
　９月３日、旧西中グラウンドで、地

域交流ソフトボール大会が開催されま

した。この大会は、学校の先生、ＰＴ

Ａと地域の方々の交流試合で、若葉台

中学校の先生チーム、若葉台小学校の

先生チーム、ＰＴＡチーム、地域チー

ムの４チームが参加しました。

　若葉台の将来に向けたまちづくりの

指針となる横浜若葉台マスタープラン

の策定作業を、来年３月完成を目指し

て進めています。みんなの若葉台367 

号（３月１日）２面「いつまでも『選

ばれるまち』であり続けることを目指

して―横浜若葉台マスタープラン策定

委員会発足」。

　マスタープランの策定にあたって

は、若葉台にお住まいの皆さまとの協

働が必要です。「中間報告会」と「ま

ちづくりワークショップ」を開催しま

すのでぜひご参加ください。 ※参加

申込み方法等は、案内を各戸配布

開催日： 10月30日㈰
　中間報告会 11：00 ～ 12：00

　ワークショップ 13：30 ～ 16：00

　（参加費無料 ※保育付き）

場所：地区センター体育室

問合せ：☎921-3361 まちづくりセン

ター 水上、丸野、鵜崎

　「ひと晩居酒屋 in 旧西中校舎」（若

葉台まちコン）を開催します。

▽10月22日㈯16：00 ～ 19：00

▽旧若葉台西中「ふれあいにし」（旧

金工室）、木工室▽会費2,000円

▽対象 若葉台在住・在勤・出身の独

身者（20代～ 40代）※若葉台住民の

紹介があれば若葉台外の方も可

▽申し込み締切10月15日㈯
▽連絡☎090-2741-7468、Fax921-1559

wakabadaisingle@gmail.com （根本）

※７月の第１回は、計21人が参加

主催：若葉台シングルの会

協力：若葉台連合自治会、若葉台まち

づくりセンター、若葉台スポーツ・文

化クラブ、認定ＮＰＯ法人若葉台、わ

かば通信舎

（若葉台シングルの会代表・根本幸江）

　決勝戦は、若葉台小学校の先生チー

ムと地域チームで行われ、逆転に次ぐ

逆転で地域チームが11対10の僅差で

見事優勝しました。試合後、木工室で

親睦を深める懇親会を開催し、お互い

の健闘をたたえ合いました。

（スポーツ・文化クラブ 神尊克己）

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/

▽市民教養講座「微生物が地球を救う」

第２回「クスリを作る微生物」

２日㈰10：00～ 11：30 木工室（旧西中）

参加費500円（資料代、コーヒー付、

小学生・中学生・高校生は無料）

▽文化祭関係日程

8日㈯ 13：00 展示出展者説明会・催

事参加者説明会 木工室（旧西中）

▽11月分テニスコート・野球場抽選会

８日㈯9：00　体育館、木工室

▽ジョギングまつり

10日㈷受付８：00、開会式８：45、

競技９：00 ～ 12：00、遊水池周回道

路を50分走り10分休憩、13：00 ～懇

親会（参加費1,000円）

▽ピアノで綴る昭和の歌

16日㈰14：00( 受付13：30) 木工室

参加費500円（コーヒー付 / 歌集代別）

※運動会が16日に延期の場合は中止

▽ＫＳＮ（神奈川県総合型スポーツク

ラブネットワーク）交流会参加者募集

16日㈰、募集23人、参加費別途通知

　宮が瀬湖でカヌー、湖畔でノルディック

の体験。マイクロバスで行きます

※運動会が16日に延期の場合は中止

▽秋季テニス大会②

23日㈰8：30日向根公園テニスコート

クラブの講座・教室
　講座・教室の参加者を随時募集

●中国語教室 ８日・15日・22日の㈯
初級9:30、中級10:50 パソコン室

●二胡教室 ３日㈪・４日㈫・17日㈪・

18日㈫ 音楽室

●お芝居体験教室／キッズミュージカル 

12日・26日の㈬15：00 音楽室

●初めての油絵教室 ４日㈫・６日㈭・

11日㈫・13日㈭・18日㈫・20日㈭
10:00 美術室

●クラリネット教室 ８日㈯・13日㈭・

22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・Ｋ４：５日・12日・19日・26

日の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３：７日・14日・

21日・28日の㈮４回

● Critical Thinking 英会話（75分）

５日・19日の㈬２回 パソコン室

●ホームステイ英会話（75分）

13日・27日の㈭２回 パソコン室

●太極拳講習会 １日 ･15日の㈯２回

14：00 ～ 15：30 道場（格技場）

●いきいき健康体操教室 ５日・12日・

19日・26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

●卓球教室 ８日㈯15：00 ～ 17：00

小学生以上20人。100円。上履き持参。

申込み当日15分前～

●ＢＡＢＹマッサージ～赤ちゃんの心

を育てるマッサージ～ 

31日㈪10：00 ～ 12：00。生後１ヵ月

から１歳までの赤ちゃんと保護者。

8組。800円。申込み11日㈫～

●子育てささえあい連絡会共催事業

食育セミナー 11月18日㈮ 10：00 ～

13：00。一般16人。300円（保育あり、

１人100円）。申込み28日㈮～

●ハート型のクリスマスリース！

11月19日㈯10：00～11：30小学生16人。

800円。申込み29日㈯～

＊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。22 

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。14日㈮・25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。

☎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 13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

・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

・20日㈭ほいくえんであそぼう「運動

会ごっこ」10：00 ～ 11：30 無料／ラ

ンチ交流 11：00 ～ 12：00 ※有料

申込みは18日㈮～

☎921-3161 若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

・福祉フェア開催 地域で活動してい

る団体の発表や出店などを行います

８日㈯ 11：00 ～ 14：30 若葉台地域

ケアプラザ

駐車場：地域団体・施設による出店

１階ロビー：防災情報や事業紹介、デ

イサービス利用者の作品販売

２階：多目的ホールで地域活動団体の

発表会、調理室で豚汁販売、喫茶コー

ナーでわかば学園の焼き菓子を予定。

廊下は利用者の作品展示

・ゆっくりノルディック

14日㈮14：00 ～ 15：00 ケアプラザ

玄関前集合、若葉台周辺を散歩 無料

　ストックをうまく扱えない方、歩く

ことに不安がある方、ゆっくりしたス

ピードで歩きたい方

※ストックのレンタルが必要な方は事

前にお知らせください ※雨天時また

は雨の予報が出ている場合は中止

☎923-8831 地域交流 掛札

横浜わかば学園

・パン工房

わかば学園＝５日㈬・６日㈭・12日㈬・
13日㈭・19日㈬・20日㈭・26日㈬・

27日㈭、11：30から▽ケアプラザ＝

４日㈫・14日㈮・18日㈫・25日㈫・

28日㈮、11：45から▽ショッピング

タウンわかば＝21日㈮、11：45から

コミュニティハウス

・「秋の健康体操」全３回コース　

身体の正常化を目指す運動。春・夏・

秋・冬の各シーズン開催

11月７日・14日・21日の㈪３回

10：30 ～ 11：30 わかば学園コミュニ

ティハウス研修室１－２。募集15人。

参加費800円／申し込み12日㈬～

・「60才代から始められる健康ヨーガ

入門全２回」 秋期講座

体力に合ったポーズのヨーガ教室。自

律神経を整えて、腰痛・肩こりの不調

を改善する　

11月 10日㈭・24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13日㈭～

・秋を歩こう！「三保市民の森からズ

ーラシアまで」

若葉台周辺の史跡を訪ねながらズーラ

シア繁殖センターを見学

11月19日㈯12：00 ～ 15：30 約６．５

㌔／募集20人 ( 成人、小学生は保護

者同伴 )。300円 ( 帰路のバス代別 )

　集合・出発＝コミュニティハウス

　解散＝都岡地区センター前

　協力＝旭ガイドボランティアの会

※雨天26日㈯へ順延 ( 繁殖センター

見学はありません ) ／申込み15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

--------------------------------

若葉台保健活動推進員会主催講演会

「脳の老化」～怖い動脈硬化・あなた

は大丈夫？

　食生活や運動不足、喫煙（受動喫煙）

等さまざまな要因による動脈硬化。ど

のような状態になるのか、どのような

事に気をつかえば良いか。

６日㈭13：30 ～ 15：00 

若葉台地域ケアプラザ２階

講師＝ 横浜旭中央総合病院副院長

川瀬譲医師（脳神経内科）

無料、当日直接会場へ ※よこはま健

康スタンプラリー対象事業

問い合わせ ☎921-8281 齊藤

磯本桂太郎若葉台中学校ＰＴＡ会長の始球

式＝旧西中グラウンド

学校の先生、ＰＴＡと
地域の方々の交流試合

地域交流
ソフトボール大会開催

10月のお知らせ

  若葉台マスタープラン策定に向けた

 「中間報告会」と
 「ワークショップ」開催

若葉台シングルの会イベント第二弾！

「ひと晩居酒屋　
in 旧西中校舎」
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