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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、横浜スポーツ医会の医師
が対応。1月18日（土）15時～17時（1人
20分）｡16歳以上､先着6人　　12月
18日9時から電話か窓口へ ※詳細は問
合せを

　上飯田地区センター

■ 遺言・相続・登記相談
12月11日・25日の水曜13時～16時。
各先着4人　　12月11日から各前日
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
■ 親子リトミックと読み聞かせ
12月14日（土）13時～14時30分。未
就学児と保護者。上履き持参
■ お正月用フラワーアレンジメント教室
12月26日（木）10時～12時｡先着10
人　　2,500円　　12月12日9時か
ら費用を添えて窓口へ
■ 初めてのみそ造り教室（全2回）
1月28日（火）15時～16時:豆洗い、29
日（水）9時～13時:みそ造り。先着12人
　3,400円　　12月12日9時から費
用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ プレ中学生英語（全9回）
1月10日・17日・24日、2月7日・14日・
21日、3月6日・13日・27日の金曜16時
～17時30分。小学6年生、先着10人
　3,600円　　12月20日10時から
電話か窓口へ
■ 男性のためのボイストレーニング
　 （全3回）
1月～3月の第2月曜10時～11時30
分。先着15人　　900円　　12月23
日10時から電話か窓口へ
■ 新春囲碁大会（賞品・昼食付き）
1月26日（日）10時～15時。Aクラス:
有段者、Bクラス：級位者、各先着16人
　700円　　12月21日10時から電
話か窓口へ

　立場地区センター

■ 行政書士相談（契約・相続等）
12月14日（土）9時30分～11時30分
■ お茶を楽しむ会
初心者も気軽に茶道を体験。12月14
日（土）10時～15時　　300円
■ 絵本だいすき！ お話会メイ
12月19日（木）11時～11時40分。幼
児と保護者

■ ゆうさんの紙芝居パフォーマンス
パントマイムと不思議なマジック。小学
生以下はプレゼントあり
12月26日（木）11時30分～12時20分

　中川地区センター

■ おはなし会
12月10日（火）・20日（金）11時から。
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
12月21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　　12月11日9時から電
話か費用を添えて窓口へ
■ 素敵にラテンダンスエクササイズ（全6回）
1月7日・21日、2月11日・25日、3月10
日・24日の火曜。10時30分～11時30
分。抽選15人　　2,400円　　12月
24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）
1月17日・24日・31日、2月14日・21
日・28日、3月20日・27日の金曜①10
時～11時30分②13時～14時30分、
各抽選25人（初めての人優先）　　各
2,000円　　12月20日9時15分～9
時30分に費用とともに窓口へ
■ はじめてのそば打ち教室
　 （試食、持ち帰り付き）
1月18日（土）①9時30分～12時30分
②12時30分～15時30分。各抽選8人
（初めての人優先）　　各1,500円
　1月6日10時～10時15分に費用と
ともに窓口へ
■ ベビーとママのためのヨガ（全6回）
1月～3月の第1・3火曜①10時～10時
50分②11時～11時50分。5か月～2
歳6か月の子と保護者、各抽選8組（初
めての人優先）　　各3,000円　　12
月17日9時30分～9時45分に費用と
ともに窓口へ
■ 麹屋さん直伝のみそ造り
1月26日（日）13時～14時30分。抽選
25人　　3,500円　　1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

■ ロビー展示　カリグラフィー
12月10日（火）～1月16日（木）
■ 音読を楽しみましょう
12月13日、1月10日の金曜13時30
分～14時20分。先着10人　　各当日
13時20分から窓口へ
■ 大人の折紙教室 鶴亀・干支（子）
1月23日（木）10時～12時。抽選15人
　500円　　12月19日10時～10時
15分に窓口へ
■ コツコツ筋力貯筋体操(全3回）
1月～3月の第3金曜13時30分～14
時30分。抽選25人　　900円　　12
月20日10時～10時15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ お楽しみクリスマス会(お土産付き）
マジックショー＆ビンゴ大会。12月14
日（土）10時～12時。当日先着50人
■ 脳トレ英会話教室（全5回）
簡単な英語（中学生レベル）の繰り返し
で脳を活性化！　1月8日～3月11日の
第2･4水曜10時～12時。先着10人
　1,000円　　12月11日から電話か窓口へ
■ 小学6年生中学英語準備教室(全10回）
1月18日～3月28日の毎週土曜（2月
29日を除く）9時30分～11時30分。
小学6年生、先着12人（保護者の同意
が必要）　　2,000円　　12月11日
から電話か窓口へ

　中和田コミュニティハウス

■ 親子リトミック（全2回）
1月25日、2月29日の土曜10時～11
時。2･3歳児と保護者、先着15組
　12月16日9時から電話か窓口へ

　西が岡コミュニティハウス

■ 創作和菓子(練り切り）ワンデイ講座
1月29日（水）10時～12時。抽選15人
　900円　　1月15日9時30分～9時
45分に費用とともに窓口へ
■ 新年 デコもちワンデイ講座
1月30日（木）10時～12時。抽選15人
　800円　　1月15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

■ しんこ細工でかわいい小物を作ろう
1月19日(日）①10時～11時②11時
～12時。5歳以上の人（小学3年生以
下は保護者同伴）、各先着6人　　12
月15日10時から電話か窓口へ

　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？
①1月6日（月）②7日（火）③29日（水）
④30日(木）①③10時～21時、②④9
時～21時　　1枠1,800円（1時間）、
2枠3,400円（2時間）　　12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
■ おはなしたまて箱 ホールできく物語
女優二木てるみさんが語る物語
〈こどもときく物語〉 3月1日（日）11時
～11時40分。乳幼児と保護者　　1

組（乳幼児と保護者各1人）500円、2人
目からの乳幼児1人300円
〈ホールできく物語〉3月1日(日)14時
～15時　　泉区民800円 ※未就学児
は入場不可　　11月30日から電話か
費用を添えて窓口へ

　こどもログハウス

■ げんきっこクリスマス会
人形劇、ビンゴ他。12月14日（土）14時
～15時30分（開場13時40分）。幼児（保
護者同伴）～小学生、当日先着120人

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■ 座ってできるズンバ®ゴールド
12月16日(月）10時～11時。抽選30
人　　100円　　12月1日～14日に
電話か窓口へ
■ 落語を楽しむ会「南極探検」
　 「小言幸兵衛」「宋珉の滝」
12月26日（木）13時～15時。当日先着80人
■ 趣味の教室 フラワーアレンジメント
　 ～お正月を華やかに～
12月27日（金）10時～12時。抽選12
人　　2,500円　　12月2日～14日
に　･　･　･　･　を書いて往復はが
きで郵送（必着）か、直接窓口へ

　その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
〈ハッピー クリスマス イン ズーラシア〉
12月21日（土）･22日（日）サンタクロー
スから動物たちに餌のプレゼント
〈ズーラシアでお正月〉
1月2日（木）･3日（金）①竹馬やこま回
しなどの正月遊び②動物たちに餌のプ
レゼントをしながらガイドを実施。
1月4日（土）･5日（日）バードショーで活
躍している鳥たちによる運勢占い
※イベントなどの詳細は電話か　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
〈アロマ教室E〉
1月17日（金）10時30分～12時。16歳
以上の初心者、抽選10人
　2,000円　　12月9日～23日
〈わくわくキャンプ〉
2月15日（土）13時～16日（日）14時
30分。小学3～6年生、抽選48人
　6,500円　　12月20日～1月10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
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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

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

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

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
こどもログハウス

〒245-0016 和泉町6209-1
　　803-2270

中和田コミュニティハウス
〒245-0023 和泉中央南4-9-1

　　805-1401


