
若葉台中学校および旧東中・旧西中

の吹奏楽部卒業生の皆さんへ

来年３月25日㈰開催の若葉台中学
校吹奏楽部定期演奏会で、現役生と

ＯＢ・ＯＧが合同演奏します。その参

加者を募集しています。参加申し込み

期限は11月末です。※練習に楽器を
持参できること
問合せ先・申し込み先：ＯＢ会窓口

担当　wbd_OBwind@yahoo.co.jp

　11月18日㈯雨天決行
※暴風雨警報等発令により臨時休校の

場合は19日㈰順延
▽公開授業（各教室・ホールなど自由

にご覧ください）

肢体不自由教育部門10：15 ～ 11：00

知的障害教育部門　９：00 ～ 12：00

▽バザー（体育館）10：30 ～ 12：00

※当日はスリッパ、くつ袋、エコバッグ

をお持ちください。新鮮野菜、雑貨、

カフェコーナーも用意します。

　駐車場には限りがあるので、公共交

通機関または近隣駐車場をご利用くだ

さい。車いすなど、配慮が必要な方は

問い合わせをしてください。

副校長：小林、松山☎923-1300

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/

■参加者募集（紅葉を訪ねて）

①軽登山17日㈮丹沢シダンゴ山　
７：30地区センター前集合、往路ク

ラブマイクロバス利用

募集15人。締切10日㈮
②バスハイキング24日㈮山梨昇仙峡　
募集20人。締切17日㈮
詳細：ホームページ、掲示ポスターで

■2017第19回グラウンドゴルフ大会

（主管もみじ自治会）参加者募集　23

日㈷ ８：00集合　
クラブ校庭・星槎中高校庭、全３コー

ス（24ホール）を回る。締め切り10日㈮。
参加資格：若葉台在住60歳以上（23日

現在）／各自治会体育部長へ申し込み

▽12月分テニスコート・野球場抽選会

11日㈯９：00　体育館、木工室
▽学校開放施設利用調整会（12・１月分）　

12日㈰17：00（西地区）、18：00（東
地区）９:00（ナイター）木工室

▽健康呉式太極拳講習会　17日㈮
10：00　格技場（旧西中）

▽ピアノで綴る昭和の歌 19日㈰
14：00　木工室（受付13：30)

参加費500円（コーヒー付／歌集代別）

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　４日・18日・25日の㈯
３回。初級９：30、中級11：00　パソ

コン室

●二胡教室　６日㈪・20日㈪・28日
㈫の３回　音楽室
●お芝居体験教室／キッズミュージカル　

８日・22日の㈬２回15：00　音楽室
●初めての油絵教室　２日㈭・７日㈫・
９日㈭・21日㈫の４回10：00　美術室
●クラリネット教室　９日㈭・11日㈯・
25日㈯・30日㈭の４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・Ｋ４：８日・15日・

22日・29日の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３：10日・

17日・24日の㈮３回／Ｓ６：２日・９日・
16日・30日の㈭４回
● Critical Thinking 英会話（75分）

15日・29日の㈬２回　パソコン室
●ホームステイ英会話（50分）

９日・30日の㈭２回　パソコン室
●早朝英会話（75分）　10日・17日・

24日の㈮３回　パソコン室
●太極拳講習会　入門コース ４日・

11日・18日・25日㈯の4回13：00 ～、
初級４日・18日の2回14：15 ～、中級

11日・25日の2回14：15 ～　格技場

●いきいき健康体操教室　１日・８日・

15日・22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）、一般（毎水曜）

いずれも日向根公園テニスコート

若葉台地区センター

□第７回地区センターまつりを開催

　９月９日・10日に、地区センター利

用団体の展示・発表など、横浜わかば

学園や星槎高校、地域ケアプラザなど

地域の方々にも協力をいただき開催し

ました。

　3168人の皆さんが来館されました。

ありがとうございました。これからも皆

さんにとって地区センターが「心地よい

居場所」になりますように…。

●卓球・バドミントン教室　11日㈯
15：00 ～ 17：00。小学生以上それぞ

れ20人。1回100円。上履き、ラケット

持参。申し込み当日15分前から。

●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（昼食付）。申込

５日㈰～。
●人の話をよく聞く子を育てる！

わかば読み聞かせ隊　18日㈯ 11：00
～ 11：30。未就学児と保護者20人。

無料。申し込み当日プレイルームへ

※わらべうたや大型絵本、紙芝居など

の読み聞かせ。

●地区センタースタッフとクリスマス飾

りを作ろう　18日㈯10：00 ～ 12：00。
13：00 ～ 15：00。どなたでも50人。

50円～ 200円（作品による）。申し込

み当日予約　＊自宅にも飾れる、紙の

アートなどをスタッフが教えます。材

料がなくなり次第終了。

●ＢＡＢＹピラティス　12月21日㈭
10：30 ～ 11：30。生後 1カ月から

１歳までの赤ちゃんと保護者８組。

500円。申し込み30日㈭～。
●オシャレで可愛いクリスマスマフィン

を作ろう　12月16日㈯9：30～ 12：30。
一般12人。1000円（※保育付１人300

円）。申し込み25日㈯～来館にて受付。
●クリスマスロビーコンサート　12月

17日㈰ 13：00 ～。どなたでも70人。
無料。申込み26日㈰～入場券を配布。
＊ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、

クラシックギターの編成によるあたた

かなアコースティックの音色を聴きに

来てください。

＊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。

25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。10日㈮、28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　11月はお休み

▽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「リズムあそび」

９日㈭ 10：00 ～ 11：30　無料／ランチ
交流　９日㈭11：00 ～ 12：00 ※有料。
いずれも申し込み受付中。

☎921-3161　若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

▽コンサート開催のお知らせ

・ジャズピアノコンサート　25日㈯
13：30～ 14：30　演奏：金子将昭さん

・クリスマスバイオリンコンサート　

12月２日㈯ 13：30 ～ 14：30　演奏：

内山ふみさん。　

※いずれも無料。直接会場へ

▽実用ペン習字講座第二弾　29日㈬
と12月６日㈬の全２回　10：00 ～ 12：
00　講師：石川和陽さん。各回100円、

定員20人、申し込み９日㈭～ 20日㈪
15:00 ／応募多数の場合は抽選

☎923-8831　地域交流　関

横浜わかば学園

▽パン工房　わかば学園＝１日㈬・２
日㈭・８日㈬・９日㈭・15日㈬・16
日㈭・18日㈯・22日㈬・29日㈬・30
日㈭ 10：00 ～（焼き上がり次第随時
販売）▽ケアプラザ＝７日㈫・10日㈮・
24日㈮、11：45 ～▽ショッピングタ
ウンわかば＝17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）

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

●あなたの健康大丈夫？

　身長、体重、体脂肪、血圧、握力、

血流年齢などを測定します。看護師か

ら測定結果の相談が受けられます。

３日㈷ 12：00 ～ 14：30（受付12：00
～ 14：00）　中央ふれあい広場（ショッ

ピングタウンわかば）　※雨天中止

主　催：若葉台保健活動推進委員会

協　力：横浜旭中央総合病院

問合せ：齊藤☎921-8281

11月のお知らせ

地域対抗ソフトバレーボール大会

（主管西自治会）が、９月24日に旧西

中体育館で開催されました。第一自治

会、横浜わかば学園、チーム二丁目、

ゆりのき自治会、チームにしの５チー

ムが参加し、総当たり戦の２セット

マッチで対戦しました。

熱戦の末、若さ爆発の横浜わかば学

園が３勝1分で優勝。準優勝ゆりのき

自治会、３位チーム二丁目、４位チー

９月18日に若葉台中学校で、ナイター

フットサル大会が開催されました。

一般の部＝優勝コンパーニョＦＣ Ｂ、

準優勝コンパーニョＦＣ Ａ、３位ＬＬ

ＥＶＡ Ｇ、敢闘賞ゆりのきゼフィロス

（コーチ）

ファミリーの部＝優勝ゆりのきＦＣ

スプリング、準優勝若葉台ＦＣ カン

カンホワイト、３位ゆりのきＦＣ 青、

敢闘賞ゆりのきＦＣ 白

ＫＳＮ（神奈川県総合型スポーツク

ラブネットワーク）サッカー交流会が

８月19日に相模原ギオンフィールド

で開催されました。

３年生の大会は、ゆりのきＦＣと

若葉台ＦＣはともに決勝に進みました

が、両チームともに準優勝でした。

（スポーツ・文化クラブ　神尊克己）

ムにし、５位第一自治会。

ここ一番で力を出したチームが上位

になりましたが、負けたチームも試合

を重ねるごとに力をつけ、良い汗をか

いた一日でした。

地域対抗ソフトバレーボール大会優勝の

横浜わかば学園チーム

地域対抗ソフトバレーボール
若さの横浜わかば学園チーム優勝

ナイターフットサル大会開催

若葉台中学校吹奏楽部定期演奏会
現役生と合同演奏する
ＯＢ・ＯＧ募集

「横浜わかば学園」
公開授業とバザー

地域の皆さま大歓迎です
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