
 ２０１８年 9月２１日 

㈱ジェイアール東日本都市開発 

 

2018 年 10月 8 日（月祝） 

コトニアガーデン新川崎 大型イベント第 2 弾 

「秋のまちフェスタ」開催！！  

 

コトニアガーデン新川崎は 4月に開業を迎えてから地域の皆さまと少しずつ交流の輪を広げてきました。 

この度、開業から約半年を迎えた区切りとして、まちびらきイベントに次ぐ大型イベントを開催いたします。 

同日、近接する川崎市夢見ヶ崎動物公園にて開催される「秋の動物園まつり」と併せて、エリア一帯で賑

わいを創出します。スポーツの秋にちなんで、世代を超えて気軽にスポーツで交流できるミニ運動会やパラス

ポーツ体験等の体を動かすコンテンツや、夢見ヶ崎動物公園とのコラボスタンプラリー等を実施いたします。 

敷地内の芝生ひろばやレンガステージなどまち全体でイベントを行いますので、是非お越しください。 

コトニアガーデンの各店舗につきましても、連動してイベントを開催する予定です。 

 

１. 主なイベント内容 

地域の皆さまに楽しんで頂ける様々なイベントをコトニアガーデン新川崎の各所にて企画しています。 

■開催日時  10月 8日（月祝） 10時 00分頃～19時 00分頃 

■主   催  ㈱ジェイアール東日本都市開発    ■後   援  川崎市、東日本旅客鉄道㈱ 

※時間・場所等は変更となることがございます。 

※雨天時は一部イベントを中止、荒天時は延期する場合がございます。 

(1) どうぶつスタンプラリー  

  ■期   間 10月 8日（月）～10月 23日（火） 

    ■時   間 10時 00分～16時 00分 

    ■場   所 コトニアガーデン各エリア、夢見ヶ崎動物公園事務所 

    ■主   催 ㈱ジェイアール東日本都市開発 

    ■内   容 夢見ヶ崎動物公園とのコラボスタンプラリー。スタンプを指定個数集めると、抽選に応募でき

ます。10月 8日のみ、コンプリートした方にノベルティグッズをご用意しています。 

            ※スタンプラリーおよびコンプリートのノベルティは無くなり次第終了となります。 

(2) ミニオリパラ運動会 

    ■時   間 みんなで逃げ玉入れ：11時 30分頃開始予定 

ジャンボピン取り   ：13時 30分頃開始予定 

    ■場   所 芝生ひろば 

    ■主   催 NPO法人はたらくらす 

    ■内   容 スポーツの秋、体育の日にちなんで、世代を超えてスポーツで交流。 

みんなで逃げ玉入れ：逃げ回るかごにみんなで玉を入れよう！ 

ジャンボピン取り：芝生ひろばにジャンボボーリングピンが出現、誰が最初にとれるかな？ 

※当日どなたでもご参加いただけます。動きやすい服装でお越しください。 



(3) みんなで描く 夢見る動物たちの手のひらアート 

    ■時   間 10時 00分～  ※完成次第終了 

    ■場   所 レンガステージ 

    ■主   催 アトリエサキアン 

    ■協   力 マルマン㈱ 

    ■内   容 たくさんの手のひらを重ねることで創られる「手のひらアート」は、子供から大人まで一緒に楽

しめる参加型のライブアートです。今回、近接する夢見ヶ崎動物公園のフラミンゴをモチーフ

とし、多世代が集うまちならではの、色とりどりの「個性」が感じられる作品に仕上げます。 

 

(4) ステージコンテンツ 

    ■時   間 10時 30分～15時 30分（時間内数回実施予定） 

    ■場   所 レンガステージ 

    ■出   演 NPO法人はたらくらす／studioTRENDY ほか 

    ■内   容 フラダンスや ZUMBAのパフォーマンス、そしてまちびらきイベントの際に披露した「みんなで！

ガーデンダンス」が帰ってくる！参加者にダンスをレクチャーし、その場で一緒に踊ります。かわ

さきＦＭの人気パーソナリティ、ＭＣオンが会場を盛り上げます。 

 

(5) まちごとカフェ 

    ■時   間 10時 00分～15時 00分 

    ■場   所 キッチンガーデン 

    ■主   催 市民有志 

    ■内   容 かわさきパラムーブメント・アクション市民有志による2020年オリンピック・パラリンピックに向け、

みなさんがやってみたいと思うマイプロジェクトをまちじゅうで実現していくキックオフイベント。キ

ッチンガーデンのかまどを使い、まるでまちがまるまるカフェになったような企画を実施します。 

※当日どなたでもご参加いただけます。 

 

(6) パラスポーツ体験 

    ■時   間 10時 00分～17時 00分 

    ■場   所 けやきテラス 

    ■主   催 幸区役所 

    ■協   力 東京ガス株式会社川崎支店 

    ■内   容 2020年オリンピック・パラリンピック開催に向けてのパラムーブメントへ理解を深める機会に。 

            ボッチャ体験ができます。※当日どなたでもご参加いただけます。 

 

(7) サンセットヨガ 

    ■時   間 16時 00分～17時 00分 

    ■場   所 芝生ひろば 

    ■主   催 studioTRENDY  

    ■内   容 日暮れ前、芝生ひろばを使ってゆったりとヨガで深呼吸。 

※当日先着順でのご参加となります。 

 

 



(8) ライブ＆パフォーマンス（観覧無料） 

    ■時   間 17時 00分～19時 00分 

    ■場   所 NRE新川崎弥生テラス 地域交流室 

    ■出   演 NAKAMURA Hiroyuki group、studioTRENDY 

    ■内   容 ゆったりと夕涼み、生演奏＋アーティスティックなパフォー 

マンスで大人もしっとりくつろげる時間をお届けします。 

ドリンクや軽食と共にお楽しみください。 

 

(9)にぎわいマルシェ 

    ■時   間 10時 00分～ 

    ■場   所 コトニアガーデン内各エリア 

    ■内   容 コトニアガーデンの店舗や、地元の店舗が飲食・物販・ワークショップなどを出店。 

※コトニアガーデン各店舗の実施詳細は後述。 

 

 

２．コトニアガーデンの各店舗のイベント 

イベントバッグ販売                        主催 タリーズコーヒー  

時間 10時 00分～17時 00分 

場所 タリーズコーヒー 店頭 

内容 イベントバッグ（お菓子の詰め合わせ）を販売致します。 

※無くなり次第終了 

限定動物パン販売                          主催 ボンヴィボン  

時間 10時 00分～ 

場所 ボンヴィボン コトニアガーデン 店頭 

内容 当日限定レッサーパンダパンとペンギンパンを販売！ 

※無くなり次第終了 

物づくり 体験教室／動物雑貨販売          主催 リブラ おしゃれ工房  

時間 10時 00分～19時 00分   

場所 リブラ おしゃれ工房 店内 

内容 540円で革細工やアクセサリーなどのワークショップにご参加いただけま

す。（30分/回） 

動物をテーマにした雑貨を多数ご用意しております。 

直売イベント                             主催 地産マルシェ  

時間 10時 00分～ 

場所 地産マルシェ 店頭 

内容 農家の新鮮なお野菜を販売。上岡食品の漬物販売。  

※無くなり次第終了 



親子で逆上がりチャレンジ                 主催 YELLOW体操教室      

時間 11時 00分～14時 00分 ※荒天延期の場合は中止 

場所 YELLOW体操教室 店内 

内容 親子で逆上がりすることができたら、景品をプレゼント！ 

挑戦してみませんか？ ※景品は無くなり次第終了 

パパトレ                        主催 エニタイムフィットネス  

時間 15時 00分～15時 30分 

場所 NRE新川崎弥生テラス 多目的室 

内容 パパが赤ちゃんと一緒にトレーニングをします！ 

バスタオル 1枚をご持参ください。 

対象 くびすわり～体重 10kg までの赤ちゃんと一緒にご参加いただける 

ご家族。 

申込 下記よりお申込みをお願いいたします。(受付時間：10時～19時) 

エニタイムフィットネス コトニアガーデン新川崎店  044-201-8367 

肩こり腰痛 もみほぐし祭                     主催 骨盤 STYLE 
 

時間 10時 00分～19時 00分 ※荒天延期の場合は中止 

場所 骨盤 STYLE 新川崎店 店内 

内容 施術時間約 20分。参加費 1,000円。 

※事前申込み優先となります。 

健康講座            主催 新川崎むらせ内科循環器内科、エスケイ薬局 
 

時間 14時 30分～15時 30分 

場所 新川崎むらせ内科循環器内科 

内容 ・「コレステロールや中性脂肪は甘くない！？」（むらせ内科） 

・「外用剤の上手な使い方」（エスケイ薬局） 

・マークデンタルクリニック(仮)（S棟 11月開業予定）による医院紹介 

※当日ご自由にご覧いただけます。 

※講座終了後、健康相談会実施予定です。 

青空メディカルチェック             主催 新川崎むらせ内科循環器内科  

時間 11時 30分～14時 00分 

場所 芝生ひろば 

内容 働き盛り世代や高齢者など、健康に関して相談したいけれど、医療機

関を受診するほどではないとお考えの方が、気軽に面談できる相談会

を実施します。 

また、ミニオリパラ運動会の保健室としてもご活用ください。 

※当日ご自由にご参加いただけます。 



誰でもジャムセッション                 主催 NRE新川崎弥生テラス  

時間 10時 00分～15時 00分 

場所 NRE新川崎弥生テラス 地域交流室 

内容 楽器の持ち込み大歓迎！持ってなくても大丈夫！コトニアガーデンの

テーマソングができちゃうかも！？ 

※当日ご自由にご参加いただけます。 

駅弁販売                     主催 ㈱日本レストランエンタプライズ 

 

時間 11時 00分～ 

場所 やよいテラス 

内容 人気の地方駅弁を販売します。  

※無くなり次第終了 

 

  



 

【コトニアガーデン新川崎 全体マップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆コトニアガーデン新川崎 

〒212-0057 

神奈川県川崎市幸区北加瀬 2丁目 11番 1～5号 

http://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/ 

 

 

◆お問い合わせ先 

【各種イベントに関するお問い合わせ】 

トビラ㈱ 担当：イハヤサカ（TEL：090-9149‐8811） 

 

【コトニアガーデン新川崎に関するお問い合わせ、メディア関係者向けお問い合わせ】 

㈱ジェイアール東日本都市開発  神奈川支社 開発管理一部 開発管理課 

TEL：045-290-9106 / FAX:045-290-9105 

担当：福田、木村（cotonior-garden-shinkawasaki@jrtk.co.jp） 

 

 

各種イベント 

本部/当日取材受付 

※画像は全てイメージです 

http://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/
mailto:cotonior-garden-shinkawasaki@jrtk.co.jp

