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　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

■ 春期事前申込教室
大人向け27教室、親子・子ども向け12
教室開催。当日受付教室も多数あり
（有料）　　2月22日まで（抽選）　※詳
細は電話か　で確認を
■ 姿勢測定会
3枚の写真の画像解析から姿勢を点数
化①3月1日（日）13時～15時。16歳以
上、当日先着30人　　510円　②3月9
日（月）13時～15時。16歳以上、先着20
人。個別アドバイスあり　　1,020円
　②のみ:2月11日9時から電話か窓口へ

　上飯田地区センター

■ 遺言・相続・登記相談
2月12日・26日の水曜。13時～16時。
各先着4人　　2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
3月7日（土）13時～14時30分。未就
学児と保護者。上履き持参
■ よもぎ団子つくり
3月23日（月）9時～13時。先着10人
　600円　　3月9日9時から費用を
添えて窓口へ　※持ち物は問合せを

　下和泉地区センター

■ 吊るし雛飾り展示
2月7日（金）～3月3日（火）9時～17
時。（最終日は15時まで）
■ スプリングフェスティバル
2月22日（土）・23日（日）　〈作品展示
会〉22日9時30分～16時・23日9時
30分～15時　〈ヤングフェスタ〉22日
13時～15時30分　〈演技発表会〉23
日11時30分～15時　※立礼式茶席・
喫茶・カレー・地元野菜即売会も実施
■ 美食家倶楽部のそば打ち教室
2月29日（土）9時30分～12時30分。
先着10人　　1,000円　　2月15日
10時から電話か窓口へ
■ ひな祭り“おしるこを食べてお祝い”
3月1日（日）10時30分～12時30分。
当日先着50人　　100円

　立場地区センター

■ 立場地区センターまつり
2月15日（土）・16日（日）　〈実技発表
会〉15日10時～15時30分　〈お茶会
（江戸千家）〉15日10時～15時
　300円　〈作品展示〉15日10時～
16時・16日10時～14時　〈イベント〉
16日10時～12時30分。出演:中田中
学校吹奏楽部、中和田小学校マーチン
グバンド＆合唱、杉はじめカントリー

＆ウエスタンコンサート　〈その他〉似
顔絵コーナー､しんこ細工コーナー等
■ 絵本だいすき！ お話会メイ
2月27日（木）11時～11時40分。幼児と保護者
■ ひなまつり飾り巻きずし
2月29日（土）10時30分～12時。先着
8人　　1,200円　　2月11日～23
日に電話か費用を添えて窓口へ

　中川地区センター

■ おはなし会
2月11日（祝・火）・21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
2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　　2月11日9時から電話か費
用を添えて窓口へ
■ 元気が出るビタミンカラーで春の
　 プリザーブドフラワー
3月17日（火）10時～11時30分。抽選
10人　　2,000円　　3月3日10時
～10時15分に費用とともに窓口へ
■ 春休み化学実験教室
　 「人工イクラを作ってみよう!」
3月20日（祝・金）10時～11時30分。小学
生､抽選12人　　500円　　2月23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（紙芝居や手遊び）
2月13日（木）､3月6日（金）11時～11
時30分。幼児（保護者同伴）
■ 音読を楽しみましょう
2月14日（金）13時30分～14時20分。先
着10人　　当日13時20分から窓口へ
■ ロビー展示　押し花
2月20日（木）～3月17日（火）

　中田コミュニティハウス

■ 上映会｢レイルウェイズ　愛を伝え
　 られない大人たちへ｣
3月8日（日）10時～12時。先着50人
　2月11日から電話か窓口へ

　西が岡コミュニティハウス

■ タオルで簡単　筋力体操（全6回）
4月～9月の第1日曜10時30分～11
時30分。抽選20人　　1,200円
　3月1日10時30分～10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

■ ふれあいコンサート
ピアノでボサノバ（コーヒー付き）

2月22日（土）14時～15時。先着30人
　2月12日10時から電話か窓口へ
■ 講演会 「生まれ変わるわがふるさと
下飯田 昭和～令和」

2月27日（木）13時～14時30分。先着
30人。講師：大川康夫さん　　2月12
日10時から電話か窓口へ

　テアトルフォンテ

■ いずみ紙芝居一座定期口演会-冬-
泉区に伝わる昔話や歴史を紙芝居で
2月16日（日）11時～11時40分。当日
先着30人
■ 杉山公章の歌声コンサート
2月20日（木）13時～15時　　前売り
1,500円　　費用を添えて窓口へ
■ ホールでグランドピアノを
　 ひいてみませんか？
①3月11日（水）②12日（木）③23日
（月）④24日（火）①③10時～21時､②
④9時～21時　　1時間1,800円､2
時間3,400円　　2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

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■ 座ってできるズンバ®ゴールド
2月28日（金）10時～11時。抽選30人
　100円　　2月1日～26日に電話か窓口へ
■ 落語を楽しむ会｢親子酒｣｢試し酒」他
2月26日（水）13時～15時。当日先着50人
■ 趣味の教室
〈①日本を紹介！英会話教室（全12回）〉
4月11日～9月26日の第2・4土曜13
時～15時。抽選15人　　500円
〈②自分のための簡単男の料理教室
（全6回）〉4月17日～9月18日の第3金
曜9時30分～12時30分。抽選8人
　3,000円　〈③健康詩吟（全12回）〉
4月3日～9月18日の第1・3金曜13時
～15時。抽選15人　　500円　〈④は
じめてのフラダンス（全12回）〉4月7日
～9月15日の第1・3火曜15時～16時
30分。抽選20人　　300円　〈⑤ズン
バ®ゴールド（全12回）〉4月4日～9月
19日の第1・3土曜13時45分～14時
45分。抽選15人　　300円　〈⑥優し
いヨガ（全11回）〉4月8日～9月23日の
第2・4水曜（期間中1回休み）14時45分
～16時。抽選15人　　300円　〈⑦パ
ワー＆リラックス体操（全12回）〉4月3
日～9月18日の第1・3金曜13時10分
～14時25分。抽選20人　　300円
　2月10日～29日に郵便はがきを持
参して窓口へ。①～③は、往復はがき
に　・　・　・　・　を書いて郵送でも可

　こどもログハウス

■ 「コロコロおひな様」をつくろう
2月15日（土）10時～12時（受付開始9

時50分）。幼児（保護者同伴）～小学
生、当日先着20人
■ 思い出時計を作ろう（手形アート）
3月15日（日）10時～12時。幼児（保護
者同伴）～小学生､先着20人　　500
円　　2月23日10時から費用を添え
て窓口へ

　天王森泉館

■ しいたけ菌打ち体験
3月1日（日）9時30分から。先着30人
　1本600円（2本まで）　　2月15日
から電話で

　その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
〈わくわく裏側ウオッチング〉
動物園の裏側見学や給餌体験。毎週日
曜。4歳以上　　500円　※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

■ 戸塚税務署からのお知らせ
【マイナンバーは毎年必要】平成28年
分以降､所得税等の申告書には税務署
へ提出する都度､マイナンバーの記載
と､本人確認書類の提示または写しの
添付が必要　※e-Tax（電子申請）は本
人確認書類の提示または写しの提出不
要　※詳細は問合せを
　戸塚税務署　　863-0011
■ こども自然公園
　 青少年野外活動センターで
〈自然を写そう! デジカメテクニックA〉
4月4日（土）9時30分～12時。小学5
年生以上､抽選10人　　1,000円
　2月24日～3月9日　〈おひさまクラ
ブⅠ（全6回）〉4月8日・15日・22日､5月
13日・27日､6月3日の水曜14時～16
時。4歳以上の未就学児と保護者､抽
選24組　　1組（保護者・子ども各1
人）6,600円（3人目から追加料金あり）
　2月24日～3月9日　〈アウトドアク
ラブⅠ（全6回）〉4月11日・25日､5月16
日・30日､6月13日・27日の土曜10時
～12時。小学生と保護者､抽選12組
　1人4,600円　　2月24日～3月9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

■ 中高年英語入門教室（全36回）
4月8日～2021年3月24日の水曜15
時～16時45分。松本ビル（戸塚区戸塚
町4001）で。40歳以上､抽選24人
　1回1,400円（別途入会金1,200円）
　　2月10日～3月5日に電話か､　・
　・　・　・　を書いてFAXか､Ｅメール
でシルバー人材センター港南事務所へ
　342-9600　　847-1716
　ysckonan@yokohamacity-
　silvercenter.or.jp
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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

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

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　　803-2270

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　　814-4050


