
　第15回多世代交流「みんなあつまれ」

が、５月５日の子どもの日に、若葉台

地区社会福祉協議会と若葉台子育てさ

さえあい連絡会の共催で開催されまし

た。若葉台公園多目的グラウンドには、

老若男女が集まり楽しみました。

　みんなで楽しむ運動コーナーでは、

なわとび、グラウンドゴルフ、ドッチ

ビー、缶ポックリ、ベーゴマ、コマ、

ケン玉、輪投げ、シャボン玉など。手

作りで楽しむコーナーでは、折り紙、

カブトづくり、こいのぼりづくり、そ

して飛行機を製作し飛行の指導を受け

楽しみました。イベントでは、おどり

連による踊り、チアリーディング、太

鼓、そして太鼓の体験コーナーで、和

　くらりか理科教室を３月26日に旧

西中の木工室で開催しました。参加者

は小学生５人とお父さん１人とシニ

ア１人。講師は

くらりかの雨谷

さん、高橋さん、

池田さん。教材

の牛乳パックと

ペットボトルふ

たで「紙ホイッ

スル」、ストロー

と紙コップで「ス

トロンボーン」

を作りました。

　「ストロンボー

気あいあいの時間をすごしました。

　若葉台中学校の自然科学部生徒によ

る実験と若葉台の野草の天ぷらの試食

コーナーもあり、模擬店コーナーでは

綿菓子を無料配布。

　若葉台にお住まいの皆さん、遠方よ

りお越しの皆さん、楽しいひと時をお

過ごしいただけたでしょうか。

（地区社協事務局・奥村利夫）

ン」作りは少し難しいです。穴を開け

た紙コップに太いストローをさし、さ

らに細いストローを重ね合わせ、吹き

口を斜めに切り、リードを取り付けま

す。鳴らしてみると「ブーッ」と面白

い音がします。細いストローを押した

り引いたりすることで、音の変化も楽

しめます。

　　　　　　　◇

蔵前理科教室ふしぎ不思議

（通称：くらりか）

　東京工業大学の同窓会である蔵前工

業会の傘下組織です。理科の面白さ、

楽しさを知ってもらうべく理科教室活

動を行っているボランティアグループ

です（2005年結成）。昨年度は512回

の教室を開催し、1万5500人の小中学

生が参加しました。

（電子顕微鏡でミクロを観る会代表・

惣田昱夫）
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■「にっこり二胡教室成果発表会」

19日㈪ 15：00 ～ 16：00（開場14：30）　

ショッピングタウンわかばのダイニン

グ「春」、入場料500円（コーヒー、プ

チデザート付）。チケット事前購入／連

絡先：氏永☎090-8478-4423

■「初めての油絵教室５周年記念展示

会」　24日㈯～ 7月1日㈯　美術室（旧

西中北棟２Ｆ）

■オール若葉台卓球大会（主管中央

自治会）参加者募集　25日㈰ 9：20 ～　

地区センター体育室／募集３日㈯～ 16

日㈮、参加希望者は自治会体育部長ま

で。５チームに分けて編成

■ＮＰＯ若葉台理事長杯ペタンク大会

（主管とちのき自治会）参加チーム募集　

７月２日㈰9：00 ～　旧西中サブコート、

募集11日㈰～ 25日㈰／自治会毎に３人

１組で、自治会体育部長まで

■自治会対抗ソフトボール大会自治会

参加チーム募集　７月９日・16日㈰
９：00　日向根球場・若葉台球場／トー

ナメント方式、16日決勝戦。募集10日

㈯～ 24日㈯、自治会体育部長まで

▽横浜開港祭体験プログラム出演

( フォークダンスわかば）　３日㈯
12：00 ～ 13:00 開港祭会場円形プラザ

▽三世代輪投げ大会（主管北自治会） 

３日㈯９:30　わかば学園体育館

▽７月分テニスコート・野球場抽選会　

10日㈯9：00　体育館、木工室

▽親子で楽しむミニバス教室　18日㈰
９：30 ～若小体育館、元全日本小畑亜

希子コーチの指導

▽「有用微生物の検索と活用」説明会　

18日㈰10：00 ～　旧西中木工室

▽楽器で綴る昭和の歌 18日㈰
14:00 ～木工室 ( 受付13:30)

参加費500円（コーヒー付／歌集代別）

▽卓球大会（主管中央自治会）　25日㈰
9：20　地区センター体育室

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　３・10・24日㈯パソコ

ン室　初級９：30、中級11：00（60分）

●二胡教室　５日㈪・19日㈪　音楽室 

グループ／個人レッスン

●お芝居体験教室／キッズミュージカ

ル 21日・28日の㈬15：00　音楽室

●初めての油絵教室　６日㈫・８日㈭・

20日㈫・22㈭　10：00　美術室

●クラリネット教室　８日㈭・10日㈯・

22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：

７日・14日・21日・28日の㈬４回／Ｋ１・

Ｋ３：２日 ･ ９日・16日・23日・30日

の㈮５回 /Ｓ６：１日・８日・15日・22日・

29日の㈭５回

● Critical Thinking 英会話（75分）

７日・21日の㈬２回　パソコン室

●ホームステイ英会話（75分）

8日・22日の㈭２回　パソコン室

●早朝英会話（75分）　９日・16日・23

日の㈮３回　パソコン室

●太極拳講習会 10日・17日㈯入門コー

ス13：00 ～月２回、初級10日、中級17

日14：15 ～月１回 道場（格技場）

●ゆっくり動いて若がえり～いきいき

健康体操教室　７日・14日・21日・28

日の㈬４回　10：00　体育館

●健康呉式太極拳講習会　16日・30日

㈮10：00 ～ 11：30　月２回、経絡太極

拳８式　道場（格技場）。大陸武術協会

陸瑶先生の指導

●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　10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　10日㈯15：00 ～

17：00。小学生以上20人。100円。上履

き・ラケット持参。申込15分前から

●若葉台カルチャースクール共催事業　

浴衣の着付けとヘアアレンジ～髪型も

浴衣もバッチリ決めて若葉台夏まつり

に行こう！～　7月29日㈯　14：00 ～

16：00。小学生以上の女性（低学年は保

護者同伴）15人。1000円。ヘアアレン

ジのみ、着付けのみは600円。申し込み

７月8日㈯～。※若葉台夏まつり延期の

場合は中止

●若葉台青少年指導員共催事業　ペッ

トボトルロケットを作って飛ばそう　

7月17日 ( 祝 )9：30 ～ 12：00。小学生・

中学生（小学生は親子同伴）25組。500円。

申込7月1日㈯～。

●チョットヨッテミテ座　笑って元気

寄席！　６月17日㈯　13：30 ～ 14：30。

中学生以上40人。無料。申込み当日

13：00から開場。横浜市職員落語愛好

会

●はじめての韓国語　7月31日、８月７

日・14日・21日（全４回月曜）10：00

～ 11：30。一般20人。2000円。申込7

月10日㈪～。＊韓国語をカードなどを

使い分かりやすく学びます。

※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。24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。9日㈮・27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　８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

今月から“ほいくえんであそぼう”が

始まります。予約制です。

・育児講座「離乳食講座」　15日㈭　

10：00 ～ 11：00　※有料／申込受付中

・29日㈭　ほいくえんであそぼう「七夕

の飾りを作りましょう」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

若葉台地域ケアプラザ
▽若葉台混声合唱団コンサート

17日㈯　13：30 ～ 14：30　地域ケアプ

ラザ２階。無料、直接会場へ

出演＝若葉台混声合唱団

▽生活に役立つペン字講座

７月５日・12日㈬２回　10：00～12：00　

地域ケアプラザ２階ボランティアルー

ム。参加費200円。持ち物：鉛筆、ボー

ルペン、万年筆等、プラスチックの下敷

き／暑中見舞い用に氏名や住所、文面を

練習しはがきを書きます。申込15日㈭
～ 26日㈪窓口または電話で

☎923-8831　地域交流

横浜わかば学園
▽パン工房

わかば学園＝1日㈭・7日㈬・8日㈭・14

日㈬・15日㈭・21日㈬・22日㈭・28日㈬・
29日㈭、11：30 ～▽ケアプラザ＝6日㈫・
9日㈮・20日㈫・23日㈮、11：45～▽ショッ

ピングタウン＝16日㈮

コミュニティハウス
▽コミュニティハウス利用サークル「成果

発表会」　7月15日㈯～16日㈰　

10：00 ～　わかば学園コミュニティハウス

全館／演目＝フォークダンス、フィットネ

ス体操、楽器演奏、フラダンス、マジック、

太極拳、着付け教室、茶道

作品展示＝立体画、バードカービング、

絵手紙、色鉛筆画、日本画、パッチワーク、

書道、俳句、折り紙、鎌倉彫など

▽「60歳代から始められる健康ヨーガ」

夏の教室参加者募集　日常生活に取り入

れられる「生活ヨーガ」で身体機能をとと

のえます。

７月13日㈭・27日㈭の２回コース　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12日㈪～。直接また

は電話で、定員になり次第締切。☎922-

3221（10時から受付、火曜と金曜は休館）

６月のお知らせ

「みんなあつまれ」の会場風景＝５月５日、

若葉台公園多目的グラウンド

たくさんの人出で盛大に開催
多世代交流

「みんなあつまれ」

牛乳パックやストローで
笛を作って音を科学しよう

くらりか理科教室
（第２回）開催
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