第2回

生田緑地

⇔ 多摩川

ピクニックラ
リー

開催日時
2021(令和 3)年

5 月 29 日（土）
雨天の場合は 30 日（日）

10:00 〜15:00

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言
発出等の場合は中止いたしますので、ご了承ください。

会場

生田緑地中央広場、
二ヶ領せせらぎ館周辺
主催

多摩区観光協会

ろや
の見どこ
多摩区 情報が満載！
イベント
多摩区観光協会ホームページ

http://tamaku-kanko.net

多摩区見どころガイド

検索

お問合せ 多摩区観光協会事務局 【多摩区役所地域振興課】TEL 044-935-3132

新型コロナウイルス感染拡大防止に関して来場者の皆様へお願い
会場には受付を設けます。来場の際は、必ず受付をしていただくようお願いいたします。（混雑状況によっては、入場を一時
お断りする場合もございますので、ご了承ください。）
● 発熱や咳等の風邪の症状がある場合や体調がすぐれない場合は入場をご遠慮ください。受付にて非接触式体温計で検温を行い
ます。37.5℃以上の方または、体調不良者には、入場をお断りする場合がございます。）
● 来場の際、飲食時以外は必ずマスクをご着用ください。マスクをご着用いただけないお客様は、他のお客様への影響を鑑み、
入場をお断りさせていただく場合がございます。
COCOA アプリダウンロード
● こまめな手洗いと手指消毒のご協力をお願いいたします。
● 会場内での大声での声援や近距離での会話はお控えください。
●「神奈川県・LINE コロナお知らせシステム」への登録または、厚生労働省による
「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の活用をお願いいたします。
iOS
Android
●

お客様の健康と安全確保のためご理解・ご協力をお願いいたします。

出店

生田緑地中央広場

出店

会場アクセス https://www.ikutaryokuti.jp/access.html

セレサモス 麻生店

季節料理

麻生区黒川 172 Tel 989-5311
ベーカリーとめや

かきあげそば、揚たこ焼き

菅北浦 1-2-19-102 Tel 819-6345

白もつ煮込み 若鶏唐揚げ

川崎市菓子協議会
多摩麻生支部

みよしの製菓（三吉野）

たこ焼き ポテト 串焼き など

シフォンケーキ、クッキーなど

焼きそば

フランクフルト

多摩区で飲食店を営む店主の組織で
出店します。
登戸駅前の居酒屋 源氏では、美味し
い沖縄料理とお酒を取り揃えてお待
ちしています。

登戸 3402 Tel 911-9859

生活協同組合ユーコープ

プリン・ヨーグルト・アイスなど
人気商品の試食を行います。

西生田 1-11-1

Tel 328-5527

多摩区役所からすぐそばのグランマで
す。お持ち帰り１番人気のネギチャー
シュー丼の販売をいたします。火曜日
より金曜日まで店頭にてお弁当の販売
をしております。

登戸 1831-1-101

Tel 819-5677

遊園不動産

【この街で暮らす プランツと暮らす】をテーマ
にした【不動産売買（購入・売却）】
＆
【グリー
ンプランツ（観葉植物）販売】のお店です。
★きっかけは、植物から★きっかけは、物件
から この地域の緑ある土地を守ります！

東生田 1-14-5

生田緑地ピクニックコンサート
自然豊かな生田緑地に立地する青少
年科学館は、1971 年にプラネタリウム
館としてスタートしました。2012 年に
リニューアルオープンし、今年開館
50 周年を迎えました。プラネタリウム
と自然や天文の展示、講座を通して科
学を体験できる博物館として多くの市
民に愛されています。
科学館開館 50 周年を記念して、4 組
のアーティストによるコンサートをお
届けします。
時間
11:00~11:30
12:00~12:30
13:00~13:30
14:00~14:30

出演
TeamCompClover
ワガママ SUN バンド
ざらき Project

TeamComp-

自家農園で栽培をした野菜とハーブ、
手作り焼き菓子と海藻類、かわさきハー
ブソーセージドックを販売します。

西生田 3-13-5

時間
11:00~11:30
12:00~12:30
13:00~13:30
14:00~14:30

Tel 953-0304

かわさきそだちの果物や野菜を使用した
手作り無添加ジャムです。みかん、夏み
かんマーマレード、キウイなどをご用意。
“砂糖控えめで体にやさしい はっぴわー
くのジャムを是非ご賞味ください！

ハーラウ フラ オ カレイラニ

オペラシアターこんにゃく座

NPO法人たま・あさお精神保健福祉をすすめる会
就労継続支援 B型事業所 はっぴわーく

出演
長尾子供太鼓
ハーラウ フラ オ カレイラニ
オペラシアターこんにゃく座
川崎ベアーズ

川崎ベアーズ

キッチンカー
fuwari（フワリ）

□やきいもラテ
□キャラメルクリーム
□ジャーマンポテト
ミニショップアイメイト
Stande Cafe（スタンデ カフェ） などたくさん、種類の
視覚障がい者による手作りの
アクリルたわし・ねこピンチ、 •アメリカーノ •カフェラテ その他 クレープがあります。
本格マシンと新鮮な焙煎豆を やきいもラテはさつまいもを 3 時間弱火
キャップオープナー、布製の
もちいて、その場で、ひきた
で焼き、きび砂糖や牛乳を混ぜたスイー
麻生区王禅寺西 5-13-3 Tel 987-4146 袋ものなどを販売します。
て淹れたてのコーヒードリンク トポテトみたいな具材が詰まってます。
（他）
をご用意しております。
お店の看板メニューです。

登戸 2959 Tel 299-6367

昨年 3 月に地域の法人・団体の中間支援
を行う組織として設立しました。
フランクフルトやお団子、ほかにもふわっ
ふわのわたあめもあります！ぜひお立ち
寄りください♪

登戸 1775-1（多摩区役所 1 階）

Ｋ Ｓキッチン

Clover

山岸商店

大人気あつあつ揚げたてシャカシャ
カポテト !! フレイバーも 10 種類以上
から選べます。

フリフリポテト、チキンステーキなど

第２はぐるま共同作業所
（社会福祉法人はぐるまの会）

長尾子供太鼓

多摩区ソーシャルデザインセンター

Tel 281-0427

ざらき Project

音楽ステージ

登戸 3506 RIVERSIDE POINT 2F
かわさき折り紙で川崎の魅力を再発
見！折り紙を使った子ども向けワーク
ショップと 7 区のイメージアンケート
をご用意。2０色の地域資源の “もの
がたり” を語りあいましょう。

ホットドックなど

そら

グランマ

植物、園芸雑貨など

Tel 945-1355

「かわさき宙と緑の科学館」開館 50 周年記念

ここまで拘りのあるワインを飲んだ事がありま
すか ? ワイン発祥の畑で育った樹齢 60 年を
中心とした葡萄の木には自然栽培で元気に
育った甲州が出来ます。手間を惜しまずその
中の美味しい葡萄だけで造りました。

ネギチャーシュー丼、もつ煮込

菅 2-9-9

会場アクセス

かわさき色ものがたり

生田駅春秋苑下 月曜定休
南生田 7-20-4 Tel 701-0577

宿河原 4-20-19-2 Tel 080-8906-0409
前田龍珠園

自家栽培のワインとこだわりのジュース

キッチン鶏家

鰻の棒寿司、ローストビーフの蛇籠寿司など

神奈川県飲食業生活衛生同業組合
多摩支部

登戸 2701-1 Tel 922-5274
みんなのケーキ屋さん Choco♡to
こだわりの手作り製法で作った「たまシ
フォンケーキ」が人気です。また、地元
小学校の記念品として手作りクッキーな
どもお作りしています。真心込めた「す
べて手作り」のお菓子をお届けします。

Tel 952-2014

京王稲田堤駅前店粉もんの鉄人、たこ焼き・
たい焼きの粉鉄。当店自慢のたこ焼きは厳
選した２種類のミックスに高級料亭でも使
用されるダシを独自配合し、外はカリッと
中はトロッとしたこだわりの一品です。

無添加和菓子の製造・販売（特に新
潟県産のお米を使用した餅）が人気
です。
和菓子、寿司、弁当類

西生田 2-2-1

柏屋

柏屋は 2019 年に多摩川沿いへ移転リ
ニ ュ ー ア ル し ま し た。皆 様 に 様 々 な
シーンで柏屋の料理をお召し上がり頂
きたく、この度企画・参加しました。

粉鉄

多摩区、麻生区内のプロの和菓子職
人が、丁寧に作りあげた和菓子をご
堪能ください。

和菓子、かき氷

日本料理

すだち

産地直送の白もつを使用したもつ煮は
絶品 ! ! 若鶏唐揚げは当店オリジナル油
淋鶏ソース仕立て。
冷めてもおいしい唐揚げです。

稲田堤駅近くにありますパン屋です。お
店でも人気のきなこパンは幅広い世代の
方々に愛されています。店主イチ推しの
「プレミアム塩バターコッペ」は、トース
トがおすすめ。美味しさ新発見です‼
菓子、そうざいパン、ラスク

https://www.seseragikan.com/banner/chizu/seseragikanmap.html

料理屋の鰹節と昆布出汁の
かき揚げ蕎麦

セレサモスは川崎市内で穫れた新鮮
で安全・安心なたくさんの農畜産物
をご用意しました。穫れたての味を
楽しんでください。
川崎市内産の野菜、果物など

二ヶ領せせらぎ館前

ワガママ SUN バンド

「美 味しい 物
は人を笑顔に
する」をコン
セプトに 地
元、川崎市に
て キッ チン
カーで営業し
ているＫʼ S キッチンです！ご当
地グルメでも有名な「富士宮やき
そば」 みんな大好きなサツマイ
モスイーツ「イモスティック」を
販売致します。沢山の笑顔を作っ
て頂けるようはりきって販売致し
ますので宜しくお願い致します！

キッチンカー

舟倉亭（バミューダ）
当店が厳選した程よく
脂の乗った柔らか牛タ
ンを、串焼きにした後
提供いたします。是非
串焼き各種
ご賞味ください。

LAND WORLD

いつもありがとうご
ざ い ま す。私 達 は 山
形県出身です ! 地元の
山形県から食材をお
取 り 寄 せ し、本 場 の
山形県の郷土料理
で、皆様を心よりおもてなしさせて頂きま
す。東北地方・山形県の食を楽しんで下さい !

稲田郷土史会

多摩区を中心
に活動し、50
年以上の歴史
小田急電鉄株式会社 登戸駅
を持っていま
「E Mot」ア プ リ へ の ア カ
す。郷土史の
ウント登録でノベルティー
研究・史跡見
が当たるガチャガチャを回
学会・講演会・
せます。また、ロマンスカー
機関誌「あゆたか」の刊行等
背景画をバックにお写真が
を通じて郷土の歴史と魅力を
撮れます。
14:00 まで
伝えています。

東日本旅客鉄道株式会社 登戸駅

JR 登戸駅では、「缶バッジ釣り」
をお楽しみいただけます。
どんな
電車の缶バッジが釣れるかな？ぜ
ひお立ち寄りください。
※内容は予告なく変更となる場
合がございます。 14:00 まで

第2回

チェックポイントに掲出されているＱＲコード ポスターをお手持ちのスマートフォン等で
読み込み、出てきた画像をスクリーンショットまたは保存しよう！
両会場を含む 12 カ所すべての画像をゲットした方全員に

生田緑地⇔多摩川

藤子・F・不二雄 のキャラクター入りの クリアファイルをプレゼント!

ピクニックラリー
ク
チェッ ト
ポイン
一覧

さらに、すてきなプレゼントが当たるかも･･･!?（会場にて先着配布）
ＱＲコード は株式会社デンソーウェーブの商標登録です。

① 日本料理 柏屋 ②
1
2 登戸駅（ペデストリアンデッキ上案内サイン）
③ 中国家庭料理 神洲之華 ④
3
4 ヒッコリーファーム 登戸店 ⑤
5 石橋屋酒店
⑥ ことぶきや模型店 7
⑦ カフェ ル･グラン 8
⑧ みよしの製菓（三吉野）
6
⑨ どすこい商店 10
⑩ 遊園不動産〔THE GATHERING〕green plants shop
9
会場 生田緑地中央広場

会場 二ヶ領せせらぎ館

3

1

2
5
6

4

7

9

8

10

【多摩区役所地域振興課】
TEL 044-935-3132
広 告

今年はやります!!

あじさいまつり

６月２０日（日）長尾山

妙楽寺 境内

長尾の里あじさい保存会

神奈川県
飲食業生活衛生同業組合
多摩支部

川崎市多摩区
食品衛生協会

川崎市菓子協議会
多摩麻生支部
中国家庭料理
予約・問い合わせはこちら

☎044(922)2106
神洲之華

検索

多摩区登戸新町421 登戸21ビル 1Ｆ

末吉商事株式会社

にぎわいのある地域創りを応援 !!

営業 11:30 〜 14:30
17:00 〜 21:00
時間（時短要請に準じて変更）

川崎市多摩区

民家園通り商店会 （有）みよしの製菓

賞品提供：小田急電鉄株式会社登戸駅、ことぶきや模型店、東日本旅客鉄道株式会社登戸駅、読売センター登戸、株式会社よみうりランド

