
◆子ども折り紙教室
2月5日（土）14時～16時。小学生以下
先着8人（幼児は保護者同伴）
　 1月15日10時から電話で
◆羊毛フェルト体験会
可愛いプードルを作る
2月17日(木)13時30分～15時30分
先着10人
　 1,000円（材料費込）
　 1月27日10時から電話で

◆自分で出来るハンドマッサージと
　ネイルケア
2月12日(土)10時～11時。抽選20人
　 500円（材料費込）
　 往復はがきに教室名・　 ・　 ・　 を
書いて1月20日必着で
◆はじめての太極拳（全4回）
2月3日・17日、3月3日・17日の木曜10時
～11時30分。抽選20人
　 2,000円
　 往復はがきに教室名・　 ・　 ・　 を
書いて1月20日必着で

◆当日受付教室のご案内
エアロビクス、ヨガ、ピラティスなど事前
予約不要な「当日受付教室」多数あり
気軽に利用可
　 1回500円
※申込や日程など詳細は電話かホーム
ページで確認を

検索泉スポーツセンター

◆親子リトミック
1月15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
1月12日・26日、2月9日の水曜13時～
16時
先着4人
　 1月11日から各前日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
◆クラフトバンドで作る「六目華編み蓋
　付き丸かご」
2月1日・8日の火曜13時～15時30分
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20個(5～6セ
ンチメートル)、持ち帰り用の袋、あれば
文鎮
　 600円
　 1月12日9時～25日16時までに費用
を添えて窓口へ

◆苔玉を作ろう
1月30日(日)9時30分～11時
先着15人
　 1500円
　 1月11日10時から電話か窓口へ

その他
◆和泉アカシア公園
〈分区園（貸農園）利用者募集〉
農園での野菜や草花の栽培を通じ、土
や緑に親しむ
【場所・予定区画】
下和泉一丁目8番地､24区画分(1区画
30平方メートル)　
【利用期間】
令和4年4月1日～令和5年の3月31日
※希望者は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家族
か8人までのグループ（抽選）
※自動車・オートバイ・自転車での来園
不可
　 2月4日（必着）までに、往復はがきの
往信面に｢和泉アカシア公園分区園｣､代
表者の　 ・　 ・　 、グループ利用の場合
は「グループ利用」と全員の　 を記入､
返信面には代表者の　 ・　 を記入し、
横浜市指定管理者(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　　 824-4567

検索ズーラシア

検索Coubic  戸塚支部

◆絵本だいすき！お話会メイ
1月27日(木)11時～11時40分
幼児と保護者、当日先着8組
◆がらがらどんの人形を作ろう
人形劇団プークのワークショップで、「三
びきのやぎのがらがらどん」の歩く人形
（足は木製）を制作
1月30日（日）10時30分～12時30分
小学生～大人先着20人（小学2年生ま
では保護者要同伴）
　 850円（材料キット代込）
　 1月12日から電話か費用を添えて
窓口へ

◆お正月工作「くるくるコマを作ろう！」
1月9日(日)
①9時10分～10時15分
②11時15分～12時15分
3歳～小学生(小学生未満の幼児は保
護者同伴)①②あわせて当日先着15人

※各60歳以上対象 
◆座ってできるズンバ®ゴールド
ダンスとフィットネスを融合させた楽し
く体を動かす運動
1月21日(金)10時～11時
抽選15人
　 100円　
　 1月19日までに電話か窓口へ
◆歌声ひろば
懐かしい歌、青春の歌を歌う
1月31日(月)13時～15時
抽選20人
　 1月25日までに電話か窓口へ
◆歩く脳トレ、スクエアステップ
認知機能低下の予防・下肢トレーニング
1月25日(火)10時～11時30分
抽選15人
　 100円
　 1月23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〉1月23日
②〈ヒップホップ〉2月6日
③〈コアコンディショニング〉2月13日
の各日曜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

むつ め はな  あ

こけ

◆戸塚税務署
〈①パソコン・スマホからe-Taxで申告
手続き〉
国税庁ホームページへアクセスし、申告
書を作成、e-Taxで送信して提出
e-Taxの送信にはマイナンバーカードか
IDとパスワードが必要
（IDは事前の届出が必要なため、顔写真
付の本人確認書類を持参して本人がお
近くの税務署へ）
〈②税理士による確定申告相談（事前申
込制）〉
小規模納税者対象2月2日(水)～4日
（金）9時15分～15時45分。泉公会堂で
確定申告に必要な書類(前年控え含む)、
筆記具、計算器具、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
今年度は混雑回避のため、オンライン
による事前申込のほか、一部当日入場
券を配付
その他申込の詳細は下記のいずれかへ
　 東京地方税理士会　　 243-0511
　 東京地方税理士会 戸塚支部
　 864-3300

〈③戸塚税務署内確定申告書作成会場
開設期間〉
1月24日(月)～3月15日(火)(土日祝を
除く。ただし2月20日・27日の日曜は
実施)
9時15分から。(受付は8時30分～16
時)駐車場利用不可
今年度も混雑回避のため、LINEによる
事前申込のほか、一部当日入場整理券
を配付
②③ともに入場整理券の配付状況によ
り受付を早めに終了する場合あり
また、3月は混雑が予想されるため、2月
中の来署を
　 戸塚税務署（戸塚区吉田町2001番地）
　 863-0011

◆よこはま動物園ズーラシアで
〈干支展　とらづくし〉
今年の干支は寅。そんな、寅年にちなん
で、ズーラシアで生活するトラたちにつ
いてのパネル展を実施
2月28日(月)まで
ホッキョクグマの水中ビューにて

　 よこはま動物園ズーラシア
　 959-1000　　 959-1450
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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

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

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　803-2270

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！


