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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

マークの見方 氏名（ふりがな） Eメール（アドレス） 費用 ホームページ 申込み 問合せ電話番号 ファクス番号 〒・住所 年齢 行事名

●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
などの相談に、横浜市スポーツ医師会
の医師が対応。7月6日（土）15時～17
時（1人20分）｡16歳以上､先着6人
　6月13日9時から電話か窓口へ

　上飯田地区センター

■ 相続･遺言･登記相談
6月12日・26日､7月10日の水曜13
時～16時。各先着4人　　6月11日9
時から窓口へ（各日17時まで）
※同一案件を引き続き相談する場合は
有料
■ 親子リトミックと読み聞かせ
6月22日､7月6日の土曜13時～14時
30分｡未就学児と保護者｡上履き持参
■ 気軽に楽しむ茶道（全3回）
6月29日､7月6日・20日の土曜9時30
分～11時30分｡先着10人｡ふくさ､靴
下持参　　1,500円　　6月15日9時
から費用を添えて窓口へ
■ クラフトバンド教室（全3回）
和柄模様のかごバッグ。7月8日（月）・9
日（火）・10日（水）9時30分～11時30
分｡先着10人｡物差し（30センチ）､洗
濯ばさみ持参　　800円　　6月17日
9時～30日に費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ キッシュで簡単おしゃれランチ
6月25日（火）10時～13時｡先着24人
　650円　　6月11日10時から電話
か費用を添えて窓口へ
■ 子ども化学実験教室
人工サファイアとルビー作り
6月29日（土）10時～12時。小学生（3
年生以下は保護者同伴）､先着12人
　300円　　6月15日10時から電話
か費用を添えて窓口へ
■ シモチク青空子ども食堂
ランチと昔遊び。7月6日（土）12時～
13時30分。先着30人　　子ども100
円､大人200円　　6月15日10時から
電話か､費用を添えて窓口へ
■ ワンパクフェスティバル
ラグビーとカレーの食事。7月20日（土）
10時～12時30分。幼児～、先着200人
　7月1日10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ センターシネマ
　 「実写版ピーターラビット」
6月23日（日）10時30分～12時10
分。先着50人　　6月11日から電話
か直接窓口へ

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

■ 絵本だいすき！ お話会メイ
6月27日（木）11時～11時40分｡幼児
と保護者
■ おもちゃの病院
親子の前で壊れたおもちゃを分解・修
理。7月20日（土）10時～15時｡先着
20組　　6月11日～7月19日に電話
か窓口へ

　中川地区センター

■ おはなし会
6月11日（火）・21日（金）、7月9日（火）
11時～。幼児（保護者同伴）
■ クラシックコンサートと音楽アラカルト
6月22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　　6月11日9時から電話か費
用を添えて窓口へ
■ ベビーとママのためのヨガ（全6回）
7月2日・23日､8月6日・20日､9月3日・
24日の火曜A10時～10時50分､B11
時～11時50分｡5か月～2歳6か月の
子と保護者（初心者優先）､A・B各抽
選8組　　3,000円　　6月18日9時
30分～9時45分に費用とともに窓口へ
■ 自分らしさを引き立てるカラー講座
7月11日（木）10時～11時30分､抽選
10人　　500円　　6月20日10時～
10時15分に費用とともに窓口へ
■ 脳トレ体操（全8回）
7月12日・19日・26日､8月9日・23日・30
日､9月13日・20日の金曜①10時～11
時30分､②13時～14時30分。①・②各
抽選25人（初心者優先）　　2,000円
　6月28日9時15分～9時30分に費用
とともに窓口へ
■おもしろ科学教室｢プラスチック
カップがキーホルダーに大変身!｣

7月28日（日）10時15分～11時45
分。小学生､抽選32人　　100円
　7月7日10時～10時15分に費用と
ともに窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■ おはなし会
6月13日（木）､7月5日（金）11時～11
時30分。幼児（保護者同伴）
■ ロビー展示　墨絵作品展
6月14日（金）～7月10日（水）
■ クラフトバンドで編むサマーバッグ
7月8日（月）10時～13時｡抽選12人
　1,200円　　6月24日10時～10時
15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ 夏休みキッズシネマ
　「怪盗グル―のミニオン大脱走」
7月28日（日）10時～12時｡先着50人
　6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

■ 素足にやさしい布草履を作ろう
6月26日（水）10時30分～13時。抽選
16人　　2,000円
　6月12日9時30分～9時45分に費用
とともに窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ ラジオ体操
年末年始（12月29日～1月3日）を除く
毎日8時40分～8時50分（雨天決行）
■ よくわかる　火災保険のアレコレ
6月24日（月）10時～12時｡区内在住・
在勤の50歳以上の男性､抽選30人
　6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

　踊場地域ケアプラザ

■ 認知症医療介護相談カフェ
医師や介護専門職による講話､参加者同
士の交流など（一般社団法人JAPAN 
INSTITUTE 和黄猫舞山委員会共催）
6月16日（日）14時～16時｡先着50人
　6月11日～14日に電話で

　テアトルフォンテ

■ ホールでグランドピアノを
　 ひいてみませんか？
①7月4日（木）②5日（金）③17日
（水）④18日（木）①③10時～21時､
②④9時～21時　　1時間1,800円､2
時間3,400円
　6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
■ 結城座｢宮沢賢治の写し絵劇場
　 ～注文の多い料理店～｣
8月18日（日）16時～18時｡小学生以
上　　区民2,700円､学生1,200円
　電話か費用を添えて窓口へ
■ ベートーヴェンコンクール入賞者
　 によるピアノコンサート
8月24日（土）①11時～11時40分②
14時～15時。①乳幼児と保護者②小
学生以上　　①1組500円（2人目か
らの乳幼児1人300円）②区民800円
　6月11日から電話か費用を添えて
窓口へ

　こどもログハウス

■ おやこで遊ぼう（うたあそび）
6月12日（水）11時～11時30分。幼児
と保護者
■ 七夕まつり
※各小学生以下対象（幼児は保護者同伴）

①短冊と輪飾り作り　6月18日（火）～
25日（火）10時～16時　※短冊･輪飾
りがなくなり次第終了
②七夕飾り　6月26日（水）～7月7日（日）

　泉寿荘

※各60歳以上対象（演芸発表会を除く）
■ なごみの広場
高齢者住宅の種類と選び方
歌って踊って!
6月13日（木）10時～11時30分　　100円
■ みんなで歩こう
　 ノルディックウオーキング
6月19日（水）13時～15時。抽選30人
　100円　　6月1日～17日に電話か窓口へ
■ 演芸発表会
6月23日（日）9時45分～15時45分
■ 落語を楽しむ会
｢日照権｣｢蛙茶番｣｢大山詣り｣
6月27日（木）13時～15時。当日先着80人
■ 座ってできるズンバ®ゴールド
7月12日（金）10時～12時｡抽選30人
　100円　　7月1日～10日に電話か窓口へ

　天王森泉館

■ そば打ち体験（試食･持ち帰り有り）
6月23日（日）9時～12時。先着5人
　1,500円　　6月12日から電話で

　その他
■ よこはま動物園ズーラシアで
<七夕かざり>
6月26日（水）～7月8日（月）
<夏休み宿題教室>
①ズーラシア・アドベンチャー　7月
31日（水）､8月1日（木）13時～15時｡
小学1～3年生､各抽選20人②動物の
ヒミツ発見！　7月28日（日）・29日
（月）9時30分～12時｡小学4～6年
生、抽選20人　　①②とも各200円
　7月6日までに往復はがきで（必着）
（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
〈動物園お手伝いキャンプA･B･C〉
A7月23日（火）10時～24日（水）11
時30分､B8月6日（火）10時～7日
（水）11時30分､C8月20日（火）10時～
21日（水）11時30分｡小学4～6年生､
各抽選20人　　6,300円
　6月10日～24日
〈ファミリークッキングC･D流しそうめん〉
C8月3日（土）､D8月4日（日）10時～
14時｡8人以内の家族・グループ､各15
組　　中学生以上1,800円､小学生
1,500円､4歳～未就学児1,000円､3
歳以下100円　　6月17日～7月1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

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

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

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

そ の 他

ズーラシア 検索で

踊場地域ケアプラザ
〒245-0013 中田東1-4-6
　801-2920 　801-2923

びょうぶさんわ　こういんすてぃてゅーと

じゃ ぱ ん

かわずちゃばん まい

ゆう　き　  ざ

こども自然公園青少年 検索で


