
泉区役所 泉区・横浜市ウェブサイトがリニューアル!
「お気に入り」などの再登録をお願いします。 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。

マーク
の見方

そ の 他

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

◆親子リトミックと読み聞かせ
4月20日(土)13時～14時30分。未就
学児と保護者。上履き持参

◆よもぎ団子づくり教室
4月22日(月)9時～13時。先着10人
　600円　　4月12日9時から費用
を添えて窓口へ

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

◆簡単筋トレ＆ストレッチ①･②教室
ゆっくりとした動きでじっくりカラダ
に効果をもたらします
4月～6月の①火曜､②金曜9時～9
時50分。16歳以上の人、各当日先着
22人　　各410円 ※詳細は電話か
　で確認を

◆母の日にシールでデザインする
　世界にひとつのポーセラーツ
トレイ・カップ・お茶わんから選択
4月27日(土)13時 ～15時｡小学生､先着
20人　　700円～1,200円　　4月11
日～18日に電話か費用を添えて窓口へ

◆フォンテ・フェスタ2019
　～テアトルフォンテに全員集合～
テアトルフォンテを1日開放。マジッ
クショーや音楽、紙芝居など
4月27日(土)10時～15時

◆法律相談
4月24日､5月8日の水曜13時～16
時。各先着4人　　4月11日9時から
窓口へ　※同一の案件を引き続き相
談する場合は有料

◆ホールでグランドピアノをひいてみませんか？
①5月9日(木)②10日(金)③30日(木)
④31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)　　4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

◆よこはま動物園ズーラシアで
<飼育の日　特別ガイド>
開園当時に苦労したこと､動物の紹介など
4月20日(土)･21日(日) ※時間など
詳細は　で確認を

<開園20周年記念式典>
式典後ズーラシアンブラスの演奏や
記念植樹も　
4月21日(日)13時45分～
　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000　　959-1450

◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
4月27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　　4月11日9時から電話
か費用を添えて窓口へ

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

◆行政書士相談(契約･相続等)
4月13日(土)9時30分～11時30分

◆絵本だいすき！お話会メイ
4月25日(木)11時～11時40分｡幼児
と保護者
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◆おもちゃの病院
親子の前で壊れたおもちゃを分解･修理
5月18日(土)10時～15時｡先着20組
　4月11日～5月17日に電話か窓口へ

◆体幹鍛えて美力アップ！（全6回）
5月～7月の第2･4金曜11時20分～
12時20分。先着30人　　2,400円
　4月12日～30日に電話か費用を
添えて窓口へ

◆めざせ！名探偵 「科学捜査の体験」
5月1日(祝･水)10時～11時30分。
小学生、先着10人　
　4月17日10時から電話か窓口へ

◆親子でリトミック(前期)（全5回）
5月～9月の第3火曜9時30分～10時
30分｡平成27年10月～29年9月生
まれの子と保護者､抽選35組
　200円　　5月2日までに　･　･
　･参加希望親子の　(子にはふりが
な記載)･子の生年月日・性別を書いて
往復はがきで(必着)

◆エンジョイ♪ヘルスケア
　今からはじめる健康長寿(全3回)
5月14日(薬剤師さんの4種類健康
チェック)･21日(ミニ栄養講座とコグニ
サイズ)･28日(指先運動～指は第二の
脳)の火曜13時30分～15時。先着20人
　4月11日9時から電話か窓口へ

◆旧東海道ウオーキング＆リサイクル
　工場見学ツアー
4月25日(木)9時10分(横浜駅きた
東口A集合)～15時15分。 ※コースの
詳細は問合せを。区内在住･在勤の50
歳以上の男性､抽選20人　　100円
　4月17日までに電話か、　･　･　･
　･　を書いてＥメールか窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

◆“二木てるみ”コトバ塾～あなたの日本語を
　“初期設定”してみませんか(全6回）
6月13日･27日､7月4日･18日､8月
8日･22日の木曜①10時30分～12
時､②13時30分～15時｡①②各先着
15人　　6,500円　
　4月11日～6月6日に専用申込書
(窓口､　などで入手可)をFAXか窓
口へ

◆子育て仲間　ぽんぽこ パート2
4月～9月の第2木曜10時～11時
30分。1歳6か月～3歳児と保護者､
各当日先着35組　　100円

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

◆なごみの広場
腰痛・膝痛予防の健康体操、チーム西
が岡演奏
4月11日(木)10時～11時30分｡当
日先着80人　　100円

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B>
6月7日(金)10時30分～12時｡16歳
以上の初心者､抽選10人　
　2,000円
　4月26日～5月10日

<自然を写そう! デジカメテクニックB>
6月8日(土)9時30分～12時。小学5
年生以上､抽選10人　　1,000円　
　4月29日～5月13日
※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

◆少林寺体験教室(全4回)
心身の鍛練と礼節を学ぶ
5月･6月の第2･4土曜18時30分～
20時。小中学生､先着10人。動きやす
い服装で　　500円　　4月11日9
時から費用を添えて窓口へ

◆四季を彩る花の墨彩画教室(全3回)
5月17日､6月21日､7月19日の金
曜。9時30分～11時30分｡先着8人
　1,200円　　4月26日9時から費
用を添えて窓口へ

◆座ってできるズンバ®ゴールド
5月10日(金)10時～11時｡抽選30人
　100円　　5月1日～8日に電話か
窓口へ

◆～正しい歩き方で～
　ノルディックウオーキング
4月17日(水)13時～15時。抽選30人
　100円　　4月1日～15日に電話
か窓口へ
◆落語を楽しむ会「鰍沢」「花見の仇討」
　「ひとり酒盛」
4月29日(祝･月)13時～15時。当日
先着80人

◆おはなし会
4月～7月の第3木曜11時～11時30
分。0～3歳児と保護者､各当日先着5組

◆こどもの日の集い
餅つき体験と餅の配布あり　
4月29日(祝･月)10時～12時。幼児･
小学生、先着200人
　4月13日10時から窓口へ

◆ホタル観察会(全2回)
5月11日(土)10時～11時30分(観察
会)､6月8日(土)19時～20時（鑑賞会）｡
小学生、先着30人(6月8日は保護者同
伴)　　4月29日10時から窓口へ

◆初めてのハワイアンキルト・トート
　バッグ作り パート2(全4回)
5月14日･28日､6月11日､7月2日
の火曜13時30分～15時30分｡抽選
15人　　3,500円　　4月23日10
時～10時15分に窓口へ

◆紅茶レッスン・ゴールデンルールを学ぶ
5月23日(木)10時～12時｡先着16人
　500円(菓子付き)　　5月9日10
時から窓口へ

◆こども用品のリユースマーケット出店者募集
5月26日(日)10時～13時。抽選30
区画　　1区画500円　　4月28日
10時15分に費用とともに窓口へ

◆忙しいママのための癒しフラダンス(全5回)
4月20日～6月15日の第1･3土曜。
15時～16時｡先着15人　　2,000円
　4月11日10時から電話か費用を
添えて窓口へ
◆ボールペン・筆ペンで美文字教室（全5回）
4月25日～6月27日の第2･4木曜10
時30分～11時30分。先着15人
　2,000円　　4月11日10時から電
話か費用を添えて窓口へ

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

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

◆ロビー展示　油絵作品展
4月24日(水)～5月27日(月)

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

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

◆中澤佑二さん(サッカー元日本代表)・
　吉井妙子さん(ジャーナリスト)対談
～貫き通したサッカー美学～上廣レ
クチャー＠テアトルフォンテ
5月22日(水)19時～20時30分。抽
選350人　　4月11日～5月13日に
　･　･　･　･　・人数(2人まで)を書
いて往復はがき（必着）かＥメールで
　20190522@theatre-fonte.com

なかざわ ゆうじ

よしい たえこ

テアトルフォンテ

〒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

かじかざわ あだうち

にき


