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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

■ 個人利用の案内
事前予約不要。当日気軽に利用可
〈バドミントン･卓球〉　16歳以上120
円、16歳未満30円（2時間）
〈トレーニング室〉9時～20時50分（受
付は20時まで）　　16歳以上300円、
16歳未満100円（3時間）
〈弓道場〉有段者対象　※日程･料金な
ど詳細は電話か　で確認を

　上飯田地区センター

■ 親子リトミックと読み聞かせ
1月18日、2月8日の土曜13時～14時
30分。未就学児と保護者。上履き持参
■ 遺言・相続・登記相談
1月22日（水）13時～16時。先着4人
　1月11日から前日17時までに窓口へ
※同一案件を引き続き相談する場合は有料
■ そば打ち教室
2月2日（日）9時30分～13時。先着10
人。エプロン、三角巾、布巾、持ち帰り用
の容器（A4サイズ）持参　　1,200円
　1月18日9時から費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ 青空子どもまんぷく食堂
2月1日（土）12時～13時30分。先着
30人　　子ども100円、大人200円
　1月11日10時から電話か窓口へ
■ お相撲さんとお餅をついて遊ぼう
2月8日（土）10時～11時45分。先着250
人　　1月18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
1月18日（土）10時～15時
　1月17日までに電話か窓口へ
■ 絵本だいすき！ お話会メイ
1月23日（木）11時～11時40分。幼児と保護者
■ 新春ほのぼのコンサート（ドリンク付）
1月26日（日）13時30分～15時15
分。先着50人　　100円　　1月11
日から電話か費用を添えて窓口へ
■ 映画上映「こんな夜更けにバナナかよ
　 愛しき実話」
2月2日（日）10時30分～12時30分。
中学生以上、先着50人　　1月12日
から電話か窓口へ

　中川地区センター

■ おはなし会
1月14日（火）・24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
1月25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　 1月11日9時から電話か費
用を添えて窓口へ
■ おしゃれメニューで素敵な
　 バレンタインを
2月3日（月）10時～13時。抽選18人
　1,300円（材料費含む）　　1月13
日10時～10時15分に窓口へ
■ 転写チュールで作るバッグインバッグ
2月15日（土）10時～12時。抽選8人
　1,000円（材料費含む）　　1月25
日10時～10時15分に窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■ 子供おりがみ教室
1月18日、2月1日の土曜14時～16
時。小学生以下、先着20人
■ ロビー展　俳句
1月22日（水）～2月16日（日）
■ 紅茶レッスンパートⅡ
ミルクティーの奥深さを愉しむ
2月27日（木）10時～12時。抽選16人
　500円（お菓子付）
　2月6日10時～10時15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ 簡単! 初心者スヌード教室（全２回）
2月3日・17日の月曜13時～15時。先着
12人。8号棒針２本持参　　1,000円
　1月11日～28日に窓口へ

　みなみコミュニティハウス

■ 困った時のとっさの英会話術
1月23日、2月13・27日、3月12日・26
日の木曜10時～12時。先着15人
　2,000円　　1月13日10時から電
話か窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ はじめてのスマートフォン講座
地図やカメラ等、デモ機を使って体験
1月20日（月）10時～12時。先着20人
　1月11日から電話か窓口へ

　上飯田地域ケアプラザ

※駐車場の用意はありません
■ 親子料理教室
　 ～みんなで楽しくちらし寿司作り～
2月16日（日）10時～13時。2歳～小学
生とその保護者、先着15組30人
　200円（1人）　　1月14日10時～
31日までに電話か窓口へ

　テアトルフォンテ

■ こまつ座　公演「イヌの仇討」
吉良上野介に光を当てた異色作
1月17日（金）18時30分～20時45分・
18日（土）13時～15時15分、17時30
分～19時45分・19日（日）13時～15
時15分。未就学児入場不可　　昼公
演7,500円、夜公演7,000円、学生
5,000円　　1月16日までに電話か費
用とともに窓口へ
■ ベートーベン国際ピアノコンクール
　 アジア本選会
2月8日（土）11時～20時、2月9日（日）
10時～20時。未就学児不可。先着
200人　　2,000円　　1月18日10
時から電話か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？
①2月21日（金）②25日（火）③26日
（水）①②10時～21時、③9時～21時
　1枠1,800円（1時間）、2枠3,400円
（2時間）　　1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

　泉寿荘

※各60歳以上対象（演芸発表会を除く）
■ 演芸発表会
利用者による個人・団体の発表
1月26日（日）9時30分～15時45分
■ 歌声ひろば
1月27日（月）13時～15時。当日先着80人
■ 映画鑑賞会「シェーン」1953年米制作
1月29日（水）13時～15時。当日先着80人

　天王森泉館

■ 百人一首かるた遊び
1月26日（日）10時～12時
■ 節分・豆まき
2月3日（月）11時から
■ 吊るし雛展
2月8日（土）9時30分～3月8日（日）16
時30分。2月12日、25日を除く
■ 冬の野鳥観察会
2月11日（祝・火）9時から。双眼鏡・望
遠鏡持参　　1月25日から電話で

　その他

■ 和泉アカシア公園
〈分区園（貸農園）利用者募集〉
●場所・予定区画　下和泉1丁目8番
地、24区画分（1区画30m2）　●利用
期間　2020年4月1日～2021年の3
月31日※1年間の期間延長可　●対
象　公園近隣在住の徒歩で来園できる
①家族か②8名までのグループ（抽選）
※自動車・オートバイでの来園不可。①
②の重複申込み不可　　利用料金の
詳細についてはお問い合わせ下さい

　2月3日（必着）までに、往復はがきに
｢アカシア公園分区園｣、代表者の　・
　・　、②は「グループ利用」と全員の名
も書いて、（株）田澤園分区園担当
（〒232 -0066南区六ツ川四丁目
1234番地）へ　　　823-2121
■ こども自然公園
 　青少年野外活動センターで
〈アロマ教室Ｆ〉
3月13日（金）10時30分～12時。16歳
以上初心者、抽選10人　　2,000円
　1月31日～2月14日
〈あったかエコキャンプ>
3月14日（土）13時～15日（日）14時
30分。小学校1年～6年生。抽選48人
　6,500円　　1月29日～2月12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

■ 岡津町ふれあい公園
〈分区園（菜園）利用者募集〉
●場所・募集区画　岡津町2623、若干
数①小区画（12m2）②大区画（25m2）。
抽選　●利用期間　2020年4月1日
～2021年3月31日
●対象　徒歩か二輪車で来園可能な
人（駐車場はありません。）　　①
10,800円②22,500円（①②ともに年
額） ※道具置場（個人ロッカー・鍵付）、
トイレ完備　　2月7日（必着）までに往
復はがきで往信面に公園名・代表者の
　・　・　、返信面には代表者の　・　を
書いて、横浜植木（株）造園部岡津町ふ
れあい公園担当（〒232-8587南区唐
沢15番地）まで。 ※区画の大小に関わ
らず重複申込不可 　262-7410（平日
9時～17時）
■ 戸塚税務署
〈①パソコン・スマホから申告手続き〉
国税庁ホームページへアクセスし、申
告書を作成して、e-Taxでマイナンバー
カードやIDとパスワードを使うことで
PCやスマホで申告が可能に
〈②税理士による確定申告相談〉
小規模納税者等対象。1月28日（火）～
29日（水）9時15分～15時45分。戸塚
区大正地区センターで。確定申告に必
要な書類（含前年控）、筆記具、計算器
具、印鑑、マイナンバーに係る本人確認
書類等持参。申告書等の提出のみは税
務署へ（郵送可）。車での来場や所得計
算が複雑な相談はご遠慮を
〈③戸塚税務署内確定申告書作成会場
開設期間〉2月17日（月）～3月16日
（月）（土日祝を除く。ただし2月24日
（休・月）、3月1日（日）は実施）9時15分
～17時。（受付は8時30分～16時）駐
車場利用不可。②③ともに混雑状況に
より受付を早めに終了する場合あり
　戸塚税務署　　863-0011
■ よこはま動物園ズーラシアで
〈ハッピーバレンタインinズーラシア〉
動物たちにバレンタインにちなんだ特
別なプレゼントをします
2月8日（土）・9日（日）。園内該当動物展
示場にて　　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000　　959-1450

泉スポーツセンター 検索で

ズーラシア 検索で

こども自然公園青少年 検索で

テアトルフォンテ 検索で

き　  ら   こうずけのすけ

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

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

上飯田地域ケアプラザ
〒245-0018 上飯田町1338-1
　802-8200 　802-6800

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133


