
　東自治会員の文化・芸術活動のお披

露目の場である、恒例の「第６回ゆず

りは美術館」が３月26日から28日ま

での３日間、ゆずりは集会室で開催さ

れ、331人が来場しました。

　18組が出展され、つるし雛をメイ

ンテーマに、絵画、写真、彫刻、グラ

スアート、俳句、アクセサリー、陶芸、

子どもみこしなど多数の作品が会場い

っぱいに展示されました。特に、つる

し雛、 グラスアート、文字彫刻は一見

　2017年度若葉台ソフトボールリー

グ戦が開幕しました。ソフトボール連

合傘下の10チームが参加し、３月19

日、日向根グラウンドで開会式が行

われました。峰松三四男若葉台ソフト

ボール連合会長の開会挨拶、前年度優

勝のビートルズ川上英成選手ほかの優

勝カップ返還に続き、同率優勝のロビ

ンズ祖父江智明選手の力強い選手宣誓

が、今シーズンの熱戦を期待させます。

　今年はリーグ戦開始35周年の節目

の年です。1982年の発足時はロビン

ズＡ・Ｂ（第一自治会）、Ｇ・リーブ

ス（東自治会）、ビートルズＡ・Ｂ（二

丁目南自治会）の５チームでスタート

し、年齢も40歳前後が中心選手でした。

今ではシニア年齢層になった当初のメ

ンバーに若葉台で育った次世代の若者

が加わり、ソフトボールを楽しみなが

らリーグ戦を通じて交流し、共にまち

づくりに貢献しています。

　来賓の山岸弘樹連合自治会長、南宏

市朗スポーツ・文化クラブ理事長、磯

本桂太郎神奈川県議会議員、吉川直季

横浜市議会議員からも激励の挨拶があ

りました。

　自治会恒例の「お花見」が、３月

30日にとちのき広場で行われました。

　今年は桜が咲いておらず残念でした

が、澄み切った青空の下で、さくら会

の皆さんが前日から仕込み、用意した

炊き込みご飯、漬物、菜の花のお浸し、

果物、団子が並び、桜に負けない彩り

と味覚を楽しみました。

　たくさんのご馳走で、ビールやお酒、

お茶を酌み交わし談笑する年配の方や

の価値があり、また油絵では100号の

大作が出展され圧巻でした。

　「ゆずりは美術館」は、年々その人

気が高まっています。若葉台近郊のみ

ならず遠方からもご来場いただきあり

がとうございました。

（ゆずりは美術館実行委員会）

子どもたちの楽しそうな声は、温かく

和やかで素敵なお花見になりました。

　準備いただいた自治会役員、さくら

会、友愛活動推進委員、民生児童委員

の皆さまに感謝します。

（とちのき自治会広報部・堀 雄一）

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/

▽「西沢渓谷ハイキング」参加者募集

新緑の西沢渓谷を歩く。笛吹川フルー

ツパークも見学、マイクロバス利用。

12日㈮ ７：30地区センター前集合。

20人募集。参加費3500円程度

募集締切５日㈮／定員になり次第締切

▽「三世代輪投げ大会」参加者募集

６月３日㈯ ９：15集合 横浜わかば

学園体育館。受付期間５月13日㈯～

27日㈯（各自治会体育部長へ）

三世代（小学生～ 19歳、20歳～ 59歳、

60歳以上）９人のチームで参加／オー

プン参加も可

▽６月分テニスコート・野球場抽選会

13日㈯９：00 体育館、木工室

▽世界トライアスロン横浜大会給水ボ

ランティア活動 14日㈰７：30 ～ 14：

00 横浜象の鼻パーク

▽学校開放施設利用調整会（６・７月

分）14日㈰17：00（西地区）、18：00

（東地区） 木工室（ナイター９：00）

▽第８回定期総会 20日㈯10：00 体

育館 ※事務所受付業務休止

▽ピアノで綴る昭和の歌 21日㈰
14：00 ～木工室（受付13：30）

参加費500円（コーヒー付／歌集代別）

▽ニュースポーツ教室 27日㈯９：30

体育館、サブグラウンド（旧西中）

▽オール若葉台テニス大会 28日㈰
８：00日向根コート、８：30わかばコート

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 ６・13・27日の㈯パソ

コン室 初級９：30、中級10：50（60分）

●二胡教室 １日㈪・２日㈫・15日㈪・

16日㈫・29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 10日・24日の㈬15：00 音楽室

●油絵教室 ９日㈫・11日㈭・23日㈫・

25日㈭ 10：00 美術室 ※３カ月体験

コースもあります

●クラリネット教室 11日㈭・13日㈯・

25日㈭ 13：00 放送室

●子ども英語教室春季講座（50分)

パソコン室 放課後時間

Ｋ２・Ｋ４：10日・17日・24日・31

日の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３：12日・19日・

26日の㈮３回／Ｓ６：11日・18日・

25日の㈭３回

● Critical Thinking 英会話（75分）

10日・24日の㈬２回 パソコン室

●ホームステイ英会話（75分）

11日・25日の㈭２回 パソコン室

●早朝英会話（75分） 12日・19日・

26日の㈮３回 パソコン室

●太極拳講習会 ６日・13日・20日・

27日㈯ 入門コース13：00 ～月４回、

初級・中級14：15 ～月２回 格技場

●健康は長寿への第一歩～いきいき健

康体操教室 10日・17日・24日・31日

の㈬の月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 ･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 13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分前から。

●バドミントン教室 13日㈯15：00 ～

17：00。小学生以上20人。100円。上

履き・ラケット持参。申し込み当日15

分前から。

●おもちゃ病院第１回 ６月３日㈯
10：00 ～ 14：00 幼児～小学生とその

保護者15組。無料。申し込みは５月

10日㈬～／電話予約は11日㈭～
●人の話をよく聞く子を育てる！わか

ば読み聞かせ隊！ 20日㈯11：00 ～

11：30。未就学児と保護者20人位。無料。

当日プレイルームへ。＊わらべうたや

絵本、紙芝居の読み聞かせなど

●苔玉講習会 6月10日㈯ 10：00 ～、

11：00 ～、12：00 ～。小学生から一

般各12人／保護者がいれば幼児も可。

600円。申し込み５月20日㈯～ ＊好

きなお皿を選んで苔玉を作って飾りま

す。父の日のプレゼントにも！

●ＢＡＢＹピラティス～赤ちゃんと一

緒にリラックス～ ６月15日㈭10：30

～ 11：30。生後１カ月～１歳までの

赤ちゃんと保護者８組。500円。申し

込み５月25日㈭～ ＊赤ちゃんとの触

れ合いを通して、産後の疲れた体をほ

ぐして心を癒やします

※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。27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。12日㈮・23日㈫ 10：00 ～ 14：40。

地域ケアプラザ多目的ホール。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

▽赤ちゃん教室 ５月はお休みです。

▽若葉台保育園に遊びに来ませんか

若葉台保育園では、親子が一緒に遊んで

いただく園庭開放をしています。

・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

☎921-3161 若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

▽横浜国大吹奏楽団コンサート

27日㈯13：30 ～ 14：30

場所＝若葉台地区センター体育室

出演＝横浜国大吹奏楽団

無料、当日直接会場へ。※会場がいつも

と違います。上履き持参

▽歌声広場 26日㈮ 13：30 ～ 15：30、

地域ケアプラザ２階多目的ホール。

童謡唱歌～昭和歌謡などを皆さんで楽

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

☎923-8831 地域交流 掛札

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝10日㈬・11日㈭・17日㈬・

18日㈭・24㈬・25日㈭・31㈬、11：30

～▽ケアプラザ＝２日㈫・12日㈮・16

日㈫・26日㈮、11：45 ～▽ショッピン

グタウンわかば＝19日㈮、11：45 ～

看護フェスティバル
―看護の心をみんなの心に―

横浜旭中央総合病院

12日㈮ 13：00 ～ 15：00 若葉台中央

ふれあい広場／雨天時は病院内１階外

来前。

骨密度測定（受付14：30 まで）、血糖

値測定、身体測定、薬相談・栄養相談・

福祉相談・看護相談など無料

☎921-6111 看護フェスティバル担当

５月のお知らせ

「つるし雛」と作成者の１－８棟 栃堀冽子さん（右） ご馳走と旨いお酒で、話も弾みました

ロビンズ・祖父江智明選手の力強い選手宣誓

つるし雛をメインテーマに
東自治会

「第６回 ゆずりは美術館」

35 周年の節目の年を迎えた
若葉台ソフトボールリーグ戦開幕

ご馳走とお酒を楽しみました

とちのき自治会の
「お花見」
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