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インスタグラム

その他

◆子ども折り紙教室 
7月3日(土)14時～16時 
小学生以下、先着8人(幼児は保護者同伴)
　 6月15日10時から電話で 
◆男ヨガ入門(全5回)
7月10日・24日、8月28日、9月11日・25
日の土曜15時～16時 
先着15人　　1,500円　 
　 6月26日10時から電話で
◆コツコツ筋力貯筋体操(全3回)
7月16日、8月20日、9月17日の金曜
13時30分～14時30分 
先着15人　　900円　 
　 7月2日10時から電話で 
  

◆ミニコンサート「ピアノで軽ポップ」
6月26日(土)14時から 
先着20人 
　 6月12日10時から電話か窓口へ 

◆よこはま動物園ズーラシアで
〈海のいきものＳＯＳ展〉
飼育している動物の生態や野生での現
状を中心に、温暖化やプラスチックごみ
問題に直面する海で暮らす生き物たちに
ついて紹介 
8月30日(月)まで 
ホッキョクグマ水中ビューにて 
その他詳細は　 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
〈ファミリークッキング ピザB〉
自然の中で石窯焼きピザを楽しむ 
7月17日(土)10時～14時 
8人以内の家族、抽選6組　 
　 中学生以上2,000円、小学生1,500円、
4歳～未就学児1,000円、3歳以下100円
　 6月21日までに　 ・　 ・　 ・　・     を
書いて、往復はがきまたはホームページ
から
※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 

◆ホールで好きな音楽を聴きませんか♪ 
ホールを独り占めして好きな音楽を楽し
む（CDかレコードを持参） 
7月1日(木)・2日(金)・12日(月)10時～
18時45分　　 1枠(2時間）2,500円 
　 6月16日から30日までに電話か専用
申込書(窓口､ホームページなどで入手可)
を持参の上、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？
テアトルフォンテの舞台でグランドピア
ノを演奏 
7月7日(水)・8日(木)・14日(水)・15日(木)・
16日(金)10時～19時45分。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､2時間3,400円
 　6月17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
◆耳なし芳一～小泉 八雲＜怪談＞より～ 
朗読と音楽で妖しくも魅力ある世界が広
がる 
出演＝青木 裕子(朗読)、坂田 明(サック
スほか) 
8月7日(土)14時～15時30分 
未就学児入場不可
　 区民2,500円、中学生以下1,000円
（当日券は、各500円増）　　 6月11日
10時から電話か費用を添えて窓口へ
◆ベートーヴェン国際ピアノコンクール
　アジア受賞者によるコンサート
8月29日(日)14時～16時 
未就学児入場不可
　 1,000円　 
　 6月24日10時から電話か費用を添え
て窓口へ
販売方法や座席数が変更になる場合が
あります。詳細は　 か電話で問合せを 

◆絵本だいすき！お話会メイ
6月24日(木)11時～11時40分 
幼児と保護者、当日先着5組 
◆おもちゃの病院
7月17日(土)10時～15時
先着20組
　 6月11日から前日までに電話か窓口へ
◆おしゃれな美文字
　「ヨーロッパカリグラフィー」（全5回）
7月7日・21日、8月4日・18日、9月1日
の水曜10時～11時30分 
先着8人　　2,600円　 
　 6月11日～25日に電話か費用を添え
て窓口へ 

※各60歳以上対象 
◆みんなで歩こうノルディックウオーキング
6月23日、7月14日の水曜13時～15時
各日抽選15人(雨天中止)　　 100円
　 各前日16時までに電話か窓口へ 
◆歩く脳トレ、スクエアステップ
6月22日(火)10時～11時30分。抽選15人
　100円
　 6月20日までに電話か窓口へ
◆落語を楽しむ会
　演目「小言幸兵衛」「愛宕山」「らくだ」
6月29日(火)13時～15時 
抽選20人　 
　 6月25日までに電話か窓口へ

＊駐車場はありません
◆オイルパステルで描くチョークアート
7月14日(水)10時～12時 
抽選6人　　1,000円　 
　 往復はがきに講座名・　 ・　 ・　 を
書いて6月16日～30日必着で

◆個人利用のご案内
事前予約不要。当日先着順 
〈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〉 
　 16歳以上300円、16歳未満100円 
〈弓道場〉有段者対象 
その他詳細は　 か電話で問合せを 

検索泉スポーツセンター

◆親子リトミック 
6月12日(土)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 
6月23日(水)13時～16時 
先着4人 
　 6月11日9時から前日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 
◆ＬＥＤあかりあーと「涼風朝顔」 
6月30日(水)13時から2時間程度 
先着8人　　 3,300円
持っている人は目打ち持参で
　 6月11日9時から19日20時までに窓
口へ 

立場地区センター
〒245-0012 中田北1-9-14
　801-5201　 805-1954

◆脳トレ体操（全8回）
7月9日・16日・23日、8月13日・20日・
27日、9月10日・17日の金曜 
①午前の部：10時～11時 
②午後の部：13時～14時 
各抽選12人　　3,200円　 
　 往復はがきに教室名・希望の時間帯・
　 ・　 ・　 ・前回参加の有無を書いて
6月20日必着で 
◆自分らしさを引き立てるカラー講座 
7月17日(土)10時～11時30分 
抽選25人   　 500円 
　 往復はがきに教室名・　 ・　 ・　 を
書いて6月20日必着で

検索テアトルフォンテ 検索ズーラシア

検索こども自然公園青少年

◆七夕～短冊に願いを書こう～
6月27日(日)～7月7日(水) 
飾る場所がなくなり次第終了 
①9時～10時20分 
②11時～12時20分 
③13時～14時20分 
④15時～16時20分 
小学生または保護者同伴の幼児、
各回先着15人

◆七夕の大竹を飾ろう
短冊に願いごとを書いて飾りましょう 
6月29日(火)～7月6日(火)
各日9時～16時30分 
開館中どなたでも

 りょうふうあさがお

みみ ほういち こいずみ　 やくも

 あおき     ゆうこ   さかた　あきら

 こごと  こう  べ   え  あ た ご や ま

昨年の様子

泉区版は
ここまでです

● 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ので事前に確認してください　● 今月11日以降の市や外郭団体などの事業を掲載しています

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

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

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

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

泉区情報配信中！

掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、中止・延期になる場合がありますので、事前に確認してください。ご注意

マーク
の見方

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1

　813-3984　 813-3986

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

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　814-4050

下和泉地区センター
〒245-0022 和泉が丘1-26-1
　805-0026　 805-0028

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　803-2270

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987

　805-3339
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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。
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