
●ホールでグランドピアノを
　ひいてみませんか？
10月7日(水)・8日(木)・18日（日）・25
日（日）・26日(月)・27日(火)10時～
20時　　1時間1,800円　
　9月16日までに専用申込書(窓口、　
などで入手可)をFAXか窓口へ

泉区情報配信中 泉区版は
ここまでです横浜市泉区役所 インスタ　横浜いずみ

ツイッター インスタグラム！

費用の記載がない場合は無料　　特に断りのないものは当日自由参加
往復はがきでの申込みは、返信先も記載
施設では休業日があります。事前にご確認ください。

泉区内の公共施設の情報は
泉区ホームページで確認できます

マークの見方 氏名(ふりがな)   　電話(番号)  　 ファクス(番号)  　 〒・住所  　 年齢  　 行事名  　 Eメール（アドレス）  　 費用  　 ホームページ  　 申込み  　 問合せ

今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

お知らせ施設からの
今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

お知らせ施設からの

新型コロナウイルス感染症　拡大防止の取組の影響について事前にご確認ください！
・掲載されているイベントなどは、中止・延期になる場合がありますので、ホームページまたは各問合せ先にご確認ください。
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下和泉地区センター
〒245-0022  和泉が丘1-26-1
　 805-0026　　805-0028

●行政書士による無料相談会
9月12日(土)9時30分～11時30分

2020（令和2）年 9月号 ／ 泉区版

立場地区センター
〒245-0012  中田北1-9-14
　 801-5201　　805-1954

●ハツラツ健康体操
10月10日·24日、11月14日·28日、12月
12日·26日、1月23日、2月27日、3月13
日·27日の土曜9時15分～10時30分。
抽選25人　　3,000円　　往復はが
きに教室名・　・　・　を記載の上、9月
20日必着

●お茶を楽しむ会
9月12日(土)10時～15時　　300円
●絵本だいすき！お話会メイ
9月24日(木)11時～11時40分｡幼児
と保護者、当日先着3組

泉区民文化センター テアトルフォンテ
〒245-0023  和泉中央南5-4-13
　 805-4000　　805-4100

●テアトルフォンテ公開ゲネプロ ワン
　コインシアタートム・プロジェクト『砦』
原作＝松下 竜一　
作・演出＝東 憲司
出演＝村井 國夫、藤田 弓子 ほか
10月24日(土)14時～16時10分（休憩
あり）。当日先着50人　　500円

まつした

むらい くにお ふじた ゆみこ

りゅういち

ひがし けんじ

　こども自然公園青少年野外活動センター
　811-8444　　812-5778

横浜市水道局キャラクター
｢はまピョン｣

●こども自然公園青少年野外活動センターで
<どきどきデイキャンプ>(全3回)
11月8日、1月17日、3月7日の日曜9時
30分～15時30分。小学1年～3年抽選
48人　　9,300円

その他

横浜市水道局キャラクター
｢はまピョン｣

<おひさまクラブⅢ>(全7回)
11月11日～12月23日の水曜14時～16
時。4歳以上未就学児と保護者抽選24組
　1組7,700円　(追加大人4,000円、子
ども3,000円、3歳以下300円)

横浜市水道局キャラクター
｢はまピョン｣

<もしもの体験キャンプ>
11月15日(日)10時～15時30分。保護者
を含む8人以内の家族抽選18組　　中
学生以上2,600円、小学生2,200円、4歳
～未就学児1,200円、3歳以下100円　
　9月25日～10月9日
※各詳細と申込方法は　で確認を

こども自然公園青少年 検索

横浜市泉区　防災 検索

●個人利用のご案内
事前予約不要。
〈バドミントン・卓球〉
　16歳以上120円/2時間
〈トレーニング室〉
9時～20時50分(最終受付20時)
　16歳以上300円/3時間
〈弓道場〉
有段者を対象としたご利用になります。
16歳未満の方のご利用やその他、詳
細は　か電話で問合せを

泉スポーツセンター
〒245-0006  西が岡3-11
　 813-7461　　813-7463

泉スポーツセンター 検索

上飯田地区センター
〒245-0018  上飯田町3913-1
　 805-5188　　805-5189

●遺言･相続･登記相談
9月23日(水)13時～16時。先着4人
　9月11日9時から前日17時までに窓口
へ ※同一案件を引き続き相談する場合は有料
●親子リトミック
9月26日(土)13時～14時30分。未就
学児と保護者。上履き持参

●バラの手入れ(中庭で剪定の実演)
10月2日(金)10時～11時30分。先着10
人　　9月19日10時から電話か窓口へ

●親子でリトミック2020
10月～2月の第3火曜9時30分～10時
30分。平成28年10月～31年4月に生ま
れた子と保護者、抽選30組　　200円
　往復はがきに　・　・　・親子　・生年
月日・性別を記載の上、9月26日必着

●男ヨガ入門(全4回)
10月10日·24日、11月14日·28の土曜
15時～16時。先着12人　　1,200円
　9月26日10時から電話で

●メンターオ・タンゴコンサート
10月10日(土)14時～15時30分。未就
学児入場不可　　区民1,300円　　
　電話か費用を添えて窓口へ
●土屋広次郎バリトンリサイタル
11月1日(日)14時～15時30分。未就
学児入場不可　　区民1,300円、学生
1,000円　　9月18日から電話か費用を
添えて窓口へ

●コツコツ筋力貯筋体操(全3回)
10月～12月の第3金曜13時30分～
14時30分。先着12人　　900円
　10月2日10時から電話で ●趣味の教室(日程の詳細は問合せを)

<はじめてのフラダンス(全12回)>
10月6日～3月16日の火曜15時～16
時30分。抽選5人　　300円
<ノルディックウオーキング(全12回)>
10月14日～3月24日の水曜13時～
15時。抽選20人　　300円　
　9月14日までに、はがきを持参して窓口へ

●脳トレ体操
10月9日·16日·30日、11月13日·20日
27日、12月11日·18日の金曜。午前の
部：10時～11時30分、午後の部：13時
～14時30分。抽選各12人　　3,200
円　　往復はがきに教室名・　・　・　
を記載の上、9月20日必着

●おでかけ手伝い隊ボランティア
　募集説明会
高齢者の外出のお手伝いをするボラン
ティア募集の説明会を開催
9月13日(日)10時～11時

いずみ野地域ケアプラザ
〒245-0016  和泉町6214-1
　 800-0322　　800-0324

中川地区センター
〒245-0007  桂坂4-1

　 813-3984　　813-3986

テアトルフォンテ 検索

●みんなで歩こうノルディックウオーキング
9月16日(水)13時～15時。抽選20人　
　100円　　9月15日までに電話か窓口へ

老人福祉センター 横浜市泉寿荘
〒245-0006  西が岡3-11
　 813-0861　　813-0862

※各60歳以上対象

●アロマテラピーを学ぶ(全4回)
～精油のパワーと活用法～
10月～1月の第1水曜10時～11時45

分。先着15人　　3,200円
　9月16日10時から電話か窓口へ

●今だから心をつなぐ絵手紙教室(全2回)
10月9日·23日の金曜10時～12時。
先着6人　　1,000円　

新橋コミュニティハウス
〒245-0009  新橋町33-1

　 392-5538　　392-5548

●よこはま動物園ズーラシアで ※入園有料
<村田園長のとっておき写真展>
9月2日(水)～11月30日(月)
園内で撮影した写真の展示と撮影ポイ
ントや見どころを紹介。詳細は　で確
認を　　よこはま動物園ズーラシア　
　959-1000　　959-1450
ズーラシア 検索

　9月18日10時から電話で

風水害時と震災時では避難の考え方が異なります。避難場所
等について、開設場所や開設基準、対象者などを正しく理解し、
いざというときに最適な避難行動をとれるようにしましょう。

震災の場合

避難情報の対象地域付近の小中学校等を
避難場所として開設（災害状況に応じて
区役所が場所を決定）

自宅周辺に浸水やがけ崩れなどの
危険箇所がない場合や、浸水想定区
域内等であっても自宅で安全を確保
できる場合には、感染症のリスクを

避けるためにも
在宅での避難を
優先しましょう。

区役所が次のいずれかの避難情報を発令
【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始
【警戒レベル４】避難勧告、避難指示（緊急）

行政が発令した避難情報の対象地域内居住者で、垂直避
難（自宅の２階以上への避難）などを行うことが困難な人
※自宅付近の浸水やがけ崩れ等の危険性をハザードマップで
　事前に確認しておきましょう。

市内すべての地域防災拠点を開設
（459か所）

市内で震度５強以上の地震を観測

・震災により住家を失った人
・倒壊の恐れがあり自宅に居住できない人
・その他、自宅での生活が困難な人　など

なし（原則、避難者が持参） あり（水、クラッカー、おかゆなど）

開設場所

開設基準

主な
避難対象者

配給物資

避難について

○各種ハザードマップ等は、泉区役所総務課
　 （区役所３階３０５窓口）で配布しています。
　その他、防災に関する情報は
　泉区ホームページからも
　ご確認いただけます。

知っていますか？ 新型コロナウイルス感染症を
踏まえた風水害時の避難行動

風水害時 と 震災時 の避難場所等の違い

とりで

つちや こうじろう

せんてい

風水害（台風・洪水・土砂災害など）の場合

避難について

●本場の味アフタヌーンティー
～英国スコーンと手作りストロベリー
ジャムほか2点～
10月9日(金)10時～12時45分｡先着
15人　　1,500円　
　9月25日10時から電話か窓口へ

防災担当 　 800-2309 800-2505
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