
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/

■ナイターフットサル大会参加チーム

募集　18日㈷13：00受付　若葉台中学
校グラウンド

一般の部（中学生以上）12チーム

小学生の部（中学生以上の女子と小学生

の混成チーム）16チーム　※参加費1000

円／チーム。申し込み締め切り13日㈬
■対抗ソフトバレーボール大会参加

チーム募集　24日㈰９：00開会式（8：45
集合）体育館（旧西中）申し込み締め

切り16日㈯／各自治会体育部長へ
▽地域交流ソフトボール大会　２日㈯
９：30集合　グラウンド（旧西中）

▽10月分テニスコート・野球場抽選会　

９日㈯9：00体育館、木工室
▽学校開放施設利用調整会（10・11月分）

10日㈰17：00（西地区）、18：00（東地
区）、９：00（ナイター）木工室

▽健康呉式太極拳講座 １日・15日の㈮
２回10：00 ～格技場

▽クラリネットで綴る昭和の歌　17日

㈰14:00 ～木工室（受付13:30）参加費
500円（コーヒー付／歌集代別）

▽秋季テニス大会　10月１日㈰８：30
日向根公園テニスコート

▽文化祭関連日程　

9日㈯13：00ステージ出演者説明会・催
事参加者説明会 パソコン室

16日㈯13：00第３回実行委員会　パソ
コン室

▽大貫谷公園テニスコート全面改修工

事のお知らせ 

９月～ 11月（詳細日程未定）。工事期間

中はコートを利用できません。

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　２日・９日・16日・23

日の㈯４回、16日は課外授業
初級９：30、中級10：50パソコン室

●二胡教室　４日㈪・５日㈫は放送室、
18日㈪・19日㈫は音楽室
●お芝居体験教室／キッズミュージカル　

13日・27日の㈬２回15：00放送室
●初めての油絵教室 ５日㈫・７日㈭・
19日㈫・21日㈭美術室
●クラリネット教室　９日㈯・14日㈭・
23日㈯・28日㈭13：00放送室
●子ども英語教室秋期講座　パソコン

室放課後時間　Ｋ２・Ｋ４：６日・13日・

20日・27日の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３：１日・

８日・15日・22日・29日の㈮５回／Ｓ６：
７日・14日・21日・28日の㈭４回
● Critical Thinking 英会話（75分）

６日・20日の㈬２回パソコン室
●ホームステイ英会話（75分）

14日・28日の㈭２回パソコン室
●早朝英会話（50分）８日・15日・22

日の㈮３回パソコン室
●太極拳講習会　入門コース２日・９

日・16日・23日・30日㈯13：00 ～、初
級２日・16日14：15 ～、中級９日・23日・

30日14：15 ～格技場

●いきいき健康体操教室　６日・13日・

20日・27日の㈬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・バドミントン教室　２日

㈯ 15：00 ～ 17：00共に小学生以上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　16日㈯11：00～ 11：30
未就学児と保護者約20人。無料。当日

地区センタープレイルームへ　＊わら

べうたや絵本、紙芝居の読み聞かせ、

手遊びなど

●おもちゃ病院第２回　10月 7日㈯ 
10：00 ～ 14：00幼児～小学生とその保

護者15組。無料。申込16日～、電話予

約17日～

●プリザーブドフラワーでハロウィーン

かざり　10月８日㈰ 10：00 ～ 11：30 
小学生20人（低学年は保護者同伴）。

1000円。申し込み17日㈰～
●中国の家庭料理を学ぼう　10月10 

日、11月14日、12月12日、１月９日、

２月６日（火曜全５回）10：00 ～ 13：00

一般16人。4000円。申し込み19日㈫～
●秋のお楽しみ　みんなでお芋ほり 10

月21日㈯13：00 ～ 15：00、どなたでも
40組（小学生低学年以下は保護者同伴）。

500円（３株分）。申し込み30日㈯～
●ＢＡＢＹピラティス～赤ちゃんと一緒

にリラックス～　10月19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28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。

９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。８日㈮・26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

▽赤ちゃん教室　14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 ～ 17：00

　一人３冊まで一週間貸出し

・ほいくえんであそぼう 「ふれあいあそ

び」21日㈭０歳児親子。無料。申し込
み受付中。

・ランチ交流会 21日㈭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

▽ゆるやか体操・らくらく体操

①ゆるやか体操　10月２日～来年３月26

日の毎週月曜10：30 ～ 12：00、参加費

300円。定員25人／内容：体操・茶話会(菓

子付き )

②らくらく体操　10月２日～来年３月26

日の毎週月曜13：30 ～ 14：30、参加費

200円。定員25人／内容：体操

①②共に概ね75歳以上の方で、自分で

地域ケアプラザまで通える方。

※申し込みは共に９月４日㈪～ 14日㈭。
来館または電話で受付／応募多数の場

合は抽選

▽歌と落語の会 わかばふれあい寄席

9月30日㈯13：30 ～ 15：30（開場13:10
予定）地域ケアプラザ２階多目的ホール、

出演：濱乃志隆さん

☎923-8831関（地域交流）

横浜わかば学園

▽パン工房 

わかば学園＝6日㈬・7日㈭・13日㈬・
14日㈭・20日㈬・21 日㈭・27日㈬・28
日㈭10:00 ～（焼き上がり次第随時販売）
▽ケアプラザ＝8日㈮・22日㈮・26日㈫・
29日㈮、11：45 ～▽ショッピングタウ
ン＝15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）

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

●子育てママのヘルスアップ教室

　ママも元気で楽しい子育て

　子どもの救急法、健康チェック

　７日㈭10：00 ～ 11：30（受付９：30）
地域ケアプラザ２階　無料、直接会場へ

０歳から未就学児の親子（大人のみの

参加も可）※持ち物 室内履き、水分、

タオル▽主催：若葉台保健活動推進委

員会▽協力：横浜市体育協会、旭消防

署若葉台出張所

●講演会「心の健康づくり」

　あれ物忘れ？　認知症？　何か変？

　21日㈭10：00 ～ 11：30 
地域ケアプラザ２階　無料▽講師：髙
野正明林間メンタルクリニック精神科

医師▽主催：若葉台街ぐるみ健康づく

り教室▽運営：若葉台保健活動推進委

員会　※よこはま健康スタンプラリー

の対象事業です。

9月のお知らせ

　横浜市民大会ソフトボール競技シニ

ア部門（60歳以上）春季大会が５月

～７月にかけて開催されました。横浜

市内の強豪22チームによるトーナメ

ント戦で、若葉台マスターズは順調に

勝ち上がりましたが、７月９日の台町

公園グラウンドでの決勝戦では残念な

がら敗れて準優勝になりました。

小畑謙二主将（北自治会）談：
　苦しみながらも決勝戦まで勝ち上が

ることができました。普段の試合でも

切磋琢磨している我々は、宿敵である

横浜神泉クラブと決勝戦を戦いました

が、２－９と大敗し大変悔しい思いを

しました。これも大きな勉強であった

と思います。わがチームの素晴しいと

ころは、お互いを信じ合うチームワー

　私たちのまわりには大地と海と大気

があります。大地や海、そして空気は、

どのようなものでできているのでしょ

うか？　素朴な疑問で地球をまるごと

解剖します。

　10月１日㈰10：00 ～ 11：30　木工
室（旧西中）▽講師＝平田大二さん（神

奈川県生命の星・地球博物館館長）▽

参加費＝500円（資料代、コーヒー付き、

小学生・中学生は無料）。参加希望者

は直接会場へ▽主催＝電子顕微鏡でミ

クロを観る会

　自治会対抗ソフトボール大会が、７

月９日と16日に開催され、７チーム（自

治会）が参加して、トーナメント戦で

行われました。

　16日の決勝戦には西自治会と二丁

目南自治会が進出し、両者譲らず引き

分けに。さらに抽選も同数となり、ビッ

グポイントを引き当てた二丁目南自治

会チームが優勝しました。

　投球はスローピッチで、女性の参加

も可能とし、10人のチーム編成でも

よしとしたことが好評でした。

（スポーツ・文化クラブ　神尊克己）

クと最後まで諦めない粘り強さです。

　ソフトボールは、一人の力では勝て

ません。お互いに助け合いながら、大

きな力を出し合うところに集団スポー

ツの楽しみがあります。

　　　　　　　◇

　若葉台マスターズは、土曜日に日向

根グラウンドでシニアの練習をしてい

ます。これからシニアを迎えようとさ

れる皆さん、見学、または練習に参加

しませんか。新メンバーの加入を期待

しています。

（若葉台マスターズ会長・峰松三四男）

表彰状と準優勝の若葉台マスターズ 優勝した二丁目南自治会チーム

横浜市民大会ソフトボール競技
（春季大会）
シニア部門準優勝
若葉台マスターズ

第２回市民教養講座
「地球をまるごと解剖してみよう」

優　勝　二丁目南自治会
準優勝　西自治会

自治会対抗ソフトボール大会
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