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日吉のまちで、吉日を。Have a good day!

Good dayGood day
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きちじつ△（さんかく）ができるまで

ガーランドは布の素材を事前に配布し、
ご自宅で自由にデザインし回収する参画方法。

200 枚ほど集まりました！

ついに本番を迎えた 19
日。両手でつくった三
角形を掲げ、スタッフ
みんなで気合を入れて
スタートの合図！

18 日はボランティアの皆さ
まと一緒にマスキングテープ
で会場の設営を飾りつけ

きちじつ～？

さんかく～！
地域で活動されている方のショップや
キッチンカーが広場に並びました！
同日開催されたイルミネーションの点
灯式には港北区ミズキーも参加！

当日のコンテンツ「あつめてさんかく」
の景品となった缶バッジも子供たちが
実際に手づくり！

20 日も、ステージパフォー
マンスやウォークラリー

「あつめてさんかく」、こど
ものまち「ヒヨシティ」を
実施しました

Be ACTO 日吉会員
の皆さまは

施設が利用できるほか、
コーヒーミーティングや

つくってさんかくのような
会員限定イベントにもお気軽に

ご参加いただけます！

18 日は参画できる準備日
19 日・20 日が

イベント本番日！

紐でつなげて…

参画 × 三角のコンセプトとイベン
ト名を決定し、どんなコンテンツ
が良いか事務局メンバーにて企画

気軽に参画できる事前準備として
毎週火曜日に「つくってさんかく」を実施
子どもも大人も一緒に楽しみながら準備！

毎月第 3 土曜日に行ってい
るコーヒーミーティングに
て装飾の場所や飾りつけ方
法をアイデア出し！

イベント
レポート
はこちら！

出店いただいた地域の皆さま、参画いただいた皆さま、ありがとうございました！

まちのスタートを
祝してテープカット！

Be ACTO 日吉では、このまちの情報や、活動の様子、皆さまと一緒につくるまちの風景などを
フリーペーパー「Good day」として記録し、季節ごとに発行していきます。
皆さまの暮らしが、「Good day（吉日）」になりますようにと願いをこめて。

11/18（金）～ 11/20（日）に、きちじつ△（さんかく）を実施しました！

「参画する」「祝う」「遊ぶ」「見る・買う」たくさんの楽しみ方ができる 3 日間として、
～みんなで参画いろんな三角～をコンセプトに準備を進め、無事にまちのスタートを切ることができました。

どのような流れできちじつ△が出来上がったのかをご紹介します。

日吉のまちで、吉日を。Have a good day!



茶色い建物の２階！

「2022 年一番の吉日は？」聞いてみました！

まちの風景や、日吉の好きな場所、日吉での思い出などをイラストにしてみませんか？
選ばれた 9 枚のイラストを 2023 年 3 月に発行予定のこのフリーペーパー「Good day」の表紙に起用します！

今年もいっぱい「吉日」があった中、なんといっても「まち」が完成して、
COCO ひよし前が開けたことが一番！
ベビーカーが行き交い、子ども達が散歩をしたり、園児や小学生がか
け回る、そんな姿を見るだけでワクワクします。
どうぞ COCO ひよしにもお立ち寄り下さい。17 時まで開館している日
もあります。
2023 年はもっと多様な方が気軽に立ち寄れる場にしていきたいです。

私たちにとっての 2022 年の一番の吉日は、カフェがオープンした 5/1
です。当日はオープン時間に間に合わないなどハプニングだらけ。その
後は少しずつお店も整い、ご利用いただくまちの皆さまとの交流は私た
ちの楽しみでした。
また、キッズメニューや箕輪小学校とのコラボなどをつうじて、子ども
の成長を強く感じました。2023 年もまちと共に成長していきたいと思
います。

2022 年一番の吉日はきちじつ△を行った 11/19 です！
マルシェでは、2021 年のきちじつ WONDER BASE オープン当初から
繋がってきたパートナーの皆さまに出店頂き、これまで地域の方々と
築いてきたつながりを実感できた一日となりました。
また、昨年から進めてきたひよしれもんプロジェクトにおいて、
メンバーで育てたレモンの収穫祭も開催し、「収穫体験＆レモネードで
乾杯！」を実現することができた思い出深い吉日となりました。

なんといっても、メガロス日吉店 2022 年 4 月グランドオープンを迎え
たことです。
新型コロナウイルスが蔓延する中、プラウドシティ日吉内にオープンす
る事ができたのも関係者始め、近隣住民の皆さまのお力添えがあった事
を強く感じさせていただいております。
引き続き日吉エリアに健康と感動をお届けし健康維持のサポートを全力
でさせていただきます。

2023 年 3 月に発行予定の「Good day」表紙イラストを募集！

営業時間
11:00-18:00

（定休日 : 月・水）

Instagram
＠kj_wonderbase

Facebook ページ
きちじつ wonderbase

【親子支援スペース COCO ひよし】
開館時間
10:00 ～ 14:00

（休館日：土・祝日ほか）

Instagram
@cocohiyoshi

ホームページ
https://bi-no.org/coco-hiyoshi

【グループ預かり まんまーる日吉】
ホームページ
https://bi-no.org/manmaru/hiyoshi

営業時間
9:00 ～ 22:00　（定休日：なし）

LINE 公式アカウント
食楽テーブル @shokugaku-table

Instagram
@haretoke.cafe

Facebook ページ
＠haretoke.cafe

ホームページ
https://www.haretoke.cafe/

営業時間
24 時間営業
平日 /10:00 ～ 22:00

（セルフ利用時間 /22:00 ～翌 10:00）
土日祝 /10:00 ～ 21:00

（セルフ利用時間 /21:00 ～翌 10:00）
（休館日：夏期、年末年始）

ホームページ
https://www.megalos.co.jp/hiyoshi/

メガロス日吉

COCO ひよし

きちじつ WONDER BASE

ツナガルカフェ＆バー ハレとケ

締切：2023 年 1 月 31 日（火）
用紙サイズ：A4（正方形にカットします）
提出場所：まちのリビング受付 or ポスト

テーマ：日吉のまち
詳細は
こちら
◀　　



まちのリビング

まちのワークスペース

COCO ひよし

まちのスタジオ

きちじつ WONDERBASE ツナガルカフェ＆バー ハレとケ

メガロス日吉

コミュニティカフェ

横浜市立箕輪小学校

サービス付き
高齢者住宅 スポーツジム

グリーンショップ

子育て支援スペース

自治会活動へ参加してみませんか？

一人ひとりの “好きな時間” が集まり、つながる場所。
だれにでも開かれたオープンコミュニティ。
広場やキッチン、スタジオなどのスペースを “まちの共用部” として開放。
その空間を通じて「この街でやってみたい・はじめたい」を応援していきます。

＜お問い合わせ先＞
一般社団法人 ACTO 日吉 事務局　　info-hiyoshi@acto-nreg.jp
〒223-0051　神奈川県横浜市港北区箕輪町 2-7-60-1A　　施設運営時間 /10:00-19:00( 火曜・第 3 土曜定休 )
詳細はホームページ等をご覧ください！（ https://be-acto-hiyoshi.net/ ）

Be ACTO 日吉ではプラウドシティ日吉居住者会員による自治会活動のサポートを
行っています。箕輪小学校での地域防災拠点活動を始め、港北区や周辺町内会との
連携など「できるひとが、できるときに、できることをやろう」をモットーに新しい
自治会活動にチャレンジ中！
まずは Be ACTO 日吉事務局までお問合せください！

地域防災拠点（箕輪小学校）での防災訓練開催の様子


