
コトニアガーデン

【コトニアガーデンつうしんの発行にあたり】

コトニアガーデン新川崎は、ＪＲ東日本グループが開発・運営する複合
施設として2018年4月に誕生しました。開業以来、地域の皆さまに支え
られ、お陰様で1年半が経ちました。この度、コトニアガーデン新川崎を

これまで以上に知っていただき、ご利用いただくため、『コトニアガーデ
ンつうしん』を発行することになりました。コラムやイベント情報など身
近な情報誌として季節ごとに発信してまいります。どうぞお楽しみに。

（ジェイアール東日本都市開発 小林）
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皆様、こんにちは。新川崎むらせ内科循環器内科の院長の村瀬達彦です。まだまだ暑い
日が続きますが、これから秋を迎え、あっという間に寒い冬がやってきます。今回は血圧
についての小話。血圧は、心臓から拍出される血液量（心拍出量）と、全身の血管の硬さ
（末梢血管抵抗）によって規定されます。心拍出量は通常は一定ですので、実際には、血
管の硬さによって血圧が変動します。暑い夏は血管が広がるので血圧は低くなりますが、
寒い冬には血管が縮こまって血圧は上がります。そのため寒暖差の大きい季節の変わり
目は、血圧の変動に注意しなくてはなりません。毎日血圧を測る習慣、持ってますか？朝
のはじまりは血圧測定から。ぜひ皆様もご自身の健康管理のために、自分の血圧につい
て知りましょう！

季節の変わり目は、血圧の変わり目

秋は上映会とハロウィン！！

新川崎むらせ内科循環器内科

コトニアガーデン新川崎 “ずっと住みたいまち”をつくろう！
これまで育まれた地域のコミュニティ・空気感に溶け込み彩りを加えるまち。
店舗、賃貸住宅、高齢者サービス、保育園の各施設からあふれだすアクティビティ
を広場がつなぎ、地域を育むまちを目指します。

9/13（金）

~29（日）

【タリーズ】 One More ZIPS キャンペーン
対象商品1箱（アイスコーヒー等）お買い上
げにつき、ご購入商品をプラス1袋プレゼン
ト。

9/２1（土）

【野外シネマ】大人から子供まで楽しめる野
外映画を実施します。

【NRE】うたのコンサート

〒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/
JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から徒歩約15分、東急東横
線「日吉駅」から徒歩約25分

HP LINE

コトニアガーデン新川崎は、地域活性につながる皆さまのいろいろな活動を応援したいと思っ
ております。このたび、より多くの地域の皆さまにご活用いただけるようにルールを整備し、広
場の一部を皆さまにも使っていただけるようになりました。イベントやサークル活動等で場所を
お探しの際は、ぜひ下記連絡先までご相談ください。

コトニアガーデン新川崎の広場が使えるようになりました

イベントカレンダー

9/21（土）にコトニアガーデン内の芝生ひろばで映画を上映します！空
の下でご家族やご友人と一緒にわいわいしながら映画をみません
か？同日にスタンプラリーによるプレゼント企画も実施予定です！
また10/14（月・祝）には第２回となる秋のまちフェスタを開催予定で
す！！今年のテーマはハロウィンです♪ハロウィンらしい装飾で皆さ
まをお出迎えします！仮装コンテストや、仮装パレード、ステージ企画
などその他にも盛りだくさんの内容になっていますので是非お越しくだ
さい！

9月開催

【リブラ】 ●洋服の直し方教室

●履かなくなったジーパンをバッグへリメイ
ク

10/14日（月・
祝）

【秋のまちフェスタ】昨年も好評だった秋の
大型イベントを開催予定。今年のテーマは
ハロウィンです

11月開催
【地産マルシェ】安納芋の焼き芋を11月より
販売開始します

院長 村瀬達彦



コトニアガーデン 

【はじめまして、studio FLATです】 

studio FLATは、自閉症などの知的障がいを持つ作家達と協働し、絵画作品

や立体制作活動を行ってきました。“FLAT”には、障がいのあるなしに関わら

ず作品の魅力そのものを“FLAT”に感じてもらいたいという想いが込められて

います。2019年5月にNPO法人として新たにスタートを切り、これからは

SOUTH棟3Fにて、小規模生活介護事業所として準備を進めています。施設

内には市内初のギャラリースペースを併設し、のびのびと自由に制作発表で

きる場、地域の方々との交流や発表の場として“FLAT”な共生社会へ向けた、

実践的な場を実現したいと思っています。ぜひ応援を宜しくお願いいたします。 

（studio FLAT 大平暁） 
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さつまいもの収穫（11月） 

ハーブと花の植付（11月） 

コトニアガーデン 

11月の様子 



寒い日が続き、冬が近づいてきているのを日々感じますね。そんな皆様に率直な質問です。
温活できていますか？ 
理想の体温は36.5℃以上と言われています。体温が下がると、内臓が冷え胃腸の働きを悪く
してしまいます。それにより消化力が衰え代謝エネルギーが不足になり、栄養素の吸収も悪く
し老化に繋がります。 
また自律神経を乱したり、体の痛み、便秘、冷え症などの原因となります。 
そして体温が1℃下がると免疫力が約30%ダウンし、体温が1℃上がると約60%アップすると言
われています。まだまだこれから寒くなります。是非皆様もこの機会に「温活」してみては？ 

温活、知っていますか？ 

骨盤スタイル鍼灸整骨院 傳法菜摘 

コトニアガーデン新川崎 “ずっと住みたいまち”をつくろう！ 
これまで育まれた地域のコミュニティ・空気感に溶け込み彩りを加えるまち。 

店舗、賃貸住宅、高齢者サービス、保育園の各施設からあふれだす 
アクティビティを広場がつなぎ、地域を育むまちを目指します。 

10/1（火）～ 

2月中旬頃 

【新川崎むらせ内科循環器内科】 

インフルエンザワクチンのご案内 

予約なしでも随時受付可 

11/1（金）～1/31（金） 

【イエロー体操教室】 

各コース・クラス 無料体験に参加 

頂いた方に割引キャンペーン実施中 

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

LINE 

詳しくはHPからお問い合わせください！ 

コトニアガーデン新川崎の広場は 
ワークショップ・発表会等の 

場所としてご利用いただけます！ 

イベントカレンダー 

イエロー体操教室です。１１月になり日に日に寒さが増してきましが、子ども
達には関係ないようで体育館は子どもたちの元気な声と熱気で満ち溢れて
ます！ 
マットはハンドスプリングができる子ども達が何回できるか競っており毎週
盛り上がっています。跳び箱は技を行った後の着地まで意識し体操選手顔
負けのドヤ顔に笑いが絶えません！笑 
鉄棒では毎週、逆上がりが出来るようになる子がおり子どもの可能性に感
動をさせられております。 

12/10（火） 

9:30開始 

【にじいろ保育園】プレ生活発表会 

近隣の方々に向けて子供達が歌や 

お遊戯・劇遊びなどの発表を行います 

12/24（火）・25（水） 

【マークデンタルクリニック】 

Xmasイブ・当日にいらした方には
ちょっとしたプレゼントをご用意 

リブラでミシンが 

使えるって知ってましたか？ 

 「リブラ おしゃれ工房」では、店舗内
でのミシン貸しをしています。 
家庭用、ロックミシン、刺しゅう機など、
種類豊富に取り揃えております。 
 [営業時間] 10：00～19：00 
 [料金]    1時間1,000円～ 
詳しくは店舗までお問い合わせ 
ください！ 
 [店舗電話番号] 044-589-6321 

コトニアガーデンにクリスマスツリーが登場！ 
さびしいので、折り紙で作ったオーナメントで 
ツリーを飾ってね♪ 
[期間] 12月10日（火）～12月25日（水） 
 
折り紙は、コトニアガーデン内一部店舗にて 
設置いたします！ 
詳しい場所や内容は、コトニアガーデンHPのご確認を
お願い致します♪ 
 

スポーツの秋！子ども達も新しい技に挑戦中！ 
YELLOW体操教室  

- 皆さまへのお願い - 

各店舗では通常の営業をしています。 

折り紙をもらう際は、他のお客様へのご迷惑とならないようご配慮 

いただけますようご理解、ご協力の程どうぞよろしくお願い致します。 

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11番1〜5号 

JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から徒歩約15
分、東急東横線「日吉駅」から徒歩約25分 

コトニアガーデン新川崎 

LINE公式アカウント お友だち募集中！ 

HP 

キャンペーン・イベント情報など配信します♪ 



コトニアガーデン

【春のお散歩をコトニアガーデン新川崎で！】

コトニアガーデン新川崎には桜が植わっているのをご存知でしょうか。

加瀬山側の道路沿いが桜並木になっていて、これは加瀬山の桜と続くよ

うに計画されたものなのです。

更にコトニアガーデン新川崎では、桜の他にもたくさんのお花が咲きます。

こちらのお写真は一例ですので、他にも様々なお花が咲きます。

どこにどのお花が咲いているか、是非コトニアガーデン新川崎へお散歩

にきて探してみてください♪

(コトニアガーデン新川崎 担当者より)

つうしん
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‐ 4月に咲くお花の紹介 ‐

（上段左から）シラン、バイカウツギ
（下段左から）山吹、ホウキモモ

‐ 2019年春のまちフェスタ ‐

お花撮影：管理人 金子さん



マスク作り講座も実施中！
参加費 1,000円

柔らかく、着け心地がとても良いガーゼマスク。
着けると小顔に見える効果も⁉
大人用から子ども用まで様々な柄をご用意しています。

＜販売価格＞
大人用 400円
子ども用 350円

プチ情報
タリーズ店内にて
お隣のボンヴィボ
ンで購入したパン
をお召し上がりに

なれます！

こんにちは。
皆様タリーズの豆乳飲んだことありますか？
とてもまろやかで美味しいんです！！
ソイラテはもちろん2月15日から、ソイミルクを使用した新商品「アーモンド
プラリネソイラテ」もお楽しみいただけます。
そんな人気な豆乳が実は、店舗でご購入いただけるんです！！
ご家庭で、お料理などにもお使いいただけます。
是非店舗にお立ち寄りください！

大人気！タリーズの豆乳
タリーズコーヒー

コトニアガーデン新川崎 “ずっと住みたいまち”をつくろう！
これまで育まれた地域のコミュニティ・空気感に溶け込み彩りを加えるまち。
店舗、賃貸住宅、高齢者サービス、保育園の各施設からあふれだす
アクティビティを広場がつなぎ、地域を育むまちを目指します。

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

HP LINE

イベントカレンダー

【ボンヴィボン】＜期間限定商品＞

苺のペストリー

チョココルネ

3/1～3/31

【リブラ】

ギャザースカート講習 受講者限定！
4月からのバッグ作り講習20％OFF
クーポンプレゼント

春のまちフェスタ

コトニアガーデン新川崎２周年のお祝いイベントを開催！
テーマはアウトドアで計画中！
みんなで外で遊べるコンテンツをご用意します！
美味しいおやつやフードの出店販売のほか、レンガ壁前の
ステージパフォーマンスなど一日楽しめるコンテンツが盛り
だくさん。

キッズルーム併設でママも安心！

【骨盤スタイル】

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11番1〜5号

JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から

徒歩約15分、東急東横線「日吉駅」から徒歩約25分

骨盤スタイルにはママさんに嬉しい
キッズルームを完備。
ベテラン子守りスタッフもいるので、安
心してご利用いただけます。オーダー
メイド施術で産前産後ケアにも。

営業時間：平日10:00-19:00
土曜9:00-18:00

定休日 ：水曜・日曜

studio FLATは知的障がいのある人たちが
豊かに過ごせる介護事業所です。事業所内
には、どなたでもご入場いただける「gallery 
FLAT」を併設しています。障がいの有る無し
にかかわらず”FLAT”にアートを楽しんでみ
ませんか？

営業時間：9:30-16:00
定休日：土曜・日曜・祝日

ギャラリーが新規オープン！

【studio FLAT】

※生活介護事業時間内のため、ギャラリー見学の方の対応ができかねます。
ご理解くださいますようお願い申し上げます。

※日程は決まり次第、コトニアガーデン新川崎の
HPにてお知らせいたします。

やわらかガーゼマスクを販売中！

【リブラおしゃれ工房】

実施中～5/31

【イエロー体操教室】

各コース・クラス 無料体験にご
参加いただいた方に割引などの
キャンペーン実施中

3/1～4/30

【 サクシード】

春期講習3回分
無料キャンペーン実施中

～3/31

～5/31

※価格は税抜きです。



コトニアガーデン

【今年の夏は】

コトニアガーデンの夏は、例年、イベントが盛りだくさん。

皆さんに願い事を書いてもらった短冊を飾る『七夕イベント』や、

お隣の熊野台公園の盆踊り大会とコラボした『夏まつり』、

芝生ひろばにお神輿がやってくる『北加瀬神輿パレード』など。

どのイベントもコトニアガーデンが誕生してから、地域の方たちに

仲間に入れてもらったり、協力してもらったりしながら実施してきた

大事なイベントです。

今年の夏は、みんなで集まったり、はしゃいだりできないけど、

地域の皆さんの元気な笑顔が来年またここで見られますように。

(コトニアガーデン新川崎 担当者より)

つうしん
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‐ 2019年夏まつり‐



マルシェのオリジナルサラダ

巷で話題沸騰中のフルーツサンドを地産マルシェで！
当店自慢の果物に厳選の食パン、生クリームを使用
しています。果物のおいしさ引き立つ味わいをどうぞ
ご賞味ください。季節の果物でご用意しております。
7、8月はメロン、桃、ぶどうを予定。

地産マルシェの
この夏イチオシメニュー！

マルシェのフルーツサンド

簡単！免疫力アップ体操
ジェクサー・プラチナジム

ジェクサー・プラチナジムコトニアガーデン新川崎店は、ご利用下さる
皆様の『からだとココロの健康づくりをサポート』を目的とした
通所介護施設です。６月より数々の体操・トレーニングの中に新しく
『免疫力アップ体操』を取り入れました。免疫力を高めることはウイル
スと戦えるカラダを作ることに繋がります。
やり方は簡単！お腹の膨らみを感じながらゆっくりとした呼吸を行い
ます。深い呼吸は全身の血流を促しリラックス効果も高まります。是非
お試しください！！

イベント中止の
お知らせ

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、下記イベントは中止となりました。
楽しみにしてくださっていた方には、大変申し訳ございません。

コトニアガーデン新川崎 “ずっと住みたいまち”をつくろう！
これまで育まれた地域のコミュニティ・空気感に溶け込み彩りを加えるまち。
店舗、賃貸住宅、高齢者サービス、保育園の各施設からあふれだす
アクティビティを広場がつなぎ、地域を育むまちを目指します。

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/HPLINE

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11番1〜5号

JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から

徒歩約15分、東急東横線「日吉駅」から徒歩約25分

コトニアガーデン新川崎

第３回 七夕イベント

期間中、コトニアガーデン内に笹を
設置します！短冊に願いごとを書いて
是非結んでくださいね。

口から息を吐きだし
お腹をへこませます

息から息を吸い込み
お腹を膨らませます

こんにちは。暑い日が続きますね！
そんな時には当店オリジナルサラダはいかがでしょうか！
当店自慢の農家さんが作ったお野菜を種類多く入れて
ご用意しております。シャキシャキしていて鮮度良く、
盛り付けるだけで食卓が華やかに！毎日日替わりで
ご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ！

studio FLATによる、コロナウイルスとたたかう皆さまを
応援企画第二弾のLINEスタンプが販売されました！
障がいあるなしに関わらず、作品の魅力を伝える
studio FLATのSTAY HOME応援企画スタンプです。
このスタンプでこんな時だからこそ
元気を届けられたら嬉しいです！

studio FLAT

オフィシャル
LINEスタンプ！

LINEスタンプストアURL
https://store.line.me/stickershop/product/12208390

[期間] 2020年6月27日（土）～7月7日（火）

※短冊はなくなり次第終了となります。
※一部ショップでは短冊を配布しておりません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

短冊はご家庭でご記入をお願いします。

・春のまちフェスタ
・夏まつり（熊野台公園盆踊り大会コラボ）
・北加瀬神輿パレード

今後のイベントについては、コロナウイルスの状況を見ながらの
判断になります。またお知らせしますので、お楽しみに！



コトニアガーデン

つうしん

2019年秋のまちフェスタ ハロウィンパーティー

2020.

秋号
AUTUMN
----
VOl.05

キッチンガーデンに何植える？

投票で決定します！

実施期間： 10月中に実施予定です。

キッチンガーデン（菜園）に植える植物を
みなさんの投票で決定します！

後日、LINEとコトニアにある黒板で
アンケートを実施しますので、
ご回答をお待ちしています♪

また一緒に植え付けてくださる方も
別途、募集予定です！

LINE

コトニアガーデンつうしん

2019年9月にvol.1を発行したコトニアガーデンつうしん。
おかげ様で9月で発行１周年を迎えました！
今号はいつもよりボリュームアップした特別版です♪
今後ともコトニアガーデン新川崎をよろしくお願い致します！

【コトニアガーデン新川崎 担当者一同】

１周年

https://line.me/R/ti/p/%40025imvvc


10月2日より発売。
秋の味覚を楽しむ
シーズナルドリンク！

カラメルパンプキンラテ、香高い
パンプキンホイップと香ばしいカラ
メルパンプキンソースを使用し、

「パンプキンプリン」をイメージした
味わいのラテです。
【タリーズコーヒー】 E棟１階

新潟の新米こしひかりを使用した

おにぎりに、季節の果物を使った

フルーツサンドです。

店内できたての一押し商品です！！

【地産マルシェ】 W棟１階

期間限定で初回ダウンロード
キャンペーン実施中です。
【タリーズコーヒー】 E棟１階

タリーズコーヒー

公式アプリ キャンペーン

美容鍼キャンペーン♪

マスク荒れの方必見！
「女性の肌は秋が一番老ける」って知ってますか？
美容鍼は肌質をきれいにするだけでなく、たるみやリフト
アップ、ほうれい線などのお悩みの方にも効果バツグン
です！
詳しくはお問い合わせください♪
TEL：044-223-6632

【骨盤スタイル】 W棟３階

期間：10月1日㈭～11月30日㈪

9月2日㈬～10月31日㈯ PM11:59 まで

上：おにぎり、 右：フルーツサンド

タリーズコーヒー
HP

イベント＆キャンペーン

秋のお散歩におススメ
テイクアウトメニュー！

https://www.tullys.co.jp/service/app/


ワクワク発見！
さいわい探検スタンプラリー

開催期間：10月10日㈯～11月24日㈫

鉄道ビュースポットを巡るコース！
コトニアガーデンもラリーポイントです♪

フリル付きバッグ作り
（所要時間3時間程度）
通常￥3,800 （税抜）のところ
生地代込みで￥3,300（税抜）
お電話または店頭でご予約ください♪

TEL：044-589-6321

【リブラおしゃれ工房】 E棟１階

Read it LOUD! at Cafe 
絵本で英会話

おしゃべりcafé

ゆるりと話しホッと一息♪
0,1,2歳児ママむけのおしゃべりcafé！
ご予約等詳しくはNPO法人はたらくらすまで。

今年はコロナ渦で様々なイベントを中止してきましたが、
地域のみなさんに少しでも楽しい時間を過ごしていた
だきたいと思い、新しい生活様式に対応したイベントを
計画中♪
詳しくは、コトニアガーデンHPやLINEでお知らせ予定！
お楽しみに！

※ご来場の際は感染症対策へのご協力をお願い致します。

秋のイベント開催！

フリル付きおしゃれバッグ講習会

タリーズコーヒー店内で開催！

英語絵本を使った英会話レッスン！
全く英語が話せない方でも大丈夫。
まずは無料体験講座を開催します。
詳しくはQRコードから！

日時：10月27日㈫10:00～11:00

10月は

左：バッグ正面、 上：バッグ内側

期間：10月1日㈭～10月30日㈮ 11:00～17:00

この秋は
新しいことに挑戦！

行って！見て！鉄分補給！？

『鉄道でハグくむ幸2020』

子育て関連スポットをまわるコース！
コトニアガーデンのstudioFLATもラリーポイント♪

外に飛び出そう！

『みんなで子育てフェアさいわい』

（主催：幸区役所）

鉄道コース

子育て
コース

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/info/?p=3062
https://www.hatarakurasu.org/
https://www.city.kawasaki.jp/saiwai/page/0000121000.html
http://kosodatefair-saiwai.com/


施設で暮らす高齢者の笑顔のため、
ステイホームの成果をご提供下さい♪
作品は館内に展示させていただきます！
※コロナ禍につき、一般公開はいたしません。

テーマ：自粛生活で制作した作品
対象：幸区内在住、在勤の方

詳細お問合わせ： 044-580-3870 
kitakase@nre.co.jp
※作品画像を添付して下さい
【NRE新川崎弥生テラス】 （担当：岡田、細田、布施）

今年度のインフルエンザ
予防接種について

最高の夏休み！
ワオキッズ新川崎園

ワオキッズ新川崎園です！

今年はコロナ禍で短い夏休みとなったので、小学生の子どもたちも

がっかりしていましたが…

当園では「最高の夏休み」をテーマに、様々なプログラムを用意しました！

光るスライム作りや本棚作り等、子どもたちが楽しみにしている中でも、

先生は「どうしたらみんなで楽しめるかな？」と考えてもらえるように関わっ
ていきます。そうして全力で楽しみながら、子どもたちも「○○君が皆に分
かりやすいようにお手本を見せてくれた！」「来年も絶対にやりたい♪」等、
一人ひとりの思いやりに満ちた行動や、気持ちを教えてくれました。あっと
いう間の夏休みでしたが、学びある楽しい思い出になったと思います。

これからも子どもたちのよりよい成長のために、ワオキッズの先生は全力
で関わって参ります！

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/HPLINE

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11番1〜5号

JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から

徒歩約15分、東急東横線「日吉駅」から徒歩約25分

先日、厚生労働省より接種時期への協力願いについて

発表がありました。新型コロナウィルスの影響でインフルエンザワ
クチンの需要が高まる可能性があるためです。

「10 月１日（木）からの接種は、65歳以上の方等定期接種対象者
の方。それ以外の方は、10 月26 日（月）まで接種をお待ちいただ
くようお願いします。」という内容です。

優先順位を示すためで強制力があるものではありませんが、スム
ーズな接種のためにご協力お願いします。

詳細は厚生労働省ホームページにてご確認下さい。

エスケイ薬局

実施期間 10月1日㈭～2月中旬

3500円（税込）、要予約。

【新川崎むらせ内科循環器内科】 S棟１階

展示作品募集！

コトニアガーデン新川崎 “ずっと住みたいまち”をつくろう！
これまで育まれた地域のコミュニティ・空気感に溶け込み彩りを加えるまち。
店舗、賃貸住宅、高齢者サービス、保育園の各施設からあふれだす
アクティビティを広場がつなぎ、地域を育むまちを目指します。

右端 ワオキッズの古田先生

左から エスケイ薬局の中村さん、白鳥さん、高橋さん

インフルエンザワクチン

受付中

お知らせ

スタジオフラット

オンラインショップ！

「フラットガーデン」オープン！

【studio FLAT】 S棟3階

募集期間 10月1日㈭～

mailto:kitakase@nre.co.jp
https://studioflat.thebase.in/
https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/
https://line.me/R/ti/p/%40025imvvc


2020.

冬号
WINTER

----
VOl.06

コトニアガーデン

つうしん

‐ 2019年夏まつり‐

2021 年 1 月 31 日 ㈰ まで

対象店舗でお菓子がもらえるクーポンを配信中！
LINEのお友だちなら誰でも貰えるので、この機会に

是非LINEのお友だちになってくださいね♪

LINE

LINE

冬のイルミネーション

期間： 2021 年 2 月 中旬 まで

広場の木やメインエントランスの飾りつけをしています！
今年は皆さんと集まるイベントが難しいので、

見て楽しんでいただけるようにしました。

ハロウィンに続いてフォトスポットもあります♪
イルミネーションもしているので、

日中だけでなく夜も楽しんでいただけます。

W棟１階エレベーター前

キャンペーン実施中!!

お菓子はイメージです。
数に限りがあります。

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/info/?p=3409


食物アレルギーって治るの？
スキップこどもアレルギークリニック

コトニアガーデン新川崎 “ずっと住みたいまち”をつくろう！
これまで育まれた地域のコミュニティ・空気感に溶け込み彩りを加えるまち。
店舗、賃貸住宅、高齢者サービス、保育園の各施設からあふれだす
アクティビティを広場がつなぎ、地域を育むまちを目指します。

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/HPLINE

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11番1〜5号

JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から

徒歩約15分、東急東横線「日吉駅」から徒歩約25分

Marché FLAT 開催します！
studio FLAT

studio FLATは障がいあるなしに関わらず作品の魅力を伝えるアート活動を
行なっております。
2021年 2 月 20 日(土) ～ 23日(火) 10:00～17:00 にMarché FLAT展を行います。
地域との交流を目的にコトニアガーデン新川崎内の数店舗と限定製品の販売など
を行い、コロナ禍で元気をなくしている人たちへMarché FLATが元気をとどけるを
コンセプトに展示販売を行いますので、ぜひ皆様コトニアガーデン新川崎へいらし
てください。

■所要時間 ： 20分～

ファスナー付きのミニポーチが、
材料込み500円で作れます！
スタッフがしっかりサポートするので、
初心者の方もご安心ください♪

お問い合わせはリブラまで
TEL：044-589-6321（月曜定休）

ワンコイン ポーチ作りレッスン♪

当院ではアレルギーの診療に力をいれております。
アレルギー疾患は年々増加傾向で、特に食物アレルギーは保育園や学
校での給食の対応も問題となります。
これまでの治療は完全除去が一般的でした。しかし、現在は可能な範囲
で食べることで摂取が可能になると考えられており、当院では『必要最低
限の除去』を目標に食物アレルギーの治療を行っております。
これまで完全除去をされていた方もぜひ一度ご相談ください。

院長の田中先生優しい雰囲気のｸﾘﾆｯｸ

作品制作中の阿部健太さん(studio FLAT所属)

リブラおしゃれ工房

Marché FLAT （マルシェフラット) について

2021 年 2 月 20 日(土) ～ 23 日(火) 10:00～17:00開催日時

コトニアガーデン新川崎内各所場 所

コトニアガーデン新川崎の店舗とstudioFLATがコラボ！
販売・展示・ワークショップを企画中♪
詳しくは今後HPで順次公開します!!

内 容

※今後の状況によって、変更・中止する場合がございます。
その際はHPでお知らせいたします。

キッチンガーデンに
お花を植えました！

11月に、みなさんの投票で決定したチューリップと
ビオラをキッチンガーデンに植えました！
植え付け当日は、まちのみなさん、保育園児さん、
studio FLATのみなさん、弥生テラスのみなさんと
一緒に植えました♪
球根が植わっている箇所はまだ寂しいですが、
春にはかわいいチューリップが沢山顔を
出してくれることと思います。お楽しみに♪

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/info/?p=3378
https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/info/?p=3293
https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/
https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/info/?p=3409
https://www.skip-clinic.net/
https://studioflat2016.wixsite.com/studioflat
https://studioflat2016.wixsite.com/studioflat/marche-flat


2021.

春号
SPRING

----
VOl.07

コトニアガーデン

つうしん

春のまちフェスタのお知らせ

コトニアガーデン新川崎はおかげ様で4月で3周年を迎えます。今年のお祝いイベントは、
週毎にテーマを変えて、3 週連続の分散開催。地域の皆さまが安心して遊びに来て、
思い出を持ち帰っていただけるような企画をご用意します。

4
17

Sat.

詳しくはHPの記事を
チェックしてくださいね♪
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

4
24

Sat.

4
10

Sat.

2021年春キッチンガーデンの様子

11:00～16:00
荒天時：翌日延期

・フォトバスで記念撮影
・10秒セルフタイマーで残す、
本気の自撮り by Rinaty
・杉の木のかわいいミニプランターを

DIYで作ろう！by ぐっさん工房
・original bottle terrarium ワークショップ他

by une graine

・お絵かきマスクで歌っちゃおう踊っちゃおう
by GABU、るるおねえさん、DJ Keiko
・ミニマルシェ by はたらくらす
・ルミアベニール
・Eauca-Yauca
・さかなの一週間Ⓡ
・ リボンハウス

・シャボン玉パーティータイム
・チャレンジスタンプラリー
・とれたんずのポーチに塗り絵をしよう！
・子どもフリーマーケット令和
・木工ワークショップ by ぐっさん工房

11:00～16:00
荒天時：翌日延期

11:00～16:00
荒天時：翌日延期

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/info/?p=3628


当店の野菜、果物を

使用したスムージーを

販売いたします。無添加、

無加糖で素材の味を

そのまま引き出しました。

ぜひご賞味ください。

コトニアガーデン新川崎 “ずっと住みたいまち”をつくろう！
これまで育まれた地域のコミュニティ・空気感に溶け込み彩りを加えるまち。
店舗、賃貸住宅、高齢者サービス、保育園の各施設からあふれだす
アクティビティを広場がつなぎ、地域を育むまちを目指します。

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/HPLINE

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11番1〜5号

JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から

徒歩約15分、東急東横線「日吉駅」から徒歩約25分

■・グリーンスムージー ・トマトりんごスムージー
・柑橘ミックススムージー ・イチゴミルクスムージー
（季節や時期によって変更の場合がございます。）
■各種1杯 250円+税（税込270円）

にじいろ保育園北加瀬では、子ども達が毎日の登園を楽しみに出来るように職員一同日々の
保育を考えています。季節の行事はもちろん、戸外での活動、制作、感触遊び、運動遊びや
ダンスなどに取り組んでいます。また、食事が楽しいものとなるよう食育活動にも工夫をしてい
ます。コトニアに遊びに来る方にはお馴染みかと思われます。園の前の花壇とプランターに野
菜や果物を育てているのです。子ども達の苦手な食材は、実際に触れて興味を持てるように
したり、さんまの解体ショーを行ってみたりとしています。
今年度も子ども達の興味関心をよく観察し「保育園大好き！！」と言ってもらえる園作りを職員
一丸となって目指しています。 にじいろ保育園北加瀬スタッフの皆さま

マークデンタルクリニック の安原と申します。
当院では歯周病治療・予防に力をいれております。
季節の変わり目は見えないストレスや体力低下により、
腫れや出血などの症状が出る事があります。
しかし、体力が戻ると治ったような感覚になりますが、
それは歯周病かもしれません。お早めにご相談ください。

地域と共に
にじいろ保育園北加瀬 園長 栁澤妙子

院長の安原先生

※今後は地域の方が参加できるようなイベントも予定しています。よろしくお願い致します。

エニタイムフィットネスでは、安全・安心・快適・ 清潔な
ワークアウトスペース提供のために、 右図のような感染予防対策を実施しております。
また、2月15日～3月17日で行った医療従事者支援キャンペーンでは、
フローヘルステックという有酸素マシンで走った分がポイントとなり(20kcal＝1pts)
会員様が集めたポイント×10円をLOVE POCKET FUNDを通じ医療機関に寄付致しました。
実施店舗全体で3146名参加 308,676pts 309万円、コトニアガーデン新川店では
6名参加いただき46492.19kcal＝1924ptsの結果がございました。

綺麗なクリニック

（この他に保育スタッフ6名、栄養士4名体制で
保育にあたっております。）

忙しい新年度、体力が落ちているかも。
マークデンタルクリニック

感染予防対策と医療従事者
支援キャンペーンについて

エニタイムフィットネス

スムージー販売始めました
地産マルシェ

詳しくはコチラ！

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/info/?p=3614


コトニアガーデン

つうしん

2021.

夏号
SUMMER

----
Vol.08

‐ 2021年 お花植え付け ‐ 

【ひまわりを植えました！】
先日、コトニアガーデン内の畑に、ヒマワリを植えました。

JRのお姉さんたちにお花をもらい、一人２つずつ植えました。

みんなの手は真っ黒になりましたが、たくさんのヒマワリが植えられ、

とてもきれいな夏らしい畑になりました。水やりも毎日頑張ります！！

【今年の夏は】
にじいろ保育園北加瀬の幼児クラスの子ども達と職員で、

野菜を育てています。育てている野菜は、きゅうり、なす、オクラ、

ピーマン、リコピントマト、スイカです。

保育園前のウッドデッキにたくさんありますので、

一緒に成長を見守ってくださいね！！

（にじいろ保育園北加瀬）



エニタイムフィットネス コトニアガーデン新川崎店

スタッフおすすめ、家でもできる簡単なトレーニング
～下半身編～

夏休みはサクシードで
すごしてみては？
個別指導学院サクシード 新川崎校

コトニアガーデン新川崎 “ずっと住みたいまち”をつくろう！
これまで育まれた地域のコミュニティ・空気感に溶け込み彩りを加えるまち。
店舗、賃貸住宅、高齢者サービス、保育園の各施設からあふれだす
アクティビティを広場がつなぎ、地域を育むまちを目指します。

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/
HPLINE

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11番1〜5号

JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から

徒歩約15分、東急東横線「日吉駅」から徒歩約25分

革製品は梅雨明けに陰干しを♪

サクシード新川崎校では、

7月より夏期講習を実施します！！

夏期講習ってなんの勉強をするの？

と生徒には聞かれます。

個別塾なのでその生徒によって様々な

対応はできますが…

基本は復習です！！

夏までに習ったことをしっかりと身に

つけるために勉強しましょう！！

今年の夏休みは約1ヶ月ありますので、

だらだらしないように足を運んでください。

もちろん受験生はひたすらに受験勉強を

指導していきますので頑張りましょう！！

（左）豊泉先生
（右）髙橋先生

※まずは、片足ずつ
10回2セット目標に
やってみましょう！

スタッフ紹介
瀬川 恭平
（せがわ きょうへい）
パーソナルトレーナー
兼務スタッフ

競技経験と知識を
生かして、お客様の
目的に合った
ト レーニングを提供
いたします。

・ブルガリアンスクワット
1、椅子に片足の

つま先を乗せます

2、前足の角度が

90度くらいになる

まで沈みます

※詳細は
店舗スタッフまで！

お気に入りの革の靴やカバン。
大切に箱にしまっている方も多いのでは
ないでしょうか？

Short：560円（税込616円）
Tall：610円（税込671円）
＊テイクアウトの場合、
税率が異なります。

濃厚なチョコレート感が
味わえるリッチなテイストの
チョコレートシェイク。

夏のおすすめドリンク♪

効果:ヒップアップ・下半身痩せ

リブラ おしゃれ工房 コトニアガーデン店

タリーズコーヒー
コトニアガーデン新川崎店

しかし長い間空気に触れずに
ずっとしまっておくと、

湿気と熱で劣化したり、カビが
はえたりしてしまうことも・・

そうならないために、梅雨明け
のカラッとしたお天気の

日には箱から出して陰干しして
あげてください！

出したときには既に劣化してい
た・・という方はリブラに
ご相談くださいね♪

① ②

7月7日（水）発売

チョコリスタ

期間中、コトニアガーデン内に笹を
設置します！短冊に願いごとを書いて
是非結んでくださいね。

[期間] 2021年6月28日（月）～7月7日（水）

※短冊はなくなり次第終了となります。
※一部ショップでは短冊を配布しておりません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

短冊はご家庭でご記入をお願いします。

コトニアガーデン新川崎

第４回 七夕イベント

店舗HPはこちら

ドリンクに混ぜ込み、さらに
トッピングにもあしらった
クーベルチュールチョコチップ
のパリッとした食感が楽しい、
まさにチョコレート好きのため
のフローズンです。

スタッフ 鍛代さん
きたい
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コトニアガーデン

つうしん

‐ 2021年 夏の装飾第二弾‐ 

【ワオキッズ新川崎園のじゃがいも畑！】

秋から冬にかけて、学童保育ワオキッズ新川崎園の

みんなで、じゃがいもを育てます。

「じゃがいも80個できますように！」「いやいや、もっとたくさん！」

と収穫を楽しみにしております。

キッチンガーデンで育てていますので、

皆様もぜひ成長を見守ってください♪

（学童保育ワオキッズ 新川崎園）

2019年9月にvol.1を発行したコトニアガーデンつうしん。
おかげ様で9月で発行2周年を迎えました！
今後ともコトニアガーデン新川崎をよろしくお願い致します！

【コトニアガーデン新川崎 担当者一同】

コトニアガーデンつうしん
2 周年

https://waokids.wao-japan.co.jp/
https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/


初めての方限定で
￥2,980でお試しいただけます！
また一度は受けたことがある方も
お得にご利用いただける
キャンペーンとなっております！

眼精疲労、リフトアップ、ほうれい線やたるみなど
お顔の様々なお悩みに根本からアプローチ！

詳しくは直接当院へ
お問い合わせください！

YELLOW体操教室

イエローの秋

コトニアガーデン新川崎 “ずっと住みたいまち”をつくろう！
これまで育まれた地域のコミュニティ・空気感に溶け込み彩りを加えるまち。
店舗、賃貸住宅、高齢者サービス、保育園の各施設からあふれだす
アクティビティを広場がつなぎ、地域を育むまちを目指します。

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/
HPLINE

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11番1〜5号

JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から

徒歩約15分、東急東横線「日吉駅」から徒歩約25分

10月～11月限定

美容鍼・小顔矯正

キャンペーン開催！

イベント＆キャンペーン 秋のピクニック気分を味わおう！

(左上) ゆっきー先生 (右上)ゆうか先生

(左下) ゆうき 先生 (右下)かずみ先生

こんにちは。イエロー体操教室です。

秋といえばスポーツ！
スポーツといえばオリンピックで盛り上がった体操！！

オリンピックを観て触発された子ども達の活気で毎日溢れております。

アクロバットクラスでは成人の方もバク転や宙返りにチャレンジ！
大人になって新しい事へチャレンジできる事って素敵ですよね！

皆さんもこの秋は何か新しい事へチャレンジをしてみてはいかがでしょうか？

タリーズテラス席

芝生ひろば開放！

新設

効果:背中の引き締め・姿勢改善
無料で運動指導や
メニュー作成が出来ます。
ご入会者様にサポートブックを
お渡ししています。

店舗HPは
こちら

「いまこそ運動を続けよう」

スタッフおすすめ、背中引き締めトレーニング ～ラットプルダウン～

エニタイムフィットネス
1、手幅は肩幅より広く握り

胸を張ります。

2、胸の上部に触れる程度まで

バーを引きます。

3、負荷が抜けないように

ゆっくりバーを戻します。① ②

骨盤スタイル

LINE@からも
ご予約可能です！

テラス席が

新設されました♪

実は、ボンヴィボンさんで

購入したパンをタリーズさんに

持ち込んで頂いてOKなんです！

美味しいコーヒー片手に

ピクニック気分はいかが？

5月からの長い養生期間を経て、

芝もすっかりフサフサに
なりました！

スポーツ、読書、美味しいごはん！

皆さま思い思いの秋を

コトニアでお楽しみくださいね。

※詳細は店舗スタッフまで！

お待たせしました

https://www.yellowenjoyable.com/
https://www.anytimefitness.co.jp/
https://www.kss.funtree.jp/
https://www.tullys.co.jp/
https://www.kss.funtree.jp/
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コトニアガーデン

つうしん

初めまして、夢見ヶ崎動物公園飼育員の伊藤 修です。

ミーアキャットやモルモットなどの小動物からキジなどを担当しています。

誰もが楽しめる動物園を目指して日々精進していきます。

夢見ヶ崎動物公園は年中無休で9時から16時まで開園しておりますので、

コトニアガーデンにお越しの際は、是非お立ち寄りください！

新コーナー！

「知りたい！コトニアご近所さん」

飼育員 伊藤 修 さん

PDFでご覧の方は記事をクリックすると各ＨＰへ移動します。

2021年秋のまちフェスタ

コトニアガーデン新川崎を飛び出して、素敵な方をご紹介♪

記念すべき第1回はお隣、夢見ヶ崎動物公園の若手飼育員さん！

個別指導学院
サクシード 新川崎校

キャンペーン①

新川崎校ＨＰは

こちらから

冬期講習キャンペーン開催！

12月から1月まで

冬期講習3回無料の

キャンペーンを

実施しております！

詳細はQRコードから
ご覧下さい♪

https://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/30-26-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.kobetsu-shidou.jp/sc16/


キャンペーン② ＆お知らせ

「おすすめパンのご紹介」

スタッフ 成瀬さん

Bon Vivant コトニアガーデンでは、
毎日お客様においしい、安全で安心なパンを毎日手作りをしております。

当店おすすめ『バゲットムニエ』のご紹介です。
粉の甘さが強いのが特徴で、噛めば噛むほど生地の旨味と甘みが強く感じられます。
そのままでも美味しくいただけますが、冬のおすすめな食べ方として、
ビーフシチューなどの冬定番お料理と一緒にたべていただくのもおすすめです。
店舗では、平日では販売をしていない、
土日限定商品なども多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

Bon Vivant (ボンヴィボン) 

入園入学グッズオーダー。ご予約承ります。
手提げ、上履き入れ、コップ入れなど
他にもたくさんの種類をご用意しております！
ご自分で作ってみたい方はお教室もございます。
詳しくは店頭まで、お問い合わせください♪
TEL044-589-6321

入園入学グッズ予約受付中♪
リブラおしゃれ工房

発売期間:1/4(火)〜1/31(月)まで

首肩こり、腰痛、
自律神経系のお悩み、
関節痛、ケガの予防、生理痛

※記事をクリックするとHPへ移動します。

骨盤スタイル

骨盤矯正
年間パスポート発売♪

LINE@からも
ご予約可能です！

骨盤矯正年間パスポート発売
年間を通して体のケア・メンテナンスができる！
年に一度のこのチャンス！！
詳しくは当院へお問い合わせください！

院長 傳法菜摘さん
（でんぽう なつみ）

https://www.jrtk.jp/cotoniorgarden/shinkawasaki/
HPLINE

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11番1〜5号

JR横須賀線「新川崎駅」から徒歩約10分、JR南武線「鹿島田駅」から

徒歩約15分、東急東横線「日吉駅」から徒歩約25分

香辛子海苔パッケージデザインを
studio FLAT所属アーティスト
阿部さんが行いました！

studio FLAT
阿部堅太さんのアート作品が彩りました!

海苔を食べ終わった後、缶容器からラベルを
取り外してもアートとして楽しめる仕様となって
おります!

詳細は下記URLまたは右のQRコードから♪
https://studioflat.or.jp/2021/10/20/kougarashi/

※詳細は店舗スタッフまで！
無料で運動指導やメニュー作成が出来ます。
ご入会者様にサポートブックをお渡ししています。

「スタッフおすすめ、下半身トレーニング」
～バーベルスクワット～ エニタイムフィットネス

効果:下半身強化・引き締め

1、安定した姿勢でまっすぐ
軸を作るように立ちます。

2、重心をぶらさず、
バーが垂直な軌道を
描くようにしゃがみます。

※背中のラインはまっすぐ保ち、
反らしすぎたり丸めたりはしない

店舗HPはこちら

① ②
店舗に来るたびに毎回
バーベルをピカピカに磨いています！
いまこそ運動を一緒につづけましょう！

加藤 直輝さん
（かとう なおき）

施設長細田明寛 さん

「就任のご挨拶 新川崎弥生テラス」

NRE新川崎弥生テラス

皆様、はじめまして。
昨年9月より施設長に就任致しました新川崎弥生テラス施設長の細田と申します。
2年6か月程前に着任して以来、高齢者施設が街に自然に溶け込み、
多世代と交流を図りながら地域と共存出来ている事の素晴らしさを痛感し、日々過ごしております。
新型コロナウィルス感染対策から、交流はどうしても制限されてしまいましたが、
その状況下でも如何に楽しむ事が出来るかを試行錯誤し続けている毎日です。
早く、以前のような生活に戻れる事を祈りながら。。今後共どうぞよろしくお願い致します。

https://www.nre.co.jp/nres/kitakase/tabid/523/Default.aspx
http://www.bon-vivant-pan.com/
https://www.instagram.com/livele_cotoniorgarden/
https://studioflat.or.jp/2021/10/20/kougarashi/
https://www.kss.funtree.jp/
https://www.anytimefitness.co.jp/cgshinkawasaki/

