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東川口 / 戸塚安行

浦和美園

美園タウンマネジメント

まちママ s

ＮＰＯ法人鳩ヶ谷協働研究所

皆で街の未来を描き、実現する～「公民＋学」の

東川口と戸塚安行のイベントなどの情報を発信！

鳩ヶ谷駅夜祭や鳩ヶ谷氷川神社七夕まつり前夜祭、

LINE＠ID

連携によるまちづくり拠点

『＠nff0736a』

トの他、川口市食育推進計画で郷土食とされてい

運営事務局：( 一社 ) 美園タウンマネジメント）は、

る鳩ヶ谷ソース焼きうどんと川口の麦味噌を使っ

地域で活動する様々な個人・組織等が場面に応じ

新井宿

新井宿駅と地域まちづくり協議会

ての料理教室を公民館で開催！
イオンスタイル新井宿駅前にて毎月 11 日開催「黄
色いレシートプロジェクト」登録団体。

て臨機応変につながり、協働して課題解決に取り
Kas
o

イイナパーク川口『丘の上の市場』などのイベン

アーバンデザインセンターみその（略称：UDCMi、
これからの美園を担う次世代のまちづくりに向け、

lly
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鳩ヶ谷

組む " まちづくり拠点 " です。

新井宿駅の開通時に発足し、地域の変化に伴い現

快適な都市環境の実現・維持、生活利便性の向上、

在は新井宿駅を中心に神根地区、鳩ヶ谷地区及び

地域コミュニティの活性化など、新たなまちづく

その周辺地域を活躍の場としています。

りプロジェクトの構想・実践が、UDCMi を起点に

この地域は首都東京近郊で僅かに残された自然緑

始まっています。

地帯であり、特に考古学的、歴史的にもそして現

https://gayagaya-hatogaya.jimdofree.com/191012/

在は交通の拠点として重要な位置付けとなってい
ます。我々の活動はこの地域の保全と共に文化、
魅力、健全なる住環境のまちづくりを目指し、特
色ある農業生産者と消費者が互いに協力して受益、
継続するための仕組みづくりを実践する住民全体
のボランティア団体です。

南鳩ヶ谷
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駅目

７

川口元郷

全駅

手作りマーケット実行委員会

新鮮農産物直売所

ＦＭコミュニティ川口 株式会社

手作りマーケット実行委員会は地元で活動してい

埼玉スタジアム線沿線の農家さんが、愛情込めて

私たち FM Kawaguchi は､2015 年 9 月 1 日､ここ川

るハンドメイドママさん作家の集まりで、よつ葉

作った新鮮野菜の販売をいたします！ 農家さん直

口の地に誕生したコミュニティ FM です。

スィーツショップ、ゆりかご手芸ぶぅ、カエルの

売の安心・安全の野菜をぜひ、お買い求め下さい！

コミュニティ FM は、地域に密着した情報を発信す

おやこの３店舗で立ち上げました。

る､街のラジオ局。災害が起きた時など､地域の皆

よつ葉スィーツショップで月１の手作りマーケッ

様に必要な情報･役立つ情報を届けるという役割を

トを開催、毎週金曜日の 1day shop と委託販売、

担っています。また､犯罪の発生や拡大を防ぐ為､

その他イベント出店、ネット販売などの活動をし
ています。

お客様に喜んでいただける、かわいい！美味しい！

Magic?

ラジオを通して呼びかけも行っています。街の楽
しい情報･楽しい情報も満載！毎日笑顔の放送をお
届け中です。

実用的！などを心がけ、日々 楽しく奮闘しながら
製作しています。

とってもお得な

『ぐるっとセブンフェスタ！きっぷ』
７

７駅同時開催イベ

発信！
の魅力
地域

ント

7 駅乗り放題
10/1 ～発売中！

んな駅？地元団体企業が
駅はど
結集
隣の
！

sat
埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線全駅
（赤羽岩淵駅除く）

※無くなり次第終了

限定各 777 枚

Ｈａｐｐｙ

Halloween

ご案内
埼玉高速鉄道株式会社
詳しいお知らせを発信中！
ホームページ

https://www.s-rail.co.jp/

戸塚安行

東川口
浦和美園

美園タウンマネジメント

「東川口関所」～お笑いと刀であそぼ！～

美園地域の人たちによる、手作りクラフト品や地元産
農産物やそれを用いた調理品・加工品等の対面販売を
中心とした地元密着型マルシェイベント開催！

美と健康の街で宝さがし！

POINT!

POINT!・お刀女子倶楽部 刀ポーズで撮影会

・バターコーヒーカフェ（グラフェットバター）

戸塚城があった街は今、美と健康の街になるためのお宝

ハロウィンに向けたワークショップ、地元クラフト作家の小物

を探せ！
POINT!

チラシにある文字を解読

・キッチンカー

★ランディー・ヲ様 (@ 電撃ネットワーク )『指原莉乃＆ブラマヨの恋するサイ

・クラフト品販売

テー男総選挙』
『有田チルドレン』
『水曜日のダウンタウン』等

埋蔵金をさがせ！

★タッツィーネ（ものまねの達人）
『ヒルナンデス』
『水曜日のダウンタウン』
『指

①CAFE&DINING OH!GOD! 戸塚安行店：紅楼夢

原莉乃＆ブラマヨの恋するサイテー男総選挙』等出演

②ハナヒトエ：お花のワークショップ

●MC 永田マキ お刀女子倶楽部代表、和文化ナビゲーター（デアゴスティー

③めでぃネクト：藍スプレーの販売

７

川口元郷

新鮮農産物直売所

「駅 ナ カ マ ル シ ェ 」
会場：川口元郷駅構内
～おいしい野菜には訳がある～
埼玉スタジアム線沿線の農家さんによる新鮮野菜などの販
売。川口でのイベントにはひっぱりだこの新井商店が出
張！クラフトビール等のアルコール類、埼玉の地サイダー
の販売。お子様も楽しめるブースもございます。
「地元農家さんが作る新鮮野菜販売」
販売予定（新米・さつまいも・かぼちゃ・長ネギ・
春菊・里芋・空心菜・ほうれん草・バターナッツ等）
「出張！新井商店」
・川口ブルワリー（自家醸造ビール）
・埼玉のおすすめの日本酒
・埼玉の地サイダー
・お子様用ゲーム

POINT!

・ToiToiToi
POINT!

されています

・クラフト GENGEN
・彩（いろどり）

販売

①ToiToiToi『モンスターのりんりんベル』ハロウィンにぴったりなモンスター
のベルを作りましょう。首から下げてもかわいいですよ。お子さまでも参加
できます。ご家族一緒に楽しく作ってみては？

ニ「週刊 日本刀」ライター）MX「バラいろダンディ」
、
TV 朝日「モーニングバー

②クラフト GENGEN：お子さまの入園学を問わず日常使用の手作りのマストア

ド」TBS「ニュースキャスター」等出演

イテムを取り揃えています。要必見！

出店①デアゴスデーニ 【週刊日本刀】販売 お刀ボーズ＆コスプレ撮影会②

③彩（いろどり）
：古布を使ったパッチワーク、小物、アクセサリーなど和テ

ジャックと射的③無料畳ゲーム：
「畳屋くまちゃん」熊木畳本店④ぷよぷよちゃ

イストな小物販売。

～んすくい：夢心結⑤バターコーヒカフェ：ダイエットで人気！⑥ナノバブル

④かみね野菜販売コーナー：地元産の採れたて季節の新鮮野菜を販売します。

水素水：無料試飲⑦伝統の和菓子販売：千奈利⑧ポテト等の販売：テント村

全駅

FM コミュニティ川口㈱

新井宿駅前のイオンスタイルでも販売しています。
⑤展示：協議会のＰＲ及び地域の自然・歴史を展示して魅力を発信します。

南鳩ヶ谷

イベント状況をラジオ
生放送でお届け！

手作りマーケット実行委員会

「handmade market」
会場：南鳩ヶ谷駅構内
大人も子供も楽しめる「handmade market」
「trick or treat」

Halloween

ひょっこり登場！

鳩ヶ谷

毎週土曜日の生放送番組サウンドカフェ WEEK

NPO 法人鳩ヶ谷協働研究所

END(10:00-13:00) の中でリポートします。

～お菓子くれないとイタズラしちゃうぞ！～
①11:00 ～

Ｈａｐｐｙ

FM Kawaguchi の DJ･高橋すみれが､各駅会場に

ントです。地域の魅力発信がテーマ。
ぱいのイベントです。

販売、採れたて新鮮、季節のかみね野菜販売を行います！

そのキーワードは三店舗のお店のお話の中に隠

＜ものまねお笑いライブ＞

地元の団体、企業がにぎやかに演出するハロウィンテイストいっ

新井宿でほっこり ～癒しのひと時を～
会場：新井宿駅構内

・地域密着型マルシェ「みそのいち」

「セブンフェスタ！」は、埼玉スタジアム線 7 駅同時開催のイベ

新井宿駅と地域まちづくり協議会

会場：戸塚安行駅構内

東川口駅が再び関所に！江戸の文化、笑いを通じて刀など・・・

・ものまねお笑いライブ ①10：30 ～②14：00 ～

新井宿

「戸塚城」埋蔵金をさがせ！

地域密着型マルシェ「みそのいち」
会場：浦和美園駅東口

まちママ s’

まちママ s’

ゆったりのんびり鳩ヶ谷駅

②13:00 ～

各時間 先着 50 名さま ( お子様 )

POINT!

【物販】
①よつ葉スィーツショップ / シフォン、スコーンなど焼き菓子の販売
②自家製酵母ぱん ｃａｍｏｍｉｌｅ/ 自家製酵母のパンの販売
③カエルのおやこ / かぎ編み商品 ( 編みぐるみ、ブローチ、バッグなど）の販売
④ゆりかご手芸ぶぅ / 学用品など布小物の販売
⑤熊谷ガラス工房＆Ｃａｎａｒｉ/ 吹きガラス作品の販売、工房の宣伝
⑥ＳＷＡＮの小部屋 / 布小物の販売（長財布、マルチポーチなど）
⑦ｐｅａｃｅ＆ｌｏｖｅ＆ｎａｔｕｒａｌ ｆｒｏｍ ＥＴ ｍａｄｅ/ ピアスなどの
アクセサリーの販売
⑧ｍｉｎｍｉ＆ＭＯＫＡ★ＮＯＫＡ/ ポーチなど布小物や編みぐるみなどの販売
⑨おかっぱか工房･･･羊毛フェルトのキーホルダーやブローチ､マスコットなどの販
売（小物）
⑩＊ＣＯＣＯ ＨＡＮＡ＊/プリザーブドフラワーやドライフラワーのアクセサリー、
リース、スワッグの販売
⑪Le méliｰmélo( ル・メリーメロ )/ 水引アクセサリーと水引雑貨の販売、水引指輪
のオーダー ( その場でお作り）
【ワークショップ】
⑫ｃｈｅｒｒｙ ｌｅａｆ/ ハーバリウム、スワッグの w.s. ドライフラワー雑貨の
販売
⑬Ｅ３２１１ＤＥＳＩＧＮ/ 皮の小銭入れ､キーケース､カードケースの w.s. 革小
物、リメイクバッグの販売
⑭ｌｅｏｌａ_ｏｎｅ_ｙｕｋｋｏ/ サンドアート、ハーバリウムペンの w.s.
⑮チクチク日和 / 歯固めジュエリー、メモリアルボードの w.s. 布小物の販売

会場：鳩ヶ谷駅地下 2 階１階 /2 階会議室
ストリートピアノを楽しみながら、ワークショップやお

鳩ヶ谷

買い物を
山崎製パン㈱

・駅キーボード

ヤマザキパンの
親子サンドイッチ教室

POINT!

・たまさぶろう＆ラビたま駅長缶バッジ作り、
デコレーションや似顔絵なども。
・癒しマーケット

会場：鳩ヶ谷駅地下 2 階
親御さんや子供たちに「食べることの大切さ、つくる

1階

ことの楽しさ」や「栄養バランスの大切さ」をお伝え

①駅キーボード：エリーナ ピアノ

したいと考えています。

②缶バッチワークショップ＆地酒など：あぶらび
③ベーゴマクッキーなど製菓製パン：晴れ晴れ

先着順！参加費無料＆お土産付き（各回 15 組）
①10:00 ～ 11:00

②12:30 ～ 13:30

POINT! ③14:00 ～ 15:00
＜事前予約制＞デイリーヤマザキ SR 鳩ヶ谷駅店
電話：048-284-2861

④三陸わかめ＆ハンドメイドアクセサリーなど：鳩ヶ谷ボランティア連絡会
⑤ハンドメイドピアス＆イヤリングなど：エトワール・ソレイユ
⑥野菜、果物：とりうみ青果店
2 階会議室
⑦タロット占いなど：癒しマーケット
地下 2 階
⑧手形足形アート ワークショップ：あんじゅ

