
ゲスト出演：今田 あきら
各先着100名
　第1部：12月19日、第2部：12月20
日、第3部：12月21日、いずれも10時
から電話か窓口へ

●よこはま動物園ズーラシアで 

<ハッピークリスマスinズーラシア>
園内各所をクリスマス装飾し、動物た
ちにクリスマスならではの餌をプレゼ
ントする特別ガイドを実施
12月19日(土)・20日(日)
詳細はホームページで確認を
　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000　　959-1450

泉区情報配信中 泉区版は
ここまでです横浜市泉区役所 インスタ　横浜いずみ

ツイッター インスタグラム！

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

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

今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

お知らせ施設からの
今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

お知らせ施設からの

新型コロナウイルス感染症　拡大防止の取組の影響について事前にご確認ください！
・掲載されているイベントなどは、中止・延期になる場合がありますので、ホームページまたは各問合せ先にご確認ください。
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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

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

●個人利用のご案内
事前予約不要
〈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(最終受付20時)　　
　16歳以上300円、16歳未満100円
/3時間
〈弓道場〉
有段者を対象としたご利用になります。
詳細はホームページか電話で問合せを

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

泉スポーツセンター 検索

上飯田地区センター
〒245-0018  上飯田町3913-1
　 805-5188　　805-5189

●遺言･相続･登記相談
12月16日・23日、1月6日の水曜
13時～16時
各日先着4人
　12月11日9時から各前日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

●親子リトミック
12月12日(土)13時～14時30分
未就学児と保護者
上履き持参

●体育室のこけら落し公演
1月16日(土)
◆第1部 寄席　
10時30分～12時
出演：落語家　四代目 三遊亭 圓歌
◆第2部 クラシックコンサート
「バイオリンとピアノの姉妹デュオ」
13時～14時15分
出演：東京都交響楽団第2バイオリン
首席奏者　遠藤 香奈子
ピアノ伴奏　遠藤 和歌子
◆第3部  ジャズコンサート
15時30分～17時
出演：今田 勝（ピアノ）、守 新治(ドラ
ム)、稲垣 護(ベース)

●お茶を楽しむ会
担当：裏千家　瀧瀬 宗晴さん
12月12日（土）10時～15時
　300円

●おもちゃの病院
1月16日(土)10時～15時
先着20組　　12月11日から前日まで
に電話か窓口へ

テアトルフォンテ 検索

●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(日)10時～12時
抽選11人　　2,500円(花・花器代)
　12月15日までに窓口に返信用はが
きを持参か往復はがきに　・　・　・　・
　を記載の上、12月15日必着

●春の七草竹鉢作り
12月20日(日)9時30分から
先着10人　　500円
　12月11日より電話で

●クリスマス工作
　「まつぼっくりツリーを作ろう」
12月12日(土)
①9時15分～10時15分
②11時15分～12時15分
保護者同伴の幼児または
小学生、当日各先着15人

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　 803-2270

●ホールでグランドピアノを
　ひいてみませんか♪
1月13日(水)·14日(木)·25日(月)·26日
(火)10時～21時
連弾(2人以上で弾く)の利用時は要マス
ク着用　　1時間1,800円
　12月16日までに専用申込書(窓口、
ホームページなどで入手可)をEメールか
FAXか窓口へ
　g-piano@theatre-fonte.com

●お正月用
　フラワーアレンジメント教室
12月25日(金)10時～12時
先着10人　　3,000円
　12月11日9時から
費用を添えて窓口へ

●子ども折り紙教室
1月16日(土)14時～16時
小学生以下、先着8人
（幼児は要保護者同伴）
　12月15日10時から電話で

●目指せ！美骨盤（全8回）
1月11日・25日、2月8日・22日、3月
1日・8日・22日・29日の月曜
10時～11時
抽選8人　　3,200円　
　往復はがきに教室名・　・　・　を記
載の上、12月20日必着

中川地区センター
〒245-0007  桂坂4-1

　 813-3984　　813-3986

●脳トレ体操(全8回)
1月15日·22日·29日、2月12日·19日・
26日、3月19日·26日の金曜
午前の部：10時～11時30分
午後の部：13時～14時30分
各抽選12人（初心者優先）
　3,200円　
　往復はがきに教室名・　・　・　・参
加経験の有無を記載の上、12月20日
必着

※入園有料、要事前予約(土日祝)

●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　
①小区画(12㎡)38区画
②大区画(25㎡)３区画。各抽選
【利用期間】2021年4月1日～2022
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)
　①10,800円②22,500円(①②とも
に年額)
　1月12日(必着)までに往復はがきで
往信面に代表者の　 ・ 　・　 、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)

●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Ｄ>
写真家　鈴木 清美さんによるデジタ
ルカメラの基本操作と自然を美しく撮
るテクニックを学ぶ
1月30日(土)9時30分～12時
小学5年生以上、抽選10人
　1,000円
　12月11日～25日までに　・　・　・
　・　・　を書いて、往復はがきまたは
ホームページから
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たきせ そうせい

すずき きよみ

●墨彩画で描く年賀状
12月20日（日）13時～15時
先着12人　　400円
　12月11日から18日までに電話か
費用を添えて窓口へ

●絵本だいすき！お話会メイ
12月17日(木)11時～11時40分
幼児と保護者、当日先着4組

さんゆうてい

えんどう かなこ

えんどう わかこ

えんか

●ころっとかわいい、がま口ポーチ作り
　（全2回）
2月5日·26日の金曜、10時～13時
先着10人　　2,000円
　1月8日10時から電話で

こども自然公園青少年 検索

※詳細はホームページで確認を
　こども自然公園青少年野外活動セン
ター　　811-8444　　812-5778

ズーラシア 検索

天王森泉館
〒245-0016  和泉町300

　 804-5133

いまだ

●座ってできるズンバ®ゴールド
12月18日(金)10時～11時
抽選15人　　100円
　12月16日までに電話か窓口へ

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

※60歳以上対象

その他

いながき まもる

いまだ まさる もり しんじ
●コツコツ筋力貯筋体操(全3回)
1月15日、2月19日、3月19日の金曜
13時30分～14時30分

新橋コミュニティハウス
〒245-0009  新橋町33-1
　 392-5538　　392-5548

先着12人　　900円
　12月11日10時から電話で


