時 代をつなごう。

昭和のノスタルジーを感じながら、過去から未来を楽しむ一日。

同時開催
川崎国際
生田緑地ゴルフ場

～

市民開放日
9：00〜16：00

※ 雨天決行・荒天中止。雨天の場合はプログラムの一部に変更があります。

■主催：生田緑地運営共同事業体
川崎市岡本太郎美術館 川崎市立日本民家園
■協力：

コールマンジャパン株式会社 東芝未来科学館

そら

かわさき宙 と緑の科学館

株式会社 ミツウロコ

( 以下 50 音順 ) アイコニック ワイン・ジャパン㈱ ㈱アオイスポーツ企画 秋吉和也 あそびや アートパフォーマー☆ファイター☆
生田緑地マネジメント会議 NPO 法人 いっぽいっぽ eat joy 稲田郷土史会 稲目町会・飯室谷町会 ㈲岩田電機通信 うさぎ幼児園
母の会 オカピと愉快な仲間たち 押し花サロンシンフォニー 小田急バス㈱
推進協議会 学校法人専修大学
神奈川県立生田高等学校グリークラブ 神奈川県立生田高等学校吹奏楽部 神奈川県立生田高等学校ダンス部 神奈川県立生田東高等
学校チアリーダー部 神奈川県立川崎工科高等学校 神奈川県 環境農政局 緑政部 水源環境保全課 Cafe 星めぐり cafe83 (かふぇやみぃ）
かわさきキャラ着ぐるみ隊 川崎国際生田緑地ゴルフ場 川崎コミュニティークワイヤー 川崎市地球温暖化防止活動推進センター
（グ
リーンコンシューマーグループ・省エネグループ） 川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム かわさき生活クラブ生活協同組合 ㈱川崎
フロンターレ 川崎和紙工房 きもの蔵屋 生田店 クラフトビアムーンライト ケータリングカーアイル J&S 下薗大輔 シュタット
シンケン スマイリークレープリー Smile Kebab 制作集団GSG 専修大学放送研究会AREA 専修大学落語研究会 タイカ
レーイムイェム 大道劇団 Cuento NPO 法人たま・あさお精神保健福祉をすすめる会（SKY） 川崎きた作業所 谷本成輝・竹本
知子 多摩区飲食業組合 多摩区観光協会 多摩区商店街連合会 多摩区まちづくり協議会 多摩エコスタイルプロジェクト 多摩
ラブフェローシップゴスペルクワイヤー チーム ピース チャレンジャー 津久井島村農園 daydressing テンナインのシネマイム
㈱ドリームピノキオグループ 飛森谷戸の自然を守る会 日産プリンス神奈川販売 ㈱ 日本女子大学附属高等学校吹奏楽クラブ
日本女子大学附属高等学校ダンス体操クラブ 走る！洋食屋さん♪いなぎ satoyama キッチン ハスクバーナ・ゼノア㈱ パスタフ
レスカイタリアン ロズマリーノ パルシステム神奈川ゆめコープ Hands craft club WAKABA ブリマーブルーイング ベーグ
ルカンパニー Vegecafe78 ホウエーランチ まるりん もんもん 三平商店 ㈱ミュージアムクルー ㈲みよしの製菓 民家園通り商
店会 明治大学落語研究会 やきとり とっと庵 早稲田大学落語研究会 早稲田大学早稲田ちんどん研究会
お問 合せ

生田緑地東口ビジターセンター

〒214 - 0032 神奈川県川崎市多摩区枡形 7 丁目 1- 4

TEL: 044 -933-2300 FAX: 044 -933-2055

http: //www.ikutaryokuti.jp/

生田緑地

川崎国際生田緑地
ゴルフ場

「向ヶ丘遊園」
駅から徒歩 13分
新宿から 小田急線
２０分
「登戸」駅から徒歩 25分
JR 南武線

当日は混雑が予想されます。
できるだけバスなど公共交通機関をご利用ください。

生
田
緑
時
地
代
で
を
め
ぐ

ろ
う
︒

オープニングパレード・セレモニー

●専修大学放送研究会 ARE A
●日本女子大学付属高等学校吹奏楽部
●日本女子大学付属高等学校ダンス体操クラブ
●神奈川県立生田高等学校ダンス部

9：30 〜18: 00 開園時間延長

「納涼民家園 - 水で遊ぼう -」
●蚊帳・民家でごろ寝体験
●井戸汲み・打ち水・水鉄砲・
洗濯板で洗濯体験

●竹でできた水車や噴水など、
水を使った遊びや体験
※当日浴衣・甚平着用の方は
入園無料

■お問合わせ先：TEL.044-922-2181

かわさき宙（そら）と緑の科学館

●自然ワークショップ「生田緑地の地層と化石」
【実施時間】13：30〜15：30【参加費】無料
●実験工房「クリップモーターを作ってみよう！」
【実施時間】① 13：00 〜13：20
② 13：30 〜13：50
③ 14：00〜14：20
④ 14：30〜14：50
【参加費】無料 【定員】各回 20 名
※12：00 科学館チケットカウンター横で整理券
を配布、なくなり次第終了
●企画展示 錦絵に描かれた「時代と宇宙」
【展示期間】8 月 2 日 ( 火 ) 〜 31 日 ( 水 )
9：30 〜 17：00 ※休館日除く

■お問合わせ先：TEL.044-922-4731

昔懐かしい駅弁、駄菓子の販売もあるよ！
ベーグル、カリフォルニ
アワイン、地ビール、焼
きそば、やきとり、有機
野菜、ケバブ、自家製ス
モーク、オムライス、タ
イカレー、ホットドッグ、
スムージー、クレープ、団子、駅弁、駄菓子、
インドフェアトレード製品、ハンドメイド小物、
科学実験キット、リメイク品ほか ※資源保 護
のため、Myカップ、My はしを持参しよう！

ライブ＆パフォーマンス

懐かしい歌から、未来へ続く歌まで。

ワークショップ

※関係者以外撮影禁止とさせていただきます。

日本民家園

デリ＆マルシェ

●絵本とお歌・音遊び（絵本読み聞かせ）
●エジソン蓄音機の音を聞こう
●オカピと愉快な仲間たち / スチールパン演奏

●川崎コミュニティークワイヤー、多摩ラブ
フェローシップゴスペルクワイヤー / ゴスペル
●J&S/ 昭和の童謡
●神奈川県立生田高等学校グリークラブ
“時代をつなぐ” をテーマにしたパフォーマンス！
●アートパフォーマー☆ファイター☆
●大道劇団 Cuento
●テンナインのシネマイム
早・明・専の古典落語は必見！
●早稲田大学落語研究会
●明治大学落語研究会
●専修大学落語研究会
ちんどんパフォーマンス
●早稲田大学早稲田ちんどん研究会

フィナーレ

サマーミュージアムのエンディングを飾ります。

●専修大学放送研究会 AREA
●神奈川県立生田高等学校吹奏楽部
●神奈川県立生田東高等学校チアリーダー部
※関係者以外撮影禁止とさせていただきます。

昔の子供から今の子供まで、家族で楽しめる
ワークショップ満載！
11：00 〜16：00 有料（一部無料）
森のむかし遊び（竹の水鉄
砲、ゴム鉄砲、昭和の塗り
絵うちわなど）
、レトロな
押し花工作、紙すき体験、
シュロの葉カゴづくり、木
工クラフト、葉っぱの魅力発見、エコバックづ
くり、
ヴィンテージバッチづくり、現代風機織
り体験、フラッグづくり、園児の好きな「おし
ごと」体験、恐竜ミニチュア制作、エコ発電ホ
タルづくり、空・森・風のモビールづくり 他

キャラクターと遊ぼ！
かわさきぷりんと仲間たち

川崎市にゆかりのあるキャラク
ターに会える！

昭和サロン ( 東口ビジターセンター 2 階 )

生田緑地周辺の昭和の写真や蓄音機展示。
同時
開催

川崎国際生田緑地ゴルフ場市民開放日

＊雨天決行 ( 荒天・落雷の危険がある場合は中止 )

広いゴルフ場の芝の上で、思
いっきり遊べます！●ふれあ
い動物園●スナッグゴルフ
体験●芝すべり●引きノコ
ギ リ 体 験●軽 食 販 売 他
【日時】8/ （
7 日）、21
（日）9：00〜16：00【参加費】無料

■お問合わせ先：TEL.044-934-0015

岡本太郎美術館

●ミニ南武線乗車体験
ミニ南武線に乗車して
館内を走ります。
【出展】 神奈川県立川崎
工科高等学校
【日時】8 月20日(土 )、21日(日)11:00 〜16:00
【参加費】無料

■お問合わせ先：TEL.044-900-9898

夏休み生田緑地スタンプラリー（7/16 〜 8/31）

藤子・F・不二雄ミュージアム、岡本太郎美術館、
日本民家園、かわさき宙
（そら）
と緑の科学館、
登戸行政サービスコーナーを回ってスタンプ
を集めよう！ステキなプレゼントがもらえるよ。

■お問合わせ先：東口ビジターセンター
TEL.044-933-2300

※通常は公園内での火気の使用やテント、タープの使用はできません。

