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数字でみる
タウンカフェの１年
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  12年目の活動を支えた時間
(2016.10 ～ 2017.9)

ボランティア活動時間
1128.5時間　合計

港南台テント村
 開催 2回
 出店数 161店
  （フリーマーケット出店数/キッズフリマ含む）

 
視察•研修講師
32回

 

・サポーター法人
㈱せんざん,㈱住宅リフォーム神奈川
㈱SUISHAYA,ヨコハマファイブ㈱
吉田歯科クリニック,
・サポーター個人
松本和子/奥山敏美/樋山麻子/渡辺ひとみ
万木弘美/小林清子/森山三枝/篠崎桂子/
金城まゆみ/杉浦眞知子/髙木清美/若松真知子
野口幸子/宇塚隆一/林田典子/岡本溢子/
川崎治美/山野上啓子/石橋裕子/小島浩幸
稼勢久恵/他匿名4名 (順不同・敬称略)　
＊2017年度(2017.12末現在まで)のご登録

タウンカフェサポーターのみなさま                  　　市民や団体が主体的に取り組む、
　　　　　　公益性の高い港南台タウンフェ
　　　　　　の活動や事業を支えるため、運
営の資金的支援をお願いしています。
■費用の使途○市民レポーター養成　○港南
台タウンカフェ通信 ( ふ～のん・会報誌など )
発行　○地域情報サイト「こうなんだい
e-town」運営　○人材発掘と育成研修など

■サポート費用　一口 1,000 円 ( 年間 )　
＊複数口も歓迎＊団体・企業は 10 口以上でお
願いしています。☆別途資料があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

●運営
　・株式会社イータウン
　・横浜港南台商店会　
　・まちづくりフォーラム港南
　3団体が連携協力して港南台タウンカフェ事業
　運営を行うとともに、事務所をタウンカフェ内に
　設置して、地域交流・地域活性化活動を実践。
●面積 72.73㎡（約22坪）
●開設 2005年10月15日
●事業 小箱ショップ/カフェサロン/貸しスペー
　ス/貸しギャラリー/情報発信/まちの事務局機能
　/港南台テント村などのイベント企画運営/タウ
　ンシェフ養成（人材育成）

●運営スタッフ
　・有償スタッフ　　       6名
　・ボランティアスタッフ　約12名登録

●港南台タウンカフェ運営コスト
　年間事業高：14,726,904 円  （2016年度売上）
　 内訳
　 ・補助金         ：1,460,000円 
        (港南区民活動支援センターブランチ事業）　 
　 ・サポーター ：   263,000円
　       （2016年度タウンカフェサポーター）

活動を支えて下さりありがとうございました☆

港南台タウンカフェ
12年目のあゆみ

2016.10－2017.9

⼩箱ショップハンドメイドの雑貨やアクセサ
リー、布小物などが、壁一面にず
らりと並ぶ。今年もたくさんの素
敵な作品が楽しませてくれまし
た。はじめて出店される作家さん
がたくさん仲間入りしました。

写真や絵画展、手作り品の販売会や市民活動のPRなど、表現活動・情報発信の場として活用していただきました。

ギャラリー
手作りのウォールポケット
では、子育てやイベント・
ボランティア情報など、ポ
ケットに入りきらないほど
の情報をたくさんお届け！

ウォールポケット

全国の小さなまちやむらの魅力

を再発見してお伝えする、特産

品のコーナー。大人気のえごま

ドレッシングや福島のジャム、

陸前高田のお味噌や、大槌の海

産物など好評です

特産品コーナー
お茶を飲むだけでな

く、話し合

いや研修、小箱スク
エアと呼ば

れる手づくり教室、
セミナー勉

強会などにご利用い
ただきまし

た。

カフェサロン

クラウドファンディング
寄付976,000円に感謝

クラウドファンディングや寄付など
たくさんのご支援ありがとうございました。
港南台タウンカフェでは、今までの簡易的なサロン利用だけ
でなく、食を通じた地域のつながり作りや交流促進を目指し、
キッチン新設プロジェクトを立上げました。
キッチン新設のため、クラウドファンディングで寄付を募っ
たところ、81名もの方からご支援をいただき、対面カウンター
のあるキッチンが出来上がりました。

■実施期間：2017.4.17～5.9
■寄付者数：81名
■寄付総額：976,000円

クラウドファンディングや寄付など
たくさんのご支援ありがとうございました。

ついにキッチンできる！

地域のパン屋さん
（ぱねとんちーの）の
こだわり無添加食パンを
使ったトースト！

ボランティアさんが
週に2回、美味しい
スープを作って
くれています！

REPORT



2000個

255名

【2016年】
10/3 ソーシャルビジネス実践者座談会
10/8 キャンドルナイトin港南台2016
10/15 港南台タウンカフェ11周年祝賀会
10/19 くまヨコ大槌交流ツアー報告会
10/22 港南台コミュニティハウス文化祭出店
10/27 神奈川新聞掲載「各駅歩き」掲載
10/29 港南台テント村/キッズフリマ
10/30 さかえガールズデー出店
11/10 キャンドルナイトin港南台反省会
11/24 新川崎タウンカフェOPEN
12/1 クリスマスギャラリー開催

【2017年】
1/19 キャンドルナイトin港南台写真選考会
1/23 講師：日本経済調査会
1/24 南区地域づくり大学校（寺子屋みなみ）開講
1/27-28 こうなん活動フォーラムパネル展＠上大岡
2/2/3 中学生職業体験受け入れ
2/8-9 港南台ちょい呑みフェスティバル

2/19 港南台地域元気フォーラム
2/24　 栄区地域づくり大学校開講
2/25 中学生まちを支えるレポート活動開始
2/27～ 春の贈り物フェア開催

4/22 キッチン新設プロジェクト
 　　クラウドファンディング開始
4/29～ キッチン新設プロジェクト工事開始
5/10 港南台テント村実行委員会
5/11 リニューアルオープン（キッチン）
5/27 港南台テント村
6/2 トーストメニュー提供開始
7/10～ トロピカルフェア開催
8/19-20 港南台夏祭り
9/3 キャンドルナイトin港南台ワークショップ
9/5 ヨガ教室開始：体験
9/16-18 大槌交流ツアー
9/20 現場視察会01～資金調達と収益性

9/23 キャンドルナイトin港南台
10/15 港南台タウンカフェ12周年パーティー
10/24 くまヨコ大槌ツアー報告会
10/28 港南台テント村（雨天中止）

港南台地域情報マガジンふ～のん 港南台テント村

キャンドルナイト in 港南台

カフェサロン

12 月　

１２年目の
あゆみ

2016.10～2017.9

■その他、定例開催の活動・事業など
・もっと×２交流ステーション　（毎月第1金曜日）
・まちサロン（毎月第3金曜日）

キッチンが出来、メニューも一新したカフェサロン。以前は年に数回だっ
た音楽通りin cafeも、水岡のぶゆきさんによるピアノ演奏や河原さゆり
さんによる箏のコンサートが定例で行われるようになり、利用者のみな
さんにより楽しんでいただける空間になっています。また、地域の写真
サークルの写真展など、ギャラリー利用も増えています。

市民レポーターで編集している「ふ～のん」に、今回は若いママさん
がちびっ子と一緒に初参加。まちへの想いとみんなで手作りする楽し
さをますます実感できました。マップ頁は「港南台まちあるきマップ」
と題し横浜市ウォーキングポイントのリーダー設置場所と商店会会員
のお店を網羅。1000人インタビューは現在255名まで到達！
●中学生まちを支える仕事人レポート
港南台第一中学校の2年生4名、サポーター5名で活動。イタリア
料理ジョルナータ  オーナーシェフ  岩田雅彦さん、テール洋菓子店   
店長 平山一さんを取材しました。記事は「ふ～のんvol.8」に掲載。
■ふ～のん第8号発行　2017年10月15日　B５判22ページ
■発行部数　5,000部　　■配布協力店・施設　約100ヶ所

近隣小学校の放課後クラブや、地区センター、地域ケアプラザ等の団体
参加も増え、みなさんの協力で約2000個のキャンドルが灯りました。た
くさんのボランティアの参加があり、より地域に根ざしたイベントへと
変化しつつあります。素敵な音楽の演奏や絵本の読み聞かせなど思い思
いのひとときを過ごせたかと思います。キャンドルのやさしいあかりの
もとで、エコについて考えてみませんか？

●2017年9月23日（土）開催。参加人数2350名、賛同企業団体
46事業所、参加出展団体10団体、運営スタッフ32名、演奏協力
者4名

たくさんの出会いやつながりが生まれる「港南台テント村」は、商店会が
約20 年前から開催。2016 年から港南台中央公園に場所を移し実行委員会
主催となってフリーマーケットや様々なイベントを行っています。子ど
もたちが店長になってフリマを行う「キッズフリマ」も好評でした。
■2016年10月29日（土）開催、出店数 79店、キッズフリマ 15店
■2017年   5月27日（土）開催、出店数 67店
■会場：港南台中央公園　主催：港南台テント村実行委員会

港南区まちゼミ
「港南区まちゼミ」として、小箱オーナーさんによる「手作りリース講座」
と、代表 斉藤保による「Facebook講座」を開催。今までタウンカフェを
利用したことがなかったお客様にお店を知ってもらい、来店するきっかけ
となりました。
■開催講座：2講座　合計5回開催
■時期：2017年11月

■2017年6月開始
■投稿165件　フォロワー474人（2018.3時点）

もっと×２交流ステーション
誰でも参加できる気軽な飲み会。最近は常連の地域の参加者の顔ぶれも広
がり、充実してきました。100回記念の日はそんな常連さんの声かけで、
参加者の方々がお料理を作ってくださって盛大に行われました。

■開催日：毎月第1金曜日　19:00～21:00
■場所：港南台タウンカフェ

3回講座を協働で開催。（最終回は、公開講座「さかえ素敵
な交流拠点フォーラム」）コミュニティカフェに関心のある
市民や行政の方が受講し、「さんぽみち」の活用について語
り合いました。受講後、集まった有志がイベントを開催する
等の活動を開始。その後につながる主体ができたことも大き
な成果です。【委託元：横浜市栄区区政推進課】

事例：栄区地域づくりキャンバス

161 出店

Instagram始めました＠towncafe.kounandai
港南台タウンカフェではこれまでのブログやfacebookに加えて、
Instagramでの情報発信を新たに開始しました！小箱ショップやスイーツ
などステキな写真をアップしていきます！
フォローよろしくお願いいたします！

165 投稿

まちの
ゼミナール

100 回開催

まちサロン inCafe
地域の方をゲストに迎え、得意分野のお話を伺ったり技
能を披露していただきながら交流するまちサロン。ライ
アー奏者の回では小学生時代の同窓生達が駆けつけ賑わ
いました。シンガーソングライターの方がご自身の福祉
的取り組みについて語ったり、駅のバリアフリーについ
てみんなで考えたり、お茶の入れ方を学んだり様々な話
題で交流しました。

■開催日：第3金曜日18:30～20:00
■場所：港南台タウンカフェ

小箱ショップ
心を込めた手作り作品が多く並ぶ小箱ショップ。手に取って見てくださ
るお客様に出逢えることが出店の喜びのひとつです。小箱オーナー同士
の交流の場である「小箱サロン」などをきっかけに、手作り好きな仲間
と知り合い、作品づくりに刺激を受けたり、カフェの新たな企画が生み
出されたりします。また、出店しているオーナーは、「小箱スクエア」といっ
た手作り体験教室などを開催することもでき、今年度も多くのお客様が
いろいろな教室に参加され楽しみました。夏休みにはお子さま向けのキッ
ズスクエアも定着、とても好評です。

小箱ショップ稼働数　　998棚/年間
新規出店　　33人　　　述べ634人
小箱スクエア開催数　　143回/年間　　参加延べ人数512人

11 人の
ゲスト

港南台地域元気フォーラム
今回ははじめて港南台連合自治会と共催で元気フォーラ
ムを行いました。講師にIIHOE代表の川北秀人氏をお迎
えして「総動によるまちづくりのすすめ」をテーマに講
義を受けた後、グループに分かれての話し合いを持ちま
した。講義では港南台地域の高齢化率などが数字やグラ
フ示されたので、課題を具体的に認識することでき、ま
たそれを自治会関係者の方と共有できたことに意義を感
じました。

■2017年2月19日（日）開催、参加者61名
■場所：港南台ひの特別支援学校

61 名
キッチンできて
トーストやスイーツも
新登場

vol.8 発行
港南台タウンカフェを運営するイータウンでは、コミュニティ
カフェやソーシャルビジネスの運営支援、講演・研修受託によ
るまちづくり応援事業や、地域団体・企業・行政などの広報誌
・webサイトなどのデザイン業務も行っています。

港南台タウンカフェでは、さまざまな地域活
動を行う団体の事務局機能を担っています。

【主な事例】南区や栄区での地域づくり大学校運営、八千代市や結城市等での
講演、ケアプラザや地区社協の広報誌デザイン、にしとも広場情報誌デザイン、
港南区のひまわりタネット作成管理、ソーシャルビジネス情報発信事業など

タウンカフェのまちづくり応援プロジェクト

●§ 横浜コミュニティカフェネットワーク
●§ くらしまちづくりネットワーク横浜
●§ まちづくりフォーラム港南
●§ 横浜港南台商店会

■まちづくり事業・デザイン事業 ■まちづくり事務局機能
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