２０１８年４月１２日
東日本旅客鉄道㈱ 横浜支社
㈱ジェイアール東 日 本 都 市 開 発

2018 年 4 月 21 日
コトニアガーデン新川崎

まちびらき開催！！

コトニアガーデン新川崎は４月２日(月)に全ショップ及び全施設の開業を迎えました。
それに伴い、４月２１日(土)にまちの開業を地元の皆さまと共にお祝いする「まちびらき」の式典と各種イ
ベントを行います。
川崎市長をはじめご列席の方々とテープカットを行う式典のほか、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。
各テナントにつきましても、まちびらき記念イベントを開催する予定です。
１. まちびらき式典概要
まちの開業をお祝いする式典を行います。併せて２月１８日に地域の方に模様付けをして頂いたレンガタ
イルを、地域のお子さまと一緒に貼付けます。
■開始時間 １０時２０分～
■場

所 コトニアガーデン新川崎 NRE 新川崎弥生テラス

■主

催

東日本旅客鉄道㈱

■スケジュール ①列席者紹介
■スケジュール ②主催者挨拶 東日本旅客鉄道㈱ 執行役員 横浜支社長 渡利 千春
㈱ジェイアール東日本都市開発 代表取締役社長 出口秀已
■スケジュール ③来賓ご挨拶

川崎市長 福田 紀彦様

■スケジュール ④テープカット （川崎市立日吉中学校 吹奏楽部による演奏予定）
⑤レンガタイル貼付（レンガステージへ移動）

レンガタイル作成風景

貼付け予定のレンガタイル

２. まちびらきイベント概要
地域のみな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。
■開催時間 １１時００分頃～１６時００分頃
■主

催 ㈱ジェイアール東日本都市開発

※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、変更する場合がございます。
(1)春野菜のスープ(炊き出し)
■時

間 １１時００分～１４時３０分

■場

所 キッチンガーデン

■主

催 ㈱ジェイアール東日本都市開発／谷戸福栄会

■内

容 キッチンガーデンのかまどを使い、スープをご提供。具材には地産マルシェさんのおいしい春の
お野菜を使用します。 ※無くなり次第終了

(2)子ども縁日
■時

間 １１時００分～１６時００分

■場

所 ＳＯＵＴＨ棟２階 けやきテラス

■主

催 東日本旅客鉄道㈱、㈱ジェイアール東日本都市開発

■内

容 とれたんずのペーパークラフトなどのワークショップやゲームをご用意。

(3) 樹名板づくりワークショップ
■時

間 １１時００分～１２時００分

■場

所 ＥＡＳＴ棟２階 しらかしテラス

■主

催 ㈱エスエフジー・ランドスケープアーキテクツ

■内

容 コトニアガーデン新川崎内の植物達の名札となる樹名札づくりを、植栽の専門家と一緒に
行います。 ※事前申込制。コトニアガーデン新川崎 HP より申込。

(4)川崎市立日吉中学校 吹奏楽部による演奏
■時

間 １３時００分～１３時３０分

■場

所 レンガステージ

■内

容 地元の日吉中学校吹奏楽部の皆さんにお越し頂き、
演奏して頂きます。
（午前中の式典でも演奏頂きます）※当日はご自由にご覧いただけます

(5) コミュニティダンス
■時

間 １４時００分～１４時１５分／１４時４５分～１５時００分（２回実施予定）

■場

所 レンガステージ

■主

催 NPO 法人 はたらくらす

■内

容 世代、性別、ハンデの有無を問わない誰でもできるコミュニティダンス。
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。

(6) キッチンガーデンへ野菜を植え付けよう！
■時

間 １５時３０分～１６時００分

■場

所 キッチンガーデン

■主

催 ㈱ジェイアール東日本都市開発

■内

容 コトニアガーデン新川崎にある菜園「キッチンガーデン」で初めての野菜の植え付けを行いま
す。「地産マルシェ」協力のもと、「にじいろ保育園北加瀬」「NRE 新川崎弥生テラス」の
方々に植え付けを行って頂きます。 ※一般参加受付は行っておりません。

店舗棟の各テナントでのイベント
骨盤痩身体験会

主催 骨盤スタイル

時間

11 時 00 分～16 時 00 分

場所

骨盤 STYLE 新川崎店

内容

骨盤矯正を特別価格で限定 30 名にご提供します。
※事前申込制。

チャリティスクワット

主催 エニタイムフィットネス

時間

11 時 00 分～16 時 00 分

場所

芝生ひろば

内容

スクワットして頂いた回数×10 円をコトニアガーデン新川崎に隣
接する夢見ヶ崎動物公園へ募金します。

直売イベント・旬の野菜の天ぷら

主催 地産マルシェ

時間

11 時 00 分～16 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。
こめ油でカラッと揚げた旬の野菜の味をお楽しみください。

イベントバッグ販売

主催 タリーズコーヒー

時間

11 時 00 分～16 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。

身体スッキリ、青空ヨガ

主催 ジェクサー・プラチナジム

時間

11 時 10 分～11 時 30 分

場所

芝生ひろば

内容

小学生以上の皆さまを対象にしたヨガイベント

健康講座

主催 新川崎むらせ内科循環器内科

時間

14 時 00 分～15 時 00 分

場所

ＮＲＥ新川崎弥生テラス内

内容

心不全ってどういう病気？

物づくり 体験教室

主催 リブラ おしゃれ工房

時間

10 時 00 分～15 時 30 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

その他 ４月２１日限定のイベント
サンドイッチ

主催 Cafe CLUB KEY

時間

11 時 00 分～16 時 00 分

場所

芝生ひろば

内容

北加瀬のまちなかのカフェが出張販売します。

焼き菓子

主催 菓子工房 ichie

時間

11 時 00 分～16 時 00 分

場所

芝生ひろば

内容

武蔵新城のシフォンケーキと焼き菓子のお店が出張販売

氷水出しのお茶体験

主催 ㈱伊藤園

時間

11 時 00 分～16 時 00 分

場所

芝生ひろば

内容

氷水出しのお茶を体験。ドリンク販売も行います。

ハマの電チャン

２０分/回程度

主催 東日本旅客鉄道㈱

時間

11 時 00 分～16 時 00 分

場所

コトニアガーデン新川崎内

内容

JR 東日本横浜支社マスコットキャラクター「ハマの電チャン」が
やってきます。

子ども駅長制服撮影会

主催 東日本旅客鉄道㈱

時間

11 時 00 分～16 時 00 分

場所

わくわくガーデン黒板前

内容

お子さまサイズの駅長制服を着て記念撮影が出来ます。

駅弁販売

主催 ㈱日本レストランエンタプライズ

時間

12 時 00 分～13 時 30 分

場所

やよいテラス

内容

東京駅で人気の駅弁を販売します。 ※無くなり次第終了

ＪＲ東日本 横浜支社
マスコットキャラクター
「ハマの電チャン」

【コトニアガーデン新川崎 全体マップ】

各種イベント
受付

レンガタイル
貼り付け会場

まちびらき
式典受付

まちびらき
式典開催会場

※画像は全てイメージです
◆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
【まちびらき式典についてのお問い合わせ】
東日本旅客鉄道㈱横浜支社 事業部開発課
TEL：045-320-2465
担当：藪原、奥貫
【各種イベントについてのお問い合わせ】
㈱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：菅井、木村（cotonior-garden-shinkawasaki@jrtk.co.jp）

