
◆親子リトミック 
11月12日(土)13時～14時30分 
未就学児と保護者。上履き持参 
◆パッチワークで作る干支 卯(全2回) 
11月23日(祝・水)・30日(水)13時～16時 
先着8人　　1,000円　裁縫箱を持参
　11月11日9時から費用を添えて窓口へ
◆スマホ教室 
11月26日(土)9時30分～11時30分
先着10人　　500円(テキスト代)
スマートフォンと筆記用具を持参
　11月12日9時から費用を添えて窓口へ
◆クリスマスリースを作ろう 
11月26日(土)13時から
小学生～中学生、先着5人(小学校
3年生までは保護者同伴)
　 600円　持ち帰り用の袋を持参
　11月13日9時から費用を添えて窓口へ 

◆姿勢測定会
姿勢の測定のみ（解説は行いません）
12月20日(火)14時30分～16時30分
の6分程度。16歳以上、先着20人　　
　 510円
　 12月6日から電話か窓口へ
※その他詳細は電話か　 で問合せを

◆大人の防犯講座
11月27日(日)9時30分～11時。先着30人 
　 11月13日10時から電話か窓口へ
◆クリスマス会　ほっほさんショー
12月10日(土)10時30分～11時15分
未就学児～小学生と保護者、先着100人 
　 11月19日10時から電話か窓口へ
◆手作り味噌教室(全2回)
豆洗い：12月3日(土)14時～15時
味噌づくり：12月4日(日)9時～13時
先着15人　　3,500円 
　11月12日10時～26日16時に費用を
添えて窓口へ　※詳細は問合せを

◆本格レザーのスマホポシェット
11月23日(祝・水)10時～13時。
先着6人　　 2,950円
講師：中川 淳子さん
    11月11日～18日に電話か費用を
添えて窓口へ
◆年末用心！大人の防犯講座
11月23日(祝・水)10時～11時30分

◆いずみ中央チャレンジウィーク
多世代交流や介護予防など、楽しくため
になるイベントを開催
11月28日(月)～12月4日(日)
◆男性のためのアクティブLife講座
　～知っておきたい！介護の制度とサービス～
11月22日(火)10時～11時30分
区内在住・在勤の50歳以上の男性
(夫婦での参加可)、抽選15人　
　 11月15日までに電話か、　 ・　 ・　 ・
　 ・　 を書いてEメール（　  izumichuo-
hp@hama-wel.or.jp)で

※各60歳以上対象
◆座ってできるズンバ®ゴールド
11月18日(金)10時～11時
抽選15人　　100円(保険料)
　 11月16日までに電話か窓口へ
◆歴史～鎌倉殿の時代を学ぶ～

◆よこはま動物園ズーラシアで
〈クイズで発見！動物たちの〇〇の秋〉
園内各所にある二次元コードを読み取
り、動物たちにまつわるクイズに答えよう
11月28日(月)まで　※入園有料
※その他詳細は　 で確認を
　 よこはま動物園ズーラシア　
　 959-1000　　 951-0777

◆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4期〉(全8回) 
1月18日·25日、2月1･8･15･22日、3月
1･8日の水曜14時～16時。4歳以上の
未就学児とその保護者、抽選24組
　 1組8,800円(追 加大人4,400円、
子ども3,300円、３歳以下300円)　
　 11月25日～12月9日に　 ・　 ・　 ・
　 ・　 を書いて、往復はがきまたは
ホームページから
〈アウトドアクラブ3〉(全6回) 
1月7日･21日、2月4日･18日、3月4日･
18日の土曜10時～12時。４歳以上の
未就学児とその保護者、抽選14組
　 1人4,600円(追加 4歳～未就学児
2,000円、3歳以下500円)　
　 11月25日～12月9日に　 ・　 ・　 ・
　 ・　 を書いて、往復はがきまたは
ホームページから
※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

◆戸塚税務署から
〈税理士会による無料税務相談〉 
11月11日(金)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
　 当日先着順に整理券を配付
　 東京地方税理士会戸塚支部
　 864-3300　　871-7722
〈スマホ申告(e-Tax)説明会〉
外出せずに確定申告。スマートフォンに
よる申告の方法を紹介します
11月24日(木)･25日(金)各日10時～15時
区役所3階税務課会議室で
　 戸塚税務署個人課税第1部門
　 863-0011(内線)412･413

◆ワンコインコンサート
ジャズコンサートをお楽しみいただけます
11月16日(水)14時～15時
当日先着250人　　500円
◆南国クリスマスコンサート
　～スティールパンと三線でトロピカル
　クリスマス～
12月11日(日)14時～16時。先着250人
　 1,500円(中学生以上)、500円(3歳以上)
　 11月11日から　 か電話または費用
を添えて窓口へ
◆いずみ寄席
　～新春！鯉昇・市馬豪華競演～
1月28日(土)14時～16時
先着250人(未就学児入場不可)
　 4,000円(一般)、3,000円(70歳以上・
障害者)、2,000円(高校生以下)
　 11月14日から　 か電話または費用
を添えて窓口へ
※小学生(高学年)･中学生20人無料
招待（往復はがきで申込み）
詳細は　 か電話で問合せを

◆よいこのクリスマス会
　打楽器コンサートとマジックショー
12月4日(日)13時～14時30分
未就学児～小学生、先着200人
プレゼントあり。上履き持参
◆手作りのしめ縄飾り
12月25日(日)9時30分～12時
抽選20人　　1,800円(材料費込)
　 往復はがきに教室名·　 ·　 ·　 を
書いて、11月20日必着で
◆はじめての太極拳(全8回)
12月1日･15日、1月5日･19日、2月2日･16日、
3月2日･16日の木曜10時～11時30分
抽選20人　　4,000円　
　 往復はがきに教室名·　 ·　 ·　 を
書いて、11月20日必着で
◆英会話ビギナーズレッスン(全8回)
12月10日･24日、1月14日･28日、2月
18日･25日、3月11日･25日の土曜15時
10分～16時25分
抽選15人　　4,000円　
　 往復はがきに教室名·　 ·　 ·　 を
書いて、11月20日必着で
◆楽しくダンスdeエクササイズ(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日の火曜10時
～11時15分、抽選20人　　3,200円　 
　 往復はがきに教室名·　 ·　 ·　 を
書いて、11月20日必着で

◆子ども折り紙教室
12月24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
◆子供電子工作
　イルミネーションポットを作ろう！
12月3日(土)10時～12時
先着10人(小学校低学年は保護者同伴)
　 500円(材料費込)　
　 11月12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14日(水)10時～12時

◆親子リトミック
12月5日･26日の月曜10時～11時。各日
先着5組(10人程度)　講師：三浦 明美さん
　 11月12日9時から電話か窓口へ

検索泉スポーツセンター

11月29日(火)13時～15時
抽選15人　　100円(資料代)
　 11月19日までに電話か窓口へ
◆映画鑑賞会
「釣りバカ日誌」1988年松竹
11月30日(水)13時～15時。抽選40人
　 11月19日までに電話か窓口へ
◆なごみの広場
12月8日(木)10時～11時30分 
当日先着30人　　100円(お茶代)
◆落語を楽しむ会
　演目「笠碁」「宿屋の富」「死神」
12月11日(日)13時～15時。抽選25人
　 12月1日～7日に電話か窓口へ

先着30人　　300円
講師：久保 雅信さん 
　 11月11日～20日に電話か費用を
添えて窓口へ
◆おもちゃの病院
11月19日(土)10時～15時。先着20組
講師：おもちゃドクターグループ 
　11月11日～18日に電話か窓口へ
◆行政書士相談(契約・相続等）
11月12日(土)9時30分～11時30分
◆お茶を楽しむ会
11月12日(土)10時～15時　　300円
担当：江戸千家　小山 宗樹さん

先着10人　　2,500円(材料費込)
　 11月16日10時から電話で

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

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

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

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

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

中和田コミュニティハウス
〒245-0023 和泉中央南4-9-1

　805-1401

検索テアトルフォンテ

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

いずみ中央地域ケアプラザ
〒245-0024 和泉中央北5-14-1
　805-1700　 805-1798

検索ズーラシア

検索こども自然公園青少年
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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
マーク
の見方

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

12 2022（令和4）年 11月号 ／ 泉区版

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情報配信中！ 検索いずみくらし
泉区特設PRサイト

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
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