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　地元出身の店主が経営する国産小麦100％
の焼き立てパンが自慢のお店。健康にも配慮
し、全粒粉のパンやアレルギー対策として卵不
使用のパンなどもあります。

　病院、小学校、高齢者の多い集合住宅が近
くにあることもあり、安全・安心な食の提供を目
指し、品質向上に努めています。今後、商品
ごとの栄養素などの
情報も発
信してい
きたいで
す。 

　自分の地元（LOCO）への愛着を込めて、お
店の名前を「LOCO STYLE」にしました。商店
街だけでなく、町内会や企業と連携し皆が楽し
める事を企画したい
です。

　まちの人たちの交流の場として、日替わりゲ
ストを招いたトークイベントを定期的に企画して
います。現在はオンラインでの開催も検討中で
す！詳細はHPに掲載
予定。 

　「つながる」をテーマにした、地元の人たちも運営に携わ
る地域密着型のコワーキングカフェです。リモートワークと
いう言葉もすっかり馴染みましたが、DAYSでお仕事タイム
を快適に過ごしてみませんか。ワンドリンクサービス中です！

　鹿島田育ちの店長が地元のタコライス＆カ
レーのお店をオープン。化学調味料・添加物不
使用のオーガニックな食事を提供しています。

　市では、商店街の空き物件を活用して新たに開業した事業者
を表彰する「いらっしゃい！商店街のNEWショップ」を行っていま
す。令和元年度は、応募した１０店舗のうち５店舗が幸区内の事
業者でした。コロナ禍においても、テイクアウトやリモートワー
クへ対応し、地域の活性化に取り組んでいる５店舗を紹介します。

区役所企画課☎︎556-6612 555-3130

うどんカフェしげた Ｃａｆｅ ＣＬＵＢ ＫＥＹ

BAKERY SHOP 
Shiromaru

鹿島田ＤＡＹＳ
コワーキングカフェ

LOCO STYLE
鹿島田店

南幸町１－３－４
☎589-8770

鹿島田１－１９－７
☎280-7905

栄通り商店街 鹿島田駅前商店会1番通り

都町１１☎201-7038 鹿島田１-10-2☎280-7333下平間１３２-８☎201-8611

　区内でクラフトビールを醸造している鍵
屋醸造所が営業するビアバー。オーナー
がイギリス留学時、パブが人々の交流の
場であることに感銘を受けた
ことから、「会話」をサービスの鍵

（KEY）として、人のつながりを
生み出す店づくりをしています。

　前職はメークアップアーティストという
異色の店主が繰り出す創作うどん。昼は
うどんカフェとしてスイーツも、夜はうど
んバルとしてこだわりの日本
酒や一品料理を提供する新た
なうどん屋のスタイルを確立し
ています。 

　飽きのこないよう日頃から新しい商品開
発に取り組み、お店を盛り上げるだけでな
く、地域全体が活気あふれるまちになる
よう、さまざまな活動に取り組んでいます。

「ここに来ると元気になる！」そんな地域密
着型のアットホームなお店を目指し、今後
も“楽しいまちづくり”をしていきたいです。
幸区在住の私達夫婦と、色々情報交換を
しましょう！

　幸区は人口が増加し続けている一方で、
地元で外食する人が少ないと感じていま
す。地元の皆さんにお気に入りの店を見
つけていただくために、近隣のお店や商
店街で協力したイベントなどを開催してい
ます。今後も、「鹿島田はしご酒」などさま
ざまなお店を知るきっかけになるイベント
を仕掛けてみたいです。
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重田さん 佐藤さん

期間限定で瓶ビールを販売釜バター明太うどん
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鹿島田駅前商店会1番通り 
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区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

※�講座などによっては区内在住の人
が優先となる場合があります

区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

夢こんさぁと 令和３年度出演者募集
　 3年4月～4年3月の第3木曜（全6
～8回程度）、12時5分～12時45分の
演奏時間（各回共通） 幸市民館、日
吉合同庁舎�他 過去に60人から160
人までの規模の会場で40分程度の
出演経験のある個人・団体 9月11日
～10月19日（必着）までに区役所、区
HPで配布中の申込書を直接か区HP
で。※申し込み後、写真、演奏予定
の楽曲を入れた音源（CDなど）の提出
が必要となり
ます。音源
の返却はし
ません。詳
細は区HPで。
［選考］

区役所地域ケア推進課
☎556-6730 556-6659

おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育
て広場
　乳幼児と保護者が遊びながら交流
できる場です。 ❶9月15日❷29日

❸10月13日、
いずれも火
曜、10時 ～
13時。雨天
中止。 会場
へ直接。
❶さいわいふるさと公園（新川崎７）、
南加瀬けやき公園（南加瀬4-35-4）❷
南加瀬けやき公園、戸手第１公園（戸
手本町1-76-1）❸戸手第１公園

幸市民館
☎541-3910 555-8224

輝いて、のびやかに暮らすための
連続講座
　多様化する社会で日々忙しく生活す
る中、ストレスに負けない心の作り方
などを学び、自分らしい生き方につい
て考えてみませんか？ 10月22日～
11月26日の毎週木曜（11月19日を除
く）10時～12時、全5回 幸市民館
20人 9月17日10時から直接か

電話で。［先着順］

幸区社会福祉協議会
〒212-0023幸区戸手本町1-11-5

☎556-5500 �556-5577

年末たすけあい運動「慰問金」配分の申請
　9月1日現在、次のいずれかに該当
し、本人が市・県民税非課税で、かつ
区内在住の世帯が申請できます（生活
保護受給世帯を除く）❶身体障害者手

帳1・2級の人❷療育手帳Aの人❸精
神障害者保健福祉手帳1・2級の人❹
要介護認定4・5の人。詳細はお問い
合わせください。 10月31日（必着）
までに申請書（同協議会などで配布
中）と必要書類を直接か郵送で。

市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699

普通救命講習
　心肺蘇生法や自動体外式除細動器
（AED）の取り扱い方法などの講義と
実習。受講者には修了証を交付しま
す。マスクを持参、着用の上、受講
してください。 10月13日㈫9時～

12時 幸消防署 30人 800円
9月24日9時から電話で。［先着順］

幸図書館
☎541-3915 541-4747

絵本の読み聞かせ
　エプロンおばさんの絵本の時間（乳
幼児向け）… 10月6日㈫、11時～
11時15分 幸市民館和室 乳幼児
と保護者15組 9月25日9時半から
直接か電話で。［先着順］
おはなしの時間（幼児～小学校低学年
向け）… 10月14日㈬、15時～15
時15分 幸市民館和室 15人 9
月30日9時半から直接か電話で。［先
着順］

災害に備えて、最低３日分、できれば７日分の家庭備蓄を用意しましょう。

健診名 日程 受付時間 対象 内容・費用など 申問
❶�生活習慣
病相談

10月
26日
㈪

9時半
～
10時

2人 保健師・栄養士などの個別相談。
健診データをお持ちください。

9月15日から
直接か電話
で［先着順］❷禁煙相談 2人 個別禁煙相談

※乳幼児健康診査は対象世帯に郵送でお知らせします

区役所2階 区役所地域支援課
☎556-6648 555-1336健診案内地域みまもり支援センター

（福祉事務所・保健所支所）

曜日 開催種目 開始時期 締め切り

月

・エンジョイフラ�・ストレッチエクササイズ�
・ヨガ�・ジャズダンス�・マットサイエンス�
・ミニバスケット�・バスケット�・バドミントン�
・ストレッチ＆簡単ヨガ　

10月5日～ 9月11日

火 ・フラ入門�・フットサル�・幼児スポーツ広場　10月６日～ 9月12日

水
・親子スポーツ�・機能改善フィットネス�
・ジュニアダンス＆エアロ�・やさしい健康体
操�・背骨コンディショニング　

10月7日～ 9月13日

木 ・リズム体操�・ピラティス　 10月8日～ 9月14日

金 ・ウオーク＆ランラン�・中級ランニングセミ
ナー�・３Ｂ体操 10月9日～ 9月15日

土 ・サタデーフラ�・中級ランニングセミナー 10月3日～ 9月16日

幸区民祭中止のお知らせ

区民アンケートの
結果を公開しています

親子で考える　防災講座

おうちで楽しもう！科学とあそぶ幸せな一日

第3期スポーツ教室の案内 幸スポーツセンター
　10月～12月の教室の参加者を募集します。開催日時、受講料、対象・定員、
申し込み方法など詳細はお問い合わせください。

☎（５５５）３０１１
（５５６）０１６９

　10月17日㈯、18日㈰に開催を予定していた
幸区民祭は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、来場者の安全確保が困難なため、中
止することを決定しました。
　参加を楽しみにしていた皆さんには大変申し
訳ありませんが、ご理解いただきますようお願
いいたします。※延期開催はありません。
区役所総務課☎556-6603 555-3130

　区では、今後の区政運営の参考とす
るため、区にお住まいの18歳以上の人
から無作為抽出した2,000人を対象に、
日常生活や区政に対する意識や意見を
聞く「幸区区民アンケート」を実施しまし
た。アンケートの結果は区役所で閲覧
できる他、区HPで公開しています。ご
協力ありがとうございました。
区役所企画課

☎556-6612 555-3130

　昨年10月に多くの被害をもたらした令和元年東日本台
風（台風１９号）。今後も起こり得る災害に備えるため、親
子で楽しみながら参加できる防災講座を開催します。

１０月31日㈯１３時半～１５時半（開場１３時）
「水災害にそなえる　
～クイズでまなぶ水災害とマイタイムライン～」
講師　鶴見川流域ネットワーキング　他
１１月２８日㈯１３時半～１５時半（開場１３時）
「災害ごみはどうする？　
～プラスチックごみと防災トイレづくり～」
講師　国立環境研究所　他

場所　区役所４階会議室　定員　区内在
住・在勤・在学の各回先着３０人 9月23日
から区HPで。 区役所危機管理担当
☎５56-6610 555-3130

　科学技術・ものづくり・エコ活動・地球
環境などをテーマにした「おうち」で楽し
める工作や実験、クイズなどを区HPで
公開しています。また、皆さんが作った
作品や実験の成果を区役所に展示しま
す。応募者にはプレゼントを
差し上げます。詳細は区HP
をご覧ください。

メニュー（一部）
・�写真が飛び出す3D眼鏡
・�牛乳と砂糖で作るシャリシャリアイス
・うちわで作る地デジアンテナ
・�紙コップとたこ糸で作る「ゆかいなク
ラクション」
・�電気やガス、地球にやさしいエネル
ギーなどに関するクイズ 3D眼鏡

第1回

第2回

区HP 区HP

区HP
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