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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

■ 冬期事前申込教室参加募集
大人向けは25教室、親子・子ども向け
12教室を開催。当日受付教室もあり。
　11月23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。12月
9日（月）13時～15時。先着20人
　1,020円　　11月11日9時から電
話か窓口へ。その他詳細は　で

　上飯田地区センター

■ 相続･遺言･登記相談
11月13日・27日（水）13時～16時。先
着4人　　11月11日～各前日までに
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
■ 簡単韓国料理を学ぼう
11月28日（木）11時～14時。先着12
人。エプロン持参　　1,000円　　11
月14日9時から費用を添えて窓口へ
■ クリスマスコンサート
近隣小中学校及び利用団体の出演に
よる演奏。12月8日（日）10時～15時

　下和泉地区センター

■ クリスマスコンサート
バイオリン（遠藤香奈子）とピアノ（遠藤
和歌子）の姉妹デュオ。12月10日（火）
13時～14時。先着30人。　　500円
　11月19日10時から電話か窓口へ
■ 「アキラボーイとタヌキチくん」の
　 デジタルショーでクリスマス会
12月14日（土）14時30分～15時40
分。先着250人　　11月30日10時か
ら電話か窓口へ
■ クリスマス兼正月フラワーアレンジメント
12月18日（水）10時～11時30分。先
着20人　　2,000円　　11月20日
10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ おもちゃの病院
11月16日（土）10時～15時　　11月
16日までに電話か窓口へ
■ ホホバオイルと天然アロマの
　 保湿美容液
12月1日（日）13時30分～14時30分。
先着20人　　700円　　11月12日か
ら電話か費用を添えて窓口へ
■ 生花の変化も楽しめるフレッシュ
　 グリーンのクリスマススワッグ
12月3日（火）10時～12時。先着10人
　2,500円　　11月12日から電話か
費用を添えて窓口へ

　中川地区センター

■ 顔ヨガ＆ツボでフェイスリフレッシュ
11月30日（土）10時30分～11時30分。
抽選15人　　500円　　11月16日10
時～10時15分に費用とともに窓口へ
■ パーソナルカラー診断
12月5日（木）10時～11時50分。抽選
10人　　1,200円　　11月21日10
時～10時15分に費用とともに窓口へ
■ クリスマスこどもの集い
12月7日（土）13時～14時30分。幼児
と小学生先着200人

　葛野コミュニティハウス

■ 親子でチクチク羊毛フェルト・
　 クリスマスミニ飾りセット
12月7日（土）13時30分～15時30分。
小学生以上､先着15人（3年生以下は保
護者同伴・大人のみも可）　　500円
　11月11日～23日に電話か窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■ ありがとうまつり
①12月7日（土） ②12月8日（日）各10時
～14時。①作品展示、体験コーナー②作
品展示、実技発表、体験コーナー、模擬店
■ 親子で作るクリスマスデコキャンドル
　 ～テディベア＆デコレーション～
12月22日（日）10時～12時30分。小
学生親子抽選10組20人　　1,200円
（材料費2個込み）　　11月24日10時
～10時15分に費用とともに窓口へ
■ 男ヨガ入門
1月11日・25日、2月8日・22日、3月14
日・28日の土曜15時～16時。男性抽
選25人（初心者優先）　　1,800円
　12月14日14時～14時15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ 中田コミュニティハウスまつり
11月16日（土）10時～16時。作品展示（絵
画・鎌倉彫・絵手紙・クラフト工芸・デジカメ
写真・染色ほか）イベント（工作・昔遊び体験・
野菜や炊き込みご飯や芋煮やパンの販売・
おもしろ理科実験・ガラポン抽選会）　11
月17日（日）10時～14時30分。作品展示・
実技発表（フラダンス・手話ダンス・コーラ
ス・オカリナ・大正琴・手品）詳細は要問合せ
■ お正月生花フラワーアレンジメント
12月27日（金）10時～12時。先着10人　　2,500
円　　11月11日～12月15日に電話か窓口へ

　西が岡コミュニティハウス

■ 木目込み人形教室（全２回）
来年の干支を作りましょう

12月7日・14日の土曜10時～12時。抽
選10人　　2,800円　　11月23日10
時～10時15分に費用とともに窓口へ
■ クリスマス　デコもちワンデイ講座
12月18日（水）10時～12時。抽選15
人　　800円　　12月4日10時～10
時15分に費用とともに窓口へ

　みなみコミュニティハウス

■ クリスマス会（プレゼント付）
12月15日（日）10時～12時。先着60人
　12月1日10時から電話か窓口へ
■ ふれあいコンサート ピアノで軽ポップ
12月21日（土）14時から。先着30人
　12月7日10時から電話か窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ そよ風フェスタ2019開催♪
模擬店や舞台発表、作品展示、紙芝居、
バルーンアートなど。
12月1日（日）10時～14時。

　踊場地域ケアプラザ

■ これからの泉区の住民環境を
　 みなさんで楽しく語り合うカフェ
分野の違うパネリストとともに、踊場
の民話を活用したこれからの地域発展
について語り合う（一般社団法人ジャ
パンインスティテュート和黄猫舞山委
員会共催）　12月15日（日）13時～16
時。先着40人　　11月15日から電話で

　テアトルフォンテ

■ いずみ紙芝居一座定期口演会―秋― 
泉区に伝わる昔話や歴史を紙芝居で
11月17日（日）11時～11時40分
■ ホールでグランドピアノを
　 ひいてみませんか？
12月3日（火）10時～21時、12月4日
（水）9時～21時　　1枠1,800円（1時
間）､2枠3,400円（2時間）　　11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
■ ミュージカル　人魚姫
劇団東少とオーディションを通過した市
民によるミュージカル
2月2日（日）16時～18時　　区民
2,300円、中学生以下2,000円、3歳以
上有料その他料金は要問合せ　　11
月14日から電話か費用を添えて窓口へ

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■ 撮影所物語 劇場用映画の完成するまで
11月27日（水）13時～15時。当日先着80

人。講師:元松竹撮影監督中橋嘉久さん
■ 映画鑑賞会「天城越え」
11月29日（金）13時～15時。当日先着80人。
■ 第1回泉寿荘囲碁大会
A・B・C・Dクラス別囲碁大会。11月30
日（土）9時30分～15時。各クラス抽選
10人　　11月16日までに　・　・　・
　・　・参加クラスを書いて往復はがき
かはがき持参で窓口へ

　天王森泉館

■ 天王森まつり
11月17日（日）10時から。名物天王森
鍋、たこ焼、焼いも他模擬店多数。
　200円（野点席）
■ 天王森もちつき
12月8日（日）11時から。つきたて餅各
種販売（　3個入りパック200円）
■ 春の七草竹鉢作り
12月15日（日）9時30分から。先着20
人　　500円　　12月１日から

　その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
※入園有料 〈ふれあい動物園〉イヌやウ
サギなどの小動物と触れ合い。11月24
日（日）までの土日祝開催。 ※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
〈アウトドアクラブⅢ〉（全６回）
1月11日～2月22日の各第2・4土曜、3
月7日・21日の土曜10時～12時。小学
生と保護者、抽選12組　　1人4,500
円（4歳～未就学児2,000円、3歳以下
500円）　　11月25日～12月9日
〈ファミリークッキングE・F〉
1月18日（土）・19日（日）10時～14時。
家族・グループ､抽選各15組　　中学
生以上2,200円、小学生1,800円、4歳
以上の未就学児1,000円、3歳以下
100円　　11月29日～12月13日
〈おひさまクラブⅣ〉（全7回）
1月22日～3月4日の各水曜14時～16
時。4歳以上の未就学児と保護者､抽選
24組　　1組7 ,350円（追加大人
4,000円、子ども3,000円、3歳以下
300円）　　12月2日～12月16日
※各詳細は電話か　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

■ 戸塚税務署から
〈個人事業主の決算説明会〉
事業所得:12月3日（火）・4日（水）、不動
産所得:12月5日（木）、各日9時30分～
12時、13時30分～16時。戸塚税務署
1階会議室。　　戸塚税務署個人課税
第１部門指導担当　　863-0011（内
線414）
〈税理士会による無料税務相談〉
11月14日（木）10時～16時。戸塚駅地
下１階コンコース　　東京地方税理士
会戸塚支部　　864-3300

ズーラシア 検索で

泉スポーツセンター 検索で

わ   こう  びょうぶ　さん

こども自然公園青少年 検索で

えん どう   か    な    こ

わ    か    こ

えん どう

なか  はし よし ひさ

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

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

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

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133

そ の 他

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

葛野コミュニティハウス
〒245-0014 中田南5-15-1

　　805-0487

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　　814-4050

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

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987

　　805-3339

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

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1

　813-3984 　813-3986

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


