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※スタンプは来館1回につき、1スタンプとさせていただきます。
※景品の交換は、来館された方お1人1点とさせていただきます。

磯子センター
（磯子地区センター、老人福祉センター喜楽荘）

磯子地域ケアプラザ

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

浜中学校コミュニティハウス
休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・5月3日（祝・火）・6日（金）

新杉田地域ケアプラザ

久良岐能舞台

横浜市三殿台考古館

磯子区地域子育て支援拠点いそピヨ
休館日：4月24日（日）・25（月）・29日（祝・金）・
　　　  5月1日（日）～5日（祝・木）・8日（日）

滝頭地域ケアプラザ

横浜市電保存館

根岸地区センター

根岸なつかし公園 旧柳下邸

根岸中学校 コミュニティハウス

洋光台第四小学校
コミュニティハウス

洋光台地域ケアプラザ

はまぎん
こども宇宙科学館

屏風ヶ浦地域ケアプラザ

磯子図書館

磯子公会堂

いそご区民活動支援センター

浜小学校コミュニティハウス

岡村中学校コミュニティハウス

滝頭コミュニティハウス

たきがしら会館

休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・
　　　 5月3日（祝・火）・6日（金）

休館日：4月26日（火）

休館日：4月25日（月）

休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・
　　　  5月3日（祝・火）・6日（金）

休館日：4月29日（祝・金）・5月3日（祝・月）～5日（祝・木）

休館日：4月24日（日）・25日（月）・27日（水）・29日（祝・金）・
　　　 5月1日（日）～6日（金）・8日（日）

休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・5月3日（祝・火）・6日（金）

休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・
　　　 5月3日（祝・火）・6日（金）

（磯子区総合庁舎内）

（磯子区総合庁舎内）

（磯子区総合庁舎内）

磯子区青少年の地域活動拠点 イソカツ

洋光台駅前公園
こどもログハウス

根岸地域ケアプラザ

休館日：5月2日(月)
横浜市社会教育コーナー

休館日：4月25日(月)・5月2日(月)

休館日：4月25日（月）・
　　　 5月2日(月)

休館日：4月25日（月）

杉田地区センター

休館日：4月25日（月）

上中里地区センター
休館日：4月25日（月）

上笹下地域ケアプラザ

洋光台第三小学校
コミュニティハウス
休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・
　　　  5月3日（祝・火）・6日（金）

磯子スポーツセンター

宝箱マークの
施設で景品を
交換できるよ！

スタンプ4つで
景品と交換

オレンジ と　　ピンク  の施設で
スタンプラリーをやってるよ!
ピンク の施設はWスタンプの
チャンスがあるよ！

水色   の施設ではスタンプラリーを
やっていません

4つ集めて景品ゲット
スタンプのある施設は磯子区施設マップの　   オレンジ  と 　 ピンク の施設だよ。
景品をもらえちゃう施設は17ヶ所、宝箱マーク　　の施設だよ！

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、変更になる場合があります。予めご了承ください。

主催：磯子区館長連絡会／お問合せ先：いそご区民活動支援センター     754-2390

4つの施設に行って、スタンプを集めると景品がもらえるよ

土4/23 ～ 月5/8土4/23 ～ 日5/8
※休館日はいそっぴゴールデンウィーク期間中のものです

● 出かける時にはマスクを着けよう！　● 体調が悪い時は無理せず家で休もう。　● 家に帰ったら手洗い・うがいを忘れずに！

～スタンプラリー参加のお約束～

実施
期間

1 2

3 4

休館日：5月6日（金）

景品交換の際に切り取ります

換
券

引

磯子区マスコット
キャラクター
「いそっぴ」

第13回

元気な磯っ子大集合！
げん き いそ こ だい ごうしゅう

こどもからむかしむかしのこどもまで

2022

磯子区の
いろんな施設で、
こどものための
イベント目白押し！

どうぞ、

ゴールデンウイー
クは、

磯子の施設で

楽しんでね！

実施期間実施期間 土4/23 ～ 月5/8土4/23 ～ 日5/8 磯子区マスコットキャラクター
「いそっぴ」

Wスタン
プ

Wスタン
プ

Wスタン
プ

Wスタン
プ



パパと遊ぼう＠いそピヨ
NPO法人全日本育児普及協会認定講師
による「家族で楽しく子育て」について遊
びながら学んでいく講座です。子育ての
ノウハウも教えてもらいましょう。
　4月23日（土）10:30～12:00
　2歳以上、10組/先着順　無料　4月
12日（火）～電話申込

こどもの日「こいのぼりのカードを作ろう」
開くとこいのぼりが出てくるカードを作り
ます。
　4月30日（土）10:00～12:00
　小学生と保護者（3年生以上は1人で
参加可）、先着10組　500円 持物：はさ
み、スティックのり、鉛筆、色鉛筆、消しゴム
　4月13日(水)～電話または窓口

ミニグラスサンドアートをつくろう♪
びんの中にカラフルな砂と飾りをのせ
て、自分だけのオリジナルグラスサンド
アートをつくりましょう♪小さなお子さま
でも簡単にご参加できます。
　4月24日（日）①11:00～12:00
②14:00～15:00　各10人、小学生以下/
先着順　無料　4月11日(月)～電話、窓
口、メール、ＦＡＸ

本の木をおはなでいっぱいにしよう！
自分の好きなおすすめの本を、花の形の
用紙に書いてください。こどもの本の
コーナーに貼り出します。
　4月22日（金）～5月31日（火）
　児童　　無料　 直接会場へ

磯子区マスコットキャラクター
「いそっぴ」

いそご区民活動支援センター
　磯子3-5-1磯子区総合庁舎7階
　754-2390　 759-4116　4月29日
（祝・金）・5月3日（祝・月）～5日（祝・木）

磯子公会堂のご案内
磯子公会堂は、600席のホールのほかに
会議室・和室・リハーサル室・集会室があ
ります。発表会、講演会、会議、サークルや
おけいこの場としてもご利用いただけま
す。今後の自主事業もお楽しみに！

磯子公会堂
　磯子3-5-1磯子区総合庁舎1階
　750-2520　 750-2521　4月25日（月）

長期休館のお知らせ
天井改修その他工事に伴い、令和４年6
月1日から令和5年５月31日まで休館し
ます。※工事の進捗により休館期間が延
びる場合があります。

たきがしら会館
　滝頭3-1-68　 752-4050　752-4051

市電保存館で昭和にタイムトリップ！
市電保存館には、昔なつかしい市電が7
両展示してあって実際に乗ることができ
ます。また市電シミュレーターや鉄道ジオ
ラマも楽しめます。

横浜市電保存館
　滝頭3-1-53    754-8505
 　754-8507　 4月25日（月）・5月2日（月）

横浜市で唯一の”社会教育”の名のついた
施設です。
社会教育コーナーは、人々が出会い、つ
ながり、学び合い大人になっても成長し
人生を豊かにしていく地域の学びの場で
す。お気軽にお越しください。

横浜市社会教育コーナー
　磯子３-６-１　  761-4321 　761-4321
   5月2日(月)

3つのお部屋と図書コーナーがご利用頂
けます
当館は、横浜プールセンター（マンモス
プール）前が入口です。ヨガ、太極拳、フラ
ダンスなどの活動にご利用頂いておりま
す。お近くにお越しの際は、是非お立ち寄
りください。

らびすた新杉田「杉劇☆歌劇団」団員募
集、近日公開！
今年度も地域密着型エンターテインメン
ト集団「杉劇☆歌劇団」団員募集します！
詳細は後日公開!!

西町１７-１３　　 754-2600　 4月26日
（火）・29日（祝・金）・5月3日（祝・火）・6日（金）

根岸中学校コミュニティハウス

楽しく遊びながら宇宙や科学に親しめる
体験型科学館
5FからB2まで、館全体が巨大な宇宙船
をイメージした体験型科学館。フロアごと
にテーマの異なる5つの展示室があり、
子どもから大人まで、自分でふれて、楽し
く遊びながら宇宙や科学のふしぎを学ぶ
ことができます。

洋光台５-２-１　 832-1166　 832-1161
はまぎん こども宇宙科学館

磯子地域ケアプラザ
　磯子３-１-２２　 758-0180　 758-0181

中・高生世代のフリースペース
イソカツは、地域の中学生・高校生世代
が気軽につどう居場所です。ワイワイお
しゃべりしたり、ゆっくり勉強をしたり、こ
こは集まるみんなが自分たちで作ってい
く基地です。

地域ケアプラザとは？
磯子地域ケアプラザは、高齢者対象の事
業のほかにも「子ども食堂」や「学習の
場」の支援、「親子の遊び場」や「親子向け
体操教室」なども実施しています。地域活
動のためのお部屋の貸し出しもしていま
す。見学や相談などお気軽にお立ち寄り
ください。

屏風ヶ浦地域ケアプラザ
　森４-１-１７　 750-5411　 751-2322

駅近で通いやすいケアプラザ
明るくゆったりとした館内です。子育て支
援事業や料理講座、シニアの皆様を対象と
した講座など、様々なジャンルの事業を開
催しています。地域の皆さまの様々なご相
談に応じますのでお気軽にお越し下さい。

磯子区青少年の地域活動拠点 イソカツ
　磯子3-4-23  浜田ビル2階
　080-4423-1876 　 751-9460
　4月25日（月）・27日（水）・29日（祝・金）・
5月1日（日）～6日（金）・8日（日）

磯子図書館
　磯子3-5-1 磯子区総合庁舎 地下1階
　753-2864　 750-2528　 5月6日（金）

母の日のプレゼント
「キラキラペンダントを作ろう」
白・黒のベースのパテにキラキラストーン
を埋め込み、とても華やかなペンダントを
つくります。日頃お世話になっているお母
さまにプレゼント！
　4月30日（土）10:00～12:00
　小学生～一般(小学3年生以下は保護
者同伴)、12人/先着順　1,300円
　4月12日(火)～来館または電話

馬場町１-４２
751-4777　 751-4798

根岸地区センター

端午の節句
昭和初期からの五月人形や兜、鯉のぼり
を旧柳下邸に飾ります。
　4月17日（日）～5月8日（日）10:00～
16:00　どなたでも、人数制限あり　無料

　下町10 　   750-5022　 4月26日（火）
根岸なつかし公園　旧柳下邸

ポーセリンアートでプレートを作ろう
ポーセリンアートでお皿を作ってみません
か。好きな絵柄を選んで世界でたったひ
とつ、オリジナルプレートに仕上がります。
　5月3日（火）10:00～12:00
　小学生～一般（小学2年生以下保護者
同伴）、15人/先着順　平皿（16㎝）500
円またはカレー皿（18～19㎝）700円
　電話または受付窓口

滝頭2-31-39　 761-7928
754-4666　 4月25日（月）

滝頭コミュニティハウス

げんき絵手紙をかこう
思いがいっぱいつまった絵手紙を大切な
人に送りましょう。絵心がなくても大丈
夫！描きたいモチーフ（果物または野菜）
を１個お持ちください。
　4月30日（土）10:00～12:00
　一般、10人/先着順　500円　4月13
日（水）～電話または窓口

岡村１-１４-１　　 758-2017　 4月26日
（火）・29日（祝・金）・5月3日（祝・火）・6日（金）

岡村中学校コミュニティハウス

ゴールデンウィーク体験教室
今年もGW期間中に、３種類の体験教室
を開催します。それぞれの体験内容は
ホームページをご覧ください。なお、定員
を超えた場合には抽選となります。
①古代人体験教室
　5月3日（火）9:30～12:00
②勾玉作り体験教室
　5月4日（水）9:30～12:00
③石器作り体験教室
　5月5日（木）9:30～12:00
　①小学生(低学年は保護者同伴)、15
人②③小学生以上（低学年は保護者同
伴）、12人　①②③各500円　募集期間
中、往復はがきまたはＥメール①4月2日
(土)～9日(土)②4月9日(土)～16日(土)
③4月16日(土)～23日(土)

庭園のリニューアル
105年の伝統と格式ある舞台と癒しの庭
園と評されるパワースポットです。今年の
4月に庭園内に野点を設けるなどのリ
ニューアルが完了します。来訪をお待ちし
ております。

缶バッチを作ろう！
絵を描いたり写真(持参)を貼ってオリジ
ナル缶バッチを1人1個作ります。子どもも
大人もちょこっと工作をたのしみませんか?
　5月5日（祝・木）10:00～14:00  受付
は、13:30まで
　どなたでも(小学2年生以下は保護者
同伴)、当日先着50人　無料　

杉田１-１７-１プララ杉田４階
775-0541　775-0542

杉田地区センター

親子スポーツ体験
①バドミントン低学年（小学1～3年生）
②バドミントン高学年（小学４～6年生）
親子バドミントン・テニス教室：親子でス
ポーツ体験
　4月29日（金）①9:30～10:30
②11:00～12:00　①小学1～3年生
②小学４～6年生、その保護者各組15組
30人　820円(こども1人プラスにつき
410円)
③ウオーキング
“春”満喫しながら区内の施設を巡りま
しょう。
　4月29日（金）9:30～12:00
　親子（年齢制限なし）、成人20人
　210円
　①②③4月学校ポスト配布日(4/8(金)～)
より先着順、電話または直接来館

親子そばうち体験
小学生を対象とした親子のそば打ち体験
です。講師陣の丁寧な指導を受けて「そば」
の魅力と手作りの美味しさを楽しんでみま
せんか？そばは持ち帰りになります。
　5月5日（祝・木）9:30～12:00
　小学生と保護者、15組/先着順
　1,500円/組　4月11日(月)～電話ま
たは来館

杉田５-３２-２５　 771-8118　 771-8120
磯子スポーツセンター

杉田１-１-１らびすた新杉田4階
771-1212 　770-5656

磯子区民文化センター杉田劇場　

支えあい、明るい杉田でみな元気
JR・横浜シーサイドライン新杉田駅から徒
歩0分のところにあり、身近な福祉・保健
の拠点としてさまざまな取り組みを行って
おります。お気軽にお立ちよりください。

新杉田町８-７ 2階
771-3332　 771-3334

新杉田地域ケアプラザ

感謝を伝えよう
画用紙に好きなメッセージや絵を書いて
大切な人に感謝の気持ちを伝えましょう。
　5月6日（金）～8日（日）10:00～15:00
　幼児～小学生（幼児は保護者同伴）、各
日15人/当日先着順　無料

洋光台５-２　　 833-1569
洋光台駅前公園こどもログハウス

親子の交流スペース「ぷらっと」
毎週月曜日開催の子育て広場です。
　①4月25日(月)②5月2日(月)どちらも
10:30～12:00　①0～3歳児とその保
護者②生後1カ月～12カ月とその保護者
　無料　直接会場へ

親子で染めよう　藍染布バッグ作り
無地の布バッグに、糸で縛って模様を作
り、藍で染めます。
　5月8日（日）10:00～12:00
　小学生と保護者、6組/抽選　1500円
(親子1組バッグ2つ）　4月1日(金)～20
日(水)往復はがき、メール

磯子センター
　磯子３-１-４１　 753-2861　 753-2863
　4月25日(月)

磯子区地域子育て支援拠点いそピヨ
　森1-7-10-2階　 750-1322
　750-1323　4月24日（日）・25（月）・29日
（祝・金）・5月1日（日）～5日（祝・木）・8日（日）

浜小学校コミュニティハウス
　磯子台２３-１　　 758-2540　4月26日
（火）・29日（祝・金）・5月3日（祝・火）・6日（金）

岡村4-11-22　 761-4571
761-4603　 4月25日(月)・5月2日(月)

三殿台考古館 WスタンプWスタンプ

岡村８-２１-７ 　761-3854 　754-4050
久良岐能舞台 WスタンプWスタンプ

上中里町３９７-２　  773-3929
773-3939　 4月25日（月）

上中里地区センター

土4/23
～ 日5/8 までですまでです

スタンプラリーはスタンプラリーは

日時・期間　　対象・定員　　参加費・料金　　申込み　　所在地　　電話　　FAX　　休館日　　景品交換施設　　　  　Wスタンプ実施施設WスタンプWスタンプ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの中止や変更になる場合がございます。お問い合わせは各施設へお願いします。

洋光台６-７-１　 832-5191　832-5138
洋光台地域ケアプラザ
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洋光台駅

※スタンプは来館1回につき、1スタンプとさせていただきます。
※景品の交換は、来館された方お1人1点とさせていただきます。

磯子センター
（磯子地区センター、老人福祉センター喜楽荘）

磯子地域ケアプラザ

横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場

浜中学校コミュニティハウス
休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・5月3日（祝・火）・6日（金）

新杉田地域ケアプラザ

久良岐能舞台

横浜市三殿台考古館

磯子区地域子育て支援拠点いそピヨ
休館日：4月24日（日）・25（月）・29日（祝・金）・
　　　  5月1日（日）～5日（祝・木）・8日（日）

滝頭地域ケアプラザ

横浜市電保存館

根岸地区センター

根岸なつかし公園 旧柳下邸

根岸中学校 コミュニティハウス

洋光台第四小学校
コミュニティハウス

洋光台地域ケアプラザ

はまぎん
こども宇宙科学館

屏風ヶ浦地域ケアプラザ

磯子図書館

磯子公会堂

いそご区民活動支援センター

浜小学校コミュニティハウス

岡村中学校コミュニティハウス

滝頭コミュニティハウス

たきがしら会館

休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・
　　　 5月3日（祝・火）・6日（金）

休館日：4月26日（火）

休館日：4月25日（月）

休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・
　　　  5月3日（祝・火）・6日（金）

休館日：4月29日（祝・金）・5月3日（祝・月）～5日（祝・木）

休館日：4月24日（日）・25日（月）・27日（水）・29日（祝・金）・
　　　 5月1日（日）～6日（金）・8日（日）

休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・5月3日（祝・火）・6日（金）

休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・
　　　 5月3日（祝・火）・6日（金）

（磯子区総合庁舎内）

（磯子区総合庁舎内）

（磯子区総合庁舎内）

磯子区青少年の地域活動拠点 イソカツ

洋光台駅前公園
こどもログハウス

根岸地域ケアプラザ

休館日：5月2日(月)
横浜市社会教育コーナー

休館日：4月25日(月)・5月2日(月)

休館日：4月25日（月）・
　　　 5月2日(月)

休館日：4月25日（月）

杉田地区センター

休館日：4月25日（月）

上中里地区センター
休館日：4月25日（月）

上笹下地域ケアプラザ

洋光台第三小学校
コミュニティハウス
休館日：4月26日（火）・29日（祝・金）・
　　　  5月3日（祝・火）・6日（金）

磯子スポーツセンター

宝箱マークの
施設で景品を
交換できるよ！

スタンプ4つで
景品と交換

オレンジ と　　ピンク  の施設で
スタンプラリーをやってるよ!
ピンク の施設はWスタンプの
チャンスがあるよ！

水色   の施設ではスタンプラリーを
やっていません

4つ集めて景品ゲット
スタンプのある施設は磯子区施設マップの　   オレンジ  と 　 ピンク の施設だよ。
景品をもらえちゃう施設は17ヶ所、宝箱マーク　　の施設だよ！

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、変更になる場合があります。予めご了承ください。

主催：磯子区館長連絡会／お問合せ先：いそご区民活動支援センター     754-2390

4つの施設に行って、スタンプを集めると景品がもらえるよ

土4/23 ～ 月5/8土4/23 ～ 日5/8
※休館日はいそっぴゴールデンウィーク期間中のものです

● 出かける時にはマスクを着けよう！　● 体調が悪い時は無理せず家で休もう。　● 家に帰ったら手洗い・うがいを忘れずに！

～スタンプラリー参加のお約束～

実施
期間

1 2

3 4

休館日：5月6日（金）

景品交換の際に切り取ります

換
券

引

磯子区マスコット
キャラクター
「いそっぴ」

第13回

元気な磯っ子大集合！
げん き いそ こ だい ごうしゅう

こどもからむかしむかしのこどもまで

2022

磯子区の
いろんな施設で、
こどものための
イベント目白押し！

どうぞ、

ゴールデンウイー
クは、

磯子の施設で

楽しんでね！

実施期間実施期間 土4/23 ～ 月5/8土4/23 ～ 日5/8 磯子区マスコットキャラクター
「いそっぴ」

Wスタン
プ

Wスタン
プ

Wスタン
プ

Wスタン
プ
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