
 

 

 

 
 
 

7 日(金)・12 日(水)・19 日(水) おしゃべりカフェ 

10：40～12：00    
こんにちは福祉クラブ生協です。 

福祉クラブ生協のメンバーが主催する 

おしゃべり会です。 

ミニ試食会も同時開催します。 

夕飯のおかずの話や、ちょっと困った時の助け合いの話など 

気軽におしゃべりに来てください。 

申込先： 事前申し込みは必要ありません 
参加費： 無料 

10 日(月)   スカーフ・ストール巻き方術 

10：30～12：00  

いつものワンパターン 

巻き方・・・ 

結局タンスに仕舞い 

込んで・・・ 

手軽で簡単な巻き方術で解消します！ ※定員 8名 

講師： 谷川みさえ（布心主宰 スカーフコーディネーター）  
申込先： TEL 080-5423-6700 
      メール stall5scarf@gmail.com 
参加費： 500円（資料代）  

10 日(月)  おりがみを楽しむ 

10：30～12：00  

月に一回のペースでおりがみを 

楽しむサークルです。 

実用的なおりがみや季節の 

植物や動物などを作っています。 

今月は箱のおりがみに挑戦。 

持物： 折り紙、はさみ、のり、筆記用具 
申込先： 事前申し込みは必要ありません 
参加費： 無料 

11 日(火)    紅茶のある暮らし

10：30～12：00  日本における紅茶の歴史 
11月 1日は紅茶の日。 
11月は紅茶月間です。 
日本と紅茶の関わりについてお話する 
とともに、世界三大銘紅茶と言われる 
三種を比較していただきます。 
持ち物：ティーカップ ※定員 8名 
 講師： 山口裕子 （日本紅茶協会認定 ティーインストラクター） 
 申込先： TEL 080-5443-6027 

     メール invitation_to_tea5714@yahoo.co.jp 
  参加費： 1230円（お茶、お菓子、会場代含む） 

12 日(水) 楽しくウォーキング 

9：30ほっとカフェ前集合  
都筑には素晴らしい緑道と様々な見どころがあります。 
運動として歩くだけではなく、自然や文化を探索し、 
参加者の出会いを作るのが「楽しくウォーキング」の趣旨です。 
お気軽にご参加ください。 
＊ 雨天中止 
 

 ガイド：塩入広中(NPO法人ぐるっと緑道代表) 
 申込先： 事前申し込みは必要ありません 
 参加費： 無料 

21 日(金)  こころとからだのエクササイズ 

10：30～12：30 生活に活かす心理学 
テーマ：「記憶」 

記憶は個人にとって大切なものです。また個人だけでなく地域、

時代といった集団がもつ記憶というものもあります。 

そのような記憶が日常生活とどのように関わっているのかについ

て話し合ってみます。 

講師 :松村 治（キラリ青葉代表）、白川美里、比嘉幸子 
参加費：無料  事前申し込みは必要ありません 
講座についての質問などお問い合わせは：  
 松村 治  TEL  080-4165-1003 
        メール ma2musi@royal.ocn.ne.jp  

25 日(火)   天使のツリー（2回講習） 

10：30～12：30 次回 12月 16日 
可愛い天使のオーナメントが飛んでいる 
45cmのミニクリスマスツリーです。 
天使の中には、ハッカの結晶が入っている 
のでさわやかなミントの香りをお楽しみ 
下さい。 

※申込は 11月 8日まで（材料調達のため） 

講師： 丹治玉江  
申込先： TEL 080-5528-3077 
      メール 1028.tamae.t@ezweb.ne.jp 
参加費： 4000円 （2回目講習含む 分割可） 

28 日(金)  大人のクリスマス 

10：30～11：30   
今年のクリスマスには、落ち着いて 
ゴージャスな大人のアレンジはいかが 
ですか？お客様をお迎えする玄関や 
リビングに映える存在感が有ります！ 
＊写真と同じ花器を使用し、少しコン 
パクトに仕上げます。＊最少催行人数 2人 
＊写真はイメージです。予告なく変更になる事があります。 
講師： 吉田明美（フラワーアレンジ教室 FioRutta主宰） 
申込先： TEL 090-1772-6959 メール info@fiorutta.jp 
参加費： 3500円 

★各イベントの参加にはドリンクをご注文ください。 

 ほっとカフェ中川 営業時間 10：30-17：30(日曜日 11：30～17：30)木曜定休 

  ☎ 070-5545-8107 メール hotcafe.nakagawa@gmail.com 

 ホームページ http://cafenakagawa.web.fc2.com/  

11月のイベントスケジュール 

カフェ通信 2014年 11月号 



 

 

 

 
   

お客様アンケート 
気軽で、雰囲気の良い、コミュニケーションができるカフェの評価 

 ほっとカフェ中川は 1０月 1日で開店 3周年を迎えました。毎日、多くの皆さんにご利用いただき、

地域に無くてはならないカフェになったとスタッフ一同感謝しています。 

 さて、10月 1日から 1週間、来店されたお客様にアンケートを実施し、149名の方に回答を頂きま

した。ご協力ありがとうございました。 

その結果を報告させていただくと共に、これからも皆様の声を生かしたカフェにしていきます。 

＜利用者＞ 回答数 149名 

 
 
 
 
 
 
 
 
＜カフェの良いところ＞ 
カフェの良いところについて 2013年と2014年のアンケートを比べてみました。雰囲気が良い、スタッフが良い の

ご意見が伸びています。   「手軽で雰囲気の良いカフェ」として評価されていることが分かります。 
 
 
 
               
 
 
＜ご意見＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほっとカフェ NAKAGAWA 
〒224-0001 

横浜市都筑区中川 1-18-5 

フィットネスハウス パレット中川１F 

   TEL 070-5545-8107 

 受付 10：30～17：30 （日曜日 11：30～16：30）  

横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅下車徒歩 1分 

http://cafenakagawa.web.fc2.com/ 

hotcafe.nakagawa@gmail.com 

営業時間： 10：30～17：30 (日曜日 11：30～16：30)木曜定休 

中川駅 

JA 

運営 ： NPO法人 ぐるっと緑道 

カフェ通信 2014年 11月号 
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年代別構成比 利用頻度（76％の方がリピーター） 

 街の立ち寄り拠点となっていてよいと思う（60代） 
 運営が落ち着いてきたように感じる。継続していってほしい（70代） 
 ほっとするあたたかさがある。勉強がはかどります（40代） 
 立ち寄り易い 
 周りを機にせず一人カフェできる。時々注文したものが来るの 
が遅い時がある（60代） 

 閉店時間をもう少し遅くしてほしい（50代） 
 都市大生を巻き込んでほしい。書籍を導入したら集客につながるの
では？（30代） 

 

 シフォンケーキがお気に入りです（60代） 
 シフォンケーキなどをお持ち帰りできればよいです（60代） 
 ボリューム感のある食事がしたい（50代） 
 メニューの充実。夏場はアイスやココアなどがあるとよい（60代） 
 ランチメニュー、グランドメニューを充実させてほしい（20・40代） 
 （増税は仕方がないが）200円でコーヒーが飲めるのがよかった
（30代） 

 メニューの充実、持ち込み可能へ戻してほしい（20代） 
 夏場であっても、白い椅子は冷たくて固い（50代） 
 駐車場の整備をお願いしたい。グリーンライン沿線だと乗り換え
があって不便である（50代） 
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値段が手ごろ 雰囲気が良い 美味しい スタッフが良い 地域情報がある イベントがある 

2013年 2014年 


