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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。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

施設からのお知らせ
今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

　泉スポーツセンター

■ スポーツ医事相談【整形外科】
スポーツをする上での体の不安や悩みに
横浜スポーツ医会のドクターが相談に対
応。10月19日（土）15時～17時（1人20
分）。16歳以上、先着6人。
　9月19日9時から
ご利用やその他詳細は　か窓口へ

　上飯田地区センター

■ 相続・遺言・登記相談
9月25日、10月9日の水曜13時～16
時。各先着4人　　9月11日9時から各
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
■ スポーツウェルネス吹矢体験
9月28日（土）9時30分～11時30分。先
着10人。上履き持参。　　500円
　9月11日9時から費用を添えて窓口へ
■ 木目込み人形教室（全３回）
　 “来年の干支、子を作ろう”
10月4日・11日・18日の金曜12時15分～
15時。先着8人。まち針20本程度、はさ
み、目打ち、のりケース持参　　4,000円
（ケース希望の方は別途500円）　　9月
11日～25日に費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ 青空子どもまんぷく食堂で
　 地域交流会
10月5日（土）12時～13時30分。先着
30人　　大人200円、子ども100円/1
食　　9月14日10時から電話か窓口へ
■ おもてなし定食
　 「簡単でおいしいチキンロール丼」
10月7日（月）10時～13時。先着24人
　700円　　9月16日10時から電話か
窓口へ
■ 地域ふれあい卓球大会
3人チーム男女混合ダブルス団体戦
11月24日（日）9時～16時。先着72人
　500円（学生200円）
　10月10日10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ キッズフェスタ
9月28日（土）〈①人形すくい〉9時30分
から。　　50円〈②作って遊ぶ工作・射
的〉10時～11時30分。〈③ピザづくり〉
10時から3回。各10人〈④こどもお茶
会〉10時から2回。各6人〈⑤香木キーホ
ルダー〉10時から。30人。各時間と詳細
は問合せ　　③④各100円　　9月11
日から電話か費用を添えて窓口へ
■ 仏像木彫り教室（全4回）
10月12日～11月23日の第2第4土曜9
時30分～11時30分。先着10人。
　3,000円　　9月12日から電話か費
用を添えて窓口へ

■ 親子でリトミック（全5回）
10月29日（火）、11月19日～2月18日
の第３火曜。9時30分～10時30分。平
成28年6月～30年4月に生まれた子と
保護者。抽選35組　　200円　　往復
はがきに　・　・親子　・生年月日・性別を
記載の上、9月30日必着

　中川地区センター

■ コーラスの集い
地域コーラスサークルの発表会
9月29日（日）13時～14時30分
■ 手編みで作る
　 おしゃれ組紐キーホルダー
10月10日（木）10時～11時30分。抽
選15人　　1,000円　　9月12日10
時～10時15分。費用とともに窓口へ
■ なかがわ寄席三笑亭小夢さん
10月16日（水）13時～14時30分。先着
50人　　当日600円（前売り500円）
　9月11日から電話か窓口へ

　葛野コミュニティハウス

■ 第23回文化祭
●作品展示　10月5日（土）11時～16
時・6日（日）10時～15時　●演技発表 
10月6日（日）9時30分～13時30分（予
定）　●スポーツクラブ 10月6日（日）
10時～12時 ※喫茶コーナー同時開設

　新橋コミュニティハウス

■ おはなし会
9月12日、10月10日の木曜11時～11
時30分。幼児（保護者同伴）
■ 音読を楽しみましょう
9月13日（金）13時30分～14時20分。先
着10人　　当日13時20分から窓口へ
■ 英国スタイル
　 「秋色グリーンウォールボックス作り」
10月24日（木）10時～12時。抽選15人
　2,000円　　10月3日10時～10時
15分に費用とともに窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ 秋の無料体験・見学会！
合唱・面打ち・水彩画・英語・スクエアス
テップ・ストレッチ体操日程と各回の募集
人数は直接施設へ確認。
　9月11日9時から電話か窓口へ

　西が岡コミュニティハウス

■ タオルで簡単筋力体操（全６回）
10月～3月の第1日曜10時30分～11
時30分。抽選20人　　1,200円　　9
月15日9時30分～9時45分に費用とと
もに窓口へ

　みなみコミュニティハウス

■ ふれあいコンサート
　 「ピアノでポピュラーミュージック」
10月26日（土）14時～15時。先着30人
　10月5日10時から電話か窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ 健康寿命を延ばそう ！
　 プロから学ぶ栄養のコツ
管理栄養士による栄養講座と特別養護
老人ホームの見学会
10月5日（土）10時～12時。抽選20人。
　9月25日までに電話・Eメールか窓口へ
■ 男性のためのアクティブライフ講座
横浜・日本発祥の地を巡るウォーキング
JR根岸線石川町駅南改札口（元町側）集
合～山手イタリア山庭園～見返り坂～港
の見える丘公園～山下公園～横浜公園
～福富町西公園解散（歩行距離 約6km）
10月17日（木）10時～15時30分。区内
在住・在勤の50歳以上の男性、抽選20人
　100円　　10月10日までに　・　・
　・　・　を書いて電話・Eメールか窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

　テアトルフォンテ

■ 三浦明美クラリネットリサイタル
トリオで奏でるＢの調べ
9月16日（祝・月）14時～16時。3歳以下
の乳幼児の入場不可
　2,000円（学生1,500円）
　9月15日までに費用を添えて窓口へ
■ ホールでグランドピアノを
　 ひいてみませんか？
①10月8日（火）②9日（水）③30日（水）
④31日（木）①③10時～21時、②④9時
～21時　　1枠1,800円（1時間）、2枠
3,400円（2時間）
　9月15日までに専用申込書（窓口、HP
などで入手可）をＦＡＸか窓口へ
■ 浅草オペラ
11月16日（土）15時～17時。未就学児
入場不可　　区民2,300円、学生（小～
大学生）1,500円
　11月16日までに電話か費用を添えて
窓口へ

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■ 映画の話と映画鑑賞会
①懐かしの松竹大船撮影所物語。講師：
中橋嘉久さん。9月25日（水）13時～15
時。先着80人　②映画鑑賞会「十戒」
9月26日（木）10時～14時30分。先着80人
■ 趣味の教室（日程の詳細は問合せを）
《①初めての俳句（全11回）》10月3日～
3月19日の木曜13時～15時。抽選15人
　500円
《②机と椅子で初心者茶道教室（全12
回）》10月9日～3月25日の水曜10時～

12時。抽選10人　　4,000円
《③陶芸教室（全6回）》10月13日～12
月22日の日曜9時30分～15時。抽選
16人　　3,000円/月　《④男の料理教
室（全6回）》10月3日～3月5日の木曜9
時30分～12時30分。抽選8人
　3,000円　《⑤初心者のための太極
拳（全11回）》10月25日～3月27日の金
曜13時～15時。抽選15人　　300円
　9月14日までに、①～④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⑤は、はがきを持参
して窓口へ
■ しんぜん院外健康教室
よく耳にする症状“動悸”とはなんだろう
～心疾患が隠れている可能性について～
10月11日（金）10時～12時。先着80人

　こどもログハウス

■ まどにお絵かき
9月14日（土）11時～12時。幼児（保護
者同伴）～小学生 ※スペースが無くなり
次第終了。

　天王森泉館

■ 古民家ライブ
二胡＆タブラ・ギターのセッションライブ
9月22日（日）14時～15時。（野点13時～
　200円）

　その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
※入園有料
〈ズーラシアフェス！〉
9月21日（土）～9月23日（祝・月）
動物雑貨の出店やパネル展示など
〈秋の大運動会〉
10月5日（土）・6日（日）カンガルーのジャ
ンプ力やチンパンジーの握力など、動物
の能力を体感できるイベントを実施
詳細は　で確認を　　よこはま動物園ズー
ラシア　　959-1000　　959-1450

■ 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
19日（土）13時～10月20日（日）15時。
保護者を含む8人以内の家族·グループ
抽選18組。　　中学生以上5,700円、
小学生5,200円、4歳～未就学児3,600
円、3歳以下500円　　9月11日～24
日　〈どきどきデイキャンプ〉（全３回）11
月10日、1月12日、3月8日の各日曜9時
30分～15時30分。小学1年～3年抽選
48人。　　9,000円　　9月23日～10
月7日　〈おひさまクラブⅢ〉（全7回）11
月13日～12月25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7,350円（追加大人4,000
円、子ども3,000円、3歳以下300円）
　9月24日～10月8日
※各詳細と申込方法は　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

泉スポーツセンター 検索で

ズーラシア 検索で

こども自然公園青少年 検索で

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　　803-2270

テアトルフォンテ 検索で

なか はし  よし  ひさ

さんしょうてい　こ   ゆめ

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

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

下和泉地区センター
〒245-0022 和泉が丘1-26-1
　805-0026 　805-0028

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

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1

　813-3984 　813-3986
いずみ中央地域ケアプラザ
〒245-0024 和泉中央北5-14-1
　805-1700 　805-1798

新橋コミュニティハウス
〒245-0009 新橋町33-1
　392-5538 　392-5548

中田コミュニティハウス
〒245-0014 中田南4-4-28
　802-2244 　802-4960

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133

そ の 他

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987

　　805-3339

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

葛野コミュニティハウス
〒245-0014 中田南5-15-1

　　805-0487

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　　814-4050

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

み  うら あけ  み


