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泉区マスコットキャラクター
「いっずん」

泉区のいま

2022(令和4)年7月1日現在

人口…151,718人 世帯数… 63,813世帯

掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、中止・延期になる場合がありますので、事前に確認してください。
ス

リ

ム

８月の特別企画!3R 夢キャンペーンと読書イベントが同時開催

たくさんの人に本に触
れてもらいたいずん!

3R夢キャンペーンとは、3Rの推進やプラスチック削減、食品ロスなどを伝えていくイベントです。
今回はその取り組みの中でも「リユース文庫」に焦点をあてて、読書イベントとコラボレーションします!

お気に入りの本を見つ
けに遊びに来てね!

８月15日（月）〜 16日（火） 8時45分〜17時
会 場 区役所1階区民ホール
主 催 泉区役所
協 力 泉図書館、
資源循環局泉事務所
日時

特設「リユース文庫」
コーナー

「ヨコハマ3R夢!]
マスコット イーオ

へら星人 ミーオ

泉区の読書活動推進にまつわる資料の紹介コーナー

常設のリユース文庫コーナーより
も冊数を増やし、区民ホールに設置
します。
（1人3冊 ま で 自 由 に 持 ち 帰 る こ
とができます。なくなり次第終了。)

「第二次泉区読書活動推進目標」
についてのリーフレットや読書
マ ッ プ、泉 図 書 館 に 関 す る 資 料
などを紹介します。
▲リーフレット

読書活動推進担当(区民事業担当内)
資源化推進担当

800-2392
800-2398

▲読書マップ

800-2507

施設の老朽化がみられる公園を対象に、舗装や遊具・樹木・フェンスなどのリニューアル工事を実施しています。
昨年度は、中田第九公園や新橋神明谷第二公園のほか、６公園で遊具やベンチなどが新しくなりました。
きれいに
なったね！

（中田南一丁目21)

工事後 遊具やベンチ、防球ネットなど全面的に新しくなりました。

工事前

横浜市公園愛護会PRキャラクター
あいごぽん

(新橋町1379-7)
やわらかくて
登りやすいよ!

工事後 砂場が撤去され登れる遊具になりました。また、舗装などもきれいになりました。

工事前

今年度は、中田町第八公園のほか、9公園でリニューアル工事を予定しています。
工事内容や公園が利用できない期間については、各公園に掲示しますのでご確認ください。
工事期間中はご不便をおかけしますが、安全で安心な公園にするため、ご理解ご協力をお願いします。
泉土木事務所下水道・公園係

泉区役所

（代表番号）

〒245-0024

和泉中央北五丁目1番1号

区役所
開庁日

800-2536

800-2540

月〜金曜日（祝休日・年末年始を除く）…8時45分〜17時
第2・4土曜日…9時〜12時

※戸籍課、保険年金課、こども家庭支援課の一部業務を行っています。
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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ので事前に確認してください

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

●

今月11日以降の市や外郭団体などの事業を掲載しています

Eメール（アドレス）

費用

ホームページ

申込み

問合せ

ご注意 掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、中止・延期になる場合がありますので、事前に確認してください。

中川地区センター

泉スポーツセンター

〒245-0007 桂坂4-1
813-3984 813-3986

〒245-0006 西が岡3-11
813-7461 813-7463

◆個人利用のご案内
事前予約不要。
当日先着順
〈バドミントン・卓球〉
16歳以上120円、16歳未満30円/2時間
〈トレーニング室〉
16歳以上300円、
16歳未満100円
〈弓道場〉
有段者対象
その他詳細は か電話で問合せを
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

◆ピアノミニコンサート
8月27日(土)14時から
先着20人
8月13日10 時から電話か窓口へ

◆お顔いきいきフェイシャルヨガ
9月3日(土)13時30分〜 14時30分
抽選20人 500円
往 復 は が きに 教 室 名· · · を
書いて8月20日必着で

いずみ野地域ケアプラザ

◆英会話ビギナーズレッスン(全６回)
9月10日・24日、
10月8日・22日、
11月12
日・26日の土曜15時10分〜 16時25分
中学生以上、
抽選15人
3,000円
往 復 は が きに 教 室 名· · · を
書いて8月20日必着で

〒245-0016 和泉町6214-1
800-0322 800-0324

◆成年後見制度とエンディングノート
ズーム

の活用(Zoomでの参加可)
9月19日(祝・月)13時〜 14時30分
抽選20人
講師：弁護士法人 港大さん橋法律事務所
ねもと

下和泉地区センター

〒245-0022 和泉が丘1-26-1
805-0026 805-0028

◆秋の囲碁大会
9月25日(日)10時〜 15時
有段者・級位者、
各先着12人
700円(昼食付)
9月1日10時〜18日16時までに電話
か窓口へ

◆子ども折り紙教室
9月3日(土)14時〜 16時
小学生以下(幼児は保護者同伴)
先着8人
8月16日10 時から電話で

〒245-0012 中田北1-9-14
801-5201 805-1954

◆絵本だいすき！お話会メイ
8月25日(木)11時 〜 11時40分
幼児と保護者
◆「美！YOGA」ホルモンバランス整え
てポジティブに美しく(全7回)
9月13日・27日、10月25日、11月8日・
22日、12月13日、1月24日の火曜
9 時45分〜 11時
先着14人 3,500 円
8月11日〜 31日までに電話か費用
を添えて窓口へ
◆おもちゃの病院
目 の 前 で 壊 れ た お もちゃを 分 解し、
からくりを見せながら修理
9月17日(土)10 時〜 15時
先着20 組
8 月11日 か ら 前 日 ま で に 電 話 か
窓口へ

〒245-0023 和泉中央南5-4-13
805-4000 805-4100

◆かわいいキルトで作るパンプキン
9月29日(木)10 時〜12時
先着10人
1,200 円(材料費込み)
9月8日10 時から電話で

イズミ

テアトルフォンテ

検索

〒245-0006 西が岡3-11
813-0861 813-0862

※各60歳以上対象
◆趣味の教室
(日程の詳細は問合せを)
①はじめての切り絵(全6回)
10月21日〜 3月17日の第3金曜
9時30分〜 12時
抽選10人 3,000円(材料費)

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11
814-4050

②基本を学ぶつまみ細工(全6回)
10月12日〜3月8日の第2水曜
10時〜12時
抽選10人 5,000円(材料費)
③編み物サロンへようこそ(全11回)
10月5日〜 3月29日の第1･3水曜
10時〜 12時
抽選10人 1,500円(材料費)
④男のヨガ(全12回)
10月6日〜 3月16日の第1･3木曜
15時〜 15時45分
抽選15人 300円(保険料)
⑤みんなで歩こうノルディックウオー
キング(全11回)

※駐車場はありません

◆能楽で解説「鎌倉殿の13人」をめぐる人々
10月1日(土)10時30分〜 12時
先着30人 200円(資料代)
9月3日9時30分から電話で

◆タオルで簡単 筋力体操(全6回)
10月12日、11月9日、12月14日、1月11
日、
2月8日、
3月8日の水曜11時〜 12時
抽選15人 1,200円(保険代)
往復はがきに · · · を書いて
9月21日必着で

泉区特設PRサイト
検索

◆音楽と共に楽しむ、
絵本の世界
9月14日(水)10時30分〜 11時30分
抽選15人 100円(資料代)
9月12日までに電話か窓口へ
◆落語を楽しむ会
おおやままい

とんま

ツイッター
@izumi̲yokohama

ししゃ

「大山詣り」
「頓馬の使者」
「千両みかん」
8月30日(火)13時〜 15時
抽選25人
8月20日までに電話か窓口へ
◆なごみの広場
「認知症の予防について」
「レコードコンサート(日本の映画音楽)」
9月8日(木)10時〜 11時30分
当日先着30人 100円(参加費)

その他

デイ

老人福祉センター横浜市泉寿荘

◆やさしいヨガ教室(全5回)
初心 者向けの簡単なヨガ で 運 動不足
を解消
9月7日・21日、10月5日・19日、11月2
日の水曜13時30分〜 14時30分
先着8人
8月11日から電話か窓口へ

いずみくらし

オープン

◆ワンコインコンサート
アルパとチャランゴによるコンサート
9月14日(水)14時〜 15時
当日先着250人 500円(入場料)
詳細は か電話で問合せを

中田コミュニティハウス

検索

ツインズ

◆IZUMI TWINS OPEN DAY
泉公会堂との合同オープンデー
コンサートやワークショップなどを楽しむ
9月3日(土)10時〜 16時
泉区民文化センター テアトルフォンテ、
泉公会堂にて

◆男ヨガ入門(全11回)
10月8日・22日、11月12日・26日、12
月24日、1月14日・28日、2月11日・25
日、3月11日・25日の土曜15時〜 16時
先着15人 3,300 円
9月10日10 時から電話で

横浜市泉区役所

を

泉区民文化センター テアトルフォンテ

〒245-0014 中田南4-4-28
802-2244 802-4960

立場地区センター

ゆうじ

弁護士 根本 雄司さん
筆記用具、
飲み物持参
エンディングノートは当日配布
9月12日までに電話か、 · ·
書いてEメールで
c-izumino@hama-wel.or.jp

〒245-0009 新橋町33-1
392-5538 392-5548

◆癒やしの本場フラダンス教室
9月13日・20日の火曜
9 時30分〜 11時30分
先着8人 500 円
タオル、飲み物持参
8月30日9時から費用を添えて窓口へ

泉区情報配信中！

〒245-0016 和泉町987
805-3339

新橋コミュニティハウス

◆親子リトミック
9月10日(土)13時〜 14時30分
未就学児と保護者。上履き持参

10月12日〜 3月22日の第2・4水曜
13時〜 15時
抽選15人 300円(保険料)
⑥和太鼓に挑戦(全12回)
10月1日〜 3月18日の第1･3土曜
9時〜 11時
抽選15人 2,000円(保険料・バチ代)
8月15日〜9月14日までに、
①②③は
往復はがきに ･ · · · を書いて
送付か、
はがきを持参して窓口へ④⑤⑥
ははがきを持参して窓口へ

みなみコミュニティハウス

◆よこはま動物園ズーラシアで
※入園有料
<ナイトズーラシア>
8月の土曜・日曜・11日(祝・木)
9時30分〜20時30分(入園は19時まで)
普段は見られない夜の動物たちの姿が
見られます。また、ワークショップなどが
楽しめる「ズーラシア夜市」も同時開催
その他詳細は で確認を
よこはま動物園ズーラシア
959-1000
951-0777
ズーラシア

検索

◆こども自然公園青少年野外活動センターで
〈ほのぼのファミリーキャンプ秋〉
10月15日(土)13時〜 16日(日)15時
(1泊2日)
6人以内の家族、
抽選18組
中学生以上6,000円、
小学生5,500
円、4歳 〜 未 就 学 児4,000円、3歳 以下
500円
8月19日 〜9月2日 ま で に ・ ・
・ ・ を書いて、往 復はがきまたは
ホームページから
<自然を写そう！デジカメテクニックＣ＞
10月1日(土)9 時30分〜 12時
小学5年生以上、抽選10人
1,000 円
8月19日 〜9月2日 ま で に ・ ・
・ ・ を書いて、往復はがきまたは
ホームページから
その他各詳細は電話か で確認を
こども自然公園青少年野外活動センター
811-8444
812-5778
こども自然公園青少年

検索

インスタグラム
インスタ 横浜いずみ

検索

