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■地域交流ソフトバレーボール大会参

加者募集（第一自治会主管）２月３

日㈯13：00開会式　体育館（旧西中）

若葉台在住・在勤・在学で中学生以上

どなたでも

■駅伝大会参加チーム募集（東自治会

主管）２月11日㈰開会式9:10　わか

ばの広場

10：00一斉スタート。小学生４・５・

６年生男子・女子、中学生男子・女子、

一般男子・女子の10部門で競う。

健康であればどなたでも参加可能。

1チーム６人 / 申し込み１月20日㈯～

２月３日㈯　

■子ども英語教室冬期生募集

英語社会で職業人として行きぬく土台

をつくります。未就学児～小学生。

Ｋ１・Ｋ２（全10回）：アルファベット・

発音・語彙・会話（50分）／Ｋ３・

Ｋ４（全10回）：発音・読み・書き・

文法・語彙・会話（50分）／Ｓ６（全

11回）：中学準備（50分）

１月～３月。※日程、受講費、教材費

などは別途問い合わせ

■ Critical Thinking 英会話教室（全

６回）・ホームステイ英会話教室（全

６回）・早朝英会話教室 ( 全９回 ) 冬

期生募集

英語的発想と論理的思考の訓練が必要

です。１月～３月。※日程、受講費、

教材費などは別途問い合わせ

▽正月書初め教室　５日㈮ 10：00 ～

２階教室。参加費小学生200円、中学

生300円

▽２月分テニスコート・野球場抽選会

13日㈯9：00　体育館、木工室

▽学校開放施設利用調整会（２・３月

分）　14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　21日㈰
14：00 ～ (受付13：30)。参加費500円

（コーヒー付）、歌集500円／冊　木工室

▽少年野球教室　20日㈯９：30 ～　

グラウンド、参加費200円

▽体力測定・健康相談　28日㈰９：30

～地区センター体育室。健康チェック

／ドクターのアドバイスあり

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　６日・13日・27日の㈯
３回　初級9:30、中級11:00（60分）

パソコン室

●二胡教室　９日㈫・15日㈪・23日㈫・

29日㈪音楽室。グループ／個人レッスン

●キッズミュージカル／お芝居体験教室 

10日・24日の㈬２回15:00　音楽室

●初めての油絵教室　９日㈫・11日㈭・

16日㈫・18日㈭10:00　美術室

●クラリネット教室 11日㈭・25日㈭・

27日㈯13:00　放送室

●子ども英語教室冬期講座　パソコン

室 放課後時間　Ｋ２・Ｋ４：10日・17日・

24日・31日の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３：12日・

19日・26日の㈮３回／Ｓ６：11日・18日・

25日の㈭３回

●ホームステイ英会話（75分）

11日・25日の㈭２回　パソコン室

●早期英会話（50分）　

12日・26日の㈮２回　パソコン室

● Critical Thinking 英会話（75分 )

17日・31日の㈬２回　パソコン室

●伝統呉式太極拳33式講習会　５日・

19日の㈮２回　10:00～　道場（格技場）

●太極拳講習会　入門（60分 )６日・

13日・20日・27日の㈯４回13:00 ～。

初級（75分)６日・20日の２回　14:15～。

中級（75分 )13日・27日の２回　14:15

～　道場(格技場 )

●いきいき健康体操教室　10日・17日・

24日・31日の㈬４回10:00　音楽室

●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）日向根コート　※１日㈷
コート閉鎖。２日㈫・３日㈬自由解放

若葉台地区センター

●卓球・バドミントン教室　13日㈯
15：00 ～ 17：00。小学生以上 20人。

各1回100円。上履き持参。申込み当日

15分前から。

●チョットヨッテミテ座笑って元気寄席　

13日㈯13：30～ 14：30。中学生以上30人。

無料。直接会場へ。＊笹屋伝三朗（手品）

と湊家波と婆（落語）

●精進料理とその心（料理教室）　２月

10日・24日、３月10日・24日（土曜全４回）

10：00～11：30。小学生から一般男女16人。

2000円。申し込み20日㈯～。

●人の話をよく聞く子を育てる！わかば

読み聞かせ隊　20日㈯11：00 ～ 11：30。

未就学児と保護者20人。無料。直接プレ

イルームへ　＊わらべうたや絵本・紙芝居。

●おもちゃ病院　２月３日㈯10：00 ～

14：00。未就学児と保護者15組。無料。

申し込み13日㈯～／電話予約は14日㈰～。

●バレンタインクッキーを作ろう　２月

12日（祝）10：00 ～ 13：00。小学生16人。

500円。申し込み20日㈯～。

●ＢＡＢＹピラティス～赤ちゃんと一緒

にリラックス～　２月15日㈭10：30 ～

11：30。生後1カ月から１歳未満の赤ちゃん

と保護者８組。500円。申し込み25日㈭～。

＊事業はすべて来館・先着順で受け付け

ます。☎921-2213

地区センター平成30年度

受付スタッフ・清掃作業スタッフ募集

地区センターの運営に協力いただける

明るく元気で前向きな人を求めます。徒

歩または自転車で通え、受付スタッフは

簡単なパソコンが操作できる人。

採用人数＝受付スタッフ６人、清掃作業

スタッフ１人

勤務時間＝受付スタッフ1日４時間、清掃

作業スタッフ1日３時間／ともに隔週勤務

時給＝午前・午後スタッフ960円、夜間

スタッフ990円、清掃作業スタッフ1060円

※応募期間は１月５日㈮～ 31日㈬。

※募集要項と応募用紙は地区センター

に、地区センターＨＰにも掲載。

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。

27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。12日㈮、23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　1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 ～ 16：30

　一人３冊まで一週間貸出し

・ほいくえんであそぼう「鬼のお面を作

ろう」25日㈭ 10：00 ～ 11：30　無料

ランチ交流　25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

▽新春演歌ショー「演歌に親しむ会」

による豪華ステージ　27日㈯ 13：30

～ 15：00　若葉台ケアプラザ２階。

無料、直接会場へ

▽はじめてのピラティス講座

仕事や家事の疲れを癒やしませんか？

２月２日㈮　10:30 ～ 11:30　若葉台

ケアプラザ２階。無料

講師＝ピラティスインストラクター鈴

木香さん／対象＝若葉台在住・在勤20

歳～ 64歳男女／定員25人 ( 先着順 )。

申し込み10日㈬～来館か電話にて。

☎923-8831　地域交流　関

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝10日㈬・11日㈭・17日㈬・

18日㈭・24日㈬・25日㈭・31日㈬
10：00 ～（焼き上がり次第随時販売）

▽ケアプラザ＝12日㈮・16日㈫・26

日㈮・30日㈫、11：45 ～▽ショッピ

ングタウン＝19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）／

１月は10日㈬から

未就園児さん集まれ！

プレスクール若葉幼稚園

園庭開放27日㈯10：30 ～ 13：00

・移動動物園10：30 ～ 12：30　

　可愛い動物とふれあおう！

・製作コーナー（１歳半～３歳頃のお

子さん）①10：45 ～　②11：45 ～

・作品展園舎内同時開催

※見学参加要予約　☎921-3223　奥野

１月のお知らせ

第18回旭区老連若葉台支部ペタン

ク大会が11月４日に旧西中サブグラ

ウンドで開催され、かがやきクラブか

ら20チーム60人が参加しました。

もみじ会Ｂが日頃の練習の成果を発

揮し優勝しました。上位２チームは旭

区老連ペタンク大会に出場します。

優勝　もみじ会Ｂチーム(荻野陸男さん、

蜂須賀千代子さん、蜂須賀益美さん )

　第25回３on３バスケットボール大会

（あかね自治会主管）が、12月３日に

星槎中学高等学校体育館で開催され27

チームが参加しました。小学生の低学

年と高学年、一般の女性と男性の４部

門に分かれて熱戦を繰り広げました。

小学生低学年の部：優勝　ビッグス

ターＷシャインズ（金野、星野、大櫛、

川合）、準優勝　のどにミンティア、

準優勝　ゆりのきむつみ会Ｃ ( 渡辺政

美さん、雨宮俊夫さん、濱岡真弓さん )

３位　ゆりのきむつみ会Ａ ( 松村昭夫

さん、小山田光賢さん、相馬純子さん )

（さくら会・髙岡穎郎 )

３位　強さチート級

小学生高学年の部：優勝　トリプルＫ

ブラザーズ（金澤、青木、浅川）、準

優勝　ミニオン４、３位　ＹＤＫ

一般の部：優勝　ドリンカーズＣ（吉

岡、今野、梁川）、準優勝　星槎国際Ａ、

３位　星槎ティーチャーズ

一般女性の部：優勝　Ｓｕｎｓｅｔ（木

所、蟹江（奈）、蟹江（末）、藤田、松

本、山田）、準優勝　フレッシャーズ、

３位　カーチーズ

旭区体育協会の第43回旭区クロス

カントリー大会が、12月２日にこど

も自然公園で開催されました。

若葉台小学校の生徒14人が参加し、

２人が見事２位に入賞しました。

小学６年女子の部（1900㍍）

　２位　植村みのりさん　８分00秒

小学４年男子の部（1900㍍）

　２位　平方 樹さん　７分56秒

ほかの子どもたちも朝練の成果を発

揮しました。若葉台走友会が応援に駆

け付け、声援を送りました。

腕は円くて細長い、つまり円柱形。

指も足もそう。身体は円柱形が組み合

わさってできています。ミミズやウナ

ギのように円柱形の動物もいます。で

はなぜ円柱形なのでしょう？

21日㈰10：00 ～　木工室（旧西中）

参加費＝300円（資料代）※小学生・

　　　　中学生・高校生は無料

事前申込＝先着50人　☎921-0404

講師＝本川達雄さん（東工大名誉教授）

「ゾウの時間ネズミの時間」の著者、

歌う生物学者としても知られている。

主催＝電子顕微鏡でミクロを観る会

右から優勝したもみじ会Ｂと準優勝の

ゆりのきむつみ会Ｃの皆さん

３on３バスケットボール大会

若葉台小学校の２人が２位入賞
旭区クロスカントリー大会

市民教養講座2017共に学ぶ
出前講座「生き物は円柱形」
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