
コーナーも設けられ、多彩な交流を楽

しみました。

　今年も横浜わかば学園の29人の生

徒さんと、工藤幹夫校長をはじめ12

人の教職員が参加。餅つき、餅の成型、

模擬店の販売などを体験し、お餅とと

ん汁も味わってもらいました。

　「THE餅つき」成功に尽力くださっ
た皆さんに感謝します。来賓の皆さん、

来場ありがとうございました。

（二丁目南自治会広報部・永井洋子）

内藤 真21分15秒（若葉台４丁目）③田

畑哲夫21分58秒（若葉台３丁目）

▽５㌔男子（若葉台地区外）　優勝＝下

条及将16分21秒（青葉区）②山本 雄

16分49秒（戸塚区）③村木大輔17分9

秒（大和市）

▽５㌔ 50歳以上男子　優勝＝石井彰18

分46秒（町田市）②酒井宏和19分20秒（青

葉区）③藤本太一19分49秒（大分県）

▽５㌔ 60歳以上男子　優勝＝中村三郎

18分54秒（緑区）②小野繁利20分20秒

（綾瀬市）③坂上良幸21分27秒（座間市）

▽10㌔一般男子　優勝＝坂元航太31分

57秒（座間市）②坂元健悟34分30秒（栄

区）③中江一之34分35秒（大和市）

▽10㌔ 50歳以上（若葉台地区）　優勝

＝大山昇一郎43分14秒（若葉台２丁目）

②森田正男46分24秒（若葉台４丁目）

③蒲谷知之47分4秒（若葉台４丁目）

▽10㌔ 50歳以上（若葉台地区外）　優勝

＝高橋英雄35分6秒（海老名市）②福山

博文39分23秒（緑区）③佐藤俊一39分

32秒（瀬谷区）

▽10㌔一般女子　優勝＝油井あまね38

分48秒（緑区）②飯島美佳43分10秒（千

葉県）③秋山真理子43分53秒（藤沢市）

（スポーツ・文化クラブ 神尊克己）

れも吹き飛び大きな達成感がわいてき

ます。事故なく無事に終わることがで

き、皆さんに感謝します。

　よし！ 来年も頑張るぞ！

（中央自治会長・市川義昭）

なぜ生物は発光するのか。発光のメカ

ニズムや応用についてやさしく解説

し、観察や発光実験もします。

15日㈬10:00 ～ 11:30木工室（旧西中）
講師＝惣田昱夫さん (元静岡理工科大

学教授・農学博士、若葉台在住 )

参加費＝500円（資料代、コーヒー付 )

お詫びと訂正

　１月１日号（No.377）４面の第18

回グラウンドゴルフ大会開催の記事中

でお名前の間違えがありました。下記

のように訂正し、お詫びいたします。

女子の部

３位　松川栄子（とちのき）スコア58

　二丁目南自治会のビッグイベント

「THE 餅つき」が12月11日、２丁目の

21棟、22棟、丸太公園周辺で盛大に

行われました。前日までに入念な下準

備をし、当日は早朝から約150人のス

タッフが一丸となり、「THE餅つき」
が成功するように頑張りました。メイ

ン企画である100㌔の餅つきでは、あ

んこ・海苔・きなこの三色餅にして提

供しました。

　臼は１週間前から水を張り、当日は

早朝から薪に火をつけ、湯を沸かし、

蒸す作業、つく作業、成型、パック詰

めと、大忙しでした。

　模擬店では、お餅、とん汁、焼きとり、

焼きそば、カツサンド、綿あめ、クジ

すくい…、どれも大好評でした。若葉

台炭焼工芸普及会や「くらしの友」の

　１月３日に開催された第31回若葉

台正月マラソン大会は、400人が参加

し各部門で健脚を競い合いました。各

部門の上位入賞者は次の通りです。

▽２㌔ファミリー親子ペア　優勝＝稲

光文隆・鷲臥7分（港南区）②上村貴史・

悠瑳7分12秒（若葉台）③中田光治・壮

祐7分29秒（町田市）

▽２㌔小学生男子　優勝＝今井 凛6分

28秒（戸塚区）②木村 快6分39秒（旭区）

③知久誠士6分41秒

▽２㌔小学生女子　優勝＝中尾夕菜6分

41秒（町田市）②横谷妃香6分46秒（緑

区）③山村心弥6分47秒（旭区）

▽２㌔一般女子　優勝＝中尾千夏6分19

秒（町田市）②油井まるか6分20秒（緑

区）③竹野鈴奈7分5秒（青葉区）

▽５㌔中学生男子　優勝＝稲光希竜17

分54秒（港南区）②横溝 匠18分17秒（川

崎市）③井上詠祐大18分26秒（緑区）

▽５㌔女子（中学生以上）　優勝＝高橋

倫子22分57秒（金沢区）②正込彩子23

分36秒（戸塚区）③舘田智恵美24分44

秒（保土ヶ谷区）

▽５㌔男子（若葉台地区）　優勝＝水戸

瀬賢悟20分37秒（若葉台２丁目）②

　中央自治会恒例の「餅つき大会」が、

12月18日にしらかし集会所で行われ

ました。

　11時開始に備えて、役員は８時に

集合し、男性陣は３台のかまどを用意

して、薪をくべ、火おこし、湯沸かし、

せいろのセットに餅つきのスタンバ

イ。同時にテントを張り、とん汁・お

でん・フランクフルトの調理。女性陣

は、３色お餅づくりの準備などを担当

しました。

　いつもながら、段取りは大忙しでし

たが、子どもたちの笑顔を見ると、疲

▽若葉台駅伝大会参加チーム

12日㈰ わかばの広場（石の広場）
受付８:10 ～開会式９:10 

スタート10:00

部門（10部門）＝小学４年男子・女

子の部、小学５年男子・女子の部、小

学６年男子・女子の部、中学生男子・

女子の部、一般男子の部 (混合含む )､

一般女子の部

参加資格＝若葉台在住、在勤であれば

参加できます。近隣地域のチームはオ

ープン参加を認めます（参加費あり）

申し込み＝１チーム６人。締め切り

４日㈯ ☎921-0404クラブ事務所
▽市民教養講座：微生物が地球を救う

「光を放つ微生物」

手際よく進められるお餅、とん汁、焼きと

りなど＝２丁目の丸太公園

親子で餅つき、楽しいな

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/

▽地域交流ソフトバレーボール大会

４日㈯13:00 体育館。小中学校の先生、
ＰＴＡ、中学生、地域の皆さんの親善

試合。楽しく交流ができます。

▽３月分テニスコート・野球場抽選会

11日㈷９：00 体育館、木工室
▽ギターで綴る昭和の歌 19日㈰
14：00 ～（受付13：30）木工室。参加

費500円（コーヒー付）、歌集代500円

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（初級9：30 ～、中級

10：50 ～ 60分）４日・11日・18日・

25日の㈯４回、パソコン室
●二胡教室 ６日㈪・７日㈫・20日㈪・
21日㈫音楽室。グループ／個人レッ
スン

●キッズミュージカル／お芝居体験教

室 ８日・22日㈬15：00 音楽室
●初めての油絵教室 ７日㈫・９日㈭・
21日㈫・23日㈭ 10： 00 美術室
●クラリネット教室 ９日㈭・11日㈷・

23日㈭・25日㈯13：00 放送室
●子ども英語教室冬期講座 パソコン

室 放課後時間

Ｋ２・Ｋ４：１日・８日・15日・22

日の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３： ３ 日・10日・
17日・24日の㈮４回
●早朝英会話（初級50分） 10日・17日・

24日の㈮３回パソコン室
●ホームステイ英会話 (中級75分）

９日・23日の㈭２回パソコン室
● Critical Thinking 英会話 ( 上級

75分 )１日・15日の㈬２回 パソコン室
●太極拳講習会 ４日・18日㈯
14：00 ～ 15：30 道場（旧西中格技場）

●いきいき健康体操教室 １日 ･ ８日

･15日・22日㈬の月４回10：00 暖房
音楽室

●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

●卓球教室　４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～ ＊マシン

を使い技術レベルに応じた指導

＊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。25

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。10日㈮・28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 ９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 ～ 16： 30

　１人３冊まで１週間貸出し

・23日㈭ほいくえんであそぼう「消防
署にお散歩に行こう」10：00 ～ 11：30

無料／ランチ交流 11：00 ～ 12：00

※有料。申し込み受付中

☎921-3161若葉台保育園

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝１日㈬・２日㈭・８日
㈬・９日㈭・15日㈬・16日㈭・22日
㈬・23日㈭、11：30 ～▽ケアプラザ
＝７日㈫・10日㈮・21日㈫・28日㈫、
11：45 ～▽ショッピングタウンわか

ば＝24日㈮、11：45 ～

２月のお知らせ

400人が参加して盛大に開催
第 31回  若葉台正月マラソン

●● ●スポーツ・文化クラブ参加募集 ● ● ●
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