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【特典を受けるには】

① 　 ②  ③
                 こども          大人

　　           「おめでとうシール」を貼ります      マナビィスタンプを押します

　　　　　　※詳しい特典は下記参照

【子どもへの特典】　　
金融機関名（50音順） 支 店 名 所在地（和泉市） 特 典 内 容

和泉支店 府中町1-7-7
和泉中央支店 いぶき野5-1-2
和泉南支店 箕形町4-6-1
三林支店 和田町285-1
和泉中央支店 いぶき野5-1-11
和泉寺田支店 寺田町1-5-33
くずのは支店 尾井町1-1-34
和泉支店 府中町4-20-5
北池田支店 池田下町273-1
南池田支店 平井町300-3
横山支店 北田中町204-3
南松尾支店 久井町507-1

南都銀行 和泉支店 府中町1-18-24 クリアファイル

みずほ銀行 和泉中央支店 いぶき野5-1-14 クリアファイル

和泉郵便局 いぶき野5-4-1
和泉一条院局 芦部町220-10
和泉北和泉池上局 池上町359-4
和泉北和泉信太局 太町23-6
和泉北和泉鶴山台局 鶴山台2-1
和泉北伯太西局 伯太町2-1-11
和泉北和泉伯太局 伯太町2-31-19
和泉北和泉府中局 府中町1-3-5
和泉北和泉和気局 和気町1-11-1
和泉和気東局 和気町4-8-25
和泉北和泉山手局 幸3-9-33
和泉内田局 内田町2-1-10
和泉南和泉横山局 北田中町1
和泉南和泉光明台局 光明台3-2-2
和泉南和泉父鬼局 父鬼町251-1
和泉南和泉納花局 納花町255-1
和泉南和泉久井局 久井町532-4
和泉南和泉伏屋局 伏屋町3-24-26
和泉南和泉箕形局 箕形町3-2-39
和泉南和泉和田局 和田町221-1
和泉南和泉中央駅前局 いぶき野4-5-2

りそな銀行 和泉中央支店 いぶき野5-1-14
おこづかい帳・りそにゃシール・
りそにゃクリアファイルのセット

【大人への特典】

対象 特典受渡し場所
市内在住の18歳以上 生涯学習センター

市内在住の20歳以上
保健センターまたは
保健福祉センター

ポイント数に応じた検診無料券と交換

　通帳１冊で和泉市生涯学習サポート講座の「マナビィ」や市の検診受診でもらえる「マナビィヘ
ルシィ」のスタンプ10個分に換算します。

池田泉州銀行
ノック式
ゲルインクボールペン

紀陽銀行 ５色蛍光ペン

ＪＡいずみの ちょきんぎょミニ貯金缶

郵便局
【粗品】
各郵便局によって特典内容が
異なります。

※子どもの特典対象以外で市内在住の18歳以上に限ります。
※対象は、特典により制限があります。事前にご確認ください。

特典内容
ココロトリコイズミ生涯学習カードに２ポイント付与

印字がいっぱいに

なった通帳を図書

館に持っていく

印字がいっぱいになったことを

図書館で確認してもらう

それぞれの通帳を特典を

受けることができる場所に

持っていく

特典をもらおう！

※市内在住・在学者で年度末年齢が18歳以下の子どもに限ります。

※おめでとうシールが貼ってある通帳を下記の金融機関へ忘れず持参してください。


