
◆子どもキャリア大学(全8回)
将来のキャリアについて体験型の講座で学ぶ
9月19日、10月3日・24日、11月28日、
12月26日、1月23日、2月27日、3月27
日の日曜10時～11時45分。小学4年生
以上中学3年生以下先着50人(対面講
座20人・zoomでのオンライン講座30
人)　　 8,000円（減額制度あり·詳細
は問合せを）
　 　 9月13日までに電話で一般社団
法人かけはしへ　　 090-2252-1080
◆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 
10月4日(月)・5日(火)・6日(水)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
　 9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 

◆麻生子八咫＆山田武彦活動写真弁士 
　の音楽口演会
活弁士と楽士(ピアニスト)が彩りをつけ
る無声映画の世界 
11月20日(土)14時～15時30分　
　 区民1,700円（未就学児入場不可） 
　 前日までに電話か費用を添えて窓口へ 

その他
◆よこはま動物園ズーラシアで
〈村田園長のとっておき写真展〉
村田園長が園内で撮影した写真の中か
ら、動物たちの野生を感じられるような、
とっておき写真を展示 
11月29日まで 
ホッキョクグマ水中ビューにて
予約方法などその他詳細は　 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
〈おひさまクラブⅢ〉(全7回)
幼児と保護者の自然遊び教室（自然観察・
野外ゲーム・クラフト・おやつ作りなど） 
11月10日～12月22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7,700円（追加大人4,000
円、子ども3,000円､3歳以下300円）
　 9月24日～10月8日 
※その他詳細は電話か　 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 

◆健康福祉局保健事業課から
〈薬草探索健康ウォーキング横浜〉
ウォーキングを楽しみつつ複数の場所で
薬剤師が薬草を説明
10月31日(日)9時30分～12時30分
雨天中止、小雨決行。 
【コース】湘南台駅前～境川遊水地公園
～横浜薬科大学(約4.2キロメートル) 
【講師】横浜市薬剤師会会員 
区内在住·在勤·在学、抽選20人
　 500円　　 横浜市薬剤師会のホーム
ページで申し込むかFAX(　 754-3000)
かはがき(〒235-0007　磯子区西町
14-11　神奈川県総合薬事保健センター内 
横浜市薬剤師会 事務局あて）に　 ・　 ・性
別・　 ・　 を記載し、9月21日必着で 
※その他詳細は横浜市薬剤師会の　 で
確認を 
　 健康福祉局保健事業課　 
　 671-2454　　  663-4469 

◆絵本だいすき！お話会メイ
9月23日(祝・木)11時～11時40分 
幼児と保護者、当日先着4組 
◆映画のプロが教えるデジタルカメラ
　基本講座(全4回) 
10月13日～11月24日の第2・4水曜13
時～15時。先着10人。デジカメ持参
　 9月11日～30日に電話か窓口へ 
◆親子でリトミック〈後期〉（全5回） 
10月～2月の第3火曜9時30分～10時
30分。2018年10月～2020年3月に生
まれた幼児と保護者抽選25組
　 200円　　 往復はがきに　 ・　 ・　・ 
参加親子の　  ・子の生年月日・性別・ふ
りがなを記載して9月28日必着

＊駐車場はありません
◆簡単・かわいい・グラスの中のミニガーデン
10月23日(土)10時～12時
抽選6人　　 1,500円
　 往復はがきに　 ・　 ・　 ・　 を書い
て9月25日～10月7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

◆遺言･相続･登記相談 
9月22日(水)13時～16時 
先着4人　　 9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
◆クラフトバンドで作る
　「六目華編み蓋付き丸かご」
9月29日(水)・30日(木)13時30分～
16時。先着8人。速乾性木工ボンド、30
センチメートル物差し、霧吹き、洗濯ば
さみ(5～6センチメートル)20個、持ち
帰り用の袋、あれば文鎮　　 600円
　 9月11日9時から22日16時までに
費用を添えて窓口へ 
◆親子リトミック
10月9日(土)13時～14時30分 
未就学児と保護者。上履き持参
◆上飯田地域ケアプラザ共催健康づくり
　講座「レッツハッピーウォーキング」(全４回) 
10月21日・28日、11月18日・25日の木
曜10時～11時30分。おおむね65歳以
上先着10人。汗拭きタオル、フェイスタオ
ル、運動靴、飲み物持参
　 10月7日9時から電話で 

◆可愛いキルトで作るパンプキン 
9月30日(木)10時～12時。先着10人　
　 1,200円（材料費込）
　 9月16日10時から電話で 
◆心を癒す、私だけのテラリウム作り 
10月8日(金)10時～12時。先着10人
　 3,000円(材料費込)
　 9月17日10時から電話で 
◆男ヨガ入門(全4回)
10月～11月の第2·第4土曜15時～16時
先着15人　　 1,200円
　 9月25日10時から電話で
◆コツコツ筋力貯筋体操(全6回)
10月～3月の第3金曜13時30分～14時
30分｡先着15人　　 1,800円
　 9月24日10時から電話で 

◆カプラ®で遊ぼう
9月15日(水)①11時～12時20分②15
時～16時20分。幼児（要保護者同伴）～
小学生、各回当日先着15人 

検索テアトルフォンテ

◆脳トレ体操（全8回）
10月8日・15日・22日、11月12日・19日・
26日、12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16人(初心者優先)
　 3,200円　   往復はがきに教室名・
　 ・　 ・　 ・前回参加の有無を書いて
9月20日必着で 
◆ハツラツ健康体操（全10回）
10月9日・23日、11月13日・27日、12月
11日、1月15日・29日、2月26日、3月12
日・26日の土曜Ⓐ9時15分～10時15分
Ⓑ10時30分～11時30分、各抽選30人
(初心者優先)　　 3,000円　　 往復は
がきに教室名・　 ・　 ・　 ・前回参加の
有無を書いて9月20日必着で
◆自分で出来るハンドマッサージと
　ネイルケア 
10月16日(土)10時～11時。抽選20人
　 500円　　 往復はがきに教室名・
　 ・　 ・　 を書いて9月20日必着で 

検索こども自然公園青少年

◆片付け術を学ぼう
片付け術を学んで、「おうち時間」を有効
活用しましょう 
9月26日(日)10時～11時。先着20人
　 9月12日10時から電話か窓口へ 

◆苔玉作り
10月2日(土)9時30分～11時。先着15人
　 1500円　　 9月18日10時から電話
か窓口へ 

◆みんなで歩こうノルディックウォーキング
9月22日(水)13時～15時。60歳以上抽
選15人
雨天中止　　 100円
　 9月21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 
9月28日(火)10時～11時30分
60歳以上抽選15人　　 100円
　 9月26日までに電話か窓口へ
◆郷土史・昔と今の泉区
　～郷土いずみの移り変わり～
　「原始・古代（奈良・平安）の社会」
10月5日(火)13時～15時｡60歳以上抽
選11人
　 100円　　 9月13日～26日までに
電話か窓口へ 

あそう   こ   や   た        やま  だ  たけひこ

検索ズーラシア

むつ め はな  あ　    ふた

こけ

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

◆せんじゅまつり
演芸発表、作品展示、体験コーナー健康
チェック 
10月16日(土)・17日(日)9時30分～15時

● 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

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
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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。

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

検索横浜市泉区役所
ツイッター

@izumi_yokohama 検索インスタ　横浜いずみ

インスタグラム 泉区版は
ここまでです泉区情報配信中！


