カフェ通信 2016 年 11 月号

11 月のイベントスケジュール
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囲碁サークル
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生活に活かす心理学
金 10：30～12：30
花壇のお手入れ
土 9：00～11：00
囲碁サークル

秋冬のストール巻き方術
ストールやスカーフの
出番多い季節になり
ました。
まずは、簡単な巻き方
をお伝えします。
持ち物： お手持ちの
ストール、スカーフ
卓上鏡 筆記用具

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：1000 円（資料代）
定員 4 名

都市大留学生カフェ
テーマ 「中国・武漢の暮らしと環境」
留学生の自国のテーマについて、話を聞きなが
ら、自由に意見を出し合い、お互いの社会につ
いての発見や理解を深めいきたいと考えていま
す。夕方の短い時間ですが、リラックスした雰囲
気で、留学生と一緒に楽しい時間を過ごしてみ
ませんか？
第１部 中国・武漢の暮らしと環境
第２部 ディスカッション

話題提供者
東京都市大学環境学部
環境マネジメント学科２年 蔡筱暁
申込先：070-5545-8107 ほっとカフェ中川

スウィングオーナメント （2 回講座）

紅茶でめぐる世界の旅

スウィングオーナメントは、
吊るして楽しむクリスマス
オーナメントです。スパイス
と木の実を使った落ち着い
た感じに仕上げました。
見本は、カフェに展示予定。
1 日で出来ない時のために
補講日をもうけました。
※ 材料調達の都合があるので ご希望の方
は、11 月 4 日（金）までにご連絡ください。
定員：8 名

～ロシア トルコ～
ロシアもトルコも世界有
数の紅茶消費国で、それ
ぞれ英国式とは違った独
特の紅茶文化がありま
す。 今回は、ロシアで人
気のあるお茶のご紹介
や、トルコのチャイダン
ルックを使って淹れたお茶でティータイムを
お楽しみいただきます。
持ち物：ティーカップ（マグカップでも OK）

講師：丹治玉江（ハーブコーディネーター）
申込先： TEL 080-5528-3077
メール t_tanji28@yahoo.co.jp
参加費：2000 円（2 回分材料費 分割可）

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
参加費：1500 円（お茶、お菓子、会場代含む）

生活に活かす心理学
ライフスタイルと地域を考える

おしゃべりカフェ

木と対話する
緑道を散策しながら、親しみの感じられる木と向
き合って少しの時間を過ごします。そこで感じら
れたことを話し合い、人と自然との関係について
考えてみます。
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日 13：00～17：00
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金 17：30～18：30

サークル活動 お申込み・お問合せ先
短歌「木曜会」
鹿取未放（かとりみほ・女性） TEL045-912-3433
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土

参加者募集中！

囲碁サークル
日 13：00～17：00

囲
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スゥィングオーナメント②

都市大留学生カフェ

秋冬のストール巻き方術
10：30～12：00

講師：キラリ青葉 松村 治（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
お問合せ先 : 松村 治 TEL 080-4165-1003
メール ma2musi@royal.ocn.ne.jp

碁

参加者募集中！
楽しくウォーキング

28

月

29

火

おりがみを楽しむ

30

水

英 会 話

どなたでも参加できます
どなたでも参加できます
会話経験者が対象です

カフェ休業日

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。今回はクリスマスとお正月料理
の試食会を行います。
お気軽にご参加ください。

参加費：無料
申込先：事前申込は必要ありません

初心者のための短歌サークル 参加費：500 円
服部 TEL 045-911-3376 メール khattori@mxa.mesh.ne.jp
参加費：300 円 入会金：1000 円（初回のみ）
ぐるっと緑道 塩入 TEL 090-7275-1361 参加費：無料
ほっとカフェ前９：３０集合 旧大山街道と荏田宿を訪ねます
大塩桂子（日本折紙協会認定講師） TEL 090-4667-6340
初めて参加の方は必ずお申込みください 参加費：500 円
講師：Atia Shibata 参加費：1500 円
TEL 090-4667-6340（大塩） sugariko35@yahoo.co.jp

※各イベントへの参加にはドリンクをご注文ください。
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ほっとカフェ中川は、まちづくりＮＰＯ法人ぐるっと緑道が
地域の交流の為にボランティアで運営するコミュニティカフェ

５周年アンケート結果「ほっとする雰囲気が良い、値段も手ごろ」
ほっとカフェ中川は、地域の交流の場所、商業地区の活性化の拠点として、地域の皆様の協力でボランティアで
運営し、１０月１日で５周年を迎えました。ご利用、ご協力ありがとうございました。
さて、カフェでは毎年、この時期に利用されている皆様にアンケートをお願いし、今年も１４０名の方から回答を頂き
ました。その結果をご報告させていただくと共に、アンケート結果を今後の活動に生かし、更に地域で役に立ち、温
かくやりがいのあるボランティア活動の場として、頑張っていきたいと思います。
（集計は小数点以下四捨五入しています）

無回答 1％

90 代 1％ 無回答 4％
80 代 2％
30 代
12％

70 代
18％

男性 21％

60 代
20％

女性 77％

男女構成比

10 才未満 2％
20 代 3％

40 代
21％

たまに
51％

50 代
18％

カフェ使用頻度
無回答 2％

カフェの良いところ （複数回答可）

ちょっと立ち寄った

36%

雰囲気が良い

81%

友達と話す

30%

値段が手ごろ

66%

昼食

10%

美味しい

46%

ジム利用

8%

スタッフが良い

43%

イベント・講座 参加

6%

地域情報がある

18%

19%

講座・イベントがある

11%

その他

よく使う
21％

初めて
23％

年代別構成比

利用目的 （複数回答可）

無回答 4％

お客様のご意見から
スタッフのみなさんとても親切です。5 周年おめでとうございます。
みなさん頑張ってください。花壇の花がきれいです。（40 代女性）
雰囲気が良いです。室内がこざっぱりとしていていつも気持ちが
良い空間です。スタッフの方々はボランティアですか？
みなさん感じが良いですね。（60 代女性）
今後地域にはなくてはならない場所になると良いと思う。
地域のサークル活動の場として利用できるように「場所貸し」を
もう少し取り入れても良いのでは？壁のギャラリー貸しも含む。
（60 代女性）

いいえ
42％

はい
56％

カフェスタッフが商業地区内花壇の手入れ
をしていることを知っていますか？

中川にはちょっとお茶がと気楽に入れるお店がないので、本当に
カフェがあって助かっています。
イベントなどは、ご年配の方向けが多いと思うので、私たちでも楽
しめるイベントをたくさんやってほしいです。（30 代女性）
いつもありがとうございます。ここにほっとひといきの時間のすご
すのが楽しみです。特にシフォンケーキ目当てにしています。
ありがとう♡（40 代女性）

皆さまぜひご参加ください
秋の中川ふれあいフェスタ 10 月 29 日(土)11：00～ 雨天順延
花壇のお手入れ 11 月 19 日（土）9：00～ほっとカフェ前集合

スタッフのご応募やお問合せはお気軽にどうぞ！

ほっとカフェ NAKAGAWA
〒224-0001
陸橋 絵の階段を上る

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

中川駅

受付 10：30～17：30 （日曜・木曜 定休）
横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅下車徒歩 1 分

JA

ホームページ http://cafenakagawa.ｊｐ/
メール hotcafe.nakagawa@gmail.com
運営 ： NPO 法人 ぐるっと緑道

