
　赤ちょうちん、地酒、昭和歌謡、頑

固おやじの店主 ･･･ など、昭和ムード

がいっぱい。前回第５回は15人が参加。

▽ 10月 21日㈯ 16：30 ～ 19：30（16

時受付）▽会場：旧若葉台西中学校

「ふれあいにし」( 旧金工室 ) ▽対象：

若葉台在住・在勤・出身の独身者（20

代～ 40代）※若葉台住民の紹介なら

若葉台外の方も可▽締切14日㈯▽会

費：男性2000円、女性1500円▽連

絡 先 ☎ 090-2741-7468、Fax921-1559　　　　　　　　　　　　　

wakabadaisingle@gmail.com( 根本 )

主催：若葉台シングルの会／企画：わ

かば通信舎／協力：連合自治会、まち

づくりセンター、認定ＮＰＯ法人若葉

台、スポーツ・文化クラブ

（若葉台シングルの会代表・根本幸江）

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/

■体育の日ジョッギングまつり参加者

募集　９日㈷　受付８：00、開会式

８：45、競技９：00 ～ 12：00、若葉

台遊水池周回道路を50分走り10分休

憩×３回

13：00 ～懇親会（参加費1000円）

■文化祭関係日程　７日㈯ 13:00展

示出展者説明会・催事参加者説明会　

木工室

■大貫谷公園テニスコート改修工事

10月２日㈪～ 12月８日㈮、全面改修

工事のために使用できません。

▽秋季テニス大会　①1日㈰ ②22日

㈰8：00　日向根公園テニスコート

▽市民教養講座2017共に学ぶ第２回

「地球をまるごと解剖してみよう」

１日㈰10：00～ 12：00 木工室（旧西中）

参加費500円（資料代、コーヒー付）

※小学生・中学生・高校生は無料

▽11月分テニスコート・野球場抽選会

14日㈯9：00　体育館、木工室

▽ピアノで綴る昭和の歌　15日㈰
14：00( 受付13：30)　木工室

参加費500円（コーヒー付／歌集代別）

※運動会が15日に延期の場合は中止

▽横浜マラソン大会給水ボランティ

ア活動　29日㈰５：30地区センター

前出発、第４給水所（本牧市民公園

10.2㌔付近）

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　７日・14日・28日の㈯
３回。初級９：30、中級11：00　パソ

コン室

●二胡教室　２日㈪・３日㈫・16日㈪・
17日㈫・30日㈪の５回　音楽室

●お芝居体験教室／キッズミュージカル　

11日・25日の㈬２回15：00　音楽室

●初めての油絵教室　３日㈫・10日㈫・
12日㈭・24日㈫・26日㈭の５回10:00

美術室

●クラリネット教室　12日㈭・14日㈯・
19日㈭・26日㈭・28日㈯の５回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・Ｋ４：４日・

11日・18日・25日の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３：

６日・13日・20日・27日の㈮４回／Ｓ６：

５日・12日・19日・26日の㈭４回

● Critical Thinking 英会話（75分）

４日・18日の㈬２回　パソコン室

●ホームステイ英会話（50分）

12日・26日の㈭２回　パソコン室

●早朝英会話（75分）　13日・20日・

27日の㈮３回　パソコン室

●太極拳講習会　入門コース７日・14

日・21日・28日㈯13：00 ～、初級７日・

21日14：15 ～、中級14日・28日14：

15 ～　格技場

●健康呉式太極拳講習会 ６日 ･27日

㈮２回10：00 ～ 11：30　道場（格技場）

●いきいき健康体操教室　４日・11日・

18日・25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･日曜）日向根人工芝コート

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　14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　14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

●プリザーブドフラワーでクリスマ

ス飾り　11月11日㈯10：00 ～ 11：30。

一般20人。1500円。申し込み10月21

日㈯ ～。＊材料・工具・持ち帰り袋付

●男の茶道　11月19日・26日、12月

10日・17日（日曜全４回 )10:00 ～

11:30。一般男性10人。2000円。申し

込み29日㈰～

●第３回健康マージャン大会　12月３

日㈰９：30 ～ 16：00。点数申告がで

きる人52人。800円。申し込み11月５

日㈰～。＊地区センターイベント！景

品もでます！

＊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。

28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。24日㈫ 10：00 ～ 14：40。地域

ケアプラザ。未就学児の親子と祖父母。

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　12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

☎921-3161　若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

▽福祉フェア開催　地域で活動してい

る団体の発表や出店などを行います。

14日㈯ 11：00 ～ 14：00　若葉台地域

ケアプラザ

福祉用具の展示、ノルディックウォーク

体験、野菜・生花・雑貨などの販売、お

赤飯・豚汁・コーヒー・お菓子類の販売

（地域団体や施設などの協力による）、地

域活動団体による発表会

たくさんの方の来館をお待ちしていま

す。☎923-8831　地域交流　関

横浜わかば学園

▽パン工房　わかば学園＝４日㈬・５

日㈭・11日㈬・12日㈭・18日㈬・19日㈭・
25日㈬・26日㈭ 10：00 ～（焼き上が

り次第随時販売）▽ケアプラザ＝３日

㈫・13日㈮・17日㈫・27日㈮・31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）

コミュニティハウス

●「バランス健康体操」秋の教室

運動が苦手な方も、軽い運動と呼吸方

法で、身体のゆがみを整え身体スッキ

リ（３回コース）11月８日・15日・

22日（水曜全３回）11：00 ～ 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800円。申

し込み10月12日㈭ ～／定員になり次

第締切。

●「旧八王子街道沿いの歴史さんぽ」

大貫谷戸水道橋を経由して、旧八王子

街道沿いの神社や仏閣、石碑などの歴

史・由来を学ぶ（全コース6.5㌔）

11月16日㈭（予備日30日㈭）募集20人、

参加費300円、集合・解散はコミュニ

ティハウス／出発９：30、解散12：30

頃。申し込み10月11日㈬～

※申込は直接または電話で☎922-3221

（10時から受付、火曜と金曜は休館）

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

●講演会「サプリメント（健康食品）

と薬について」

　呑み合わせは大丈夫？　副作用は？

　サプリメントの過剰摂取、呑んでい

る薬への影響、食品と食べ合わせなど。

　５日㈭13：30 ～ 15：00　地域ケア

プラザ２階　無料、直接会場へ

▽講師：大坪すみれ薬剤師（横浜旭中

央総合病院）▽主催：若葉台地域保健

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。

10月のお知らせ

　横浜わかば学園は、「カフェわかば」

を開校記念日である４月26日にオー

プンしました。地域の方々の憩いの場

になりたい、地域と学校との交流拠点

になりたいという願いのもと創設され

ました。

　場所は、本校（コミュニティハウス）

１階の地域交流室です。パン工房の生

徒が作った焼き立てのパンやお菓子

　夏休み子どもの広場が、認定ＮＰＯ

法人若葉台とスポーツ・文化クラブの

共催で７月31日～８月４日と14日～

18日の10日間開催されました。

　８時から10時は勉強の時間で、宿題

や分からないところを大学生などの先

生に教わりました。10時から12時は

スポーツの時間で、曜日によっていろ

いろなスポーツ種目を楽しみました。

に、コーヒー、カフェラテ、カプチー

ノなどの飲み物を取りそろえていま

す。夏前からは、新しくリンゴジュー

スやハンドドリップで心を込めて抽出

したアイスコーヒーも提供しています。

　肢体不自由教育部門の児童生徒の作

品も展示し、日常の様子を発信する場

の役割も担っています。「カフェわか

ば」でゆったりとした時間をお過ごし

ください。横浜わかば学園一同、皆さ

まのお越しをお待ちしております。

開店時間：火曜～金曜10時～午後２

時半（金曜のみ午後１時まで）

　午後は自由時間です。プールへ行っ

たり、図書館で本を読んだり、映画を

見たり、遊んだりして過ごしました。

（スポーツ・文化クラブ　神尊克己）

カフェわかば

ニュースポーツも体験

ようこそ「カフェわかば」へ
横浜わかば学園１階地域交流室

68人の子どもたちが参加
「夏休み子どもの広場」今年も盛況

若葉台シングルの会イベント第６弾
「ひと晩居酒屋in旧西中校舎」

―若葉台まちコン―
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