
令和４年１月現在 

多摩区タウンプロモーション推進事業 取組経過 

平成２５年度 魅力アップアイデアコンテスト開催 

 特選：ピクニックタウン多摩区  

平成２６年度 「ピクニックタウン多摩区」のための基礎調査 

「多摩区みどりの上映会」の開催 於：川崎国際生田緑地ゴルフ場（８月３日） 

       「生田緑地ばら苑撮影会」の開催 於：生田緑地ばら苑（１０月５日・雨天中止） 

       「リアル謎解きゲーム」の実施 

平成２７年度 「ピクニックタウン多摩区」シンボルマークの作成 

       「ピクニックタウン多摩区」facebook の開設 

       「ピクニックタウン多摩区」解説リーフレットの作成 

       「ピクニックタウン多摩区」パネル展の開催  

       「ピクニックデー」への参加 於：生田緑地中央芝生広場（9月27日） 

       「一日限りのティーパーティー」の開催 於：生田緑地ばら苑（10月４日） 

       「緑化センターまつり」への参加 於：川崎市緑化センター（11月 14日） 

       「リアル謎解きゲーム」の実施 

平成２８年度 「ピクニックタウン多摩区オリジナルサンドレシピコンテスト」の開催  

       「ピクニックタウン多摩区ガイド『ぴくたま』」の作成 

       「ピクニックデー」への参加 於：生田緑地中央芝生広場（9月27日） 

       「緑化センターまつり」への参加 於：川崎市緑化センター（11月 12日） 

       成果指標達成度調査  

平成２９年度 「ピクニックマルシェ designed by ピクニックタウン多摩区」の開催 

        於：生田緑地西口広場（11月12日） 

       「ピクニックタウン多摩区オリジナルサンドイッチ」の商品化 

       「ピクニックデー」への参加 於：生田緑地中央芝生広場（６月24日） 

        日本民家園・生田緑地PR 動画の作成 

平成３０年度 「かわさき Farmer’s Market＆ピクニックタウン多摩区」の開催  

於：川崎市緑化センター（6月２日） 

       「川崎国際生田緑地ゴルフ場『市民開放日』」への参加 

於：川崎国際生田緑地ゴルフ場（2月３日） 

生田緑地PR動画の修正・多言語化 リムジンバスでの放映 

成果指標達成度調査 



令和元年度  「森でそとよみ Park&Read」の開催 於：生田緑地中央広場（９月１日） 

       「秋のピクニック×謎解きゲーム」の開催 於：生田緑地（11月３日） 

       川崎国際生田緑地ゴルフ場「市民開放日」への参加（２月３日） 

       関連イベントへのピクニックタウン多摩区PRブース出典（年間５回） 

       リムジンバス時刻表への生田緑地PR動画の広告出稿 

       「ピクニックタウン多摩区」Twitter、Instagramの開設 

       「ピクニックタウン多摩区」SNS特派員の募集・運用（６人） 

       「ピクニックタウン多摩区を満喫しよう！」広報紙の発行（季刊・４回） 

令和２年度  「ピクニックタウン多摩区×まち歩き謎解きゲーム SHIGENARI 多きを解き明

かし 摩天楼へ－」の開催（10月 15日～11月 23日）  

       メディア向け「多摩区PRレター」の配信  

        （区内の施設、農産物、花・紅葉等の季節のお出かけ情報、コロナ禍で頑張る企

業、イベント情報等のPR／毎月１～３回程度配信） 

       各種メディア等へのアプローチ 

       インフルエンサーを活用したプロモーション（３回） 

「ピクニックタウン多摩区」SNSを活用した情報発信（毎月５回程度） 

「ピクニックタウン多摩区」周遊マップの制作・発行 

区内の PR素材撮影（毎月１回） 

       ※プレスリリース配信サイトPR TIMESに掲載 

        https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/60403 

令和 3年度 「ピクニックタウン多摩区×まち歩き謎解きゲーム SHIGENARI２ 多きを解き明

      かし 摩天楼へ－」の開催 

       ・オンライン篇（8月１６日～9月17日）        

       ・オフライン篇（10月 9日～11月 6日） 【参考①】 

      メディア向け「多摩区PRレター」の配信 【参考②】 

      （区内の施設、農産物、花・紅葉等の季節のお出かけ情報、コロナ禍で頑張る企業、  

      イベント情報等のPR／毎月１～３回程度配信） 

       各種メディア等へのアプローチ 

       インフルエンサーを活用したプロモーション（１回） 

「ピクニックタウン多摩区」SNSを活用した情報発信（毎月３～５回程度） 

「ピクニックタウン多摩区」地域スポット早見表の制作・発行 

      区内の PR素材撮影（毎月１回）
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令和3年10月26日
川崎市 多摩区

≪多摩区 NEWS RELEASE≫

【本件に関するお問い合わせ先】
多摩区PR事務局＜㈱ベクトル内＞担当 青木、遠藤、岩本、三木

TEL 03-5572-7332 FAX 03-5572-6065 MAIL tamapr@vectorinc.co.jp

毎年恒例の無料開園日 コロナ禍を経て2年ぶりに
国指定重要有形民俗文化財「旧船越の舞台」で農村歌舞伎の特別公演開催

川崎市立日本民家園「民家園まつり」
日程 2021年11月3日 （水・祝） ※雨天時規模縮小

時間 9:30 16:30 最終入園時間16:00 場所 川崎市立日本民家園

川崎市多摩区は、2021年11月3日（水・祝）に、「川崎市立日本民家園」にて「民家園まつり」を開催します。
2019年以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響で農村歌舞伎公演が見送られていましたが、今年2年ぶりに開
催します。

川崎市立日本民家園とは
生田緑地内にある「川崎市立日本民家園」は、200 300年前の歴史ある古民家
を永く将来に残すことを目的に、昭和42年に開園した古民家の野外博物館です。
東日本の代表的な民家をはじめ、水車小屋・船頭小屋・高倉・歌舞伎舞台など
25件の建物をみることができます。この25件全てが国・県・市の文化財指定を
受けており、民家に関する民俗資料なども収蔵し、日本を代表する古民家の野外
博物館の一つとなっています。
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「民家園まつり」は、「川崎市立日本民家園」にて1年に1度開催され、この日は無料開園日となります。当日
は、国指定重要有形民俗文化財「旧船越の舞台」で行われる、農村歌舞伎の特別公演や、ヨーヨー釣り、駄菓
子釣り、的入れが楽しめる「こども縁日」、みの、フカグツ、わら草履などの民具着用体験など、多数の催し
物を実施します。実際に触れ、体験してもらうことで、大人から子供まで楽しみながら日本文化を学ぶことが
できます。
また、園内には、川崎市内の学生が中心となって運営する「古民家カフェ はらっぱ」があり、地元多摩区のお
店のお菓子を味わうこともできます。
昨年は縮小開催でしたが、例年、多くの家族連れで賑わう「民家園まつり」。是非、ご家族揃ってお越しくだ
さい。
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「民家園まつり」実施概要

日程  2021年11月3日 水曜祝日 ※雨天時規模縮小
時間  9:30 16:30 ※最終入園時間16:00
場所  川崎市立日本民家園（生田緑地内）
住所  神奈川県川崎市多摩区枡形7－1－1
入場料 無料
HP https://www.nihonminkaen.jp/

 こども縁日
ヨーヨー釣り、駄菓子釣り、的入れの3種類を行います。お子様も気軽に参加でき、楽しんでいただける催
しです。

時間  10:30 12:30、13:30 15:30 ※なくなり次第終了
会場  川崎市立日本民家園内 旧佐々木家 庭
申込方法 当日先着順
参加料  ヨーヨー・駄菓子50円/回、的入れ100円/回

 「旧船越の舞台」農村歌舞伎公演
国指定重要有形民俗文化財の「旧船越の舞台」で行われる農村歌舞伎公演です。
かつて歌舞伎は、庶民の娯楽として各地の農村でも演じられていました。今回
の公演は、その頃の雰囲気が感じられる舞台となります。

演目  「舞踊 寿万才」、「絵本太功記二段目本能寺の場」（大人歌舞伎）
演出  秋川歌舞伎あきる野座
時間  13:30 14:30
会場  川崎市立日本民家園内 旧船越の舞台
観覧料 一般 1,000円

学生・子ども 500円（当日11時より本館前で販売）※1人2枚まで
定員  123名

※新型コロナウイルス感染症の流行状況により、演目や定員に変更が生じることがあります。
※荒天時は内容変更

 民具着用体験・むかしあそび
みの、フカグツ、わら草履など昔の民具の着用体験や、輪投げなどわらでつ
くったおもちゃのむかしあそびを体験できます。実際に昔の道具に触れること
で、昔の人の生活をより身近に感じることができる催しです。

時間  11:00 12:00、13:00 15:00
会場  川崎市立日本民家園内 旧作田家
参加料 無料
協力  民具製作技術保存会

※通常入園料※
〈一般〉500円
〈高校・大学生〉300円 ※学生証をご提示ください。
〈65歳以上〉300円（パスポート・免許証・保険証等、生
年月日の記載がある証明証をご提示ください。）※かわさ
き福寿手帳をご提示の方は無料でご入園いただけます。
〈中学生以下〉無料

【本件に関するお問い合わせ先】
多摩区PR事務局＜㈱ベクトル内＞担当 青木、遠藤、岩本、三木

TEL 03-5572-7332 FAX 03-5572-6065 MAIL tamapr@vectorinc.co.jp 2
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 竹細工・はた織り作品展示会
民家園で活動する民具製作技術保存会による、竹細工・はた織り作品の展示会です。
※はた織り作品は11月14日(日)まで毎日、竹細工は11月14日(日)まで毎週日曜日に展示。

時間 〈はた織り〉9:30 16:30 〈竹細工〉10:00 14:30
会場 〈はた織り〉 川崎市立日本民家園内 旧原家 〈竹細工〉旧広瀬家
協力 民具製作技術保存会

 古民家カフェ はらっぱ
2021年春に引き続き、この秋も川崎市立日本民家園内の旧原家にて古民家カフェを営業しています。川
崎市内の学生が中心となり、メニュー開発から、運営まで行っています。
土日祝日限定の営業で、地元多摩区のお店のお菓子をはじめ、コーヒーなど飲み物を提供しています。
古民家の落ち着いた雰囲気の中で、ひと休みしてみてはいかがでしょうか。

【本件に関するお問い合わせ先】
多摩区PR事務局＜㈱ベクトル内＞担当 青木、遠藤、岩本、三木

TEL 03-5572-7332 FAX 03-5572-6065 MAIL tamapr@vectorinc.co.jp

【新型コロナウィルス感染症予防対策のお願い】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各施設へ入場の際は、マスクの着用と手指消毒にご協力をお願い
します。また、お客様同士の距離を保ちながらご参加ください。

 わら細工・竹細工・はた織り作品頒布会
民家園で活動する民具製作技術保存会による、わら細工・竹細工・はた織り作品の頒布会。日常でも使え
る多数の作品を販売します。
※11月14日(日)まで毎週日曜日に開催

時間 10:00 14:30
会場 〈わら細工〉川崎市立日本民家園内 旧作田家 〈竹細工〉旧広瀬家 〈はた織り〉旧三澤家
協力 民具製作技術保存会

開催日 土日祝日のみ営業 ※年内は11月28日（日）まで
時間  11時 16時（15時30分ラストオーダー）
場所  川崎市立日本民家園内 旧原家
協力  多摩区ソーシャルデザインセンター
公式Instagram 
https://www.instagram.com/harappa.gen_sdc/


