
1月3日㈬10：00開会（受付8:30 ～

9:45）若葉台ショッピングタウンふれ

あい広場（スタート・フィニッシュ）

／若葉台周回コース

参加資格＝若葉台在住または若葉台

地区外の元気な方、親子ペアの部に参

加の子どもは5歳以上／参加費＝500

円（小学生以下は200円）※競技中の

事故は応急処置のみ。参加申込は当日

会場で、お楽しみ抽選会もあります。

スタート時刻

◎２㌔の部（Ｂ小学生）10:30

◎２㌔の部（Ａファミリー親子ペア、

Ｃ一般女子）10:50

◎５㌔の部（Ｅ中学生男子、Ｆ中学生

以上女子、Ｇ男子若葉台地区、Ｈ男子

若葉台地区外、Ｉ50歳以上男子、Ｊ

60歳以上男子）11：10

◎10㌔の部（Ｋ一般男子、Ｌ50歳以

上若葉台地区、Ｍ50歳以上若葉台地

区外、Ｎ一般女子）11：20
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▽健康呉式太極拳講習会 １日・15日

の㈮２回 10：00 格技場

▽さわやかスポーツ ２日㈯ 旧西中校

庭（グラウンドゴルフ）。登録者のみ

▽３on３バスケットボール大会 ３日㈰　

星槎中高体育館

▽1月分テニスコート・野球場抽選会　

９日㈯９：00 体育館、木工室

▽スポーツ大会等運営委員会 10日㈰
17：00 木工室（旧西中）

▽クラリネットで綴る昭和の歌（クリス

マスコンサート） 17日㈰14：00（受付

13：30）木工室。参加費500円（コーヒー

付／歌集代別）

▽テニスコート利用休止のお知らせ

（日向根コート・大貫谷コート）

12月31日㈰・１月１日㈷
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日の㈯３回。

初級９：30、中級11：00 パソコン室

●二胡教室 ４日㈪・５日㈫・18日㈪・

19日㈫の４回　音楽室 

●キッズミュージカル／お芝居体験教室　

13日・27日の㈬２回15：00 音楽室

●初めての油絵教室 ５日㈫・７日㈭・

19日㈫・21日㈭の４回 10：00 美術室

●クラリネット教室 ９日㈯・14日㈭・

23日㈷・28日㈭の４回13：00 放送室

●子ども英語教室 Ｋ２・Ｋ４：６日・13

日の㈬２回／Ｋ１・Ｋ３：１日・８日の㈮
２回／Ｓ６：7日・14日の㈭２回　放課後

時間 パソコン室 

● Critical Thinking 英 会 話（75分 ）

６日㈬10：00 パソコン室

●ホームステイ英会話（75分）14日㈭
10：00 パソコン室

●早朝英会話（50分） ８日・15日の㈮
２回9：30 パソコン室

●太極拳講習会 入門コース９日・23日の

㈯２回13：00 ～、初級９日・23日11：30 ～、

中級９日・23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）、一般（毎水曜）

日向根コート（ジュニアは10日㈰より大

貫谷コート）、25日㈪に振替教室あります。

若葉台地区センター

●卓球・バドミントン教室 9 日㈯
15：00 ～ 17：00。小学生以上 20人。

各１回100円。上履き、ラケット持参。

申し込み当日15分前から。

●男の料理教室～初級から中級編～　

第３期 １月18日、２月15日、３月15日（木

曜全３回）10：00～ 13：00。一般男性16人。

2700円。申し込み7日㈭～。

●今年もぱぴプレ音楽工房がやってくる　

23日㈷11：00～11：40。どなたでも100人。

無料。申し込み当日２階ロビーへ。

●新春囲碁大会 1月27日㈯９：30 ～

16：00。小学生以上48人。800円。申し

込み1月6日㈯～ 20日㈯。

●新春将棋大会 ２月４日㈰９：30 ～

16：00。小学生以上40人。800円。申し

込み1月6日㈯～ 31日㈬。

●ＫＡＲＡＤＡいきいき講座 ヨガ第３期 

１月17日・31日、２月７日・21日、３月

７日・19日9：20 ～ 10：20と10：30 ～

11：30のどちらかを選択。一般各17人。

3000円。申し込み13日㈬～。　

●ＫＡＲＡＤＡいきいき講座 リフレッ

シュ体操中級コース第３期 １月15日・

29日、２月５日・19日、３月５日・12日・

19日（月曜全７回）13：30 ～ 15：00。

一般28人。2800円。申し込み14日㈭～。　

●ＫＡＲＡＤＡいきいき講座 リフレッ

シュ体操上級コース第３期 １月12日・

19日・26日、２月２日・９日・16日・

23日、３月２日・９日・16日・23日（金

曜全11回）10：30 ～ 12：00。一般８人。

4400円。申し込み14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。

23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。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 ～ 16：30

　一人３冊まで一週間貸出し

・育児講座「トイレトレーニング」

21日㈭10：00 ～ 11：00無料、申し

込み受付中

・交流保育「焼きいも」※日程調整中

☎921-3161　若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

▽歌声広場のお知らせ

童謡や唱歌、懐かしい歌を一緒に楽しく

歌いましょう

毎月第４金曜日13：30 ～ 15：30開催

若葉台ケアプラザ２階多目的室

講師：下田忠さん。参加費150円（お茶

付き）／申し込み不要、直接会場へ

☎923-8831　地域交流　関

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝13日㈬・14日㈭10：00 ～

（焼き上がり次第随時販売）▽ケアプラ

ザ＝8日㈮・19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）／12月は、

１日㈮、８日㈮、12日㈫～15日㈮、19日㈫

コミュニティハウス

●「若葉台のむかし」写真展

若葉台の造成中や節目、節目のイベン

トや行事の写真を多数展示。県公社作

成のＤＶＤ「若葉台・開発と建設の記

録」も放映。12月23日㈯～１月７日㈰　

10：00～ 20：00 コミュニティハウス

●「バランス健康体操」冬の教室

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 １月10日・17日・24日（水曜全３回）

11：00 ～ 12：00。コミュニティハウ

ス研修室１・２。募集15人。参加費

800円。申込12月11日㈪～／定員にな

り次第締切。

●「瀬谷四福神」を訪ねてさんぽ

瀬谷駅からかまくら古道沿いに寶蔵寺

( 弁財天 ) や西福寺 ( 布袋尊 ) などを

巡ります（５㌔程度）１月11日㈭（予

備18日㈭）募集20人。参加費300円、

瀬谷駅集合9：30・解散13：00頃。申

込12月13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、12月29

日～１月３日は休館）

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

●講演会「目の病気について」

　日常生活に支障をきたすこともある

大切な「目」。老化現象や病気の講演会。

７日㈭10：00 ～ 12：00　地域ケアプ

ラザ２階／予約不要、直接会場へ

講師：五十嵐吉光医師（保土ヶ谷区福

祉保健センター生活衛生課長）

主催：若葉台地区保健活動推進委員会

※よこはま健康スタンプラリー対象事業

12月のお知らせ

福祉まつり「チャリティーバザーテ

ント村」が10月29日に、台風の影響

で雨の中、規模を縮小し３－２棟駐輪

場で開催されました。各自治会から多

くの方々に寄贈品をいただきました。

朝からテント設営、寄贈品の雑貨・

衣料品陳列、そしてたくさんの商品を

用意しました。社協のおでん、福祉も

幻想的なロウソクの明かりの中の

〝キャンドルナイト〟と、ワインに詳

しくなる試飲会〝スペインワインの夕

べ〟を体験。前回は19人が参加。 

▽12月23日（祝）16時半～ 19時半（16

時受付）▽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） ▽

ち、ＮＰＯ若葉台の炊き込みご飯、中

央学童のカレーとフランクフルト、星

槎中学・高等学校の特製お赤飯、炭焼

き工芸普及会の竹や木の実を素材とし

た炭、ヒョウタンなどです。

午前10時に峰松雅子実行委員長の

開会宣言、長谷川護社協理事の司会で

進行。駐輪場脇のテントではまつりの

会を中心に餅つきが始まり、飛び入り

参加もあり大いに盛り上がりました。

雨にも関わらず多くの方々に楽しんで

いただき、午後１時半に終了しました。

（地区社協事務局・長谷川恵治）

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

介があれば若葉台外の方も可

▽締切16日㈯▽会費2000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／協力：連

合自治会、認定ＮＰＯ法人若葉台、県

住宅供給公社、まちづくりセンター、

スポーツ・文化クラブ、わかば通信舎

( 若葉台シングルの会代表・根本幸江 )

参加者でにぎわうチャリティーバザー

＝３－２棟駐輪場

第29回福祉まつり
「チャリティーバザーテント村」

若葉台シングルの会イベント 第7弾
「キャンドルナイトと
スペインワインの夕べ」

－若葉台まちコン－

第32回
若葉台正月マラソン大会
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