
　第36回のオール若葉台テニス大会が、

５月28日に日向根コートとわかばコー

トで開催されました。

　７チ－ムによる変則２リ－グ分け（２ブ

ロック）、各チ－ム２対戦による対抗戦形

式とし、チ－ムの勝利数、獲得ポイント数、

獲得ゲ－ム数により順位を決定しました。

　優勝　あかね、２位 もみじ、３位 　

ゆりのき、４位 東、５位 第一、６位 

Ｍ２（クラブ団体）、７位 やまもも

あかねテニスクラブの前田千秋さんの

コメント

　「久しぶりの優勝の誉れに接し、部員

一同、大変喜んでいます。部員の高齢

化という避けられない課題があります

が、日々の鍛練とチームワークで次の

大会までの一年を乗りきっていきたい

と思います。大会を成功裡に運営して

くださった関係者に感謝します。賞品

で小宴を開き、美酒に酔いしれました」

　長いようであっという間に過ぎてい

く夏休み。朝は涼しいところで学校の

宿題や勉強をし、そのあとはみんなで

わいわいガヤガヤ、いろいろなスポー

ツを体験。お昼を食べて、午後からは

図書館で本を読んだりプールで遊んだ

りの自由行動。科学の時間や英語の時

間、映画鑑賞もあります。

①７月31日㈪～８月４日㈮

②８月14日㈪～18日㈮　いずれも５日間

　旧西中内「ふれあいにし」、体育館、

校庭、図書館、特別教室など／参加費

は掲示ポスターで告知します。

　30人募集・先着順。申し込みは７月

６日㈭〜　☎921-0404　スポーツ・文

化クラブ事務所　※子どもの宿題・勉

強を見てくださる方（高校生・大学生・

大人）も募集しています。

　夏まつりに合わせて、若葉台まちコ

ン「みんなで花火を見よう」を開催し

ます。みんなで花火を間近に見て、夏

の思い出を楽しく共有しましょう。前

回の第４回は26人が参加しました。

▽７月29日㈯ 17時～ 21時（16時半受

け付け）▽会場：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▽申し込み

締切 22 日㈯▽会費 2000 円▽問合せ

☎090-2741-7468、 　045-921-1559

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、ス

ポーツ・文化クラブ、県住宅供給公社、

まちづくりセンター、わかば通信舎

（若葉台シングルの会代表・根本幸江）

　学校の近隣地域の皆さんに、横浜わか

ば学園をより知っていただく目的で、今年

もオープンスクール（授業参観）を行い

ます。月曜日から土曜日まで、都合のよ

い日に参観できます。気軽に児童・生徒

の学校生活や学習の様子をご覧ください。

７月10日㈪～ 15日㈯

Ａ部門（肢体不自由教育部門）

　　９：40 ～ 11：55

Ｂ部門（知的障害教育部門）

　　９：00 ～ 12：40

＊事前予約不要、必ず玄関で受け付けを

お願いします／15日㈯にはコミュニティ

ハウスの「成果発表会」も行われます。

問い合わせ：横浜わかば学園副校長　

　小林・松山☎923-1300

優勝したあかねテニスクラブの皆さん

あかねテニスクラブ優勝

第 36 回オ－ル若葉台
テニス大会

夏休み子どもの広場　
参加者募集

若葉台シングルの会イベント第５弾
７月29日に「みんなで花火を見よう」

―若葉台まちコン―

地域の皆さんの来校大歓迎

横浜わかば学園
オープンスクール

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/

■市民教養講座2017「花粉のひみつに

せまる」―若葉台の草花の花粉を顕微

鏡で観る―参加者募集　６日㈭10：00

～ 11：30、木工室（旧西中北棟）

参加費500円（資料代・コーヒー付）

講師：埼玉県立自然の博物館学芸員の

木山加奈子さん（植物学専門）

▽ペタンク大会 ２日㈰８：45集合、

サブコート（旧西中）

▽８月分テニスコート・野球場抽選会　

８日㈯９：00　体育館、木工室

▽自治会対抗ソフトボール大会　予選

９日㈰８：30開会式　日向根球場

決勝戦16日㈰９：00試合開始

▽学校開放施設利用調整会（８・９月

分）９日㈰17：00（西地区）、18：00（東

地区）、９：00（ナイター）木工室

▽ピアノで綴る昭和の歌 16日㈰
14：00、木工室（受付13：30)　参加費

500円（コーヒー付・歌集代別）

▽カヤック教室　23日㈰９:30　参加

事前申し込み

▽夏まつり29日㈯、市長選挙30日㈰
のために事務所閉鎖（受付業務中止）

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　１・８・22日㈯パソコ

ン室　初級９：30、中級11：00（60分）

●二胡教室　３日㈪・４日㈫・17日㈪・
18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　12日・26日の㈬15：00　音楽室

●初めての油絵教室　４日㈫・６日㈭・
18日㈫・20日㈭10：00　美術室

●クラリネット教室　８日㈯・13日㈭・
22日㈯・27日㈭13：00　放送室

●子ども英語教室　パソコン室　放課

後時間　Ｋ２・Ｋ４：５日・12日・19

日の㈬３回／Ｋ１・Ｋ３：７日 ･14日・

21日の㈮３回／Ｓ６：６日・13日・20日・

27日の㈭４回

●早期英会話（初級50分）14日・21日・

28日の㈮３回、パソコン室

● Critical Thinking 英会話（75分）

５日・19日の㈬２回、パソコン室

●ホームステイ英会話（75分）６日・

20日の㈭２回、パソコン室

●太極拳講習会 １日・８日・15日・

22日の㈯入門コース13：00 ～月４回、

初級、中級14：15 ～月２回　格技場

●いきいき健康体操教室　５日・12日・

19日・26日の㈬４回10：00体育館 

●健康呉式太極拳講習会　21日㈮
10：00 ～経絡太極拳８式、格技場

●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・バドミントン教室　8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。

●人の話をよく聞く子を育てる！わ

かば読み聞かせ隊　15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。＊大型絵本「だ

るまさんの」や紙芝居など。

●今年もやるよ映画上映会「ペット」　

27日㈭10：00 ～ 12：00、どなたでも

100人。無料。15日㈯12：00 ～入場券

配布　＊ミニオンズスタッフ最新作

●クルックルッ　みんなでクレープ作り　

８月１日㈫10：00 ～ 13：00。小学生

16人。500円。申し込み15日㈯～

●Ｋｉｄｓ茶道　８月２日㈬・３日㈭・
５日㈯（全３回）10：00 ～ 11：30。

小学生（親見学可）10人。1000円（お茶

菓子代含む）。申し込み15日㈯～

●ＤＩＹこども工作教室　８月４日㈮
9：30 ～ 11：30。小学生20人。500円。

申し込み15日㈯～

●ＢＡＢＹピラティス　８月17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27日㈭～

●野菜を作って食べよう～種まきか

ら収穫まで体験しよう～　８月26日、

９月16日・30日、10月 14日・28日、

11月11日・25日、12月２日10：00 ～

12：00（土曜全８回 ) 親子でも一般で

も10人（組）。2500円。申し込み８月

５日㈯～　＊ＮＰＯ法人若葉台協力の

もと、苗や種から植えて育てます。

●ママヨガ（保育付）　８月30日㈬

10：00 ～ 11：00。子育て中のママ12人。

500円（保育代は別に1人300円）申し

込み８月２日㈬～

※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。８日㈯　

２丁目なのはな公園（通称パンダ公園）、

22日㈯大貫谷公園　９：40 ～ 14：00 

▽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。14日㈮・25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　13日㈭10：00～ 11：30。

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

・13日㈭　ほいくえんであそぼう

「水遊び」10：00 ～ 11：30　無料／ラン

チ交流会　11：00 ～ 12：00　※有料／

いずれも申し込み受付中

・プール開放　８月１日㈫～ 25日㈮11：

30 ～ 12：00（14日㈪～ 19日㈯は休み）

無料、予約不要、水着持参

※オムツのお子さんは水あそびになり

ます。10：30頃～ 11：30

☎921-3161若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

▽雨宮知子童謡コンサート　15日㈯
13：30 ～ 14：30（ 開 場 13：15 予 定 ）

ケアプラザ２階多目的ホール。無料、直

接会場へ。

▽歌声広場　28日㈮ 13：30 ～ 15：30　

ケアプラザ２階多目的ホール

童謡唱歌～昭和歌謡などをみなさん楽

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

☎923-8831　地域交流

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝5日㈬・6日㈭・12日㈬・

13日㈭・15日㈯、11:30 ～▽ケアプラ

ザ＝４日㈫・14日㈮、11：45 ～▽ショッ

ピングタウン＝７日㈮、11：45 ～

▽カフェわかば　火曜～金曜10:00 ～

14:30（金曜のみ13:00まで）

※7月の最終営業日は15日㈯

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

講演会「介護施設のお話し」

　デイサービス、特養、老健、サ高住、

ケアハウス、グループホームなど、介護

（福祉）施設の違いについて

　 ７ 月 ６ 日 ㈭　13：30 ～ 15：00　

地域ケアプラザ　無料、直接会場へ

▽講師：池田智恵子地域ケアプラザ所長

▽主催：若葉台地区保健活動推進員会

７月のお知らせ
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