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永田地区センター
〒232-0076 永田台45-1
　714-9751 　714-9752

　第3月曜日
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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

■ 夏期事前申込教室参加者募集中
7月～9月開催分の教室！ 大人向け24教
室、子ども向け12教室を開催。当日受
付教室も多数あり ！　　5月25日まで
■ 姿勢測定会募集
3枚の写真の画像解析から姿勢を点
数化し、改善のエクササイズを紹介。6
月8日（土）10時～12時。先着20人
　各1,000円　　5月11日から電話か
窓口にて ※詳細は電話かHPで確認を
ツイッター始めました。@izumisc_ysa

　上飯田地区センター

■ 父の日に贈るプレゼント
ポーセラーツで作るマグカップ
6月1日（土）10時～12時。5歳以上先
着10人（小学3年以下要保護者同伴）
　一般1,300円、中学生以下800円
　5月11日～24日9時から費用を添え
て窓口へ
■ 吊るし雛作り教室（全4回）
6月5日、7月3日、8月7日、9月4日の水
曜。9時30分～12時。先着8人。まち
針・はさみ持参。　　2,800円　　5月
11日9時から費用を添えて窓口へ
■ 詩吟教室（全4回）
6月14日～7月26日の第2・4金曜12時
30分～14時30分。筆記用具持参。
先着10人　　500円　　5月31日9
時から費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ シモチク青空子ども食堂で地域交流会
6月1日（土）12時～13時30分。先着
30人　　大人200円、子ども100円
（1食）　　5月11日10時から電話か
費用を添えて窓口へ
■リズムでゆらゆら骨盤リフレッシュ
体操（全5回）

6月5日、7月3日・31日、8月21日、9月
4日の水曜。10時～11時15分｡先着
15人　　2,000円　　5月15日10時
から電話か費用を添えて窓口へ
■七夕まつり　笹飾りのお土産付き
6月22日（土）13時～14時30分。先着
200人　　6月1日10時から電話か窓
口へ

　立場地区センター

■父の日にシールでデザインする贈り物
シール感覚の熱転写でオリジナル作品を
5月25日（土）10時～12時｡小学生､
先着20人　　キートレイ700円、マグ
カップ・お茶碗1,200円　　5月11日～
18日に電話か費用を添えて窓口へ

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

■簡単日曜大工　網戸の張替え講座
6月1日（土）10時～12時。先着20人
　5月11日～21日に電話か窓口へ
■香りと花のアロマワックス
ロウを型に流して香りと花をつけた
ワックスプレートの製作（2種類）
6月4日（火）10時～12時｡先着10人
　1,600円　　5月14日～5月27日に
電話か窓口へ

　中川地区センター

■しんぜん院外健康教室
「トイレが近くて困っていませんか？」
5月15日（水）10時～11時30分。当日
先着100人
■写真と手形アートで赤ちゃんの今
を残そう

6月16日（日）10時～11時30分｡抽選
親子10組（3か月～1歳の乳児と保護
者）　　500円　　6月2日10時～10
時15分に費用とともに窓口へ
■世界で一つの香水を作ろう
6月26日（水）10時～11時30分。抽選
12人　　500円　　6月5日10時～
10時15分に費用とともに窓口へ

　葛野コミュニティハウス

■エンジョイ♪ヘルスケア
今からはじめる健康長寿 ー　野ー
（全3回）
①6月26日（水）14時～15時30分:薬
剤師さんの4種類健康チェック②7月1
日・③15日の月曜14時～15時30分:ス
クエアステップ。先着20人。
　5月11日9時から電話か窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■子ども折り紙教室
6月1日（土）14時～16時｡小学生以下
当日先着20人（幼児は保護者同伴）
■チョークアート体験教室
プルメリアを描く
6月24日（月）9時30分～12時。抽選
15人。　　1,500円
　6月3日10時～10時15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■小中学生のための英検集中教室
　（全14回）
英検5級～3級受験のための準備教室
6月1日～9月7日の毎週土曜、9時30
分～12時。小中学生先着12人（要保
護者の同意書）。　　2,000円
　5月11日9時から直接窓口へ
■エンジョイ♪ヘルスケア
今からはじめる健康長寿
①6月4日（デイサービスで行われてい
る介護予防）・②11日（口腔ケア～美
味しく味わうために～）・③18日（生前

整理～家の片づけ方～）の火曜13時30
分～15時。各回先着①20人②③30人
　5月11日9時から電話か窓口へ
■おもしろ理科教室（全10回）
6月15日～3月21日の第3土曜10時～
11時。小学6年先着10人。　　300円
　5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4回）
6月2日～9月1日の第1日曜10時30
分～11時30分。抽選20人。　　800円
　5月19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

■ミニミニコンサート
ピアノで「軽ポップス」を
6月22日（土）14時から。先着30人
　6月1日10時から電話か窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■男性のためのアクティブライフ講座
ピザ作り＆ロープワーク体験
5月30日（木）9時30分～15時。50歳以
上の区内在住・在勤の男性。抽選20人
　1,000円　　5月21日までに　・　・
　・　・　を書いて、Eメールか窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp
■おはなし会
5月～7月の第3木曜11時～11時30
分。0歳～3歳児とその保護者当日先
着5組
■子育て仲間ぽんぽこパート2
6月～9月の第2木曜（8月を除く）10
時～11時30分。1歳6か月～3歳児と
保護者､先着35組　　100円
　5月11日から電話か窓口へ

　テアトルフォンテ

■ホールできく物語
～女優二木てるみさんが語る物語～
6月2日（日）①11時～11時40分、新
美南吉『去年の木』・浜田廣介『さらわ
れたおにんぎょう』②14時～15時、湯
本香樹実『ポプラの秋』より「手紙」
　①乳幼児と保護者一組500円（2人
目からの乳幼児1人300円）②泉区民
800円（未就学児入場不可）
　6月2日までに電話か窓口へ
■ホールでグランドピアノをひいて
みませんか？

①6月3日（月）②4日（火）③12日
（水）④13日（木）①③10時～21時､
②④9時～21時　　1時間1,800円､2
時間3,400円
　5月15日までに専用申込書（窓口､
ホームページなどで入手可）をFAX
か窓口へ

■ヒダノ修一ウィズ
　太鼓マスターズコンサート2019
世界的な太鼓ソリスト達とセネガルの
鬼才の圧倒的なパフォーマンス
7月20日（土）15時～17時　　区民
2,500円、子ども1,500円　　5月14
日～7月20日までに電話か窓口へ

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■みんなで歩こう
　ノルディックウオーキング
5月15日（水）13時～15時。抽選30人
　100円
　5月13日までに電話か窓口へ
■映画鑑賞会
　「雨に歌えば」1953年・アメリカ
5月29日（水）13時～15時。当日先着
80人
■座ってできるズンバ®ゴールド
6月10日（月）10時～12時｡抽選30人
　100円
　6月1日～8日に電話か窓口へ

　こどもログハウス

■げんきっこまつり
おえかきせんべい・ゲーム（参加賞有）
5月18日（土）13時30分～15時30
分。（15時受付終了）幼児（保護者同
伴）～当日先着小学生120人。

　天王森泉館

■春の野鳥観察会
5月26日（日）９時集合。双眼鏡、望遠
鏡などある方は持参。　　5月11日よ
り電話で

　その他

■よこはま動物園ズーラシアで
〈ゴールデンウィーク開園時間延長〉
4月28日（日）から5月6日（月・休）は
ゆっくり動物園を楽しんでいただける
ように、開園時間を延長します。
※時間など詳細はHPで確認を
〈動物たちにプレゼント〉
動物へ餌やおもちゃをプレゼントする特
別ガイドを20周年にちなみ、20回実施
します。5月12日・19日・26日（各日曜）
　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000
　959-1450
■文化観光局文化プログラム推進課
〈横浜音祭り2019「横浜18区コンサート」・泉区〉
石田組（8人編成）による弦楽アンサンブル
10月3日（木）14時開演、15時終演予
定。泉区民文化センターで。
　2,500円　　　5月11日から横浜音
祭りチケットセンター（神奈川芸術協
会内）へ　　453-5080

泉スポーツセンター 検索で

テアトルフォンテ 検索で

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

　野コミュニティハウス
〒245-0014 中田南5-15-1

　　805-0487

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

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　　814-4050

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987

　　805-3339

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

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

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

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　　803-2270

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133
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