
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/

▽地域交流ソフトバレーボール大会　

３日㈯13：00体育館　小中学校先生・

ＰＴＡ・中学生・地域の皆さんとの親

善試合。楽しく交流ができます。

▽３月分テニスコート・野球場抽選会　

10日㈯9：00　体育館、木工室

▽駅伝大会　11日㈰9：10開会式

ショッピングタウンわかばの広場

▽横浜市総合型地域スポーツクラブ交

流会 12日㈷10：00～ しんよこフット

ボールパーク

▽ピアノで綴る昭和の歌　18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

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（初級9：30 ～、中級

11：00 ～ 60分）３日・24日㈯　パソ

コン室

●二胡教室　５日㈪・６日㈫・19日㈪・
20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　

14日・28日㈬15：00　音楽室

●初めての油絵教室　6日㈫・8日㈭・

20日㈫・22日㈭10:00　美術室

●クラリネット教室 ８日㈭・10日㈯・

22日㈭・24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

Ｋ１・Ｋ３：２日・９日・16日・23日

の㈮４回／Ｋ２・Ｋ４：７日・14日・

21日・28日の㈬４回／Ｓ６：１日・８日・

15日・22日の㈭４回

●早朝英会話（初級50分）　９日・16日・

23日の㈮３回　パソコン室

●ホームステイ英会話 (中級75分）

８日・22日の㈭２回　パソコン室

●Critical Thinking英会話(上級75分)

７日・21日の㈬２回　パソコン室

●健康呉式太極拳33式講習会　２日・

16日の㈮２回 10：00　格技場

●太極拳講習会　入門 (60分） ３日・

10日・17日・24日の㈯４回　13：00 ～。

初級 (75分）３日・17日の２回14:15

～。中級 (75分）10日・24日の２回　

14:15 ～　道場（格技場）

●いきいき健康体操教室　７日 ･14日

･21日 ･28日の㈬月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

若葉台地区センター

＊事業緊急告知＊

●アジア初！フリースタイルフット

ボール世界大会チャンピオン「ＬＡ　

ＣＬＡＳＳＩＣ」のＹＯＳＳＨＩ．＆

ＹＵ－Ｊが教えてくれるサッカーボール

パフォーマンス　３月27日（火）～29日

（木）の３日間（午前）。小学生以上なら

どなたでも、先着20人。詳細は３月号

で。ぐるナイやスッキリ！にも出演。

サッカーボールを自由自在に操るチャン

ピオンＹＯＳＳＨＩ．＆ＹＵ－Ｊから

技を習おう

世界大会優勝のパフォーマンスはこちら　

https://youtu.be/HuD-GYWZuu4

●卓球・バドミントン教室　10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。

●ＡＴＡＭＡいきいき講座　健康マー

ジャン教室（初級）　４月５日・12日・

26日、５月10日・24日・31日（木曜

全６回）9：00 ～ 11：30。一般20人。

3000円（テキスト代込）申し込み３月

８日㈭～。

●ＫＡＲＡＤＡいきいき講座　ヨガ第

1期　４月４日・18日、５月16日・30

日、６月６日・20日、７月４日・18日、

８月１日（水曜全９回）9：50～ 10：40

と10：50～ 11：40のどちらかのコース

を選択。一般各17人。4000円。申し

込み３月６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。

24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。9日㈮、27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　8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

・ほいくえんであそぼう「消防署にお

散歩に行こう」22日㈭ 10：00～ 11：30

無料

・ランチ交流　22日㈭ 10：00～ 12：00　

＊有料。いずれも申し込み受け付け中

☎921-3161　 若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

▽みんなで話そうボランティア交流会

ボランティア活動の情報や日頃の悩み

などを話し合いませんか？

24日㈯13：30 ～ 15：30　若葉台ケア

プラザ、定員制限なし。申し込み締め

切り20日㈫15：00　電話か来館で

▽マンドリンコンサート　３月３日㈯

13：30 ～ 14：30　若葉台ケアプラザ

出演：わかばマンドリーノ

申し込み不要。当日直接会場へ　※状

況により入場者数を制限することがあ

ります。

▽よこはまシニアボランティアポイン

ト登録研修会　３月６日㈫10：00 ～

11：30　若葉台ケアプラザ

対象者：横浜市民で65歳以上、介護

保険証をお持ちの方。申し込み締め切

り 24日㈯15：00　電話か来館で

☎923-8831　地域交流　関

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝１㈭・７日㈬・８日㈭・

９日㈮・14日㈬・15日㈭・21日㈬・

22日㈭・28日㈬ 10：00 ～（焼き上が

り次第随時販売）▽ケアプラザ＝６日

㈫・23日㈮、11：45 ～▽ショッピン

グタウン＝16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）

2月のお知らせ

35回目になる若葉台ソフトボール

連合の2017年度リーグ戦は12月17日

に最終戦を終え、ビートルズＡ（二丁

目南自治会）が９勝０敗で全勝優勝し

連覇を達成しました。ロビンズ（第一

自治会）が７勝２敗で準優勝、Ｇリー

ブス（東自治会）が６勝３敗で第３位

１月３日に開催された第32回若葉

台正月マラソン大会は、450人が参加

し各部門で健脚を競い合いました。各

部門の上位入賞者は次の通りです。

▽２㌔ファミリー親子ペア　優勝＝

伊藤　匡・悠６分58秒（旭区）②稲光

文隆・鷲臥７分54秒（港南区）③柳　

健二・琴都８分２秒（緑区）

▽２㌔小学生男子　優勝＝木村　快

６分23秒（旭区）②油井牧志６分40秒（緑

区）③小林賢人６分42秒（若葉台２丁目）

▽２㌔小学生女子　優勝＝中尾夕菜

６分40秒（町田市）②山村心弥７分５

秒（旭区）③石黒羽月８分５秒（旭区）

▽２㌔一般女子　優勝＝油井まるか

６分43秒（緑区）②竹野鈴奈６分52秒

（青葉区）③戸井田未希７分44秒（保土ヶ

谷区）

▽５㌔中学生男子　優勝＝岩下勇斗

16分58秒（大和市）②稲光希竜17分１

秒（港南区）③茅野友翔17分11秒（青

葉区）

▽５㌔女子（中学生以上）　優勝＝小

泉　緑20分８秒（保土ヶ谷区）②斎藤

真歩20分29秒（旭区）③渡辺優佳21分

11秒（神奈川区）

▽５㌔男子（若葉台地区）　優勝＝水

戸瀬賢悟21分34秒（若葉台２丁目）②

西村進太郎22分３秒（若葉台３丁目）

③西村治朗25分27秒（若葉台１丁目）

▽５㌔男子（若葉台地区以外）　優勝

＝下条及将16分（青葉区）②奥谷研祐

16分６秒（緑区）③濱田祐知16分13秒（鶴

見区）

▽５㌔ 50歳以上男子　優勝＝溝口　

靖18分42秒（戸塚区）②石井　彰19分

１秒（町田市）③酒井宏和19分35秒（青

葉区）

▽５㌔ 60歳以上男子　優勝＝中村三

郎19分18秒（緑区）②小野繁利20分21

秒（綾瀬市）③船岡久幸20分27秒（鶴

見区）

▽10㌔一般男子　優勝＝坂元航太31

分35秒（座間市）②本多遼也31分45秒

（緑区）③坂本健悟32分10秒（栄区）

▽10㌔ 50歳以上（若葉台地区）

優勝＝田畑哲夫43分32秒（若葉台３

丁目）②東方久光45分38秒（若葉台４

丁目）③出口健志51分13秒（若葉台４

丁目）

▽10㌔ 50歳以上（若葉台地区外）　

優勝＝高橋英雄34分46秒（海老名市）

②岡崎次郎38分（青葉区）③佐藤俊一

39分38秒（瀬谷区）

▽10㌔一般女子　優勝＝油井あまね

38分42秒（緑区）②小関成美43分10秒（港

北区）③秋山真理子43分55秒（藤沢市）

（スポーツ・文化クラブ　神尊克己）

に輝きました。特にＧリーブスは年齢

層が高く、シニア中心のメンバー構成

で挑み好成績をあげました。

１月27日にくぬぎ集会所で行われ

た賀詞交歓会の席で、打撃部門等の個

人賞と合わせて表彰されました。

2017年度個人成績

▽首位打者　祖父江智明（ロビンズ）、

２位　河野良二（ビートルズＢ）、３

位　橋本武太郎（ビートルズＢ）▽ホー

ムラン王　祖父江智明（ロビンズ）、

藤本智彦（ファイターズ）、今川尚一

郎（イーグルズ）▽最優秀投手　志

村太郎（ロビンズ）▽ハッスル賞（60

歳以上）木村　操（ファイターズ）、

原　節（イーグルズ）

３月18日に、2018年度のリーグ戦

の開幕式が行われます。

（若葉台ソフトボール連合会長・峰松

三四男）

若葉台ソフトボール連合リーグ戦

若葉台ビートルズＡ優勝
450 人が参加して盛大に開催

第 32 回 若葉台正月マラソン
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