たな出会いや交流が生まれる、

市民の居場所

６種類のコミュニティカフェの運営ノウハウがあ

る！

コンシェルジュなど、カフェの日にコラボイベント

もできるかも!?
#宮前市民館 #市民コンシェルジュ

CAFÉバルーン 色鮮やかな空間と笑顔が生まれる、子どもも大好きなバルーンアート バルーンアートを使った会場装飾ができる！ バルーンアートの作り方を教えてもらえる！ #宮前市民館

Restaurant & Café谷戸の下
美味しいご飯を食べながら、土橋の歴史を知ることができるコミュニ

ケーションの場

一枚の畑を見下ろす新旧住民をつなぐ活動の拠点

がある！

ＨＰ等で見せる技がスゴイ！伝えるノウハウを学べ

るかも?!

#ささらプロダクション

#オオカミの護符 #地域史

NEXCO中日本
コミュニケーションプラザ川崎

子どもから大人まで釘付け！全長10mの高速道路ジオラマと東京料金所

を見下ろす展望

屋上から東名ＩＣが一望。何かのイベントに活用

できるかも!?

レゴで自分の好きなデザインの交通標識を作ること

ができる！
#中日本エリアで唯一
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