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ガイドブックの使い方
全体の構成
本ガイドブックは、4 部構成になっています。主に川崎市内で活動し、かわさき福祉情報サイトふくみみ
に掲載している団体を中心に紹介しています。

第1部

▶▶▶ こどもの居場所活動情報

マップ上に、活動地域ごと 南部（ 川 崎 区・ 幸 区・ 中 原 区）、中部（ 高 津 区・ 宮 前 区）、北部（ 多 摩 区・
麻 生 区）にわけて掲載しています。
「近所のこども食堂を知りたい」、「区域にどんな居場所活動があるの？」など、エリアごとに情報が
まとめられておりますので、見たいエリアを探してご覧ください。
身近な地域のこども食堂を、ぜひ、一度のぞいてみてください。
利用したい地域食堂が見つかるかもしれません。あなたが一緒に活動してみたいと思う仲間に出会えるかも
しれません。

第2部

▶▶▶ 活動団体紹介

マップ上にある団体の中から一部取材させていただき、より詳しく活動情報をご紹介しています。
活動者の思いや、エピソードなど、「利用してみたい方」だけでなく、「ボランティア活動をやってみた
い方」にとっても参考になる情報です。
市内には既にたくさんのこどもの居場所があります。具体的な活動の様子から、こどもの居場所の大切さや
活動する皆さんのことを知って頂けたらと思います。

第3部

▶▶▶ ボランティア活動を始める前に

ボランティア活動に興味・関心のある方に、始めるにあたってのポイントなどを紹介しています。
初めてボランティア活動する方のために、ボランティアデビューのための「知っておきたい 4 つのこと」や
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個人情報保護のお願い
利用したい居場所がありましたら、ガイドブックに記載されている連絡先やホームページ等を確認し、直接連絡をして頂いて
構いません。なお、連絡先が明記されていない団体への連絡を希望される場合は、川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興
センター地域福祉情報バンクへお問い合わせください。このガイドブックには団体の代表者や連絡担当者の連絡先など、個人
情報が含まれておりますので、目的以外での使用は絶対にしないようご注意願います。また、本冊子の掲載内容の無断転載・
転写についても行わないでください。

■

掲載している情報について
掲載している情報は、令和 4 年 3 月現在のものです。時期によっては情報が変更されている場合もありますので、ご注意ください。

■
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地域の居場所を紹介します

かわさき福祉情報サイトふくみみ

こども食堂
子どもがひとりでも行ける地域の食堂で、無料、または定額で食事と居場所を提供しています。運営は社会福祉
法人や NPO法人の他に、地域の方々のグループや個人が主体となっています。子どもに限らず、地域の住民が

福祉に関するサービス情報をはじめ、市内で活動している市民活動・

知り合い、交流の場となっているところもあります。

ボランティア活動団体の情報、図書・DVDの検索、講師情報など、たく
さんのコンテンツがあります。また、Facebookでは様々な情報を発信
しておりますのでぜひご覧ください。

学習支援
宿題・学習サポート等を無料、または定額で提供しています。
勉強のしかたがわからない、家に 1 人でいても勉強がなかなか進まない、外国につながりのある子どもたちへ
の支援など、子ども達の放課後の居場所として、さまざまな形で開催しています。

http://k-fukumimi.com

地域の寺子屋事業
川崎市教育委員会が平成26年度からスタートした事業で、学校施設を活用しながら、学習支援・体験学習・世代
間交流を行っています。

地域福祉情報バンクキャラクター
「ふくろう先生」

登録団体募集

子ども達は、自分が通学している学校の寺子屋を利用することができます。寺子屋には、元教員、保護者や地域
住民や学生など、様々な人が寺子屋先生として関わっています。
地域の寺子屋事業 ▶
https://www.city.kawasaki.jp/880/category/10-14-0-0-0-0-0-0-0-0.html

川崎市社会福祉協議会地域福祉情報バンクでは、ボランティア・市民活動団体・NPO 法人
等の団体登録を受け付けています。団体登録を行うと、川崎市社会福祉協議会のウェブ
サイトふくみみ上に情報発信の場が提供され、団体の活動紹介ができます。
詳しくは、ふくみみ【 登録団体・講師募集】のページでご確認ください。

地域の寺子屋事業とは
1. 地域の寺子屋事業のねらい
●

子どもたちに、さまざまな学習機会を提供することにより、学ぶ意欲の向上や豊かな人間性の形成を図る。

●

地域ぐるみで子どもの教育、学習をサポートする仕組みづくりにより、地域の教育力向上を図る。

●

シニア世代をはじめとする地域人材の知識と経験を活かして、多世代で学ぶ生涯学習の拠点をつくる。

2. 事業の内容
各寺子屋では、次の事業を行っています。
●

学習支援（平日週 1 回放課後）……元教員、地域住民、学生、保護者などが寺子屋先生として、子ども達の
宿題や寺子屋で用意したプリント学習などをサポートします。寺子屋が開講されている学校の子どもを
対象に行っています。事前の申込みが必要です。

●

体験学習・世代間交流（土曜日等月 1 回）……地域人材や、企業、大学などの人材を
寺子屋先生として、さまざまな体験活動や世代間交流のプログラムを実施しています。
プログラムによっては、寺子屋が開講されている学校の子どもだけでなく、広く近隣の

登録を
お待ちしております！
！

児童にも募集を募ることもあります。その都度の申込みが必要です。
●

実施場所……各実施校施設、市民館等
地域の寺子屋事業の
イメージキャラクター
「寺ッコ」

地域福祉情報バンクキャラクター
「ふーちゃん」
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中原

あらぐさ教室

13 あらぐさこども食堂
こども食堂

学習支援

無料学習塾

事前申込

必要

アレルギー対応

なし

団体活動紹介

MAP

その他

（学習支援・無料学習塾に関しましてはお問い合わせください）
会場

対象者
参加費

〒211-0041 川崎市中原区下小田中 1-5-1
あらぐさ教室
年令問わず
活動日
毎月第 4
（火）18：00〜20：00
こども 100円／中学生以上 300円

044-751-0241

川崎区・幸区・中原区
…地域の寺子屋実施場所

aragusa.kyoshitsu@gmail.com

https://www.facebook.com/Aragusakyousitu/
中原

中原

くうけん塾

事前申込

14 くうけん塾
保護者支援
対象者
活動日

必要

アレルギー対応

プラス

地域食堂「めさみーる＋」

事前申込

不要

アレルギー対応

なし

こども食堂
対象者

学習支援

3 歳〜小学校（育てにくいこどもとその保護者を支援）
依頼を受けた日

044-434-7709

NPO 法人ぐらすかわさき
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活動日
参加費

shimonumabequ@outlook.jp

こどもから高齢者まで
月 1 回、第 3 木曜日
17：00〜19：00（なくなり次第終了）

木月こどもキッチン

15 木月こどもキッチン

事前申込

電話予約

アレルギー対応

なし

こども食堂
会場

対象者

参加費

活動日

〒211-0025 川崎市中原区木月 2-3-15
①こども ②親子
①100円 ②こども 無料／親 300円
①第 2 月曜日 100 食のお弁当
②第 4 月曜日 ひとり親とこどものごはん会

044-572-3214

中原

対象者
活動日
参加費

tachib@grassk.org

てらこみーる実行委員会
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てらこみーる

こども食堂
対象者
参加費

事前申込

不要

アレルギー対応

なし

ふれあい食堂

事前申込

16 ふれあい食堂

必要

アレルギー対応

なし

会場

対象者
活動日

対象者

〒211-0011 川崎市中原区下沼部 1810-1-303
主にこども
参加費
こども 100円／大人 500円
月 1 回 第 3 木曜日 16：00〜18：00

080-3494-5581

活動日

17

むかいがわら子供食堂
じぃーじぃーず

事前申込

不要

アレルギー対応

なし

対象者

活動日

中原

18 みんなのこはるびより食堂

不要

アレルギー対応

なし

対象者
活動日
参加費

〒211-0051 川崎市中原区宮内 2-15-16 ガーデン桜１F
こどもをメインに考えておりますが どなたでも大丈夫です
月１回 第４日曜日 12：00〜13：00
こども 無料／大人 無料

044-982-9177

kodomo.koharubiyori@gmail.com

https://www.instagram.com/invites/contact/
?i=kjtik8th1she&utm̲content=mh6p1ro
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不要

幸

無料

アレルギー対応

なし

どなたでも
参加費
パントリー時は無料
月 1 回 第 3 土曜日
パントリ−時は 10：00〜14：00（会食再開時は変更あり）

anzaimaakiko98@gmail.com

https://www.facebook.com/makimakikitchen

12 ひらま子ども食堂

rxk16162@nifty.com

特非）ワーカーズ・コレクティブメロディー
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多世代の居場所メロディーココ

事前申込

事前申込

必要

アレルギー対応

なし

不要

なし

活動日
参加費

044-544-7477

melody-coco@aioros.ocn.ne.jp

渡田小学校

京町小学校

浅田小学校

川崎小学校

宮前小学校

川崎区浅田 2-11-21

川崎中学校
川崎区下並木 50

fusakos@ezweb.ne.jp

幸区北加瀬 1-37-1

川崎区田島町 14-1
川崎区日進町 20-1

川中島小学校

川崎区川中島 2-4-19

南大師中学校

川崎区京町 1-1-4
川崎区宮前町 8-13

旭町小学校

日吉中学校

幸区北加瀬 2-3-1

東小倉小学校
幸区東小倉 1-1

南加瀬小学校

幸町小学校

中原小学校

宮内小学校

上丸子小学校

中原区小杉御殿町 1-950

幸区南加瀬 4-24-1

中原区宮内 2-4-1

幸区中幸町 2-17

大戸小学校

宮内中学校

下沼部小学校

平間中学校

井田小学校

大谷戸小学校

井田中学校

中原区下沼部 1955

中原区上平間 1368

中原区井田中ノ町 29-1

不要

アレルギー対応

なし

こども食堂

活動日
参加費

〒210-0833 川崎市川崎区桜本 1-9-6 桜本保育園
主にこどものいる世帯
3 週間に 1 回、木曜日 17：00〜 18：30
こども
（中学生まで）100円／大人 200円

044-276-4800

fureaikan@seikyu-sha.com

川崎

川崎市ふれあい館
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多文化こどもハロハロクラブ

中原区今井西町 3-18
中原区上小田中 1-27-1

事前申込

必要

アレルギー対応

あり

学習支援
対象者
活動日

〒210-0833 川崎市川崎区桜本 1-5-6 川崎市ふれあい館
多文化なルーツをもつ小学生
参加費
年 800円
（保険代）
毎週水曜日 15：00 〜 17：00

044-276-4800

川崎

社会福祉法人 青丘社

fureaikan@seikyu-sha.com

外国につながる子どもの
学習サポート教室

事前申込

必要

アレルギー対応

あり

学習支援
対象者
活動日

概ね来日 3 年以内の外国につながるこども

（小学生／中学生／学齢超過者〈母国で 9 か年の教育課程を修了したこども・若者〉）

小学生：毎週土曜日 10：00〜12：00
中学生：毎週水曜日 19：00〜21：00
＆毎週土曜日 13：00〜15：00
学齢超過者：毎週火・木・金曜日 10：00〜16：00
小学生：無料／中学生：月 2,000円／
学齢超過者：月 20,000円

※入室にあたって面談を行うため要事前申し込み（通訳を手配するため）

今井小学校

中原区木月祗園町 17-1

事前申込

中原区下小田中1-4-1

住吉小学校

中原区宮内 4-13-1

桜本こども食堂

参加費

中原中学校

中原区小杉陣屋町1-24-1

tajimakatei@ba.wakwak.com

中原区上丸子八幡町815

聾学校

中原区上小田中 3-10-5

あり

月 2 回 第 1・3 金曜日 17：00〜18：30
こども100円／大人100円

桜本こども食堂運営委員会
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川崎区四谷上町24-1

玉川小学校
中原区北谷町 32

川崎

川崎区旭町 2-2-1

西御幸小学校
幸区小向西町 4-30

アレルギー対応

〒210-0853 川崎区田島町 20 番 10
こども食堂：地域住民であれば、誰でも参加可能
学 習 支 援：小学生〜中学生

044-276-9689

会場

大島小学校

川崎区浜町 1-5-1

必要

https://www.facebook.com/sakuramoto.kodomo/

〒212-0012 川崎市幸区中幸町4-21 エステート鳥養 1F
多世代
（こども〜高齢者）
第 3 金曜日
（毎月）
こども
（小学生まで）
100円／大人
（中学生から）
300円

日吉小学校

自宅
対象者
小学生、個人宅のため 10 名程度
参加費 こども 100円
月 1 回（木曜日）18：00〜20：00 まで

090-8056-6908

対象者

会場

アレルギー対応

事前申込

こども食堂
会場

こども食堂

藤崎小学校

こども食堂
活動日

こども100 円／大人 300 円

川崎区藤崎 3-2-1

ひらま子ども食堂

てんとう虫ハウス

参加費

https://www.facebook.com/hiyoshisyokudo/

会場

事前申込
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活動日

Facebook「メロディーココ」で検索

090-6036-4546

会場

こども食堂

なし

社会福祉法人川崎聖風福祉会
かわさき地域生活支援拠点たじま

対象者

archandaichanpapa@docomo.ne.jp

事前申込

必要

アレルギー対応

〒212-0055 川崎市幸区南加瀬 2-24-10
南加瀬中央町内会館

044-587-1491
（日吉分館）

あり

こども食堂
活動日

みんなのこはるびより食堂

会場

不要

アレルギー対応

yomiuri̲fukusyo̲daisuke@yahoo.co.jp

まきまきキッチン

中原

中原

事前申込

〒211-0041 川崎市中原区下小田中 1-19-21
親子、小学生〜大学生、大人、高齢者、障碍者、地域の方
参加費
月に１回 第 3 日曜日 12：15〜14：00 ごろ

11 まきまきキッチン

参加費
こども 300円／大人 600円
どなたでも
月〜金 7：00〜 9：00 11：00〜14：00 16：30〜 20：00
土日 10：00〜14：00 16：30〜20：00

090-9974-0447

参加費

対象者

対象者

こども食堂

まちのテーブル お福分け会

事前申込

子どもや大人どなたでも
活動日
月 1 回 第 3 水曜日 16:00〜19:00
（ただし現在は食堂は休止し
16：00〜18：00 でパントリー活動を実施しています）

http://hotspacenakahara.org/

lien.afterschool@gmail.com
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川崎

学習支援

044-777-7599

https://www.facebook.com/ふれあい食堂 -109389757230271/

中原

10 ホッとカフェ
会場

こども食堂

なし

daishi-shinsei-ch@outolook.com

ひよし食堂の会

対象者

teracomeai@gmail.com

特定非営利活動法人ホッとスペース中原

こども食堂

幸

会場

https://ja-jp.facebook.com/kizukikodomokitchen/

中原

アレルギー対応

こども食堂

だれでも 活動日 毎月第 2 日曜 11：00〜13：00
こども 無料／大人 500円

https://www.facebook.com/teracomeal/
中原

不要

〒210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町 15-9
近隣のこどもたち〜大人
月 1 回第 3 火曜日 16：30 〜 18：30
こども〜中学生まで100円／高校生以上 300円

044-288-7612

学習支援

080-5037-3119

kodomokitchen88@gmail.com

事前申込

大師新生教会こども食堂

会場

https://mesa-grande.jimdofree.com/
中原

大師新生教会こども食堂
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こども食堂

こども（18 歳まで）
とシニア
（65 歳以上）100円／大人 300円

044-872-9795

川崎

044-276-4800

fureaikan@seikyu-sha.com

中原区井田杉山町 11-1
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団体活動紹介

MAP
高津区・宮前区

…地域の寺子屋実施場所
宮前

26

社会福祉法人 川崎愛児園

こども広場あいあい

学習支援
会場

対象者
活動日
参加費

余暇活動

事前申込

必要

アレルギー対応

なし

高津

夕食提供

学習支援

044-863-7855 ※まぎぬ児童家庭センターにつながります
chiiki̲kodomo̲aiai@aijien.or.jp

https://aijien.or.jp/

会場
宮前

23
宮前

27

NPO 法人アイゼン

Erii's Cafe こども食堂

事前申込

不要

アレルギー対応

なし

対象者
活動日
参加費

参加費

犬蔵小学校

鷺沼小学校

平小学校

宮崎台小学校

宮前区宮前平 3-14-1

宮崎小学校

宮前区馬絹 1-30-9

宮前区菅生 2-10-1
宮前区平 6-5-1

白幡台小学校

宮前区南平台 13-1

稗原小学校

宮前区犬蔵 1-3-1
宮前区宮崎 3-18

土橋小学校

宮前区土橋 3-1-11

参加費
その他

〒216-0014 川崎市宮前区菅生ヶ丘 3-17
こども、おとな
月１回 原則 第４木曜日 18：00〜20：00
こども 100円／大人 300円

高津

sugao-ch@nyc.odn.ne.jp

24

菅生キリスト教会

子どもオープンチャーチ

居場所
会場

対象者
活動日
参加費

事前申込

不要

21 かわさき芽吹塾
参加費

〒216-0014 川崎市宮前区菅生ヶ丘 3-17
こども
（未就学〜高校生）
、保護者
週１回 水曜日 14：30〜17：00
無料

アリーノこども食堂

参加費
活動日

菜の花ダイニング

事前申込

電話予約

アレルギー対応

なし

こども食堂
会場

４丁目こども食堂の会

22 スペース 4 丁目こども食堂

対象者

活動日

活動日
事前申込

必要

アレルギー対応

なし

事前申込

不要

アレルギー対応

プラザ橘
どなたでも
月 1 回 第3水曜日 17：15〜19：00（8月・12月は変更の場合あり）
こども 100円／大人 300円

参加費

〒213-0014 川崎市高津区新作 4 丁目 19-12 田中方
子どもを中心としてどなたでも
月 2 回 第 1・第 3 木曜日 17：00〜20：00
こども 100円／大人 300円

090-4602-6652（西村）

https://nanohana-dining.jimdofree.com/

なし

こども食堂
会場

こども食堂
対象者

support0731@luck.ocn.ne.jp

nanoha7dining@gmail.com
高津

sugao-ch@nyc.odn.ne.jp

川崎市有馬・野川生涯学習

教育相談

20 菜の花ダイニング

中学生、高校生
毎週土曜日
無料

https://mebuki-gakushushien.com/

対象者

25

高津

参加費

https://www.sugao-ch.org/

宮前

必要

mebuki0215@gmail.com

なし

アレルギー対応

アレルギー対応

※準備中

044-977-8053

宮前区水沢 3-7-1

事前申込

無料学習塾

アレルギー対応

必要

http://www.kks-support.sakura.ne.jp/

かわさき芽吹塾

活動日

事前申込

〒213-0033 川崎市高津区下作延 5-11-8
小中学生中心
月〜金 9：00〜17：00 1 回 1 時間週 2 回 個別学習支援
無料
小・中学生の子どもの親に対しても教育相談をしております
（要予約）

044-877-0553

対象者
宮前

菅生中学校

活動日

なし

https://www.facebook.com/minnano.k.s

富士見台小学校

宮前平小学校

必要

対象者

アレルギー対応

※開催を検討中

044-977-8053

Instagram「eriiis.cafe」

宮前区鷺沼 2-1

みんなの子ども食堂

事前申込

eriiis.cafe@gmail.com

070-9003-1026

宮前区宮前平 2-18-3

会場

活動日

〒216-0014 川崎市宮前区菅生ケ丘 23-6
どなたでも
毎月第 3 木曜日
こども 100円／大人 250円

『みんなの子ども食堂』委員会

こども食堂
対象者

こども食堂
会場

認定特定非営利活動法人
教育活動総合サポートセンター

19 こどもサポート宮ノ下

川崎愛児園 地域交流スペース
近隣の小学校に通う小学生及び保護者
毎週木曜日 15：30〜20：00
無料／保護者が夕食をとるときは 300円。

nmiyuco2015@gmail.com

久本小学校

高津小学校

上作延小学校

久地小学校

東高津小学校

末長小学校

高津区久本 3-11-3
高津区久地 4-2-1

坂戸小学校

高津区坂戸 1-18-1

高津区溝口 4-19-1
高津区北見方 2-5-1

東高津中学校
高津区末長 4-1-1

高津区上作延 559
高津区末長 3-8-1

西高津中学校

高津区久地 1-10-1

https://www.facebook.com/スペース４丁目こども食堂

中学生以下のこども、その保護者、高齢者
こども 200円／大人 300円（高齢者含）
月 1 回 原則第 4 木曜日

044-853-3737

8
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団体活動紹介

MAP

多摩

28

多摩区ソーシャルデザインセンター

多摩区役所 子ども食堂

アレルギー対応

事前申込

なし

不要

こども食堂
会場

対象者

多摩区・麻生区

活動日
参加費

…地域の寺子屋実施場所

〒214-8570 多摩区登戸 1775-1 多摩区役所 1 階
制限なし
月 1 回不定期
こども 100円／大人 250円

tawara-t@tama-sdc.com
https://www.facebook.com/tama-sdc

多摩

33

NPO法人 川崎寺子屋食堂

子どもの貧困と空腹に
立ち向かう寺子屋食堂

こども食堂
対象者
活動日
麻生

37

参加費

NPO 法人アイゼン

柿生片平子ども食堂

事前申込

不要

なし

アレルギー対応

必要

なし

無料学習塾

多摩

29
会場

対象者

kazu1217yamagata@gmail.com

http://terakoya.or.jp/

活動日
参加費

41

NPO 法人アイゼン

百合ヶ丘第 2 子ども食堂

事前申込

アレルギー対応

不要

なし

対象者
活動日
参加費

42

たまり食堂

たまり食堂餃子プロジェクト

事前申込

アレルギー対応

不要

なし

対象者
活動日
参加費

どなたでも
月 1 回不定期
こども 100円／大人 250円

新百合ヶ丘

対象者

参加費

NPO 法人アイゼン

子ども食堂

事前申込

不要

なし

会場

〒215-0004 麻生区万福寺 1-10-10 麻生プレップスクール
どなたでも
月 1 回不定期
大人 250円／こども 100円

https://www.facebook.com/npoaizen

43

はなまる塾

学習支援
会場

対象者
活動日
参加費

39

必要

アレルギー対応

対象者
活動日
参加費

無料学習塾

栗木台小学校

真福寺小学校

王禅寺中央小学校

王禅寺中央中学校

百合丘小学校

麻生区王禅寺東 4-14-1

柿生小学校

麻生区片平 3-3-1

片平小学校

麻生区片平 5-28-1

NPO 法人アイゼン

事前申込

南生田子ども食堂

不要

アレルギー対応

なし

参加費

麻生区王禅寺東 4-14-2

岡上小学校

麻生区岡上 675-1

柿生中学校

麻生区上麻生 6-40-1

麻生区白山 5-3-1

麻生区百合丘 2-1-2

麻生小学校

麻生区上麻生 3-24-1

〒214-0036 多摩区南生田 1-31-7「結」ケアセンターいくた
どなたでも
月 1 回不定期
こども 100円／大人 250円

アレルギー対応

あり

※見学は申込不要
変更の可能性あり

〒214-0014 川崎市多摩区登戸 2258 ハウス 911
（変更の可能性あり）
小、中学生

なし

〒214-0012 多摩区中野島1-11-39 デイサービス喜多
どなたでも
月 1 回不定期
こども 100円／大人 250円

tawara-t@tama-sdc.com

多摩

30

多摩区ソーシャルデザインセンター

菅小学校裏 子ども食堂

事前申込

アレルギー対応

不要

なし

こども食堂

毎月曜（祝日はお休み）（変更の可能性あり）
原則 小学生 17:00〜19:00、中学生 19:00〜21:00
※見学はいつでも OK
1 時間 500円（食事は無料）

grasskawasaki@gmail.com

会場

対象者
活動日
参加費

〒214-0008 多摩区菅北浦 3-1-18 欧州食堂 城
どなたでも
月 1 回不定期
こども 100円／大人 300円

044-299-8002

tawara-t@tama-sdc.com

https://www.facebook.com/tama-sdc

認定NPO法人フリースペースたまりば

コミュニティスペース
えんくる

事前申込

不要

アレルギー対応

なし

※夜の食堂は要予約

NPO 法人アイゼン

事前申込

百合丘子ども食堂

不要

アレルギー対応

なし

活動日

会場

対象者
活動日
参加費

多摩区ソーシャルデザインセンター

エコウォッシュカフェ子ども食堂

事前申込

アレルギー対応

不要

なし

〒214-0014 多摩区登戸 575-1 稲田ビレッジ
どなたでも
月 1 回不定期
こども 100円／大人 000円

044-712-0888

tawara-t@tama-sdc.com

https://www.facebook.com/tama-sdc
多摩

多摩区ソーシャルデザインセンター

まっち楽習塾

事前申込

必要

32
アレルギー対応

対象者
活動日
参加費

〒214-8570 川崎市多摩区登戸 多摩区役所１F
不定期開催

多摩区ソーシャルデザインセンター

登戸小学校前 子ども食堂

事前申込

アレルギー対応

不要

なし

こども食堂
会場

無料学習塾
会場

31

tamariba.food@gmail.com

https://www.facebook.com/encru.tamariba/
多摩

多摩

こども食堂

〒214-0021 川崎市多摩区宿河原 6-26-24
どなたでも（こども、子育て家族、高齢者）
食堂：月 3 回 第２土曜日 12：00〜14：00
第３・４土曜日 ①17：00〜18：20 ②18：30〜20：00
こども☆きっさ：週 3 日 月・水・金 14：30〜17：30
フードパントリー：週４日 月・水・金・土 10：30〜18：00
食堂：こども 無料／大人 100円
その他：無料

044-813-5248

36

https://www.facebook.com/npoaizen

40

西生田小学校

麻生区栗木台 5-15-1

35

活動日

mailpost@npo-aizen.jp

麻生

hanamaru8700@ymobile.ne.jp

10

会場

〒215-0021 麻生区上麻生 5-2-2 柿生駅前町内会館
近隣の小学生
週 1 回（月曜日）
1 学期に 1,000円

麻生区細山 2-2-1

多摩

対象者
麻生

事前申込

必要

http://www.grassk.org

会場

こども食堂

はなまる塾

夕食提供

事前申込

こども食堂

044-951-1603

麻生

放課後ひろば（食事つき寺子屋）

090-6314-5332

アレルギー対応

mailpost@npo-aizen.jp

https://www.instagram.com/tamari̲shokudo/

アレルギー対応

不要

こども食堂

料金

tamarishokudo.0404@gmail.com

認定 NPO 法人ぐらす・かわさき

学習支援

活動日

活動日

どなたでも
月 1 回 第 1 月曜日 16：00〜20：00
こども 0円／大人 100円（弁当も同様）

34

https://www.facebook.com/npoaizen

対象者

〒215-0003 川崎市麻生区高石 1-11-1-1F

多摩

〒215-0023 麻生区片平 2-22-1-1F-103
「結」ケアセンターあさお

会場

38

事前申込

https://www.facebook.com/tama-sdc

mailpost@npo-aizen.jp

麻生

こども食堂
会場

活動日

〒215-0011 麻生区百合丘 1-19-13 百合丘ルミナス保育園
どなたでも
新型コロナウイルス感染拡大状況により開催を検討
こども 100円／大人 250円

mailpost@npo-aizen.jp

麻生

対象者
参加費

こども食堂
会場

会場

中野島中学校前子ども食堂

044-281-0380

こども食堂
麻生

多摩区ソーシャルデザインセンター

こども食堂

小 4 〜高３
①長尾（月・水）17：00〜21：00 ②菅（火・金）17：00〜21：00
無料

090-2425-1701

アレルギー対応

事前申込

〒214-0012 川崎市多摩区登戸6-6-8 デイサービス日昇
どなたでも
月 1 回 不定期
こども 100円／大人 250円

044-281-0380

tawara-t@tama-sdc.com

https://www.facebook.com/tama-sdc

080-6573-0043

こども食堂
会場

対象者
活動日
参加費

〒215-0011 麻生区百合丘 1-16-36 漁魚の海
どなたでも
新型コロナウイルス感染拡大状況により開催を検討
こども 100円／大人 250円

044-953-3951

mailpost@npo-aizen.jp

https://www.facebook.com/npoaizen

中野島中学校

中野島小学校

東菅小学校

登戸小学校

三田小学校

宿河原小学校

枡形中学校

稲田中学校

南生田小学校

下布田小学校

稲田小学校

菅小学校

多摩区中野島 1-16-1
多摩区枡形 1-22-1

東生田小学校
多摩区枡形 4-9-1

多摩区中野島 3-12-1
多摩区宿河原 4-1-1

生田中学校

多摩区三田 2-5420-2

多摩区菅馬場 2-19-1

多摩区南生田 3-1-1

菅中学校

多摩区菅城下 28-1

多摩区登戸 1329
多摩区布田 23-1

多摩区三田 3-6-4
多摩区宿河原 3-18-1

多摩区宿河原 2-1-1
多摩区菅 2-6-1
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メ ロ デ ィー ココ

ココに来ると誰かに会える！ココに来ると誰かとつながる

みんなの幸せを地域の仲間と一緒に願い、活動を続けています
2002 年、NPO法人ワ―カーズ・コレクティブメロディー
は、食の安全・再生可能エネルギー・少子高齢社会の生き
方など、地域に暮らすみんなの幸せのために大切なことに、
共に関心を持ち共有する仲間たちによって発足しました。
生活クラブ生協との協同運営で、介護保険事業のデイサー
ビス・訪問介護事業・居宅介護支援事業の 3 事業をはじめ
ました。
ワーカーズは、仲間たちの中で、地域社会で必要だなと
感じたことを、仲間同士の話し合いを通して事業として立
ち上げ、そこで自ら働きます。想いが実現し、共に汗を流
し、一緒の現場を経験することで、更に、新たな地域社会
の今を発見して、今度は、こんな事業をやってみては？な
ど、また、アイディアが飛び出します。こうした仲間づく
りや、働き方の面白味によって、あっという間に 20 年の
月日が経ちました。
「多世代の居場所メロディーココ」は、その前身「メロ
ディーほっとサロン」を月に 1 度、地域に開かれた居場所
として運営する中、日増しに孤立や分断の加速を感じて、
月 1 回の居場所ではもどかしい想いが仲間の中に募り、
常設の居場所として開設しました。
この開設にあたっても、ワーカーズの仲間はもちろんの
こと、幸区内の自治会・民生委員児童委員協議会・区社協
等々、
36 団体の皆さんに呼びかけし、立ち上げのための「協
議テーブル」を創り話し合いを重ねました。それは「多世
代の居場所メロディーココ」がオープンした今も、定期的
に集まり、文字通り多世代、地域みんなの幸せのための居
場所であるよう、対話を続けています。
コンセプトは、ココを「誰かに会える・誰かとつながる」場に！
NPO 法人ワーカーズ・コレクティブメロディーは、既に
20 年、介護関係や、産前産後等の公的制度サービス事業
を担っていました。その経験から、こうした制度サービス
が人々の暮らしを支えていることもわかっていますし、こ
れからも必要なサービスであると考えています。
けれども、「多世代の居場所メロディーココ」は、制度
事業ではなく、制度サービスでは対応しきれない、地域の
人々のニーズに応える場にしたい、また、それによって、
良い地域にしたいという想いが仲間の中で高まりました。
制度でできないこと。そして、私たちの願い。それは、
「人と人とのつながりを創ること」
。支援者と支援される人
の出会いではなく、様々な人が出会い、つながれる場を
創りたいと思いました。
私たちの願いは、集まり語り合う中で発展していきました。
こだわりはまず、“ 場 ” は常設であること。そして、いろい
ろなプログラムも提供するが、半分はいつでも来られる場
にすること。川崎駅の中心部から少し離れた路地に、現在
『多世代の居場所メロディーココ』のある “ 場 ” をみつけた
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1

多世代の居場所

多世代の居場所 メロディーココ

団体の概要
参加者
TEL
E-mail
所在地
担当

活動日 月～土曜日・祝日（日曜日お休み）
〈コミュニティカフェ〉月～金曜日 11:30 ～ 17:00
〈ランチ 〉月～金曜日 11:30～14:00  700 円
〈多世代のココ食堂〉
毎月第3 金曜日 17:00～19:00
（NPO法人ワーカーズ・コレクティブメロデイー）
大人 300円・こども 100円 ※限定30食
〈つばき学習会〉毎週土曜日 10:00～12:00 無料
基本的に誰でも
044-533-8308
melody-coco@aioros.ocn.ne.jp
幸区中幸町 4-21 エステート鳥養 1 階
前田 絹子

時は「ココだ！」と思ったものです。ふらっと、みんなに

もを預ったり、子育ての悩みを共有

みんなが来たくなるプログラムも多様な世代の多様なニー

切ってきました。そんな親たちの中

したりしながら子育て時期を乗り

立ち寄ってもらえる場が実現しました。

で育つ子ども達には、家庭の中だ

ズに併せて魅力的に発展しています。そして、いつでも来ら

けじゃない安心感が持てるように

れる場では、試行錯誤の美味しいお茶、美味しいランチ、

なると思います。親も子どももひ

そして、何気ない会話ができるホスピタリティを提供して

とりじゃないよ。みんなで助け合っ

います。みんなで創る居心地のよい温かい空間が自慢です。

是非、一度、メロディーココに来てね！
■ コミュ二ティカフェ
ランチ
ラ ン チ メ ニ ュ ー は、 現 在 5 種 類。 い ず れ も 700 円。
イチオシは、ドライカレー。ドライカレーのレシピと作り
方を伝授してくださったのは、地域に暮らす元大型船の
シェフ。ココ開設当初から、一番手間のかかる大量の玉ね
ぎを刻んでくれたり、副菜を作ってくれたりしています。
スタッフは、普通のレストランとは一味違う、家庭的な
雰囲気の中で、スタッフとお客さん、時にはお客さんとお
客さんのちょっとした対話を、ひとりで来ても、家族で来
ても、友達と来ても、自然にしながら食事をしてもらえた
らと思っています。赤ちゃんと来たご夫婦が持って来てい
た離乳食を温めましょうか？と声をかけたり、アレルギーの
あるお子さんを連れてきたパパに「親子に優しくてココは
安心」と言ってもらったり、常連さんには単身赴任のお父
さん、外国人の方、ご近所のおじいちゃん。スタッフにとっ
ても地域の皆さんにとっても、みんなのココになってきて
いると感じています。
ーガー
←たかきびバ

オムライス↑

↑ドライカレ
ー

ハンバーグ↑

て育っていこうねと思います。
■

イベントカレンダー
・ココカル
ココのカルチャースクールで、毎月、いろいろな内容
で開催。取材に伺った 2 月は、「高齢者のお金の話」
でしたが、創作活動や寄席を楽しむ会など、趣向は様々
で、講師は地域の方です。
・ひまわりカフェ
地域包括支援センターが主催し、生活リハビリクラブ
幸のケアマネジャーがボランティアをしています。
認知症の方やそのご家族がゆっくりとお茶を楽しみ、
ちょっとした相談もできるようにしています。
・つばき学習会
ココの場所を無料で貸し出しし、毎週土曜日の午前中、
小学校教師、塾講師、大学生がマンツーマンで学習
をサポート。ちょっとしたお楽しみの時間もあって、
和やかな時間になっています。
・フリーマーケット
年に 2 回、6月と11月に開催し地域の方のお楽しみ
イベントになっています。当日は、惣菜やお好み焼き
も販売し、これを目当てに立ち寄られる方もいらっ
しゃいます。
・レンタルスペース
カフェの奥のスペースをレンタルして、地域の皆さん
に、趣味の会や勉強会など、様々に活用して頂いてい
ます。フリースペースとカフェスペースは、それぞれ
1 時間で 1,000 円。キッチンは 500円。フリースペース
5 時間以上は一律 5,000 円。みんなが集まると色々
アイディアの活動が広がっています。

まちの再開発が進む中で想う「大切にしたいこと」
川崎の町は、まだ、再開発が続いています。タワーマン
ションが次々に建設されて、新しい住民が増える中で、築
40 年の住宅もあり、新旧住民が暮らす町になっています。
私たちの仲間は、長い間、介護や子育て等、地域の人の
暮らしに寄り添う活動を続けています。新しく生まれ変わ
る新時代の町で、暮らしにくさ、生きづらさを感じている
人に出会うことは、少なくありません。
どんなに素敵な町ができたとしても、人を支え、助け
るのは人しかいません。人がつながることは誰にとって
も大切なことです。私たちは、
「多世代の居場所メロディー
ココ」の活動をしていて、地域に人を大切にする人をもっ
と増やしたいという想いをより一層強くしています。

生姜焼き↑

多世代のココ食堂
かわさきこども食堂ネットワークから食材の寄付を受けな
がら活動しています。夕食を親子で食べに来て欲しいから、
保育所にもチラシを持っていき周知をお願いしています。
コロナ感染症拡大で、
「みんなで一緒に食べる」から「お弁
当配布」に切り替えるところも多い中、安全対策をしなが
ら、1 回 30 食限定で、黙食でも一緒に食べることにこだ
わっています。
買い物・調理・接客・皿洗い、役割を選択して、常時、
3 〜 5 名のボランティアで運営しています。
ワーカーズの仲間も、かつては、仲間同士でそれぞれの子ど

■

〈ふまねっと運動〉毎週火曜日 10:00～11:30
〈ひまわりカフェ〉偶数月第3木曜日 14:30～16:00
〈介護相談デー〉奇数月第3木曜日 14:00～15:30
〈フリーマーケット〉年 2 回
〈お誕生日会＆お楽しみ会〉毎月第3 水曜日 10:30〜11:30
〈ココカル〉毎月第 3 土曜日 13:30〜15:30

この人に
聞きました

木村 満里子 さん 前理事長
生活クラブに関わって 40 年近くが経ちました。暮らしに関わる様々なことを学び、たくさん
の仲間を得ることができました。ずっと心にあることは、
物質的な豊かさだけじゃない「幸せ」
をもっとたくさんの人が感じられる社会でなくては…ということ。長い活動を通して、こん
な想いをもっているのは私だけじゃないことも知り、たくさんの勇気ももらいながら今に至っています。
難しい社会だけど諦めない。仲間と一緒に今も考え、行動しています。
前田 絹子 さん
子どもが幼稚園の頃、生活クラブに加入しました。木村さんともママ友です。介護事業や
コミュニティオプティマム事業などに携わり、縁あって市会議員も務めました。ワーカーズ
の働き方は面白いなあと思います。世の中を良くするための活動を発想し実現したらお金を
得て働くこともできる。その結果、
様々な事業を組み合わせて新しい地域のシステムも創ることができる。
心強い仲間たちもいつも一緒だから、みんな元気です。
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まきまきキッチン

対象地域
実施場所

川崎市内
〈こども食堂〉カトリック中原教会

（現在コロナ感染症拡大で休止）
14時～みんなで遊ぼう！ 17時～みんなでごはん！
料金 こども 無料／おとな 300円
〈フードパントリー〉川崎市国際交流センター

玄関前広場 第3 土曜日 10 時～ 14 時

「わーい！わ～い！みんな一緒で嬉しい！今日もいっぱい食べたよ！」

「いいまち、好きだなと思うまち、川崎」
川崎生まれの秋田育ち。結婚して川崎市中原区に、また
戻ってきました。
男の子 2 人の母になりましたが、2 人目出産後、川崎
市政だよりに、「理科実験教室のサポーター募集」の記事を
見つけました。もう、15 年以上の活動になりますが、かわ
さき宙と緑の科学館・川崎市わくわくプラザなどで実施し
ている「科学実験教室サポーター・くじら」を仲間と共に
立ち上げました。
小学生が対象で、月に 2 回程度、30～ 50名の子どもが
参加してくれ、スライムを創ったり、パラシュートを創っ
て飛ばしたりしました。子どももボランティアも、みんなが
楽しい、
とっても良い時間です。NPO 法人になった現在も、
年齢や職業も異なる、科学が好き、子どもが好きな大人
たちが 12人程集まって、
「子ども達に科学の面白さを伝え
たい！」と思って活動を続けています。
また、子ども達が幼稚園に通うようになって、
「あ～、
そろそろ自分も何かするときだなあ」という想いが自然に
湧いて、子どもに関わることについて学んでみることにし
ました。その時市民館で講座があり、子どもはボランティ
アさんが保育をしてくれました。それが「保育ボランティ
アグループ にじの会」と出会うきっかけでした。この団
体は中原区のいろいろな講座の時に、乳幼児の預かり保育
をしていました。講座終了後に自然と手伝うようになり
メンバーになりました。この活動では、上の世代、同世代、
下の世代のお母さんボランティアとたくさん出会い、保育
活動の中では、更にたくさんの親子に出会うことができま
した。既に40 年にもなるこの団体、保育というお母さん達
を支えるやりがいもあり、小さな子たちを抱っこすると
幸せな気持ちになれます。そして、お母さん達や子ども達
とつながりができることは、とっても嬉しいことなんです。
川崎のまちは、こうして、新し出会いや、ワクワクする
日常をたくさん与えてくれ続けているまちだと思っています。
「木月キッチン」との出会いと「まきまきキッチン誕生」
元住吉駅近くにある「木月キッチン」はカウンターだけの
小さなお店で、無農薬玄米ご飯と野菜を中心にしたメニュー
を提供するレストランです。そのお店の店主、時田正枝
さんがこども食堂をはじめることになり、パートナーに手
を上げました。これがとても楽しかったんです！ごはんを
みんなで食べるって、楽しいんだな。おいしいんだなって、
改めて思いました。木月キッチンのお店は、12 名程度で
いっぱになってしまいますが、もっとたくさんの子どもや
大人でごはんが食べられたらいいなあと、すっかり前の
めりの気持ちになりました。これが、まきまきキッチン
を考え出したきっかけです。

秋田県大曲で経験した「鍋っ子遠足」がよみがえって！
子どもの頃は秋田で育ったのですが、「鍋っ子遠足」と
いう行事がありました。子ども達が、思い思いの食材や
調味料を家から持ってきて、河原や公園までお鍋をもって
歩いて行く遠足です。到着したら火おこしをして、大きな
鍋に入れてぐつぐつ煮てみんなで食べるんです。楽しかっ
たんですよ。
「たくさんで食べるごはんは楽しい！」「そういう機会を
創ろう！」「ひとりでもやるぞ！」って思いました。今の
世の中、知らない人も一緒にみんなで食べるなんて機会、
なかなかない。子どもは給食があるけど、大人は給食もな
いですものね。
カトリック中原教会
こども食堂をやっている人や興味がある人が集まるイベ
ントがあり参加しました。そこで藤沢市の教会でこども食
堂を開催されている方からカトリック中原教会を紹介して
いただきました。
カトリック中原教会は、みんなが集まる場も厨房もあっ
て、お子様ランチ的なプレートもありました。中庭もあっ
て子どもたちが安全に自由に遊べます。ここなら、みんな
で食べられる！と思いました。
■

ボランティア
長年、いろいろな活動を一緒にしていたボランティア仲
間が、こども食堂についても「一緒にやるよ！」「私もや
りたいな」など、声をかけてくれました。他にも活動を知っ
て参加したいと手伝ってくれる方もいて、常に新しい方が
ボランティアにきてくれます。とても嬉しいことです。
ボランティアって難しく構えず、相性が合うのかお試しの
気持ちでいろいろな事に参加してみるととても面白い発見
をすることもあり楽しいですよ！木月キッチンの店主、時
田正枝さんは、まきまきキッチンのメニューを毎回、考え
てくれました。「クックパッドにある４人分を、40 人分だか
ら単に 10 倍すればいいっていう、単純なことじゃないから
ね。大量調理って」など貴重なアドバイスもしてくれます。
ボランティアさんの中には、
「困りごとがある人を支えて
あげたい」って想いを持って参加を希望される方もいます。
こども食堂も、貧困の子ども達を救うイメージも強いけれ
ど、経済的な貧困と捉えるとまきまきキッチンにはその
対象者は見出しにくく来なくなってしまうかたもいます。
中原区はマンションが多く建ち、共働き家庭も多く家族や
地域のコミュニケーション不足も感じます。貧しさの問題は
様々と感じます。でも、ボランティアさんは、主体的に活動
するのが一番。ボランティア同志、参加者とボランティア、
仲良くなって欲しいです。
■

まきまきキッチン

団体の概要

参加者

どなたでも
時々、予約が必要な催しをすることもありますが、
基本的には予約不要で自由に参加して頂けます
TEL
090-6036-4546
E-mail
anzaimakiko98@gmail.com
代表者
安西 巻子
開設年月日 2019 年９月

★フリーマーケット
こども食堂の参加者ではなくても、通りかかった人
にも、ちょっと立ち寄ってもらえる良いイベントです。
子どもも大人も家庭で使わなくなったものを持ち込み
ます。大きなぬいぐるみなど欲しい人いるかなと思い
きや嬉しそうに持ち帰る人もいます。

集まって楽しいこども食堂はお休みだけど…スタート
したフードパントリーも
みんなで食べるごはんは、とても好評でした。「わーい！
わーい！」って、みんなで遊ぶのも、食べるのも楽しみに
来てくれます。
「来るのを楽しみにしています！」「みんな
で食べるといっぱい食べられる！」って言ってくれました。
子どもたちだけでなく、保護者の方たちへの支援も大切
だと思っていた矢先、半年足らずでコロナ感染症拡大の影
響を受けて、休止せざるを得なくなってしまいました。と
ても残念でしたがフードパントリーという形に変えてまた
新しい出会いもありました。
こども食堂をはじめてみて、今、人にとっての「居場
所」って、わざわざ紹介しなくてはならないくらい、居場
所がない人や見つけられない人がいるんだなーって実感し
ました。親子で来てくれる人が多いのですが、みんな笑顔
で嬉しそうです。だから、こども食堂での会食はできなく
なったけど、みんなが集まることができる、感染に注意し
た機会をもっと創りたいと思っています。
まきまきキッチン主催のフードパントリー
こ ど も 食 堂 休 止 は 残 念 で す が、 フ ー ド
パントリーという中心的な活動の他にも、
色々な活動が地域の様々な人や、子ども達
のチカラで、豊かな活動へと発展してい お米の寄付を、みんなで
分けられるよう子ども
ます。子どもボランティアも、たくさん ボランティアも大活躍！
誕生し、成長中です。
■

★フードパントリー
地域の企業や商店、かわさき
こども食堂ネットワーク、フード
バンク神奈川など、毎回多様な組
織や団体からの寄付の食材をいた
だき皆さんに提供しています。

安西 巻子
この人に
聞きました

モスバーガーさんから60 食の
ハンバーガーの寄付

★ぐるぐる絵本図書館
家から読まなくなった本を持ってきて、物々交換の
図書館です。必ずしも持参しなくても参加できます。人
気で、たくさん集まった本が少なくなってきました。
「家
にいっぱいあるから持ってくるね～」と子ども達が言っ
てくれたりするようになり、みんなで運営している図
書館になっています。
★人形劇
にこにこあおむし人形劇団さんをお
呼びして人形劇を上演してもらいまし
た。地域のいろいろな人が、色々な人
と触れ合うには、方法は様々だなあと
思います。小さな子どもにも分かりや
すい劇でとても楽しい時間でした。
★ 100 円均一で売ってるロール紙でのお絵描き大会
長いロール紙に、キットパスで絵を書きま
す。長いロール紙は、賑やかで楽しい絵でいっ
ぱいになります。出来栄えがすごく素敵で、
これはとっておいて、旗のようにつるそうか
と今思案中です。
コロナが早く終息しますように。子ども達への影響が
心配です
マスク生活が長くなって、保育ボランティアなどをして
いると、赤ちゃんが、抱っこしてくれている人が、どんな
表情しているのかわかっているかなと心配になります。小
学生が、給食時にも黙食を続けていて、食事の楽しさ、ちゃ
んと経験できているかなと心配になります。先日、イベン
トで、千葉に皆で遠足に行く企画をしました。小学生が参
加して、とっても良いお天気で、さあ！青空の下で楽しく
お弁当を食べようとすると…皆、黙食。こんなにも習慣に
なってしまったのかなあと、がっかりして心配になりまし
た。みんなでおしゃべりをしながらワイワイご飯を食べた
いですね。

さん

ニコニコ笑顔のステキな巻子さんです。ずっと変わらない、巻子さんの好奇心が、たくさんの
人との出会いを生み出しています。
子ども達の科学教室も保育ボランティアも、ずっと続けているからこその「まきまきキッチン」の誕生です。
コロナ感染症なんてなんのその。まきまきキッチンに元気な笑顔が集まっています。「何かあったら安西さん
に相談してみよう！」頼りにされる存在でもある巻子さんは、今日も何か面白いことを企て中だと思います。
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多 摩 区 ソーシャル デ ザイン センター
みんなが認め合い力を合わせて、みんなが幸せなまちをつくる

川崎のまちをよくするための元気印の拠点
「ソーシャルデザインセンター」
川崎市は、2019 年 3 月「これからのコミュニティ施策
の基本的考え方」を策定し、各区に、多様な主体の連携に
より、市民創発によって課題解決する区域レベルの新しい
仕組みとして「ソーシャルデザインセンター」の創設を
決めました。その第 1 館目として誕生した多摩区ソーシャル
デザインセンター（以下、多摩 SDC）は、人や団体・企業・
活動をつなぐコーディネート機能・プロデュース機能・
人材育成や市民活動支援など、まちをよくするための取り
組みを行っています。
ソーシャルデザインセンターは、現在、多摩区と幸区で
オープンしており、各区独自性のある活動を展開し、参画
する住民同士が、より効果的な取り組みを検証しながら、
多様な活動にチャレンジしています。
自分たちのまちのために！地元大学生が多摩 SDCに集う
多摩 SDC は、多摩区総合庁舎の 1 階が拠点です。地域
やまちの活動は、町内会、商店街など、中高年の方や主婦
が圧倒的に多く、若い世代が関わることは少ないのが現状
です。2020 年 9月にオープンした多摩 SDCは、40 名以上
の若者が集い活動の中心となっています。2020 年 2月は、
横浜港から出港した観光船の乗客が新型コロナ感染症に
罹患していることがわかり、ここから長い期間、市民生活
に大きな影響を与えることになったはじまりの年です。
それから、1 年半。若者が集まり、活発な活動が行われ
ているのは「コロナのおかげ」なんです。というのも、コロナ
感染症の拡大によって、大学の授業は一斉にオンライン
授業になり、学生たちは大学に通学せず地元にいるように
なりました。地方の大学に入った学生も地元に戻って生活
するようになっていました。彼らは、思い描いた大学生活が
できず、広がると思っていた社会やつながりは閉ざされて
しまっていました。そうした彼らに、まずは「居場所」を。
そして、地域やまちのためのボランティア活動に主体的に
参加できるようマネジメントをしました。
大学生の時に、こども食堂の活動に参加する
機会があって、就職後の今も、関わり続けてい
ます。会社員になってから実感したのは、会社の
上司や同僚以外の関わりが圧倒的に少なくなっ
たこと。同じ価値観が集中していると感じました。多摩 SDC
では、多様な人や事に触れ、生活の話を通して、つながること、
信頼関係を築くことができます。私にとって貴重な場です。
伊藤 里紗さん（社会人）
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実施会場
対象地域
参加者
活動日

知恵と工夫を結集させて企てるまちをよくする活動のいろいろ
何をしたら、人や団体、企業等がつながれて、みんなが
チカラをあわせることができるのか！？みんなが幸せにな
れるだろうか！？まちの中に新たな取り組みを始めようと
するときには、いつも考えます。知恵と工夫を結集させて、
区民のみなさんはもちろん、スタッフの笑顔も想像しながら、
開設以来、様々な活動を企て、実現しています。その一部
を紹介します。すべての活動が、多摩 SDC 単独ではなく、
様々な人や団体との協働でおこなっていて、そのプロセスに
様々な学びがあります。だから楽しい！だから成長する！
と実感しています。
■ こども食堂
地元の皆さん・学生・お店などとチカラを合わせて月に
一回開催する「地域の食卓」。子どもだけでも、親子でも
利用できる「ママ友食堂」。もちろんパパもシニアの方も
利用でき、好評です。ママやパパが大学生たちと食卓を
囲み、食事が終わった子どもたちは大学生と遊びます。
子育ての話だけではなく、ちょっと先輩世代のママ、パパが
就職のこと、結婚のこと、家族づくりのこと、大学生スタッフ
と話は盛り上がります。みんなが楽しいのが一番です。
■ 多摩川河川敷にみんな集まれ！
毎月 第 3 木曜日と金曜日 17 時～19 時
多摩区内 5 か所 こども 100円 大人 250円
「居場所」って誰にも必要なんだと思います。
安心できる人がいて、安心できる場があるこ
とは、人を前向きに、元気にさせ、不安や心
配を小さくします。それは、大人も子どもも
みんな同じ。
「居場所」が地域にあることは、地域やそこに
暮らすみんなにとってとても大切なことだと実感して活動
田村 彩乃さん（大学 4 年）
しています。

多 摩 SDC の ス タ ッ フ は、 川 崎 市 住 民 が ほ と ん ど で、
地域に愛着があります。中でも多摩川の河川敷は、皆の
大好きな場所です。広々として、気持ちの良い河川敷は、
いろいろな可能性に溢れる場所だと思います。多摩 SDC
がするというより、集まってきた方々が主体的に「こん
なことをやってみたい！」という思いを実現する活動を目
指しています。

登戸・たまがわマルシェ
2021年 5月に初開催。飲食出店や物販、フリーマーケッ
ト、ステージ発表、キッズエリアなど、大人も子どもも、
親子で来ても、ひとりで来ても楽しめるイベントです。
※
川崎市の施策 「まちのひろば WA プロジェクト」の目的
とも重なる取り組みで、多摩 SDC は中間支援団体として、
コロナ禍により営業や活動が制限された飲食店や市民団
体の皆さんが PR の場として、そして、区民のみなさん
にとって出会いの場となり、地域に親しみを持てるよう
にと企画しました。
■

▲
▲

3

団体の概要

多摩区ソーシャルデザインセンター

川崎市多摩区登戸 1775-1 多摩区総合庁舎 1 階
多摩区を中心に
基本的に誰でも
〇相談・活動支援事業
〇情報収集・発信事業
〇調査・研究・実験・課題解決の実践
〇ネットワーク構築・交流促進事業

今年は 2022 年 5 月 3 日（火・祝）11 時～16 時
多摩川河川敷・稲田多摩川公園で開催
コロナ感染症が拡大して、私自身、外出や
人と会うことが激減。多摩 SDC に出会い、仲
間ができて、まちのためにチャレンジする活
動に加われて助かった。多摩川河川敷は、子
どもの頃から大好きな場所。きっとみんなにとっても大好
きな場所にできるはず。そんな想いで、様々な人や組織と
堀川 華那さん（大学 3 年）
つながり活動中です。
※川崎市「まちのひろば WA プロジェクト」＝「まちのひろば」
はそこに暮らす人々が気軽に立ち寄り、「和・む」居場所であり、
市民の主体的な「対・話」を生み出し、地域をつなぐ「輪・っか」
となる、地域の居場所。「まちのひろば WA プロジェクト」は３
つの「わ」に共感する人たちと協働しながら進める「まちのひろば」
を見える化し、広げていくプロジェクトです。

登戸・たまがわうんどうかい＆ドッジボール講座
週末の遊び場を探している親子連れや運動不足の未就
学児・小学生のために大学生が企画しました。
う ん ど う か い は、 し っ ぽ と り や 玉 入 れ な ど 6 種 目。
みんなが楽しめるプログラムです。ドッジボール講座は、
他地域から移り住む子どもも多く、身近な場所で遊び、
友達ができるように企画しました。
■

不定期開催
古民家カフェはらっぱ
生田緑地内の市重要歴史記念物の指定
を受けている古民家に、2021 年 4 月
「古民家カフェはらっぱ」をオープンしま
した。地域にこだわって、福祉作業所で
作ったクッキーや ケ ー キ、 野 菜 な ど を
提 供 し て い ま す。 こ こ で も 地 元 大学生が地元フレンチ
シェフの指導を受けて活動しています。4・5・9〜 11 月
の季節営業になります。詳しくは WEB をご覧ください。
■

営業期間の土・日・祝日のみ営業 11時～16時
川崎市立日本民家園旧原家住宅

TEL
E-mail
代表者

〇人材育成事業（明日を楽しく生きるための教養講座）
〇その他
044-281-4422
toiawase@tama-sdc.com
伊藤 直人
（一般社団法人 多摩区ソーシャルデザインセンター）

開設年月日 2020 年 9 月

まちづくりのための「対話」をするということ
多摩 SDCは中間支援団体です。多様な人や組織・団体
あいだ
がつながり、みんなのまちをみんなでつくる取り組みの間 に
います。そもそも、まちづくりって何？どんな活動？多摩
SDC って何？なにができるの？互いの立場や考えを理解
するところから対話を始める場合がほとんどです。
また、新たな活動提案をする場合、共感してもらえる
のか？提案実現のための役割分担や協働の合意が図れるの
か？等々、より良い意見交換ができるよう準備も必要です。
まちづくりは、まちのために…利他的なボランティアシップ
も必要ですが、様々な人や団体が持つ、志や役割を果たす
活動であると確信できなければ、協働関係は生まれません。
多摩 SDC のスタッフたちも、多摩 SDC を開設以来、
よりよい「対話」については、悩むことがたくさんありま
した。しかし、まちについても、人の幸せについても、人
や組織に様々な異なる考え方や価値観があります。生活
者としての背景も様々です。だから、意見が対立すること
もしばしばです。多摩 SDC は、こうした対話の場にも
大学生を派遣します。学生の意見にも真摯に耳を傾けてく
ださるからこそ、学生たちも、対話の場が、大学での学び
とは異なる、社会を知り、そのような関係性を築き、事業
を実現するのか貴重な経験と学びの場が与えられている
ことを認識しています。多摩 SDC としても、まちのなかで
行う「対話」こそが、分断というリスクを超えて、未来を
創る、中間支援団体が積み重ねていくものであると考えて
います。
様々な人と「まちをよくする」ために対話し
生み出していく。どこでもできない経験だと
思っている。役所の方と真剣に意見交換する等、
うまく行かないことも多いけれど勉強になる。
今年、東生田小学校で「こども食堂」の取り組みについて
授業をさせて頂いた。話を聴いた子ども達が、「行ってみた
い」
「スタッフになりたい」等、元気よく言ってくれて、とて
も嬉しかった。10 年後、この子たちもまちづくりの仲間に
なるかも…と思ったら、より続けていく思いが強くなった。
伊藤 直人さん（大学 3 年）

コロナ感染症の拡大でやむなく休止してい
ますが、市の文化財を使ってみんなの居場所
ができるって素敵なことだと思います。この
場所を知って欲しいし、カフェで提供している
多摩区やその近郊で作っているケーキやお団子、それに、
自慢のはらっぱブレンドの生田のミルクコーヒー、のんびり
谷 美紀さん（大学 3 年）
と味わって欲しいです。

俵
この人に
聞きました

隆典

さん

一般社団法人

多摩区ソーシャルデザインセンター

事務局長

多摩 SDC の目的は（1）まちのひろば（2）中間支援（3）創発の場つくりと考えています。
コロナ感染症拡大の渦中にあって、実現しにくい取り組みや、せっかく実現しても休止とな
る取り組みもありましたが、地元の大学生をはじめ、地域の様々な人とつながり、共に知恵を出し合い、
汗を流し、活動を続けています。
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こどもの居場所活動をはじめるには

用語集
本文中に出てきた専門的な機関・用語についての説明です

見学・参加してみよう
▼

川崎市

地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）

川崎市では、各区役所に地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）を置き、
「保健所」と「福祉
事務所」の業務や、こどもから高齢者・障害者まで全ての地域住民を対象とした「地域包括ケアシステム※」
の推進に向けた取組みを行っています。
※「地域包括ケアシステム」とは
住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、自助・互助・共助・公助の適切な役割分担のもと、
住まい・医療・介護・予防・福祉・生活支援などが切れ目なく、一体的に提供される体制です。

▼

川崎市

実際の活動を見ることでやりたいイメージが
具体化されます。
雰囲気やスタッフの方の動き、心づかいを感

仲間を見つけよう

じましょう。

友人、知人に声をかけよう。一緒に活動する

見学可否の事前確認も必要です。

仲間を探しましょう。
地域のつながりも確認してみよう。

ソーシャルデザインセンター（SDC）

川崎市では「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づき、各区において、多様な主体の連携に
より、市民創発によって課題解決する区域レベルの新たなしくみとして、地域でのさまざまな新しい活動や
価値を生み出し、社会変革を促す基盤である SDC の創出に向けた取組を行っています。
SDCは、人や団体・企業、資源・活動をつなぐコーディネート機能とプロデュース機能や人材育成、まちの
ひろばへの支援等の機能を持つものとされています。

企画をしよう
仲間が集まったら、名称、代表者、何のため？

▼

誰のため？皆の想いをまとめていこう。
開催頻度・日時・場所・参加費を設定しよう。

川崎市から委託を受けた、公的な相談窓口です。地域で暮らす高齢者の方を、介護・医療・保健・福祉など、

最初は無理のない、できる範囲で。

地域包括支援センター

さまざまな面から総合的に支えるために設けられました。いつまでも健やかに住みなれた地域で生活して

必要なものを準備しよう
会場、食材、備品など具体的に必要なものを
確認しよう。
活動資金はどうやって？（寄付、助成金など）
衛生管理について、届け出※1 が必要な場合も

いけるよう、高齢者の方やその家族、近隣に暮らす方など、介護への悩みや問題に対応しています。

あります。事前に相談してみましょう。
万が一に備えて保険※2 加入も検討しましょう。

▼

民生委員児童委員

民生委員は、民生委員法により地域から推薦され、厚生労働大臣に委嘱された非常勤の特別職の公務員で
す。無報酬のボランティアとして、地域住民の立場に立って、生活のことで悩みを持っている方の相談に
応じ、必要な場合には、役所や関係機関とのパイプ役になります。
児童福祉法により児童委員も兼ねているため、「民生委員児童委員」と呼ばれ、こどものことから高齢者の
ことまで幅広く相談に応じます。
さまざまな相談に応じたり、地域の活動への協力を行う中で、役所や関係機関と連携しながら、担当する
区域の住民の実態や福祉ニーズの日常的な把握に努めています。

▼

フードバンク

個人や団体・企業から、まだ安全に食べられるのにさまざまな理由で廃棄されてしまう食糧の寄贈を受け、
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お知らせしよう 知ってもらおう
何をするところ？どんなところ？
周知方法は？チラシ・インターネットの活用。
地 域 の 学 校、町 内 会 な ど に あ い さ つ を し て
活動の理解を得よう。

始めてみよう（プレオープン）
こどもたちが安全、安心に過ごせるように、
気配り目配りしましょう。
地域の方々に、何を目的とする活動なのかを

支援を必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供する活動です。余っている食べ物を持っている

知ってもらおう。

支援者の方と、食べ物を必要としている受益者の方とをつなぐ役割を果たしています。

無理をせず、少しずつ改善していこう。
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気になる

ボランティア活動を始める前に

知っておきたい 4 つのこと

どんな人でも初めて出会う人と初めての場所で過ご
すことは不安があることでしょう。
活動には、個人でできる活動などさまざまな活動が
あります。また、事前に見学をしたり、1 人で参加
することが不安な場合は友達を誘って一緒に参加
することも方法の一つです。
こうして活動に参加することで、人や興味のある
テーマに出会い、不安が薄れチャレンジしたいこと

いきなり活動に
参加できるかな

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に は、短 時 間 で も 参 加 で き る

知らない人と

活動や 1 日限定の活動などさまざまな活動があり

話せるかな

などがでてくるかもしれません。まずは、無理の
ない範囲で自分に合った活動を探すことから始め
ましょう。

ます。
また、ボランティア活動への参加や続けるかどう
かは自ら決めることができます。他の活動に参加
仕事や学校が

続けないと

忙しい

いけないのかな

してみたり、いったん活動をお休みしてみたり、
無理のない範囲で自分のできることから始めて
みましょう。

ボランティア先に行くまでの交通費の負担や活動に
必要な装備や道具等の貸出のある活動もあります
が、ボランティア自身が負担したり、準備する場合
お金
かかるのかな

もあります。また、活動中のケガなどに備えて事前
にボランティア活動保険（下記参照）に加入すること
をおすすめします。

活動をはじめるきっかけは「自分のため」
・
「人や社会

ケガをしたらどうしよう

活動前に自身で準備することなど活動に必要なこと

のため」
どちらでもかまいません。また
「○○のため」

を確認しておきましょう。

ということが明確になっていないこともあります。
自分の好きなこと・得意なことから活動を見つけて
みたり、もしくはまだ体験したことのないことに
チャレンジしてみたりすることもできます。
得意なことが
ないけど…

活動に参加することで、出会いや人とのつながり、
感動や喜び、充実感や達成感、自分や人・社会に
対 す る 新 た な 発 見 や 知 識 な ど、得 ら れ る も の も

自分の趣味や特技を
活かせるのかな

ボランティア活動保険

多くあり、活動そのものが楽しみになることもある
でしょう。

ボランティア行事用保険

ボランティア個人またはボランティアグループなどが加入申込となり、ボランティア
個人を被保険者とする保険です。

ボランティア行事を実施する主催者ならびにその行事の参加者を被保険者とする保険
です。

対象となるボランティア活動や補償内容など、詳しくは最寄りの各市区町村社協（P22）の窓口にご相談ください。
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相談・お問合せ先

地域福祉
情報バンク
キャラクター

ボランティアをしたいと思ったら

〉〉
〉あなたのまちのボランティアセンター

川崎市社会福祉協議会

044-739-8718

川崎区社会福祉協議会

044-246-5500

幸区社会福祉協議会

044-556-5500

中原区社会福祉協議会

044-722-5581

高津区社会福祉協議会

044-812-5500

宮前区社会福祉協議会

044-856-5500

多摩区社会福祉協議会

044-935-5500

麻生区社会福祉協議会

044-952-5500

生

ふくろう先

くーちゃん

みみち

ゃん

ふーちゃん

こども食堂や学習支援について知りたい

〉〉
〉本冊子や福祉の情報に関する問合せ

川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター 地域福祉情報バンク
		
044-739-8720

こ ど も の 居 場 所 活 動 紹 介 ガイドブック
●発行

川崎市社会福祉協議会 ボランティア活動振興センター 地域福祉情報バンク
寺子屋事業について知りたい

〉〉
〉
「地域の寺子屋事業」に関してのお問い合わせ

川崎市教育委員会事務局生涯学習推進課

044-200-3309

〒211-0053 川崎市中原区上田中 6-22-5 川崎市総合福祉センター 6 階
Tel.044-739-8720
Fax.044-739-8739
川崎市社会福祉協議会
http://www.csw-kawasaki.or.jp/index.html
かわさき福祉情報サイト ふくみみ http://k-fukumimi.com/
●企画編集

特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究センター
〒231-0013 横浜市中区住吉町 2 丁目 17 番地 金井ビル 201号室
http://yresearch-center.jp/

Tel.045-228-9117

Fax.045-228-9118

●デザイン・印刷製本

株式会社グローバルプリント
〒231-0023 横浜市中区山下町 255-1-207
https://www.globalprint.co.jp/company
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Tel.045-263-9880

Fax.045-681-1151
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