
の吹奏楽部卒業生の皆さんへ、26日

の定期演奏会で現役生とＯＢ・ＯＧが

合同演奏します。

　演奏曲＝「木星」など２曲ほど

　指揮＝蟹江龍一先生(元東中顧問)、

　久保晴香先生 ( 現若中顧問 )

　練習予定日＝３月４日㈯・19日

㈰・25日㈯（変更の場合あり）※楽

器を持参できること（前日・当日の

みの参加も可）／問い合わせ＝ wbd_

vosc30wind@yahoo.co.jp

①ゆったり太極拳コース（24式）

楽しみながらの入門編。肩こり、腰痛

に備えて身体作りを始めたい人へ

②規定太極拳コース（24式）

太極拳の内容を深め本格的に取組む初

級編。24式の順番は知っている人へ

③中級規定太極拳コース（48式）

太極拳の形の意味を知りたい中級編。

より一層太極拳の内容を深めたい人へ

※開講は4月。詳細はスポーツ・文化

クラブ事務所

３月26日㈰14：00（13：30開場）　

若葉台中学校体育館　無料

八木節や時代劇メドレー、ディズニー

曲など、楽しい曲を用意しています。

問い合わせ：若葉台中学校

　　　　　　◇

　若葉台中学校および旧東中・旧西中

　３月26日㈰ 10：00 〜 11:30　理科

室（旧西中）

▽実験指導＝くらりか（蔵前理科教室

ふしぎ不思議）▽主催＝電子顕微鏡で

ミクロを観る会▽定員＝25人（３年

生以上、新３年生も可、保護者同伴可）

▽参加費 300円(教材費、傷害保険代)

▽申し込み締切＝10日㈮　

クラブ事務所☎＆   921-0404▽工作・

実験＝牛乳パック、ストローなど身近

なものでホイッスルやストロー笛を

工作して鳴らす。音

はどうやって出るの

か、音が波であるこ

とを勉強します。

　若葉台まちコン第四弾「みんなでお

花見を楽しもう！」を桜まつり当日に

開催します。くつろいだ雰囲気のなか

で会話を楽しみながら、お花見気分も

味わいましょう。前回、12月23日の

第三弾には18人が参加。皆さん、楽

しく過ごしてくださいました。 

▽４月２日㈰13時〜 14時（12時半受

け付け）▽場所：地域交流拠点ひまわ

り（ショッピングタウンわかば内）▽

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

介があればそれ以外の方も可▽会費

2000円▽申し込み締切３月26日㈰▽

問合せ☎090-2741-7468、　　921-1559                     

wakabadaisingle@gmail.com（根本）

主催：若葉台シングルの会

協力：連合自治会、認定ＮＰＯ法人若

葉台、県住宅供給公社、まちづくりセ

ンター、スポーツ・文化クラブ、わか

ば通信舎 

（若葉台シングルの会代表・根本幸江）

・全身運動（健康維持にとって重要）

筋力の維持増強、血流の促進、体温の

低下抑止、関節の可動域を広げる

・動作中の姿勢を意識する

意識することが、首筋の緊張緩和や背

筋の歪みの矯正につながります

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/

▽４月分テニスコート・野球場抽選会　

11日㈯９：00　体育館、木工室

▽学校開放施設利用調整会（４・５月分）

12日㈰17：00（西地区）、18：00（東地区）

木工室（ナイターは９：00）

▽ピアノで綴る昭和の歌　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日の㈯３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 １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㈭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・

29日の㈬５回／Ｋ１・Ｋ３：３日・10日・

17日・24日・31日の㈮５回

●早朝英会話（初級50分） 10日・17日・

24日・31日の㈮４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・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　３ 月 11 日㈯ 15：00 〜

17：00。小学生以上20人。100円。上履

き持参。申し込み当日15分前〜

●インラインスケート！で遊ぼう　３月

28日㈫〜 30日㈭９：30 〜 11：30。小学

生15人。2500円（レンタル料含む）申

し込み11日㈯〜。＊体育室で滑るロー

ラースケート。シューズ、ヘルメット、

プロテクターはレンタル

●ＫＡＲＡＤＡいきいき講座　ヨガ第

１期　４月５日・19日、５月17日・31

日、６月７日・21日、７月５日・19日（水

曜全８回）９：20 〜 10：20と10：30 〜

11：30のどちらかを選択。一般各17人。

3600円。申込み８日㈬〜

●ＫＡＲＡＤＡいきいき講座　リフ

レッシュ体操中級コース第１期　４月

10日・17日、５月１日・８日・15日・29日、

６月５日・12日・19日、７月３日・10日（月

曜全11回）13：30 〜 15：00。一般70人。

4400円。申し込み14日㈫〜

●ＫＡＲＡＤＡいきいき講座　リフ

レッシュ体操上級コース第1期　４月７

日・14日・21日・28日、５月12日・19

日・26日、６月２日・９日・16日・23

日、７月７日・14日・21日（金曜全14回）

10：30 〜 12：00。一般70人。5600円。

申込み16日㈭〜

●男の料理教室～初級から中級編～第

１期　４月20日、５月18日、６月15

日、７月20日、８月17日（木曜全５回）

10：00〜 13：00。一般男性16人。4500円。

申し込み30日㈭〜

＊月に１回年間通して行います。季節に

あわせて、スーパーで手に入る食材・調

味料で作る和食。料理２〜３品とご飯。

家庭で使えるコツを学びます

＊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課　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

申し込み・問い合わせは保育園へ

※横浜市立若葉台保育園は４月から社

会福祉法人山百合会に民間移管されま

す。今までたくさんご利用いただき、あ

りがとうございました。

☎921-3161若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

▽ゆるやか体操　75歳以上の自分でケ

アプラザに来られる方。いすに座って行

う体操と茶話会。４月〜９月の毎週月曜

（祝日休み）10：30 〜 12：00。（初回は

４月３日）。参加費300円／回。定員25

人

▽らくらく体操　75歳以上の自分でケ

アプラザに来られる方。いすに座って行

う体操。４月〜９月の毎週月曜（祝日休

み）13：30 〜 14：30。（初回は４月３日）。

参加費200円／回。定員25人

※申込みは、共に３月６日㈪〜 15日㈬。

来館または電話にて受付／応募者多数

の場合は抽選

▽なかよし親子体操　４月〜９月の第

２火曜。10：30 〜 11：30。２階多目的

ホール。２〜３歳児とその保護者。定員

親子15組。講師は健康づくりＡｉ田村

愛子さん。参加費500円／回。※保育は

３人まで（500円／回）

申込み３月14日㈫〜 21日㈫来館にて受

付　※応募者多数の場合抽選

▽マンドリンコンサート　３月11日㈯
13：30 〜　２階多目的ホール

出演＝わかばマンドリーノ

曲目＝ローレライ、影を慕いて、夜のタ

ンゴなど／無料、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㈭・８日㈬・９日㈭・

15日㈬・16日㈭、11：30 〜▽ケアプラ

ザ＝７日㈫・10日㈮、11：45 〜

コミュニティハウス

▽「桜の中を里山ガーデンまで散歩」

「里山ガーデン」はズーラシア動物園に

隣接する「全国都市緑化よこはまフェ

ア」の大花壇です。

４月３日㈪、予備日６日㈭　出発9：30、

解散13：30頃／集合・解散＝コミュニ

ティハウス／募集20人。参加費300円。

申し込み11日㈯〜

▽「60才代から始められる健康ヨーガ」

春の教室募集

日常生活にらくらく取り入れられる「生

活ヨーガ」で身体機能を整える

４月13日・27日の㈭２回、10：30 〜

12：00。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500円

( ２回分 )。申し込み13日㈪〜

※共に申し込みは直接または電話で、定

員になり次第締切。☎922-3221（受付

は10時から、火曜と金曜は休館）

3月のお知らせ

♬♬

若葉台シングルの会  イベント第四弾

「みんなでお花見を楽しもう！」
―若葉台まちコン―

「くらりか」の理科教室
音はどうして出るの？「笛と音」
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