
茅ヶ崎でコーヒーと本を片手に「まちの日常」にふれる。 

分散型のまち歩きコーヒーフェス 

「Takasuna Greenery Coffee Festival」を開催！ 

 

茅ヶ崎とコーヒー実行委員会 

 

茅ヶ崎発の with コロナ時代の分散型まち歩きコーヒーフェスを 5/4(水祝)に開催します。メイン会場と

なる茅ヶ崎駅南口から徒歩数分の高砂緑地内では、コーヒー豆の販売とコーヒーのテイスティングの他、

こども向けワークショップ、読み終えた本を物々交換できる「ブックトレード」などが楽しめます。 

 

 

■「Takasuna Greenery Coffee Festival」とは  

コロナ禍で人々が多くの時間を自宅で過ごしたことは、人々の意識を「日常」や「地域」に引き寄せまし

た。 

今、私たちは住んでいる地域の日常の大切さを、以前よりも意識するようになり、 

そしてフェスやマーケットに求めるものも、かつてのものとは少し変わりはじめています。 

かつてのフェスやマーケットは非日常体験であり、消費体験でした。 

でもこれからのイベントは、地域の日常に寄り添うものであってほしい。 

ゆるやかに続く日常と、地域に分散した、茅ヶ崎らしいつながり。 

そしてコーヒーという世界を巡るものを通して、遠くを想いながらも、身近な日常を楽しむ。 

そんなイベントが Takasuna Greenery Coffee Festival です。 

 



「本とコーヒーを片手に、まちの日常にふれる」をコンセプトに、「非日常より日常」「消費より循環」

「密集より分散」といった価値観を表現するコンテンツを、高砂緑地内と高砂通り沿いに点在させます。 

 

茅ヶ崎の特徴の 1 つでもある松林に囲まれた緑豊かな環境で、地域の日常にふれる 1 日をお楽しみくだ

さい。 

 

■ イベント概要 

【開催日時】2022 年 5 月 4 日(水祝) 10:00〜16:00 

【開催場所】高砂緑地（〒253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北 1-4-50） 

【主催】茅ヶ崎とコーヒー実行委員会 

【出店】CRUISE TOWN COFFEE ROASTERS / 道端の喫茶店 HAND / ,COMMA co-working, 

cafe&bar / 株式会社コル / korb / ART ノ TANEMAKI / まちなか本棚 project / KUROMATSU 

PROJECT / Takasuna Village / 南本通り商店街 / KONGEN / tetoteto＊  

【協賛】（※順不同）株式会社洋建築企画 / 大和リース株式会社 / 株式会社 TakasunaBASE / チガサキ

レンタル株式会社 / D.PARADISE / NPO 法人湘南スタイル / まちづくり法人 knork 

【後援】茅ヶ崎市 / 一般社団法人茅ヶ崎市観光協会 

▪Facebook イベントページ：https://www.facebook.com/events/2861614000813839/ 

▪Facebook：https://www.facebook.com/chigasaki.to.coffee/ 

▪Instagram：https://www.instagram.com/chigasaki.to.coffee/ 

※本イベントは、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、ガイドラインに沿って開催いたします。 

 

https://www.facebook.com/events/2861614000813839
https://www.facebook.com/chigasaki.to.coffee
https://www.instagram.com/chigasaki.to.coffee/


■ 出展者紹介 

・Cruise Town COFFEE ROASTERS 

 

茅ヶ崎南口近くのプレミアム/スペシャルティコーヒー専門店。常備 40 種類ほどの豆を取り揃えていま

す。一杯のコーヒーを丁寧に淹れ、ゆっくりと楽しむ。忙しさからちょっと距離を置き、スローで丁寧な

暮らしを想像してみる。ゆったりと波をクルーズするように、ゆったりと街をクルーズするように。「ク

ルーズ」という言葉が似合う茅ヶ崎から、美味しいコーヒーと共に「人生をクルーズしよう」というメッ

セージを届けられたら嬉しいと思います。 

HP：https://cruisetown-coffee.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/cruisetowncoffee/ 

Facebook: https://www.facebook.com/cruisetowncoffeeroasters/ 

 

 

・道端の喫茶店 HAND 

 

浅煎り、深煎りに焙煎したスペシャルティコーヒー、有機食材のヴィーガンスコーンなどなど、地球と身

体に寄り添った優しいものをご提供するお店です。 

Instagram: https://www.instagram.com/roadsidecafe_hand/ 

 

 

 ・,COMMA co-working, cafe&bar 

 

https://cruisetown-coffee.com/
https://www.instagram.com/cruisetowncoffee
https://www.facebook.com/cruisetowncoffeeroasters
https://www.instagram.com/roadsidecafe_hand


新しい文化や社会を作ろうとする、強い思いを持った生産者の方から、直接仕入れた商品を中心に提供。 

おいしいだけじゃない、食を通じた気づきや出会いをお届けします。 

HP：https://comma.today 

Instagram: https://www.instagram.com/comma_coworking_cafebar/ 

Facebook: https://www.facebook.com/comma.coworking.cafebar/ 

Twitter：https://twitter.com/comma_shonan/ 

 

 

▪株式会社コル（UP FOOD PROJECT） 

 

食領域×アップサイクルの活動を通じてサーキュラーエコノミーの実現を目指す「UP FOOD」というプ

ロジェクトを推進しています。規格外野菜や果物を使ったスムージーやスイーツを作ったり、捨てられる

皮・殻・滓などの食品残渣から色をとって染めたキッチン用品を作ったりといった活動をしています。 

HP：https://upfood.earth/ 

Instagram: https://www.instagram.com/upfood_project/ 

Facebook: https://www.facebook.com/upfoodproject/ 

Twitter：https://twitter.com/UPFOOD_PROJECT/ 

 

 

▪korb 

 

毎日の暮らしがワクワクするキッチンツールや生活雑貨を揃えています。料理や収納、アウトドアの資格

を持つスタッフがプロの視点で使いやすさやデザインとしての普遍性も見立て沢山のアイテムを揃えまし

た。「コルプ」で自分にぴったりな暮らしを更に豊かにするアイテムを見つけてもらえたら嬉しいです。 

HP：https://www.korb.jp/ 

Instagram: https://www.instagram.com/korb_kitchen_tool/ 

https://comma.today/
https://www.instagram.com/comma_coworking_cafebar
https://www.facebook.com/comma.coworking.cafebar
https://twitter.com/comma_shonan
https://upfood.earth/
https://www.instagram.com/upfood_project
https://www.facebook.com/upfoodproject
https://twitter.com/UPFOOD_PROJECT
https://www.korb.jp/
https://www.instagram.com/korb_kitchen_tool


Facebook: https://www.facebook.com/korb-1645158705799510/ 

 

 

▪ART ノ TANEMAKI 

 

「あそんで 作って 面白さをくばろう」茅ヶ崎市に住む大人、子どもなどのさかいなく市民が遊び、描

き、身体を使って「表現活動」ができる場をつくっています。アートワークで過ごした時間をそれぞれの

場に持ち帰り、一歩、二歩と考えを深めていく。そんなきっかけになればいいなと考えています。 

Facebook：https://www.facebook.com/ARTnoTANEMAKi/ 

 

【ワークショップ】 

▼「コーヒーはだれのもの？」〜みんなで楽しむ ART 体験〜 

 

普段は大人が愛飲するコーヒーですが、インクとしてのコーヒーを使って自由に画を描いてみましょう。 

開催日時：2022 年 5 月 4 日(水祝) ①10:00〜11:30 ②13:30〜16:00 

開催場所：高砂緑地 

参加費：アート素材 1 セット 500 円(材料費:コーヒー液、スプーン、画板) 

※当日現金支払いのみ（釣銭の出ないようにご準備ください。） 

定員：1 回につき 5 組程度 

参加方法：当日随時受付（混雑時はお待ち頂く場合がございます） 

※素材がなくなり次第、受付終了とさせていただきます 

※コーヒー液を使用します。お洋服の汚れにはご注意してご参加下さい。 

 

▼COFFEE ART 展 

https://www.facebook.com/korb-1645158705799510
https://www.facebook.com/ARTnoTANEMAKi


 

コーヒーを使ってアート体験をした子どもたちの作品を緑地内のいろんな所に展示します。 

 

▼本のよみがたり 

 

小学生が集まって物語をつくりました。その物語を読み進めたり、物語を出発点に新しい物語をつくって

みましょう。 

開催日時：2022 年 5 月 4 日(水祝) ①14:00〜 ②15:00〜 

開催場所：高砂緑地 

参加費：無料 

2018 年作品「まるの世界と直線の世界」 

 

 

▪まちなか本棚 project 

 

「本を通じて偶然の出会いをつくる」 

茅ヶ崎を中心に、読み終えた本同士の物々交換「ブックトレード」や、一箱古本市の活動などを有志で展

開。身近な個人書店の減少を背景に、本を通した気軽なコミュニケーションの場を地域内につくることを

目標としています。 

Facebook：https://www.facebook.com/machinakahondana.chigasaki/ 

https://www.facebook.com/machinakahondana.chigasaki/


 

▼ブックトレード by まちなか本棚 

 

あなたが読み終えた 1 冊が、誰かの読み終えた 1 冊になる。 

「お金を介さない地域での本の循環」をテーマに、本の物々交換ができる本棚を高砂緑地内に設置しま

す。 

開催日時：2022 年 5 月 4 日(水祝) 10:00〜16:00  

開催場所：高砂緑地 

※本をお持ちいただけるとお好きな本と交換できます！ 

 

▼茅ヶ崎市立図書館との連携 

高砂緑地の隣にある茅ヶ崎市立図書館で定期的に廃棄される予定の本を「ブックトレード by まちなか本

棚」内で読み終えた本の物々交換に活用します。 

HP：https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/TOSHOW/asp/index.aspx/ 

 

▼小さなお家図書館「うみべのとしょかん」 

小学生館長がセレクト！サザン C の目の前「C の辺り」内にある一箱絵本図書館です。 

「ブックトレード by まちなか本棚」の一角で、絵本のブックトレードとして出店させていただきます。 

Instagram：https://www.instagram.com/umibe_toshokan/ 

 

▪KUROMATSU PROJECT 

 

クロマツは湘南海岸砂防林。かつては鵠沼、茅ケ崎、辻堂の海沿いにはクロマツの林が続き、それがこの

地区の原風景になっていたと言います。そのような風景を、今の人たちの暮らし方にあった形で蘇らせ、

残していこうというプロジェクトです。 

https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/TOSHOW/asp/index.aspx


Instagram: https://www.instagram.com/kuromatsuproject/ 

Facebook: https://www.facebook.com/KUROMATSU_Project-104257471820394/ 

 

▼クロマツの里親として 100 年先を視野に入れたまちづくりに参加 

 

子供の頃からクロマツの風景を見て育ったけど、無くなってきて寂しい、湘南にクロマツの風景がたくさ

んあったと知らなかった、子供達に湘南の風景を残していきたい、けどマンションでベランダしかない、 

庭があんまり大きくないから心配と思っていた方にお知らせです！ 

開催日時：2022 年 5 月 4 日(水祝) 10:00〜16:00  

開催場所：高砂緑地 

参加費：①クロマツプロジェクトで苗木(1000 円)を買って頂く 

②ご自宅で育てて貰う 

③少し大きくなった苗木を植える(ワークショップ形式) 

※里親になってくれる方には、オシャレ植物を原価でお譲りしています（市場価格よりもだいぶ安いで

す） 

自分で育てたクロマツを未来へ紡ごう！何より、楽しもう！未来へ紡ぐクロマツプロジェクトと一緒にま

ちで遊ぼう！！ 

 

 

＜関連イベント＞ ～高砂通り～ 

・Takasuna Village 

 

まちに開かれた広場をもつ住・商複合施設です。 建物が面する高砂（たかすな）通りには昔ながらの松

林が続き、別荘地として栄えた茅ヶ崎の風景を色濃く残す場所。子どもたちが駆けまわる広場には、まち

https://www.instagram.com/kuromatsuproject
https://www.facebook.com/KUROMATSU_Project-104257471820394


の人々の暮らしと笑顔が広がります。広場に面して立ち並ぶのは、高砂らしい悠閑な日常を彩る店舗た

ち。あたらしく茅ヶ崎に暮らす人も、むかしから茅ヶ崎に暮らす人も、憩いくつろげる “まちの広場” で

す。 

HP：https://nezasuhouse.com/takasuna-village/ 

Instagram: https://www.instagram.com/takasunavillage/ 

 

▼イベント 

茅ヶ崎の日常をテーマにした写真展、日常をテーマとした LIVE を開催 

開催日時：2022 年 5 月 4 日(水祝) 10:00〜16:00  

開催場所：たかすなヴィレッジ（〒253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北１-2-4） 

出展者：[アート] Tomiyasu Hayahisa（＠hayahisatomiyasu）/ Lilly（＠lilygant_photograph）/ 

Lisa Uehara（@imlisauehara）/ Aki Arai（@aki_art_chigasaki）/ 宮崎栞奈 (@kannnna） 

[アパレル] After Blue（＠afterblue_shonan） 

[ジュエリー] PISTER＆CO（＠naoko.pister.co） 

[フード＆ドリンク]  酎バルおでんすず（＠oden_suzu）/ TURNER DINER

（@turnerdiner_chigasaki） 

[DJ]AYAKA（＠ayaka_mno） 

 

 

 

・南本通り商店街  

様々なお店が約 90 店舗と、茅ヶ崎の中でもたくさんの店舗が集まった商店会です。車の通行量が比較的

少ないので、歩いて買い物や食べ歩きがしやすいのが特徴です。新しいお店も続々オープンしていて、活

気ある商店街に是非足を運んでみてください！  

https://nezasuhouse.com/takasuna-village
https://www.instagram.com/takasunavillage


Facebook：https://www.facebook.com/chigasaki.minamihondouri/ 

 

▼イベント 

「軒先フリーマーケット vol.3」 

昨年から開催してきた商店街がフリーマーケットになっちゃう日、第三弾です！マイバッグ持ってのんび

り遊びにきてください！ 

開催日時：2022 年 5 月 4 日(水祝) 10:00〜17:00 ※雨天次週延期 

開催場所：南本通り商店街  

参加店舗：Oggi / SOUL TRAIN II / Take You / kaca / 肉市場 / チカディー / CRUISE TOWN 

COFFEE ROASTERS / Que /パリエッタ / aVintage / エスニックガーデン / クリーニング愛 / スタジオ

山田 / シャンボール / 貸衣装錦 ※4 月 19 日現在の参加申込店舗 

参加アーティスト・生産者・ギャラリーなど：イマハ菜園 / Lanakoi / Creative Space Hayashi / ozu 

cafe / O by Haruna Nagata 

 

 

 

・KONGEN 

 

https://www.facebook.com/chigasaki.minamihondouri/


古民家再生プロジェクト since2020。人も自然も豊かな茅ヶ崎だからこそ出来る。ここから始まり、繋が

っていけるような発信源として「心安らぐみんなの ROOTS（根源）」のような場所になることを目指し

ています。 

Instagram: https://www.instagram.com/atelier_kongen/ 

 

▼イベント 

お子様連れのご家族を中心に KONGEN にある絵本を手に取ってもらい和風のスペースをのんびり楽しん

でもらえるスペースとして皆様に無料開放いたします。 

開催日時：2022 年 5 月 4 日(水祝) 10:00〜16:00  

開催場所：ATELIER_KONGEN（〒253-0054 神奈川県茅ケ崎市東海岸南 1-15-2） 

入場料：無料 

 

 

・tetoteto＊ 

 

こども服と絵本の USED セレクトショップ "tetoteto＊”te から te へ to...お子様と一緒に宝探ししてみ

ませんか？ 

Instagram: https://www.instagram.com/tetoteto_kodomo/ 

 

▼イベント 

5 月 4 日は 11 時から open！こどもの日にちなんでお買い上げのお子さまにしゃぼん玉をプレゼント!! 

開催日時：2022 年 5 月 4 日(水祝) 11:00〜18:00  

開催場所：tetoteto＊（〒253-0054 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 1-17-1） 

 

 

■各社概要 

主催：茅ヶ崎とコーヒー実行委員会 

https://www.instagram.com/atelier_kongen


 

お問い合わせ先 

▪Facebook：https://www.facebook.com/chigasaki.to.coffee/ 

▪Instagram：https://www.instagram.com/chigasaki.to.coffee/ 

 

 

・洋建築企画 

 

湘南に住むものにとって、湘南の魅力とは明るい太陽と大きな青空、潮騒の音、潮気を含んで松林を渡っ

てくる風そして何よりも、ゆったりとした時の流れではないでしょうか。我々は、濃密な都市空間には無

いゆったりとした豊かな空間を提供します。そして、豊かなまちづくりを目指します。 

▪HP：http://www.yoh-architect.jp/ 

 

 

・株式会社 TakasunaBASE 

 

TakasunaBASE は「潮の香りがするコワーキングスペース」をコンセプトに、シャワーやサーフボード

ロッカー、レンタル自転車など海街ならではのサービスが特徴のワ―ケーション型のコワーキングスペー

ス。 

HP：https://www.takasuna-base.co.jp/ 

 

 

・チガサキレンタル株式会社 

https://www.facebook.com/chigasaki.to.coffee
https://www.instagram.com/chigasaki.to.coffee
http://www.yoh-architect.jp/
https://www.takasuna-base.co.jp/


 

チガサキレンタルは神奈川県内全域をネットワークする土木建設機械の総合レンタル企業です。 

HP：https://c-rental.co.jp/ 

 

 

・D.PARADISE 

 

 

茅ヶ崎を拠点にデザインの中に湘南らしいリフォーム・家具・外構・ウッドデッキなどのお仕事をさせて

頂いております。 

HP：https://www.d-paradise.com/ 

 

 

・NPO 法人湘南スタイル 

 

湘南スタイルが目指す社会は、自社、自分の利益だけを追求するのではなく、地域、社会全体が人間関係

を構築し、関わる誰もが win-win となるコミュニティ経済社会の実現を目指しています。 

▪HP：https://www.shonan-style.jp/ 

 

 

・まちづくり法人 knork 

「knork」の読み方は「ノーク」。「knork」とは、『ナイフの切れ味』と『フォークの突く性能』を持

ったカトラリーのことです。わたしたちも、そんな『knork』のように、『ナイフのような切れ味』と

『フォークのように要点を付く』着眼点を持ちつつも、色々な価値観が交差するまちづくりをしたいと思

います。 

https://c-rental.co.jp/
https://www.d-paradise.com/
https://www.shonan-style.jp/

