
　地域対抗ソフトバレーボール大会

が、９月25日に旧西中体育館で開催

され、５チームが参加しました。

　総当たり戦で試合が行われ、熱戦の

末、実力を発揮したゆりのきチームが

４戦全勝で優勝しました。

優勝 ゆりのきチーム

　赤い羽根共同募金を、10月１日～

３日に、イトーヨーカドー前の広場で

行いました。かがやきクラブ、各団

体、ジュニアポランティアなど延150

人が、募金の呼びかけに協力ください

ました。

準優勝 二丁目チーム、３位 わかば学園

チーム、４位 紅葉チーム、５位 あけ

ぼのチーム

（スポーツ・文化クラブ 神尊克己）

　３日間の募金総額は16万7049円で

した。皆さんのご協力に感謝します。

　赤い羽根共同募金は、毎年さまざま

な分野を通して多くの皆さんに支援い

ただき一斉に運動を展開しています。

募金活動に協力してくださる人、街頭

での呼びかけに快く足を止めて募金し

てくださる人、共同募金は助け合いの

精神に支えられて行われています。集

まった募金は、有効に使わせていただ

きます。

（若葉台地区社協副会長・峰松雅子）優勝のゆりのきチーム
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３日間で募金総額
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▽旭区民スポーツ祭バレーボール大会

３日㈷ 旧西中・星槎中高・わかば学

園各体育館 応援お願いします

▽12月分テニスコート・野球場抽選会

12日㈯９：00 体育館、木工室

▽学校開放施設利用調整会（12・１月分） 

13日㈰17：00（西地区）、18：00（東

地区）、９：00（ナイター） 木工室

▽軽登山（小仏峠～高尾山）

18日㈮７：00 地区センター前集合、

往路クラブマイクロバス利用、参加費　

約2000円（交通費・保険含む）、15人

募集

▽ギターで綴る昭和の歌

20日㈰ 14：00（受付13：30）木工室

参加費500円（コーヒー付／歌集代別）

▽第18回グラウンドゴルフ大会参加者

募集　23日㈷８：00集合 クラブグラ

ウンドと星槎中高校庭の全３コース

（24ホール）を回る

参加資格＝若葉台在住の60歳以上

申し込み締切＝11日㈮ 各自治会体育

部長へ申し込みください

▽ハイキング（西沢渓谷・笛吹川フル

ーツ公園） 

25日㈮７：20地区センター前集合、

クラブマイクロバス利用、参加費

3500円（交通費・保険含む）、19人

募集／受付先着順、クラブ事務所

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　12日・19日・26日㈯
初級９：30、中級10：50 パソコン室

●二胡教室　７日㈪・21日㈪・22日㈫　
音楽室

●お芝居体験教室／キッズミュージカル 

９日・30日の㈬15：00 音楽室

●初めての油絵教室　1日㈫・３日㈭・

８日㈫・10日㈭ 10:00 美術室

●クラリネット教室　10日㈭・12日㈯・

24日㈭・26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・Ｋ４：２日・９日・16日・30日

の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３：４日・11日・

18日・25日の㈮４回

● Critical Thinking 英会話（75分）

２日・16日の㈬２回 パソコン室

●ホームステイ英会話（75分）　10日・

24日の㈭２回 パソコン室

● 太 極 拳 講 習 会 12 日 ㈯ ･19 日 ㈯　

14：00 ～ 15：30 道場（格技場）

●いきいき健康体操教室　２日・９日・

16日・23日・30日の ㈬ 5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　12日㈯15：00 ～ 17：00

小学生以上20人。1回100円。上履き

持参。申し込み当日15分前～

●第２回健康マージャン大会　12月

４日㈰ 9：30 ～ 16：00。点数申告が

できる人52人。500円。申込み６日㈰～

●人の話をよく聞く子を育てる！わか

ば読み聞かせ隊！　19日㈯ 11：00 ～

11：30。未就学児と保護者20人。無料。

申し込み当日プレイルームへ

＊わらべうたや大型絵本・紙芝居など

の読み聞かせを行います

●ＢＡＢＹマッサージ～赤ちゃんの心

を育てるマッサージ～ 12月19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。

申し込み29日㈫～

●クリスマスコンサート　12月23日

㈷ 13：30 ～、15：30 ～。２回公演。

どなたでも各回50人。無料。申し込

み12月３日㈯～入場券を配布

＊ロビーでクリスマスコンサートを行

います。ソプラノ・テノールの歌声と

ピアノをお楽しみください。

＊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。

５日㈯９：40 ～ 14：00 なのはな公園

（２丁目19、通称パンダ公園）。26日

㈯９：40 ～ 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。11日 ㈮・22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　11月はお休み

▽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～ 16：30　　　

　１人３冊まで１週間貸出し

・お芋掘り：２日㈬ 雨天４日㈮
　詳細は保育園に問い合わせください

・10日㈭ほいくえんであそぼう「リズ

ムあそび」10：00 ～ 11：30無料／ラ

ンチ交流 11：00 ～ 12：00 ※有料

申し込み受け付け中

☎921-3161 若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

▽歌声広場　25日㈮ 13：30 ～ 15：30　

ケアプラザ２階多目的ホール

童謡唱歌～昭和歌謡などを皆さん楽し

く歌いましょう

講師＝下田忠さん（旭区生涯学習支援

アドバイザー）／参加費150円

▽ジャズピアノコンサート　26日㈯ 

13：30 ～ 14：30　ケアプラザ２階多

目的ホール　

出演＝金子 将昭さん

曲目＝ Fly me to the Moon、Over the 

Rainbow ほか ※無料、申し込み不要、

当日直接会場へ

☎923-8831 地域交流 掛札

横浜わかば学園

・パン工房　

わかば学園＝２日㈬・９日㈬・10日㈭・

12日㈯・16日㈬・17日㈭・24日㈭・

30日㈬、11：30から▽ケアプラザ＝

１日 ㈫・11日 ㈮・22日 ㈫・25日 ㈮、

11：45から▽ショッピングタウンわか

ば＝18日㈮、11：45から▽とちのき

集会所（４丁目21棟　※新設）８日㈫、

11：45から

・公開授業とバザーのお知らせ　12日

㈯、公開授業とバザーを行います。

雨天決行ですが、荒天のために休校の

場合は翌13日㈰になります。学校

ＨＰで確認ください

公開授業：各教室、ホールなど自由に

ご覧ください

　肢体不自由教育部門（Ａ部門）

　10：15 ～ 11：05

　知的障害教育部門（Ｂ部門）

　９：00 ～ 12：40

バザー：体育館で10：30 ～ 12：00

スリッパ、くつ袋、エコバックをお持

ちください。新鮮野菜や雑貨、カフェ

コーナーも用意しています。

☎923-1300 副校長の小林、松山

コミュニティハウス

▽「フルーツカービング」でクリスマ

ス・お正月を楽しく演出　12月５日・

12日の㈪２回コース、13：30 ～ 16：00

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1500円 ( 材

料費込 ) 申し込み13日㈰～。直接ま

たは電話で、定員になり次第締め切り

☎922-3221（火曜と金曜は休館）

横浜旭中央総合病院

▽あさひぽかぽかセミナー（院内公開

講座）」　２日㈬14：00 ～ 15：00　

横浜旭中央総合病院地下１階会議室

テーマ＝目指せ健康寿命 第３弾

　「サプリメントと医薬品」

講師＝薬剤師　

無料。申込み不要、当日直接会場へ　

☎921-6115 地域医療連携室 振原

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

若葉台保健活動推進員会主催

▽あなたの健康大丈夫？

身長・体重・体脂肪・血圧・握力・足

指力・血流年齢等を測定してみませんか　

 ３日㈷ 12：00 ～ 14：30（受付12：

00 ～ 14：00） ショッピングタウンわ

かばの中央ふれあい広場（雨天は広場

前空き店舗）

※看護師が測定結果の相談を受けま

す。無料

▽講演会「誤嚥予防について」

 なぜ誤嚥が起きるのか。どのような

トレーニングが必要なのか、介助の方

法は、などのお話しです

 12月１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言語聴覚士

 東沙識さんと瀬能佑布子さん　

無料。申込み不要、当日直接会場へ　

※いずれも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

11月のお知らせ
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