
みませんか?  カヤックに乗り、ニュー

スポーツを楽しみ、マキ割りをし、カ

レーやトン汁を作ってみんなで食べま

す。暗くなったらキャンプファイヤー

を囲んでゲームを楽しみます。

日時：８月11日（祝）11:30 集合

場所：旧西中キャンプ場、体育館など

参加費：大人1200円、子供600円

申込み〆切：８月５日㈮
☎921-0404　スポーツ・文化クラブ

事務所

チーム（木郷キャプテン、安藤さん、

志村さん、佐々木さん、南雲さん、岡

田さん、坂東さんの７選手）が３戦全

勝で優勝、２位はＤチーム２勝１敗、

３位はＡチーム１勝２敗でした。

＜オープン参加の部＞

優勝 北けやき会Ｃ （北）、準優勝　ガ

ンバルズ（二丁目南）、３位 むつき会

（第一）

　第11回ＮＰＯ法人若葉台白岩理事

長杯ペタンク大会（主管：中央自治会）

が、７月３日、旧西中ペタンクコート

で開催されました。８自治会より21

チームが参加して、熱戦が展開されま

した。

　年々レベルが上がります。各コート

で１位の４チームが決勝トーナメント

戦を行いました。制したのは、斉藤忠

主将率いる二丁目南Ａチームでした。

　わたしたちの住むまち、若葉台は自

然がいっぱい。夏休みの１日を子ども

も大人も自然の中で思いっきり遊んで

　オール若葉台卓球大会（主管：北自

治会）が、６月26日、地区センター

体育室で開催されました。30人の参

加者を４チームに分け、総当りのリー

グ戦で試合が行われました。

　若者が加わった熟練チームのＢ 

　６月４日、横浜わかば学園体育館で

第11回三世代輪投げ大会（主管：二

丁南自治会）が開催されました。三世

代が５チーム、オープン参加が６チー

ム参加し、熱戦を繰り広げました。

＜３世代の部＞

優勝　チーム役員、準優勝　オール文

体、３位　子供会Ａ（いずれも二丁目

南自治会）

優勝 二丁目南Ａチーム（斉藤さん、

尾崎さん、山田さん）

準優勝 さくら会Ｃチーム（藤木さん、

針谷さん、近藤さん）

３位 ゆりのきむつみ会Ａチーム（松

村さん、小山田さん、相馬さん）

若葉台スポーツ
・文化クラブ

☎＆　　921-0404
（平日9：30 ～ 16：30）

mail　wakabadaisp1@yahoo.co.jp

URL　http://wakabadaivosc.sweethome.jp/

▽夏休みこどもの広場　①１日㈪～５

日㈮、②15日㈪～ 19日㈮８：00 ～ふ

れあいにし、体育館・校庭　※ＮＰＯ

法人若葉台共催

▽微生物の分離と植え替え　５日㈮・

６日㈯10:30 ～ 12:00理科室

▽旭区民スポーツ祭　６日㈯・７日㈰
少年ソフトボール大会（日向根公園・

若葉台小学校・横浜わかば学園）、少

女ミニバスケットボール大会（若葉台

小学校・星槎中学高等学校）、少年野

球大会（若葉台公園 ･ 若葉台中学校 ･

クラブグランド） 応援よろしくお願い

します

▽９月分テニスコート・野球場抽選会

13日㈯9：00 体育館、木工室

▽デイキャンプ　11日（祝）11：30

に木工室集合（旧西中にて）

▽ピアノで綴る昭和の歌　21日㈰
14:00 ～（受付13：30）木工室

参加費500円（コーヒー付／歌集代別）

▽体力測定・健康相談　28日㈰９：

30地区センター体育室　あなたの体

力は？　測定後スポーツドクターによ

る健康相談あり。参加者は当日会場へ

▽運動会全体会議　28日㈰13：30

木工室（旧西中） ※若葉台大運動会各

自治会担当役員一覧表１ページの実行

委員全員

クラブの講座・教室

●中国語教室 休み

●二胡教室　1日㈪・２日㈫・15日㈪・

16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　10日・24日の㈬15：00音楽室

●初めての油絵教室　夏休み

●クラリネット教室　11日㈷・13日㈯・
25日㈭・27日㈯13：00放送室

●子ども英語教室秋期講座　パソコン

室　放課後時間

Ｋ２・Ｋ４：24日・31日の㈬２回／Ｋ１・

Ｋ３：26日㈮１回

●太極拳講習会　６日㈯ ･20日㈯
14：00 ～ 15：30道場（格技場）

●いきいき健康体操教室　３日・10日・

17日・24日の㈬４回10：00

※横浜わかば学園多目的室

●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

●第6回若葉台地区センターまつりエ

ジョえじょフェスタ　９月10日㈯9:00

～ 17:00、11㈰9:00 ～ 16:00。どなた

でも。当日地区センターへ　※地区セ

ンターを利用する団体の作品展示・体

験・発表・販売

●卓球教室　13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～

●リフレッシュ体操上級コース第２期

９月２日～ 12月16日（９月９日を除

く金曜全15回）10:30 ～ 12:00。

一般５人。6,000円。申込み19日㈮～

●リフレッシュ体操中級コース第２期

９ 月 ５・12日、10月 ３・17・31日、

11月７・14・21日、12月５・12・19 

日（月曜全11回 )13：30 ～ 15：00。

一般24人。4,400円。申込み16日㈫～　

※初心者や身体を動かすのは初めての

方に向いています

●ヨガ第２期　９月７日、10月５・

19・31日、11月 16・30日、12月７・

21日（全8回）９：20 ～ 10：20また

は10：30 ～ 11：30のどちらかのコー

スを選択。一般各17人。3,600円。申

込み17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　17

日㈬、９月７日㈬ 13：00 ～ 14：00。

17日皮膚と肌編、９月７日成人病の

始まりは母胎から（ＤＯＨａＤ）編。

一般30人。無料。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。

６日㈯なのはな公園（２丁目19棟前、

通称パンダ公園）、27日㈯大貫谷公園、

10：00 ～ 14：00。

▽サロンみんなあつまれ　８月のサロ

ンは休みですが、お母さん方が自主管

理して開催します。☎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　休み

▽若葉台保育園に遊びに来ませんか

・園庭開放：月～金９：30 ～ 12：00

育児相談も行っています

・絵本貸出し：月～金９：30 ～ 17：00

／１人３冊まで１週間貸出し

・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 ～ 11：30　☎921-3161若葉台

保育園

若葉台地域ケアプラザ

・クール来～る広場　多目的ホールを

開放して、午前は折り紙教室や塗り絵、

午後はプラ版細工や輪投げ。18日㈭
10：00 ～ 15：00。２階多目的ホール。

カレー 200円、コーヒー 100円、プラ

版細工10円／個　※折り紙教室や塗

り絵、輪投げは無料

・オータムコンサート～純とその仲間

たち～　９月３日㈯13：30 ～ 14：30

伊藤純さん（バス歌手）とわかばコー

ラスの皆さんのコンサートです。

☎923-8831　地域活動交流・掛札

横浜わかば学園

・パン工房　夏休みのために２日間で

す。わかば学園＝31日㈬、11：30か

ら▽ケアプラザ＝30日㈫、11：45か

ら▽ショッピングタウンわかば　なし

コミュニティハウス

・コミュニティハウス市民図書の７月

の新刊図書

「ポイズンドーター・ホーリーマザー」

湊かなえ、「半席」青山文平、「コーヒー

が冷めないうちに」川口俊和、「羽根

藩シリーズ４ 秋霜」葉室麟、「葵の月」

梶よう子など計13冊

優勝した二丁目南Ａチーム（左より）斉藤

さん、尾崎さん、山田さん

優勝した二丁目南自治会のチーム役員の皆

さん

二丁目南自治会Ａチーム優勝
白岩理事長杯

ペタンク大会

11チームが熱戦を繰り広げる
第 10回

三世代輪投げ大会

夏休みの１日を楽しみませんか

わかばデイキャンプ
参加者募集

若者が加わった熟練チームが優勝

オール若葉台
卓球大会

8月のお知らせ

優
勝
し
た

Ｂ
チ
ー
ム
の
皆
さ
ん
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