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タウンカフェでは、地域をつなぎ、元気にする、 

そんな、シゴトに取り組む仲間を募集します。 

コミュニティカフェ・コワーキング 

まちづくり・情報のこと、一緒に考え汗を流しませんか？ 

 

コミュニティカフェやコワーキングcafeでのお客様や関係者とのコミュニケーショ

ンスタッフとしてだけではなく、店舗の運営に関すること、地域交流イベントなど

の各種事業の企画から運営までを、一緒に取り組んでいく意欲があり一緒に学び実

践したいアナタを待っています。 

 

 
 

  

 

 

「新川崎タウンカフェスタッフ」＆ 

「11月新規OPENコワーキング cafe スタッフ」 

（常勤・非常勤）募集します。 
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株式会社イータウンでは、cafe から始まるおもしろまちづくりをテーマに、地域のまちづくり交流拠点と

なる港南台タウンカフェと新川崎タウンカフェの運営を行っています。 

また一方でこうした実践ノウハウをベースに、デザイン事業やまちづくり応援事業として、横浜市内外で

NPOや企業、自治体などへのサポートも行っています。 

 

お客様や地域の方とのコミュニケーションを楽しみながら 

地域密着で地域のつながりづくり・交流やまちの活性化を行いたい方、 

ハンドメイドやcafe、接客が大好きな方、 

コミュニティビジネスややＮＰＯ、ボランティア団体の経験を活かしたい方。 

 

私たちが培ってきたネットワークや経験、ノウハウを生かしながら、 

あなたの思いや、地域・社会に必要とされている事を実現してみませんか？ 

 

 

私たちの事業や組織は、とても小さな規模です。 

そして、地域や社会に必要なことや課題解決のためのコミュニティビジネスとして事業運営を行なっ

ています。 

そのため、与えられた仕事こなすのはもちろん、自らの意思で、事業やサービスの企画づくりから、

実践、評価まで、一貫して関わる意識と実践力が求められます。 

さらには、まちづくり団体や商店街などの地域団体と連携して実施する、イベントや情報誌発行、フ

ォーラムなどのまちづくりや地域交流活動など、地域の一員として積極的に関わる姿勢も大切にして

います。 

 

自分や地域の夢、思いを実現することは、決して簡単ではありません。 

自分の考えよりも他者の意見を優先したり、ひたすら単純作業を繰り返したり、猛暑の中、ボランテ

ィアの方々と一緒に汗を流してのイベント運営やちらし配布や清掃など、地道な作業の方が多い事も

事実です。こうした裏方仕事や、地道なことにしっかり取り組める勇気と覚悟のある方、ぜひ一緒に

汗を流しませんか？ 

 

 

 

株式会社イータウン 代表取締役 齋藤 保 
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「コミュニティカフェスタッフ」募集要項   

募集人員 若干名（予定） 

業務内容 ▼タウンカフェ事業運営    

コミュニティカフェの運営を通して、地域のつながりづくりや交流・活性化を目指します。 

■共通業務 

・店舗運営オペレーション（接客・販売サービス） 

・キッチンでの飲食提供サービス 

・店舗のオープン、クローズ作業 

・まちの交流サロンなど、地域交流イベントの企画や運営 

・その他、事業に必要な企画や事務作業など 

■担当業務（以下のいずれかについて、責任者として業務担当を担っていただきます。 

・小箱ショップ出店者管理売り上げ管理 

・販売商品の仕入管理 

・ボランティアコーディネート 

・その他 

 

▼コワーキングカフェ事業運営 

 鹿島田駅前に 2018 年 11 月新規オープン予定のコワーキングスペース「鹿島田デイズ」

の運営を通して、快適なオフィス空間の提供や、地域のつながりづくりなどをサポートしま

す。 

■共通業務 

・店舗運営オペレーション（接客・販売サービス） 

・キッチンでの飲食提供サービス 

・まちの交流サロンなど、地域交流イベントの企画や運営 

・その他、事業に必要な企画や事務作業など 

 

＜担当より一言＞ 

スタッフには、いわゆる指示を受けた業務を担っていただくだけでなく、自発性、主体性を持って事

業や活動に取り組んでいただく事を期待しています。店舗運営の共通業務はもちろん、担当業務も

他のスタッフや、ボランティアの方々と相談協力しながら、より良い地域の場づくりを目指して、一緒

に汗を流していただけるかたを求めています！ 

 

応募資格・条件 ・地域活性化やまちづくり、コミュニティカフェ運営等に関わった経験や、ハンドメイド・cafe

運営、コワーキング施設運営等に興味関心のある方（主婦の方や学ぶ意欲のある学生さ

んも歓迎！） 

勤務地 ・新川崎タウンカフェ（川崎市幸区鹿島田 1-1-5 パークタワー新川崎 102）  

・鹿島田 DAYS：コワーキングカフェ（鹿島田駅徒歩 1 分） 

契約形態 ① 常勤スタッフ 
② 非常勤スタッフ  

契約期間 2018 年 11 月から（応相談） 
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勤務日数・時間 ① 週 4 日～5 日の勤務（1 日あたり 6 時間～8 時間） 
② 週 2 日～4 日程度の勤務（1 日あたり 3 時間～6 時間程度を想定） 

8:00～22:00 までのシフト制 
 * 勤務日や時間帯は相談の上決定とします。 

 * 土曜日・日曜日の勤務もあります。 

給与 ① 月額 17.6 万円～23.5 万円/週 5 日の場合：年齢・経験による（経験等を考慮） 

② 時間給 ： 980 円/時間 

*3 ヶ月間は試用期間とする（試用期間中の交通費は自己負担とする） 

諸手当 ① 通勤交通費支給（上限 15,000 円/月）、出張交通費実費、出張手当支給 

② 通勤交通費支給（上限 300 円/片道）、出張交通費実費 

社会保険 労災保険加入 
週 20 時間以上契約の場合は雇用保険に加入 
週 30 時間以上の場合は健康保険、厚生年金保険加入） 

 

休日・休暇 週 5 日間フルタイム勤務の場合 

１ヶ月変形労働時間制の範囲内で４週８休制 (土・日の勤務もあり) 

夏季休暇（3 日間）、年末年始休日（4 日間）、年次有給休暇あり 
＊年間休日：111 日（2017 年度実績） 
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「まちづくり仕事人」応募スケジュール 
 
 
●募集説明会： 
下記の通り会社概要や業務についての説明会を開催いたします。お気軽にご参加ください。 
新川崎タウンカフェで現場の雰囲気を感じ取り、お仕事の内容を確認することが 
できます。説明会に参加されてから応募するかお決めいただいても結構です。 
事前にお電話かメールで予約をお願いします。 
 

 日時 場所 

第 1 回 10/10(水)18:00～18:30 新川崎タウンカフェ 

第 2 回 10/12(金)17:00～17:30 新川崎タウンカフェ 

第 3 回 10/16(火)11:00～11:30 新川崎タウンカフェ 
 

※ 説明会の内容は各回とも同じです 

 
    
●応募方法 
下記の募集期間内に、履歴書（自由書式・写真貼付）と、エントリーシート（指定様式）を、 
メールもしくは郵送でお送りください。  
 
＊エントリーシートは：web サイトからダウンロードしてください。 
 http://www.e-etown.com/ 
 
 
●応募スケジュール 

内 容 時 期 

募集締め切り 2018 年 10 月 16 日(火) 必着 

選考（試験・面接） 2018 年 10 月 18 日(木) 15 時～17 時 

勤務開始時期 2018 年 11 月 1 日 

※勤務開始日は相談に応じます。 
 
 
 
■応募・お問合せ先：株式会社イータウン    TEL：045-520-8550  office@e-etown.com 
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■株式会社イータウン 会社概要 
 

事業内容 ・港南台タウンカフェ・新川崎タウンカフェの運営 
・地域活性化プロデュース 
（まちづくりやコミュニティカフェ運営アドバイスやコンサルティング講座など） 
・コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス支援（セミナーや起業相談、講演） 
・情報デザイン事業（ホームページ企画デザイン制作・広報支援など） 

設立 2004 年 7 月 7 日 

代表 代表取締役 齋藤 保 
●くらしまちづくりネットワーク代表 

●横浜コミュニティカフェネットワーク代表 

●総務省地域活性化アドバイザー 

●港南区工業会 理事 （広報情報部） 

●横浜商工会議所 南部支部委員  

●認定 NPO 法人市民セクターよこはま 理事 

従業員数 15 名（パート含む） 

資本金 ５００万円 

売上高 ５４,８６７円（2017 年 5 月期） 

所属団体 横浜商工会議所、港南区工業会、横浜港南台商店会、ほか 

主な取引先 横浜市、港南区役所、横浜港南台商店会、三井不動産レジデンシャル、社会福祉法
人たすけあいゆい、特定非営利活動法人市民セクターよこはま 他 
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