
街カフェ大倉山ミエル通信 11月号 

大倉山ミエルは、11月で1周年を迎えます。多くの皆様に「大倉山はちみつ」を楽し
んでいただき、地域の作家さんにたくさんのボックスショップを開いていただき、
ワークショップやイベントを実施する事ができました。おかげさまで、子育て中のマ
マから街づくりに興味をもつ地域の方々まで、実に多くの世代の方にミエルをご活用
いただきました。また、ミエルの活動は店内だけにとどまらず、店外にも飛び出し、
商店会さんと七夕まつり、大倉山記念館と「アートジャム2011夏」なども、企画運営
をさせていただいきました。 
「ミエルに出会ったら、大倉山での暮らしがますます楽しくなった」と1人でも多くの
方に言っていただけるよう、ミエル2年目も頑張っていきます。 

★ミエル 1周年のご挨拶 

★あらためてミエルでいったい何ができるの？をご紹介。 
   ミエル3つの楽しみ方！ 

おすすめ①やっぱりカフェ利用が王道？！ 

おすすめ②ワークショップでディープに参加。 

おすすめ③ミエルで作家デビュー？レンタルBOXでアートに参加。 

まずは、飲み物付きのランチなどをご注文いただき「大
倉山はちみつ」をご堪能いただくのがオススメです。ラ
ンチは８８８円。デザート付きは、1,188円。貴重な、
大倉山の天然はちみつを使った、体にやさしい料理です。
さらに、さりげなく店内の本を手にとったら、もうあな
たはすっかりミエルの仲間入り！（建築～食べ物の本ま
で色々そろっています。ゆっくりご自由にお読みくださ
い。） 

日々、色々なワークショップを展開しています。男性向
け～主婦の方むけレッスンまで実にバラエティにとんだ
内容になっています。関心が近しい人が集まる｢ワーク
ショップ」。だからこそ「大倉山に友達ができた！」な
んて嬉しい声も、発展して「今度は自分が主催」なんて
できるものミエル活用の楽しいポイントですよ。 
→ワークショップの詳しい日時などは右ページをご覧く
ださい。 

ミエルでは、レンタルBOXも大人気で、様々な手作り品
などを販売中です！しかし、手作り品といって侮ること
なかれ。大倉山のレベルの高さをうかがえるラインナッ
プとなっています。定期的にチェックして、お気に入り
を見つけてくださいね。 
また、ミエルでは作家デビューも応援しています！ 
この秋、ミエルでアーティストに。 
お気軽にご相談ください。 

11月のお知らせ 営業時間が変わります。９：３０～１９：００ 店休日 日・祝 
ワークショップ等の各種問い合わせ先・申し込み先 
℡：045－717-6778     mail：miel@rf6.so-net.ne.jp 

～大倉山がもっと好きになる～ 

★11月ミエルで行われるワークショップなどです！今月もたくさん実施します！ 

●11/1（火）ハンドマッサージ 1500円 お茶つき 14：00～☆いやされますよ。 
 
●11/2（水）16（水）英会話カフェ 10:30～12：00  1,500円 お茶付き 
         ネイティブのジャッジ先生との英会話！☆今月は第1と第3水曜日 定員8名 
★11/３，５、6（日）大倉山記念館芸術祭協賛、「エルム商店会秋の収穫祭」詳細は裏面！ 
●11/9（水）貸切セミナー ～１３:００までコミュニティー活性化現場視察会のため貸切となります。 
 
●11/10～16キルト展 （T＆Aキルト展）ボックスショップの人気作家さんと生徒さんによる、 
       ミニキルト展。施設に出向いてキルトボランティアなどでも活躍されています。 
 
●11/10（木）24（木）スクラップブッキング ９:30～ 1,500円 お茶付き 
 
●11/11（金） 絵本カフェ 10:30～11:30 1,200円 お茶付き ☆裏面に講師紹介！ 
 
●11/15（火） ほこらどうの年賀状講座  14:00～ 1,000円 お茶付き 
        ☆今年の年賀状は手書きの「龍」に挑戦してみませんか 
 
●11/22（火） 歌声喫茶 15:00～16:00 無料 ☆お飲み物のご注文はご自由に 
 
●11/26（土） 音伽舎によるマタニティー講座 14:00～ 1500円 お茶付き 
 
●11/26（土） 環境ナイト 18:00～  
 
●11/28（月） クレイアート 14:00～ ☆ボックス作家さんによる手作り講座 
 

●2011年11月カレンダー● 

日 月 火 水 木 金 土

10/29

ハロウィン

イベント！

10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5

店休 ハンドマッサージ 英会話カフェ エルム商店会　 エルム商店会　

14：00～ 10:30～12：00　秋の収穫祭　協賛 秋の収穫祭　協賛

11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12

大倉山マルシェ 貸切セミナースクラップブッキング絵本カフェ　

１０：00～なくなり次第 10：00～14：00 9：30～ １０:３０～11：30

11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19

店休 年賀状講座 英会話カフェ

14：00～ 10:30～12：00　

11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26

店休 歌声喫茶 スクラップブッキング マタニティー講座/14：00～


15：00～16：00 9：30～ 環境ナイト/18：00～

11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3

店休 クレイアート

14：00～

裏面

みてね

10～16日キルト

展

裏面

みてね



今月のエルム通りイベントご紹介。楽しいイベントばかりですよ。 
10/29（土）16：00お化けになってエルムに集まれ～エルム通りのハロウィン 
      ハロウィンカードを持って振興会館に仮装して集合！！ 
                          （主催：エルム商店会） 
11/3日（祝）エルム商店会 秋の収穫祭 協賛 
      ステージパフォーマンス その１  
      港北高校ダンス部 １３：３０～１４：００ 
      港北高校吹奏楽部 １４：３０～１５：３０ 
 

11/5日（土）エルム商店会 秋の収穫祭 協賛  
      ステージパフォーマンス  その２ 
        フラスタジオ HOOKIPA  １３：００～１３：３０ 
        川和高校軽音楽部   １４：００～１５：３０ 
        高校ダンスチーム   １５：３０～１６：００ 
 

★港北区役所近くで建設中マンション「大倉山パークホームズ」モデルルーム 
 でもこの季節にピッタリの講座が開かれます。（ミエルのボックスオーナさんによる） 
   11/17（木） クリスマスリース作り 
   11/24（木） ビーズ講習会 
   12/1   (水)   音楽と、朗読 
   12/8 （水）    リボンレイ作り 

 

ハロウィン 
イラスト？ 

※どの講座も参加費無料。講座の後、モデルルームをご覧 
いただきます。素敵なモデルルームに夢膨らみますね。 
詳細は、ホームページまたは店頭で! 

 
Qまだ、ミエル未経験なんですが、どんなお客様が多いんですか？ 
A老若男女さまざまです。人生の大先輩から、小学生の方までいらっしゃいますが、子育てを 
 ひと段落した女性の方が比較的多いですね.ワークショップも幅広い年代の方が参加中です. 
 
Q1人で行っても大丈夫ですか？ 
Aもちろんです。時々「なんだか初めてのお店に一人だと緊張しちゃう」なんてお声もお聞き 
 しますが、ぜひ「スタッフに初めて遊びにきました」等、お声がけくださいね. 
 
QHPやブログはやっていますか？ 
 やっています。Facebook.Twitter（@cafemiel888）もやっているので、 
 ぜひ、のぞいてみてください。 
 

店主のスズキです。ここでは、時々お客様からお聞きする声を 
Q＆Aにまとめてみました。 
ちなみに私「一級建築士」。おうちのこともお気軽にご相談 
ください。大倉山のまちづくりに参加できる機会ができて、がんばってます。 

★店主スズキによるミエル‘ｓ Q＆A 

●大倉山ミエルHP    http://cafemiel.jimdo.com 
    各種ワークショップの告知などをしています。 
 ●大倉山ミエルFacebook  http://www.facebook.com/cafeMIELokurayama   
 ワークショップの写真などをアップしてます。ミエルの日常が見えますよ。 
 

●大倉山ミエルTwitter 

●大倉山ミエルTwitter @cafemiel888 をフォローしてください。 
 近隣のイベント情報などもつぶやいています。 

今月から始まりました「大倉山ピープル」。少々タイトルがベタなのでは？ 
というお声もおありでしょうが・・・。ここでは、大倉山在住もしくは大倉山で仕事を 
する素敵な人々をご紹介いたします。素敵な人がいるから、ますます魅力的「大倉山」。 
ぜひお楽しみください。 

今月のゲスト 大河内恵津子先生 
ミエルにて「おはなしカフェ」を担当。 
保育士の経験から、絵本の読み聞かせの活動にめざめる。 
保育と朗読の専門をいかし、 
『おやこの心が響く読み聞かせ』を提唱 。 
おはなしのえいよう0123 
http://ohanasinoeiyou0123.jimdo.com/ 

★大倉山ピープル VOL1  大河内恵津子先生 

このコーナーの記念すべきVOL1を飾るのは、ミエルでも小さなお子さんを持つママ達にも人気の大

河内恵津子先生（以下先生）です。その「おはなしカフェ」で伝えたいことから、その想いまで、わたく
しライターM（以下M)が、ぐぐっとお聞きしたいと思います。 

M:こんにちは。記念すべき第1回。ミエル店主スズキ氏の大推薦でもある大河内先生です！ 
先生：ふふ。照れますね。 
 
M：先生は、元々保育士さんでいらっしゃるんですね。 
先生：そうなんです。保育士時代に絵本のすばらしさに出会いました。その後、絵本のDVDが 
あること知り「私も絵本のナレーターをやりたい！もっと多くの子ども達に、絵本の魅力を   
伝えたい」と思ったんですよ。結果、ナレータースクールにまで通っちゃまいた。 
M：大河内先生のエネルギッシュさと、絵本への想いが伝わってきますね。 
  
先生：そうですかね？その後保育士と並行して仕事をするうちに、 
私なりの絵本や読み聞かせに対するスタイルができました。 
今は、ただ絵本に接する機会が多ければいい…というわけで 
はなく、そこから広がる親子の遊びやコミュニケーションの 
深まりを大切にしています。 
 
M：先ほど私も「おはなしカフェ」を拝見させていただきましたが、 
とても親子の空気を大切にされているな～と感じました。 
あくまでも子どもやママの気持ちや雰囲気を優先してくれるから、 
なんだかホントに「リラックス」した時間になっていましたね。 
 

先生：そう感じてもらえたなら嬉しいです！絵本を通して親子が楽しい記憶を共有する。たとえば、野菜
の絵本の後、親子で買い物をしたりママのお料理を子どもが見ている。そんな時、楽しく読んだ絵本を思
いだして、何か会話やコミュニケーションが生まれるかもしれない。そんなささやかであたたかな時間の
積み重ねが、貴重な財産になると思うんです。 
 
M：なんだか、ママ自身も絵本がもっと好きになったり、子どもと過ごす時間が楽しくなりそうです。特にこ
れから寒くなる季節。絵本の楽しみ方を知れば、外に出れず親子で室内でモンモンと過ごす…ということ
がなくなりそうですね！！ 
 
先生：そうですね。ぜひ、そのきっかけ作りに「おはなしカフェ」に遊びにきてくださいね。 
M：「絵本を読む」という行為がすごく素敵でキラキラした時間にかえられそうですね。 
ありがとうございました。 
絵本を通じて、親子の心が響きあうことを願う・・・そんな大河内先生の「おはなしカフェ」は 
ミエルにて、絶賛申し込み受付中です。 

 「大倉山ピープル」 
               大倉山を取り巻く素敵な人々をご紹介VOL1 

発行 大倉山ミエル 

◆営業時間 9:30 ～19：00 
◆定休日 日曜日・祝日  
◆miel@rf6.so-net.ne.jp  

◆045-717-6778  
 

MAP:横浜市港北区大倉山2-6-18 

大倉山駅 
ミエル 

ファミリーマート 聖保育園 

改札を右折.直進徒歩4分です. 


