
①８月 １日㈪ ～ ５日㈮
②８月15日㈪ ～ 19日㈮
のいずれも５日間。

　旧西中内「ふれあいにし」、体育館、

校庭、図書館、特別教室など／参加費

は掲示ポスターで告知。申込み締切

は７月25日㈪  ふれあいにし☎ 744-

7811 またはスポーツ・文化クラブ

事務所☎921-0404 ※子どもたちの宿

題・勉強を見てくださる方（高校生・

大学生・大人）も募集しています。

学習の様子をご覧ください。

７月11日㈪～ 7月16日㈯
Ａ部門（肢体不自由教育部門）

　９：40 ～ 11：55

Ｂ部門（知的障がい教育部門）

　９：00 ～ 12：40

※事前予約不要、必ず玄関で受付をお

願いします／問い合わせ 横浜わかば

学園副校長 松山・小林 ☎923-1300

　優勝したゆりのきテニスクラブの平

野さんは、「部発足以来31年にしての

快挙でした。万歳！ 強豪チームを負

かし、若いチームに勝利できたのは奇

跡、いや部員の皆の普段の修練の賜物

でしょう。勝利の美酒に酔うことがで

きました」と笑顔で語りました。

（スポーツ・文化クラブ・神尊克己）

　若葉台少年・少女野球クラブの「若

葉台リトルバーズ」は4月に開催され

た「旭区少年野球春季大会新人戦（ 5

年生以下）」で優勝しました。この大

会では４年ぶりの優勝で、念願の今年

度初タイトルを獲得しました。

　新チームになってから各学年共にあ

と一歩のところまで勝ち進みながら、

最後に勝ちきれない大会が続いていま

したが、５年生がついにやりました。

　この優勝によりチーム全体が盛り上

がり、今後各学年、特に６年生が素晴

　昨年に引き続き、今年も夏休み子ど

もの広場を行います。長いようであっ

という間に過ぎて行く夏休み！ 朝は

学校の宿題や勉強をして、そのあとは

みんなでわいわいガヤガヤ、色々なス

ポーツを体験、お昼を食べて、午後は

図書館で本を読んだりプールで遊んだ

りの自由行動、科学の時間や英語の時

間、スライド映画鑑賞もあります。

　学校の近隣地域の皆さんに、横浜わ

かば学園をより知っていただく目的

で、今年もオープンスクール（授業参

観）を行います。今年は、月曜日から

土曜日まで、都合の良い日に参観でき

ます。気軽に児童・生徒の学校生活や

　第35回オール若葉台テニス大会が、

５月29日に日向根コートとわかば

コートで開催されました。

　８チームによる変則２リーグ分け

（２ブロック）、各チーム２対戦による

対抗戦形式とし、チームの勝利数、獲

得ポイント数、獲得ゲーム数により順

位を決定するルールにしました。

　優勝 ゆりのき、２位ＷＯＴＣ（し

らかし）、３位 あかね、４位 もみじ、

５位 東、６位 Ｍ２（クラブ団体）、7 

位 第一、８位 やまもも

らしい結果を出せるように頑張ってい

きます。若葉台リトルバーズでは最近

たくさんの新入部員が仲間に加わり、

以前にも増して活気付いてきました。

新規入部・体験入部を随時受け付けて

いますので、ぜひご連絡ください。

連絡先：今井 ☎090-8505-2118

r y o d a i 0 9 1 9 @ i . s o f t b a n k . j p

若葉台スポーツ
・文化クラブ

☎＆ FAX　921-0404

（平日9：30 ～ 16：30）

mail　wakabadaisp1@yahoo.co.jp

URL　http://wakabadaivosc.sweethome.jp/

▽ペタンク大会 ３日㈰8： 45集合

サブコート（旧西中）

▽８月分テニスコート・野球場抽選会 

９日㈯9：00 体育館、木工室

▽自治会対抗ソフトボール大会　予選

10日㈰8：30開会式、若葉台・日向根

球場。決勝戦17日㈰9：00試合開始

▽学校開放施設利用調整会（８・９月

分）　10日㈰17：00（西地区）、18：00（東

地区）、9：00（ナイター）木工室

▽ギターで綴る昭和の歌　17日㈰
14:00 ～木工室 ( 受付13:30) 参加費

500円（コーヒー付、歌集代別）

▽カヤック教室　31日㈰9:30 参加事

前申込み

クラブの講座・教室
●中国語教室　２日・９日・23日の

㈯パソコン室　初級9：30、中級10：

50（60分）

●二胡教室　18日㈷・19日㈫音楽室 

グループ／個人レッスン

●お芝居体験教室／キッズミュージカ

ル　13日・27日の㈬15：00 音楽室

●初めての油絵教室　7日㈭・19日㈫・

21日㈭10：00美術室

※３カ月体験コースもあります。

●クラリネット教室　2日㈯・9日㈯・

14日㈭・23日㈯・28日㈭ 13：00放送

室

●子ども英語教室春季講座　パソコン

室 放課後時間 Ｋ２・Ｋ４：６日・13

日の㈬２回／Ｋ１・Ｋ３：１日 ･ ８日・

15日の㈮３回

● Critical Thinking 英会話　（75分）

６日㈬パソコン室

●ホームステイ英会話　（75分）14日

㈭パソコン室

●太極拳講習会　２日㈯ ･16日㈯14： 

00 ～ 15：30道場（格技場）

●いきいき健康体操教室　６日・13日・

20日・27日の㈬４回 10：00体育館

●テニススクール（一般・ジュニア）

ジュニア（毎木曜 ･ 日曜）大貫谷コート

一般（毎水曜）日向根人工芝コート

若葉台地区センター

●今年もやるよ！映画上映会 「ミニオ

ンズ」　29日㈮ 10：00 ～ 12：00、ど

なたでも参加可、100名。無料。申込

み16日㈯12：00 ～入場券配布。

●卓球教室　9日㈯15：00 ～ 17：00。

小学生以上20人。1回100円。上履き

持参。申込み当日15分前～。

●Ｋｉｄｓ茶道　８月３日㈬・４日㈭・

６日㈯（全３回）10：00 ～ 11：30。

小学生（親見学可）10人。1500 円

（お茶菓子代含む）。申込み16日㈯～

●こねっ！ふわっ！ぱくっ！みんな

でパン作り ８月１日㈪10：00 ～ 13：

00。小学生16人。500円。申込み16 

日㈯～

●ＤＩＹこども工作教室　８月５日㈮
９：30 ～ 11：30。小学生20人。500円。

申込み16日㈯～

●人の話をよく聞く子を育てる　わか

ば読み聞かせ隊 16日㈯11：00 ～ 11：

30。未就学児と保護者20人位。無料。

申込み　当日プレイルームへ

●ＢＡＢＹマッサージ～赤ちゃんの心

を育てるマッサージ～ ８月８日㈪
10：00～12：00。生後１カ月から１歳

までの赤ちゃんと保護者８組。800

円。申込み18日㈪～

●横浜旭中央総合病院共催事業ダー

ウィンに学ぶ病気とのつきあい方　20 

日㈬、８月３日㈬ 13：00 ～ 14：00。

20日立位歩行編、８月３日心の病編。

一般30人。無料。申込み 当日会場へ

＊事業はすべて来館・先着順で受け付

けます。☎921-2213

子育て支援

▽若葉台プレイパーク 子どもたちの

やりたいという気持ちと発想を大切

に、自然の中で一緒に楽しみます。

9日㈯10：00 ～ 14：00。大貫谷公園

▽サロンみんなあつまれ　多世代交流

サロン。弁当持参でゆっくり過ごし

ませんか。8日㈮・26日㈫ 10：00 ～

14：40。地域ケアプラザ。未就学児の

親子と祖父母。参加費100円。

※8月のサロンはお休みですが、お母

さん方が自主管理で開催します。

☎921-4776 子育てささえあい連絡会

▽子育て支援者会場「育児相談」 　毎

週水曜（祝日休み） 10：00 ～ 12：00。

地域ケアプラザ。子育て支援者が育児

相談を受け付けます。予約不要で入退

室自由。☎954-6160 旭福祉保健セン

ターこども家庭支援課

▽あかちゃん教室　14日㈭ 10：00 ～

11：30。地域ケアプラザ。ゼロ歳児の

第１子と父母。バスタオル、ご自分と

赤ちゃんの名札。☎ 954-6160 旭福祉

保健センターこども家庭支援 相談担

当

▽若葉台保育園に遊びに来ませんか

・14 日㈭ ほいくえんであそぼう

「水あそび」10：00 ～ 11：30 無料／

ランチ交流 11：00 ～ 12：00 ※有料

／いずれも申込み受付中

・プール開放 ７月26日㈫～８月26日

㈮ 11：30 ～ 12：15（８月15日㈪～

19日㈮は休み）

無料、予約不要、水着持参／※オムツ

のお子さんはプールではなく、水あそ

びとなります10：30頃～ 11：30

☎921-3161 若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

・雨宮知子童謡コンサート　７月９日

㈯13：30 ～ 14：30（開場13：15 予定）

２階多目的ホール／無料、事前申し込

み不要

出演＝雨宮知子さん

☎923-8831 地域活動交流・掛札

横浜わかば学園

・パン工房

わかば学園＝６日㈬・７日㈭・13日㈬・

14日㈭・16日㈯。11：30から▽ケア

プラザ＝５日㈫・８日㈮。11：45か

ら▽ショッピングタウンわかば＝１日

㈮。11： 45から

コミュニティハウス

・「60才代から始められる健康ヨーガ

入門全２回」夏期講座

自律神経を整えて、腰痛・肩こりの不

調を改善する。８月11日㈭・25日㈭ 

10:30 ～ 12:00募集15人、参加費500 

円 ( ２回分 ) わかば学園コミュニティ

ハウス研修室１- ２／申し込み11日㈪～

・写経入門教室

こころをしずめ、仏の教えにふれるひ

ととき。あらためて学ぶ。８月20日・

９月17日・10 月15日・11月19日（第

３土曜４回）9:30 ～ 11:30 募集20人、

参加費1,500 円(材料費含み４回分)、

わかば学園コミュニティハウス研修室

１- ２／申込み17日㈰～

☎922－3221（火曜と金曜は休館）直

接または電話で、定員次第締切り

優勝の喜びをかみしめる

若葉台リトルバーズのみんな

優勝トロフィーを手に笑顔がこぼれる

ゆりのきテニスクラブの皆さん

旭区少年野球春季大会新人戦
優　勝

若葉台リトルバーズ

第 35 回オール若葉台テニス大会
優　勝

ゆりのきテニスクラブ

夏休み子どもの広場　参加者募集 地域の皆さんの来校大歓迎

横浜わかば学園
オープンスクール

7月のお知らせ
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