
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

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

そ の 他

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

泉スポーツセンター

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

◆春休み影絵劇場「狸の恩返し」
3月23日(土)10時30分～11時30分。
幼児～小学生、先着50人。　
　3月11日10時から電話か窓口へ
◆ママの簡単手作りおやつ
　「おからでアメリカンクッキー」他
3月23日(土)10時～12時30分。親
子先着20人　　700円
　3月11日10時から電話か窓口へ

◆春休み子どもオセロ大会
軽食と参加賞あり。　3月29日(金)10時～
13時。一人でオセロのできる幼児と小学
生。先着（小学4年生以上20人、小学3年生
以下20人）　　3月11日10時から窓口にて

◆初めての俳句(全６回)
4月～6月の第1·第3火曜10時～12
時｡抽選15人　　3,000円　
　3月19日10時～10時15分に窓口へ

◆ポーセリンアーツの体験
3月30日(土)10時～12時｡抽選25人
(10歳以下は保護者同伴)　　600
円/個　　3月16日9時30分～9時
45分に費用とともに窓口へ

◆「ミニ吊るし兜」を作ろう
4月8日(月)9時30分～12時｡抽選8
人　　1,500円　　3月25日9時30
分～9時45分に費用とともに窓口へ

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

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

◆子どもの心理とその理解
小学生の心の成長過程や関わり方に
ついて　講師：稲富正治さん　
3月30日(土)13時30分～15時。先着
30人　　100円　
　3月11日～29日に電話か窓口へ

◆トレーニング室のご案内
事前予約不要！入会金･年会費必要な
し！有酸素運動、筋力トレーニング系
マシンが充実。15分のショートプログ
ラムを毎日開催中。
9時～20時50分(最終受付20時)　
　16歳以上300円、16歳未満100円
(3時間) ※詳細は電話か　 で確認を

◆オリンピックまでに話そう 初心者英会話
4月6日～6月15日(毎週土曜)15時
10分～16時40分。中学生以上､抽選
10人　　3,000円　　3月23日11
時～11時15分に費用とともに窓口へ

◆ホールでグランドピアノをひいて
　みませんか？
①4月2日(火)②3日(水)③18日(木)④19
日(金)①③10時～21時､②④9時～21時
　1枠1,800円(1時間)､2枠3,400円
(2時間)　　3月15日までに専用申込書
(窓口､　などで入手可)をFAXか窓口へ

◆イッツ・フォンテシリーズ「ふぉんて寄席」
出演：立川志らく、柳家三三、林家二楽
ほか。　7月26日(金)19時～21時
　区民2,700円　　4月20日から
電話か費用を添えて窓口へ

◆４月開講趣味の教室
(日程の詳細は問合せを)
<①韓国伝統刺繍に挑戦(全12回)>
4月1日～9月16日の第1・第3月曜10
時～12時。抽選8人　　4,000円
<②ZUNBA®GOLD(全12回)>
4月6日～9月21日の第1·第3土曜13時
45分～14時45分。抽選15人　　300円
<③健康吹矢(全12回)> 
4月9日～9月24日の第2·第4火曜15
時～16時45分。抽選20人　　3,000円
<④優しいヨガ(全11回)> 
4月8日～9月23日の第2·第4月曜14時
30分～15時45分。抽選30人　　300円

◆サバイバル！調理器具を使わない
　クッキング
3月30日(土)10時30分～12時｡小学
生先着15人(低学年は要保護者同伴)
　3月16日10時から電話か窓口へ

◆よこはま動物園ズーラシアで
<ズーラシアガーデンパーティー　
 ～どうぶつ絵本の世界～>
どうぶつの絵本をテーマとしたイベント
を開催します。　3月23日(土)～4月4日
(木)。ころころ広場、ころこロッジにて
<開園20周年記念特別企画展>
ズーラシアの沿革や20年間の出来事を
パネル展示します。　3月20日（水）～9
月2日(月)まで。ホッキョクグマの水中
ビューにて ※詳細は電話かHPで確認を
　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000　　959-1450

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

◆ママによるママのためのファミリーフェスタ
3月16日(土)12時～14時30分。模
擬店、スティールドラム演奏、ワーク
ショップなど。

◆Babyとママのためのヨガ(全6回)
4月2日～6月18日(毎週火曜)A組10
時～10時50分、B組11時～11時50
分。5か月～2歳6か月までの親子抽選
各回8組(初心者優先)　　3,000円　
　3月19日9時30分～9時45分に費
用とともに窓口へ

◆第123回クラシックコンサートと
　音楽アラカルト
3月23日(土)14時～15時15分。先着
70人　　前売り大人1,000円､中学生
300円　　3月11日9時から電話か
費用を添えて窓口へ

◆座ってできるズンバ®ゴールド
3月18日(月)10時～11時　　100円
　3月15日までに電話か窓口へ
◆歌声ひろば
3月25日(月)13時～15時。当日先着80人
◆映画鑑賞会「五番町夕霧楼」
3月29日(金)13時～15時30分｡当日先着80人

テアトルフォンテ

◆デコパージュでオリジナルバックを作ろう
3月24日(日)10時～12時。幼児(保
護者同伴)～小学生。先着20人

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1
　 ・　 803-2270

◆春休みマジックショー＆工作
マジックショーと工作、ぬりえなど。　
3月24日(日)10時～11時30分。先着
30人(3歳未満は保護者同伴)

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

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

◆春休み子ども卓球教室
3月23日(土)･29日(金)·30(土)9時
15分～10時45分。小学生先着20人。
　3月12日～19日に電話か窓口へ
◆絵本だいすき！お話会MAY
3月28日(木)11時～11時40分｡幼
児と保護者
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◆目指せ！美骨盤（全８回）
4月8日～7月22日(毎週月曜)10時
～11時。抽選15人(初心者優先)　　
　3,200円　　3月25日9時30分～
9時45分に費用とともに窓口へ

◆男ヨガ入門(全９回)
4月～8月の(8月10日を除く)第2·第
4土曜15時～16時｡男性、抽選25人
(初心者優先)　　2,700円　　3月
23日14時～14時15分に窓口へ

◆いずみ野カフェ「デ・アイ」特別版　
　大人の相談室
看護師による物忘れ・血圧·飲み込み
などの解説。　
3月24日(日)13時～16時。先着30人
　3月11日～23日に電話か窓口へ

◆春の花を楽しむ会
4月7日(日)9時30分～11時30分｡
　3月24日から電話で
◆竹の子まつり
4月14日(日)①9時30分から(竹の子
堀り体験)小学生以下の子と保護者抽
選20家族②10時30分から(竹の子・
竹の子汁販売)　　①300円/1家族
　3月30日の開館時間中に電話で

3月25日(月)9時30分～13時30分｡
抽選20人　　100円　
　3月17日までに　･　･　･　･　を
書いて電話·Eメールか窓口へ
　 izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

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

いなどみ まさはる

◆おはなし会
3月21日(祝・木)11時～11時30分｡
0～3歳児とその保護者当日先着5組

◆男性のためのアクティブLife講座
　健康お花見ウオーキング
泉区役所集合～和泉川遊水地～いずみ野
駅～いずみ台公園～新橋市民の森～弥
生台駅～中丸家長屋門～新橋天神の森
公園～緑園都市駅～緑園須郷台公園～
旭区こども自然公園解散(歩行距離 約9㎞)

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

〒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

※各60歳以上対象

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300
　 ・　 804-5133

ズーラシア

こども自然公園青少年

◆こども自然公園青少年野外活動センターで
<アロマ教室A>
4月19日(金)10時30分～12時。16歳以
上初心者、10人　　2,000円　　3月
11日～3月25日
<ファミリークッキング　バーベキューA·B>
A：4月28日(日)B：4月29日(祝·月)10時
～14時｡8人以内の家族·グループ抽選
15組　　中学生以上2,200円、小学生
1,800円、4歳～未就学児1,000円、3歳
以下100円　　3月15日～3月29日
<ほのぼのファミリーキャンプ春>
5月5日(祝・日)13時～5月6日(休・月)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　　3月15日～29日
詳細は電話かホームページで確認を
　こども自然公園青少年野外活動セン
ター　　811-8444　　812-5778

<⑤健康体操(全19回)> 
4月4日～9月26日の木曜13時～14
時25分　　400円
　3月16日までに①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②～⑤ははがき
を持参して窓口へ
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