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泉 区役所 ウェブページで情報配信中! 横浜市泉区役所 泉区版は
ここまでです

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

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

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

施設 お知らせからの
当月11日～翌月10日を目安にお知らせしています

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

こども自然公園青少年

ズーラシア

◆こども自然公園青少年野外活動センターで
〈自然を写そう! デジカメテクニックH〉
3月2日(土)9時30～12時。小学5年
生から一般、抽選10人　
　1,000円　　1月21日～2月4日
〈アロマ教室Ｆ〉 
3月7日(木)10時30分～12時。16歳
以上初心者、抽選10人　
　2,000円　　1月29日～2月12日
〈あったかエコキャンプ〉 3月16日
(土)13時～17日(日)14時。小学校1
年～6年生。抽選50人　
　6,500円　　1月29日～2月12日
※各詳細は電話かHP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

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

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

◆お相撲さんとお餅をついて遊ぼう
2月9日(土)10時～11時45分。先着250
人　　1月19日10時から電話か窓口へ
◆男性のためのボイストレーニング
2月11日、3月11日の月曜。10時～
11時15分。先着15人　　400円
　1月28日10時から電話か窓口へ

◆音読を楽しみましょう
1月11日、2月8日の金曜。13時30分～14
時20分。先着10人　　当日13時20分から

◆自分で作る和菓子講座②
2月21日(木)10時～12時。抽選10人
　700円　　2月7日9時30分～45
分に費用とともに窓口へ

◆日本文化体験～速攻で日本舞踊を
　覚えよう～(全4回)
2月4日·18日、3月4日·18日の月曜。
12時30分～14時。初めての方先着
10人　　1,000円　　1月21日10
時から電話か窓口へ

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

◆ホールでグランドピアノをひいてみませんか？
①2月6日(水)②7日(木)③25日(月)④
26日(火)①③10時～21時､②④9時
～21時　　1枠1,800円(1時間)､2枠
3,000円(2時間)　　1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

◆スポーツ医事相談特別講演会
運動と食事が高脂血症・糖尿病と認知
症・癌・心血管病を予防する
2月9日(土)15時～17時。先着20人。講師：
中山理一郎さん(医学博士)　　1月11日
9時から電話か窓口へ。※詳細は電話か
　で確認を

◆よこはま動物園ズーラシアで
〈ハッピーバレンタイン in ズーラシア〉
2月9日(土)～11日(祝・月)。園内該当
動物展示場所にて　　959-1000
（開園中のみ)

◆バレンタインレッスン・アメリカン
　チョコレートケーキ
2月5日(火)10時～13時30分。抽選
18人　　1,200円　　1月15日10時
～10時15分に窓口へ
◆シャドウキルトのポーチ
2月16日(土)10時～12時。抽選8人
　1,000円　　1月26日10時～10時
15分に窓口へ

◆大人の折り紙教室　連鶴とフクロウを折る
2月28日(木)10時～12時。抽選20人
　500円　　2月7日10時～10時15
分に窓口へ

◆ロビー展　押し花作品展
1月17日(木)～2月12日(火)

テアトルフォンテ

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

◆第3回ベートーヴェン国際ピアノ
　コンクールアジア本選会
2月2日(土)、2月3日(日)10時～18
時(予定)。未就学児不可。　　2,000
円　　当日費用を添えて窓口へ

◆ふしぎ！柄入り棒針ベスト(全3回)
2月4日·18日·25日の月曜。10時～12時。
棒針経験者先着15人　　4,320円～
5,280円　　1月11日～28日に直接窓口へ

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

イン

2019（平成31）年 1 月号　　／ 泉区版

◆親子リトミックと読み聞かせ
1月12日、2月9日の土曜。13時～14時
30分。未就学児と保護者。上履き持参
◆そば打ち教室
2月2日(土)9時30分～13時。先着
10人。エプロン、三角巾、布巾、持ち帰
り用の容器持参　　1,200円　
　1月19日9時～費用を添えて窓口へ

◆リフレッシュ麻雀(全4回)
2月4日、3月4日、4月8日、5月13日
の月曜。10時～15時45分。先着15
人　　2,000円(昼食付)　  1月21
日10時から電話か窓口へ

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

◆フラージュアクセサリー　ばらのペン
　ダントともうひとつ(全2回)
1月25日、2月8日の金曜。10時～12
時。先着5人　　2,000円　　1月11日
～20日に電話か費用を添えて窓口へ
◆ラフォンティーヌのシェフが教える
　『フォルドショコラ』
1月29日(火)13時～16時。先着12人
　1,500円　　1月12日～20日に
電話か費用を添えて窓口へ
◆泉区医師会共催講座「脳と心の健康」
2月7日(木)10時30分～11時30分。
当日先着30人

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987
　 ・　 805-3339

◆泉が丘公園（分区園）
〈2019年度分区園（菜園）利用者募集〉
【募集区画】①家族または8人までのグ
ループ(12㎡)25区画、②9人以上のグ
ループ(24㎡)2区画。抽選【場所】和泉が丘
3-6【利用期間】2019年4月1日～2020
年3月31日※1年間の延長可【対象】区内
かつ公園近隣在住で徒歩か自転車で来園
可能な家族かグループ(自動車での来園不
可)　　①18,000円②24,000円(①・
②とも年額)　　・　1月31日(必着)ま
でに往復はがきに代表者の　·　·　、
①か②の利用希望区画、②は団体名·
他の利用者名を書いて(株)田澤園分
区園担当(〒232-0066 南区六ッ川
四丁目1234番地　　823-2121)へ
※区画の大小関わらず重複申込不可。

〒245-0006 西が岡3-11
　 813-0861　　813-0862

老人福祉センター 横浜市泉寿荘

◆歴史を学ぶ～ペリー来航から横浜開港まで～！
1月15日(火)10時～12時。抽選30人
　100円　　1月14日までに電話か
窓口へ

※各60歳以上対象

◆歌声ひろば
1月28日(月)13時～15時。当日先着80人
◆映画鑑賞会「ひまわり」1970年伊仏露制作
1月29日(火)13時～15時。当日先着80人

◆百人一首かるた遊び
1月27日(日)10時～12時

◆岡津町ふれあい公園
〈2019年度分区園（菜園）利用者募集〉
【募集区画】①個人(12㎡)38区画②
団体・グループ(25㎡)3区画。抽選。
【場所】岡津町2623番【利用期間】
2019年4月1日～2020年3月31
日。※1年間の延長可。【対象】区内かつ
公園近隣在住で徒歩か自転車で来園
可能な個人又は、団体・グループ(自動
車での来園不可)　　①18,000円②
37,500円（①・②とも年額）　　2月
12日（必着）までに往復はがきの往信
面に代表者の　·　·　、（団体やグ
ループで利用する場合は他の利用者
名）、返信面には、代表者の　・　を書
いて、横浜植木(株)造園部岡津町ふれ
あい公園担当(〒232-8587南区唐
沢15番地）へ※1世帯につき1口まで
申込可　　・　262-7410（平日9時
～17時)◆節分・豆まき

2月3日(日)11時から
◆吊るし雛展
2月9日(土)9時30分～3月7日(木)16
時30分。2月12日、26日の火曜を除く

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300
　 ・　 804-5133

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1
　 813-3984　　813-3986

◆第121回クラシックコンサートと音楽アラカルト
1月26日(土)14時～15時15分。先着70人
　前売大人1,000円、中学生300円
　1月11日9時から電話か窓口へ

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

◆男性のためのアクティブLife講座
　「羽田空港 JAL工場見学ツアー」
1月24日(木)13時30分～16時10分。区
内在住·在勤の50歳以上の男性、抽選15人
　100円　　1月17日までに電話か、　 ·
　·　·　·　を記載しEメールか窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

そ の 他
◆経済局雇用労働課
〈セカンドライフセミナー〉
1月31日(木)14時～16時、シルバー
人材センター港南事務所で。概ね60
歳以上、先着20人　　1月15日～29
日に電話にて　　シルバー人材セン
ター港南事務所　　342-9600

◆戸塚税務署
〈①ID・パスワード方式で申告手続きが
便利に〉税務署で事前にIDとパスワー
ドを取得することでPCやスマホで申
告が可能に。申請は本人確認書類(免
許証等)持参の上お早めに。
〈②税理士による確定申告相談〉
小規模納税者対象1月23日(水)～
25日（金）9時15分～15時45分。泉
公会堂で。確定申告に必要な書類(含
前年控)、筆記具、計算器具、印鑑、マイ
ナンバーに係る本人確認書類等持参。
申告書等の提出のみは直接税務署へ
(郵送可)。車での来場や所得計算が複
雑な相談はご遠慮を。
〈③戸塚税務署内確定申告書作成会場
開設期間〉2月18日(月)～3月15日
(金)(土日を除く。ただし2月24日・3月
3日の日曜は開設)相談は9時15分～
17時。(受付は8時30分～16時)駐車
場利用不可。②③ともに混雑状況によ
り受付を早めに終了する場合あり。　
　戸塚税務署　　863-0011◆認知症サポーター養成講座

1月30日(水)13時30分から15時。抽選
30人　　1月22日までに電話か窓口へ
◆遺言・相続講座
2月16日(土)14時～16時。泉中央公園
集会所で。先着40人　　1月11日9
時から電話か窓口へ

なかやま　りいちろう

泉スポーツセンター
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