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幸区統計データ （令和4年8月1日時点）

17万1,611人
8万1,378世帯

編集：幸区役所企画課（☎044-556-6612 044-555-3130）市版9面の敬老入浴券で気になる銭湯に行ってみよう♪（65歳以上対象）
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　今年は、例年以上の猛暑が続いていますが、暑さで疲れた時こそ、ゆっくりと
湯船に漬かり、体を芯から温めることがおすすめです。 今回は、区内の銭湯を
紹介します。気になる銭湯があればぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。

 区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

銭湯でホッと一息つきませんか？

幸区に温泉があった!? のれんのイラストは一体…？
　区内に「温泉通り」という通りがあるのを知っていますか。幸
町から南河原の交差点までを指し、その道のりにある「川崎ス
パマンション」が立っている場所に、１９９３（平成５）年まで、「川
崎温泉」という２階建ての入浴施設がありました。当時は、１階
に浴場が、２階に休憩室があり、とてもにぎわっていたそうで
す。マンションの入り口に立っている、「川崎温泉由来」と書か
れた石碑に、温泉誕生の詳しい経緯が記されています。ぜひ
立ち寄って読んでみてはいかがでしょうか。

　紙面上段ののれんにあるイラストは、区
内在住の元プロ野球選手である、合同会
社カキシード代表の新垣勇人さんが描き
ました。新垣さんは、普段か
ら自身のオリジナルデザイ
ン商品の販売などを行って
います。ぜひHPでご
確認ください。

合同会社カキシード
オンラインショップHP

睦
むつみ

湯
ゆ

戸手本町2-206☎044-511-8412

営業時間：13時45分～23時　定休日：月曜

　日曜限定の「朝風呂」と露天の薬湯がおす
すめです。常連客も多く、季節を問わず地元
の人たちから愛され続けている銭湯です。

多
た か ら ゆ

賀良湯
下平間223☎044-556-0683

営業時間：14時～23時（日曜は6時～10時半も営業）
定休日：月曜※祝日の場合は翌日休み

鹿島田駅
徒歩10分

　銭湯では珍しく、建物２階にお風呂があり
ます。また、温度設定が高めなので、熱々の
お風呂を楽しむことができます。

越
こ し

の湯
ゆ

古市場2-105☎044-511-5959

営業時間：15時～23時
定休日：水曜

鹿島田駅
徒歩15分

　ラゾーナ川崎プラザ近くのレトロな銭湯で
す。若い人にも居心地が良いよう心掛けて
います。川崎フロンターレの初優勝シーンが
男湯・女湯に別々に描かれています。

富
ふ じ み ゆ

士見湯
幸町4-2-3☎044-522-1953

営業時間：15時～23時半
定休日：7、17、27日※日曜、祝日の場合は翌日休み

川崎駅
徒歩10分

　区内で唯一のナトリウム炭酸水素塩や低
張性アルカリを含んだ天然鉱泉のお風呂が
あります。神経痛や腰痛によく効き、体が温
まります。

桐
き り

の湯
ゆ

南幸町3-56☎044-511-4639

営業時間：14時半～22時半　定休日：5、15、25日

尻手駅
徒歩5分

　昭和30年創業の歴史ある銭湯です。超音
波風呂があり、お風呂の中の温度が均等に
保たれ、体が芯から温まります。無料でタオ
ル貸し出しもあるため、手ぶらでも安心です。

小
お

倉
ぐ ら

湯
ゆ

小倉4-7-6☎044-599-2085

営業時間：16時～23時　定休日：4、14、24日

小倉神社裏
バス停徒歩3分

　露天風呂をはじめ、薬湯、電気風呂、泡の
力で血流促進効果を高めるミクロバイブラ、
サウナを完備しています。

矢向駅徒歩10分・
幸高校前バス停
徒歩3分

※銭湯の営業時間・営業日は変更となる場合があります。
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毎月第2 · 4土曜の午前中は、区役所の一部窓口をオープンし、転入・転出などの手続きを受け付けています。

親子でゲームと上手に向き合おう！

区民祭の運営ボランティアを募集中！

健康増進普及月間

親子で考える防災講座

区のお知らせ
申し込み方法は市版6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

区役所地域ケア推進課
☎044-556-6730 044-556-6659

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20
日❷9月27日❸10月11日の火曜、10
時～13時。雨天中止 ❶は南加瀬け
やき公園（南加瀬4-35-4）、諏訪公園（南
幸町2-38-1）❷❸はさいわいふるさと
公園(新川崎７)、戸手第１公園(戸手本
町1-76-1)

区役所地域支援課
☎044-556-6648 044-555-1336

健康づくりグループ講座
　地域で健康づくりや介護予防、サ
ロン活動などに取り組んでいるグ
ループの交流会を行います。地域で

つながりを持つことの大切さについ
ての講演と運動実技も。講師は黒田
恵美子氏（健康運動指導士／一般社
団法人ケア・ウォーキング普及会代表
理事）。 10月25日㈫10時～11時
半 区役所 区内在住の50歳以上
20人 10月3日から直接か電話で。
［先着順］

区役所道路公園センター整備課
☎044-544-5500 044-556-1650

「体験の森」自然観察会
　新川崎ふれあい公園内にある「体験
の森」の中に、どんな草花や樹木があ
り、どんな虫がいるのか、みんなで
観察して、秋の植物マップを作りませ
んか。 10月29日㈯10時～12時
新川崎ふれあい公園内「体験の森」
30人（小学3年生以下は、１人に対し
保護者１人と一緒に参加）
9月15日から区HPで。［先
着順］

幸市民館
☎044-541-3910 044-555-8224

さいわい「健幸」講座
　健康診断の結果の見方や健康管理

について、医師や看護師などの専門
家に話を聞きます。地域で生き生きと
暮らすためにできることを考えてみま
せんか。 10月6日～11月10日（11
月3日を除く）の木曜、14時～16時、
全5回 同館 20人 9月15日10時
から電話で。［先着順］

幸区社会福祉協議会
〒212-0023戸手本町1-11-5さいわい健康福祉プラザ

☎044-556-5500 044-556-5577

年末たすけあい運動「慰問金」配分申請
　9月1日時点で次のいずれかに該当
し、本人が市・県民税非課税で、かつ
区内在住の世帯で申請できます（生活
保護世帯を除く）。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
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
と必要書類を直接か郵送で。※申請
書は同協議会などで9月1日から配布。
区社会福祉大会
　地域福祉活動に尽力した人の表
彰、定年を迎えた父親がラジオ体操
を通じて地域デビューする様子を描
いた映画「ホームカミング」の上映、
障害者地域作業所などの活動や製品
の紹介を行います。 9月22日㈭13
時～16時（開場12時20分） 市民館
１階大ホール。※車いすで来場する
場合は事前にご連絡ください。

　eスポーツで活動する国内有数の大型チーム「S
す か ー ず

CARZ」が講演や体験
会を通じて、ゲームとの正しい向き合い方を伝えます。
日時　10月1日㈯14時～16時　場所　区役所　対象・定員　区内在住
の小学生と保護者25組（保護者のみ参加も可）

9月20日までに区HPで区役所企画課☎044-556-6612�
044-555-3130�［抽選］

　多くの被害をもたらした令和元年東日本台風。激甚化・頻発化する風水
害に備えるため、「災害ごみについて考える・防災グッズづくりと防災クイ
ズ」というテーマのもと親子で楽しみながら参加できる講座を開催します。
日時　10月22日㈯10時～12時　場所　区役所　対象・定員　区内在
住・在勤・在学の小学生以上30人（小・中学生は保護者と参加）

10月1日から区HPで区役所危機管理担当☎044-556-
6610 044-555-3130�［先着順］

区HP

区HP

　区民祭の運営を手伝ってくれる区内の中学生、高校生を大募集！3年
ぶりの開催となる区民祭を一緒に盛り上げませんか？
日時　10月15日㈯、16日㈰、10時～16時　場所　区役所一帯
対象・定員　区内在住・在学の中学・高校生、各日5人程度

9月15日～30日に区HPで区役所地域ケア推進課☎044-
556-6730 044-556-6659�［先着順］

　９月１日～３０日は「健康増進普及月間」です。みんなで健康になれるよ
うに声を掛け合いましょう。

区役所地域支援課☎044-556-6648 044-555-1336

区HP

区HP

日時　10月20日㈭12時５分～12時45分
場所　幸市民館大会議室
出演　saxophone�DICT
　　　（サクソフォン四重奏）
定員　５０人

9月２０日（消印有効）までに参加人数・住所・参加者全員の氏名（ふりが
な）・電話番号・車いすなどを利用する場合はその旨を記入し、往復ハガキ
（１通で２人まで）で〒212-8570区役所地域振興課夢こんさぁと係☎044-
556-6606 044-555-3130�［区内在住者優先の上、抽選］。※車いす
介助者の氏名、子ども（未就学児）連れの人はその旨も記入してください。

　夢こんさぁとは、お昼の時間帯に、区民の皆さんに気軽に良質な生
の音楽を楽しんでもらうために開催しているコンサートです。
日時　５年４月～6年3月の第3木曜（全6回程度）、12時5分～12時45
分の演奏時間を予定（リハーサルは当日の10時半～11時25分）
場所　幸市民館大会議室、日吉合同庁舎1階タウンホールやまぶき　他
対象　過去に60人以上の規模の会場で40分程度の出演経験がある個
人・団体

事前に申込書を直接か区HPで提出し、10月7日（必着）までに写真
と演奏予定の楽曲を入れた音源（CDのみ）を直接か郵送で〒212-8570
区役所地域振興課☎044-556-6606 044-555-3130�［選考］
※詳細は区HPで。音源は返却しません。

5年度　夢こんさぁとの出演者を募集します！

　幸区内の「かわさきSDGsパートナー」を紹介するコ
ラムを連載しています。�SDGsの達成に向けて力を
合わせて取り組みましょう。
区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

幸区内の「かわさきSDGsパートナー」を紹介！ Vol.13

メディサイエンス・エスポア株式会社のSDGsに関する取り組み
　この企業は、社内の健康意識を高め、企業の繁栄とスタッフの幸
福を願うと同時に、人類の健康と福祉に貢献することを経営理念とし
ています。全ての人の生活の質を高めるため、自社で開発したオリジ
ナル技術を活用した新製品や新基材の開発に取り組んでいます。こ
れからも、市民の皆さんへ美と健康を届けるため、価値の高い物づく
りをパートナー企業と共に追求していきます。

メディサイエンス・エスポア株式会社
　「生活環境や住居空間なども含めたトータル
な視点で人の健康に寄与したい」という思いか
ら2004年に創業し、かわさき新産業創造セン
ターに研究所を構えました。2011年に誕生した
「WOX®」は、飲んで酸素補給できることから
高い人気を得ていますが、米国や中国に続き今
年6月には日本でも「物質特許」を取得できました。
今後はグローバル企業とも共同で「皆さんが待ち望む新製品」を川崎から世に
出していきます。

毎日の生活に
「体を動かす時間」を

10分プラス

毎日の食事に
主食・主菜・副菜が
あることで
バランスアップ
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