
◆子供電子工作
   LEDランプでクリスマスツリーを作ろう 
12月4日（土）10時～12時。小学生、先着
10人(低学年は保護者同伴)　 
　 500円（材料費含む）
　 11月13日10時から電話で
◆子供折り紙教室 
12月4日(土)14時～16時 
小学生以下、先着8人(幼児は保護者同伴) 
　 11月15日10時から電話で
 ◆エバーグリーンで作る
　小さなクリスマスツリー
12月9日(木)10時～12時。先着10人　
　 2,000円（材料費含む）
　 11月11日10時から電話で

◆切絵で作る干支の寅（全2回）
12月5日・12日の日曜13時～14時30分
抽選10人
　 1,200円（材料費含む）
　 往復はがきに教室名・　 ・　 ・　 を
書いて11月20日必着で
◆目指せ美骨盤（全8回）
12月13日・27日、1月10日・24日、2月
14日・28日、3月14日・28日の月曜10
時～11時、抽選12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11月20日必着で
◆カラー講座インテリア編
12月18日（土）10時～11時30分
抽選20人
　 500円
　 往復はがきに教室名・　 ・　 ・　 を
書いて11月20日必着で 

◆今年も開催！天王森まつり
柏陽高校の生徒による書（揮毫）のパ
フォーマンスなど三密を回避し安心·安
全に配慮した催事を今年も実施 
11月14日（日）10時～12時 

◆手作り味噌教室（全２回）
①豆洗い
12月4日(土)15時～16時 
②味噌づくり
12月5日（日）9時～13時
先着15人
　 3,400円　
　 11月13日10時から費用を添えて
窓口へ 

◆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 
11月24日、12月8日の水曜13時～16時 
各日先着4人
　 11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

検索テアトルフォンテ

その他
◆よこはま動物園ズーラシアで
〈クリスマス装飾〉
園内各所でクリスマスをイメージして装
飾。オージーヒルレストラン前には巨大な
クリスマスツリーを設置 
11月25日～12月25日まで
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
〈アウトドアクラブ3期〉(全６回) 
1月8日・22日、2月5日・19日、3月5日・
19日の土曜10時～12時。小学生と保護
者、抽選12組　　 1人4,600円（4歳以
上の未就学児2,000円、3歳以下500円）
　 11月26日～12月10日 
〈ヨガ＆ボディチューン3期〉(全10回) 
1月11日・18日・25日、2月1日・8日・15
日、3月1日・8日・15日・22日の火曜10
時～11時30分。16歳以上、抽選25人　
　 5,700円　　 11月26日～12月10日
〈ピラティス＆有酸素運動3期〉(全10回) 
1月12日・19日・26日、2月2日・9日・16
日、3月2日・9日・16日・23日の水曜10
時～11時30分｡16歳以上､抽選25人
　 5,700円　　 11月26日～12月10日
〈おひさまクラブ4期〉(全7回) 
 1月19日・26日、2月2日・9日・16日、3
月2日・9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、4
歳以上の未就学児3,000円、3歳以下
300円）　　 11月26日～12月10日
※各詳細と申込方法は　 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 

　

◆戸塚税務署から
〈税理士会による無料税務相談〉
11月17日(水)10時～16時。先着50人
戸塚法人会館（戸塚区上倉田町449-2）
２階中会議室で
　 当日10時より整理券を配付
　 東京地方税理士会戸塚支部
　 864-3300　　 871-7722

検索ズーラシア

◆お茶を楽しむ会（茶道文化祭）
誰でも気軽に茶道を体験 
11月13日（土）10時～15時
　 300円
◆絵本だいすき！お話会メイ
11月25日(木)11時～11時40分 
幼児と保護者、当日先着5組 
◆骨盤矯正体操スッキリ体験教室（全3回）
11月26日、12月3日・10日の金曜10時
～12時。先着10人
　 1,500円
　 11月11日～20日に電話か費用を添
えて窓口へ
◆墨彩画「はがき絵」（全3回）
12月4日・11日・18日の土曜13時～15
時。先着10人
　 1,200円
　 11月12日～25日に電話か費用を添
えて窓口へ 

◆雅楽 新春の調べ
　～管絃と舞楽の世界～
美しい楽器や装束を愛でながら舞台芸
術「雅楽」を堪能 
出演：真鍋 尚之　ほか 
2月12日(土)14時～16時
　 区民2,300円 
　 11月19日から電話か費用を添えて
窓口へ 

ま なべ  なおゆき

み　そ

かんげん

※各60歳以上対象 
◆趣味の教室(日程の詳細は問合せを)
《①転写シールで楽しむ、ポーセラーツ
（全6回）》
12月16日～2022年5月19日 の 第3木
曜10時～12時。抽選14人　　 6,000円 
《②楽しく手話を覚えよう、みんなの手話
ダンス（全8回）》
12月10日～2022年3月25日の第2・第4
金曜13時～15時。抽選10人　　 300円
《③パワー＆リラックス体操（全8回）》
12月3日～2022年3月18日の第1・第3
金曜13時55分～14時40分。抽選15人
　 200円 
《④ズンバ®ゴールド(全7回）》
12月4日、1月15日・29日、2月5日・19日、
3月5日・19日の土曜14時～14時45分
抽選10人　　 200円
《⑤ノルディックウオーキング（全8回）》
12月8日～2022年3月23日の第2・第4
水曜13時～15時。抽選15人　　 200円 
《⑥優しいヨガ(全7回）》
12月6日・20日、1月17日・31日、2月7日・
21日、3月7日の月曜15時～15時50分
抽選15人　　 200円　 
《⑦継続しよう！スクエアステップ（全8回）》
12月2日～2022年3月17日の第1・第3
木曜11時～12時30分。抽選15人
　 200円　　 各教室とも11月20日ま
でに、官製はがきを持参して窓口へ
①②は往復はがきに　 ・　 ・ 　 ・　 ・　 
を書いて郵送でも可
◆座ってできるズンバ®ゴールド
ダンスとフィットネスを組み合わせて楽
しく運動 
11月19日(金)10時～11時｡抽選15人
　 100円　　 11月17日までに電話か
窓口へ
◆歩く脳トレ、スクエアステップ
認知機能低下予防の下肢トレーニング 
11月23日(祝·火)10時～11時30分
抽選15人　　 100円　　 11月20日ま
でに電話か窓口へ
 ◆日曜日は楽しく筋力アップ！
①〈筋力脳力アップ体操〉11月28日
②〈ヒップホップで有酸素運動〉12月5日
③〈コアコンディショニング〉12月12日
の日曜14時15分～15時30分。各抽選
20人　　 100円　　 各前日16時まで
に電話か窓口へ

検索こども自然公園青少年

検索天王森泉公園　行事案内

き　ごう

● 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

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下和泉地区センター

〒245-0022 和泉が丘1-26-1
　805-0026　 805-0028

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　804-5133

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

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
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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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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！


