
　学校と地域との交流を目的に、若葉

台小・中学校の先生と生徒、ＰＴＡ役

員や地域の人たちが参加する地域交流

ソフトバレーボール大会（主管第一自

治会）が、２月３日に旧西中体育館で

行われました。

　66人の参加者が８チームに分かれて

総当たりで勝敗を競い、コンビネーショ

　身近なもので工作と実験をして、な

ぜかを考える　３月25日㈰ 10：00 ～

11:30　木工室（旧若葉台西中）

▽実験指導＝くらりか（蔵前理科教室

ふしぎ不思議）▽主催＝電子顕微鏡で

ミクロを観る会▽定員＝25人（新小学

２年生以上、保護者同伴可）▽参加費 

300円 ( 教材費、保険代 ) ▽申し込み締

切＝11日㈰若葉台スポーツ・文化クラ

ブ事務所☎＆ FAX921-0404▽工作・実験

の内容＝浮沈子を作って浮力を勉強し

ます。弁当に付いているタレビンやス

トロー、さらにはプチプチを使い、自

分で作製し実験して、浮力の不思議を

体験します。

　若葉台桜まつりに合わせて開催しま

す。前回は14人が参加しました。 

▽ ４ 月１日㈰ 13 時 ～ 16時（12時 30

分受付）▽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）▽

対象：若葉台在住・在勤・出身の独

　若葉台公園の工事が昨年11月に開始

してから４カ月になります。工事完了

時期をお知らせします。

　若葉台公園のグラウンドと樹林地の

工事は３月30日に完了し、グラウンド

を囲っているフェンスも撤去します。

身者（20代～ 40代）※若葉台住民の

紹介があれば地域外の方も可▽会費

2000円 ( 軽食付 ) ▽締切25日㈰▽問

合 せ ☎ 090-2741-7468、Fax 921-1559                     

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）

　３月31日㈯に、スポーツ・文化クラ

ブに依頼し、グラウンドを全面開放し

ますので、自由にお使いください。

　家族連れで楽しみますので、ゆずり

あってお使いください。片付けとゴミ

などの自宅持帰りをお願いします。

　消防出張所前バス停そばの水門工事

も30日には工事を完了し、外周路の一

部閉鎖を31日には解除します。

（若葉台公園愛護会・西村高志）

　若葉台のかがやきクラブが毎年開催

する「新春カラオケ大会」が1月16日

と17日の２日間行われました。会場と

なった３丁目のしらかし集会所には、

若葉台の各クラブから、のど自慢85人

が参加。日頃の練習の成果を発揮して

大いに盛り上がりました。

　まちづくりセンターをはじめ来賓の

ンの良かったＥチームが６勝１敗で優

勝しました。今年も元気な中学生の活

躍が目立ちました。大会後は懇親会で

親睦を深めました。

（スポーツ・文化クラブ　神尊克己）

皆さんからも一曲披露があり、盛大で

楽しいカラオケ大会になりました。

（やまゆり会・奈良部恵三）

今年も中学生が大活躍
地域交流

ソフトバレーボール大会

２日間で85人が大熱唱
かがやきクラブ

「新春カラオケ大会」

若葉台公園工事の完了予定
グラウンドを３月31日に全面開放
外周路の一部閉鎖も解除

若葉台シングルの会イベント第８弾
「みんなでお花見を楽しもう！」
― 若葉台まちコン ―

「くらりか」理科教室参加者募集

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/

■４月からの英語教室（４月～７月）

①子ども英語教室（全15回）英語を学

んで、英語社会で職業人としていきぬく

土台をつくります。

Ｋ４コース (小学生 )毎週水曜日50分

Ｋ３コース (小学生 )毎週金曜日50分

Ｋ２コース(小学生・未就学児 )毎週水曜日50分

Ｋ１コース (５歳から )毎週金曜日50分

②自己啓発英語（論理的に話せるように

なるトレーニング英語）月２回／③ホー

ムステイ英会話教室（海外からのゲスト

をおもてなしするためのサバイバル英

語）月２回／④早期英会話（初級・朝か

ら洋画で英会話）月３回　※日程、受講

費、教材費はクラブ事務所へ問合せ。

▽４月分テニスコート・野球場抽選会　

10日㈯９：00　体育館、木工室

▽学校開放施設利用調整会（４・５月分）

11日㈰17：00 ～（西地区）、18：00 ～（東

地区）　木工室（ナイターは９：00）

▽ギターで綴る昭和の歌 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

▽恩田川さくらハイキング　30日㈮10：00

旧西中集合、参加費300円

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10：50

～ 60分）３日・10日・17日・31日の㈯
４回、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㈭13：00　放送室

●子ども英語教室冬期講座　放課後時

間 パソコン室　Ｋ２・Ｋ４：７日・14日・

28日の㈬３回／Ｋ１・Ｋ３：２日・９日・

16日・23日の㈮４回／Ｓ６：１日・８日・

15日・22日・29日の㈭５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・14日・28日の㈬３回　パソコン室

●伝統呉式太極拳33式講習会　２日・

16日の㈮２回 10：00　格技場

●太極拳講習会　３日・17日・31日の

㈯３回14：00 ～ 15：30　道場（格技場 )

●いきいき健康体操教室　７日・14日・

21日・28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） 日向根人工芝コート

若葉台地区センター

●世界大会チャンピオン「ＬＡ ＣＬＡ

ＳＳＩＣ」のＹＯＳＳＨＩ．＆ＹＵ－Ｊ

に学ぶ！フリースタイルフットボール 

３月27日㈫・28日㈬・29日㈭10：00 ～

11：30。小学生以上20人。1000円。申

し込み11日㈰～。＊世界大会チャンピ

オンが教えてくれるサッカーボールパ

フォーマンス。初心者でも大丈夫です。

●卓球・バドミントン教室　３月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。

●人の話をよく聞く子を育てる！わか

ば読み聞かせ隊 ３月17日㈯11：00 ～

11：30。未就学児と保護者20人。無料。

当日直接プレイルームへ。

●ＢＡＢＹピラティス～赤ちゃんと一緒

にリラックス～　４月19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

29日㈭～。

●リフレッシュ体操中級コース第１期　

４月９日・16日、５月７日・14日・21

日、６月４日・11日・18日、７月２日・

９日（全10回）13：30 ～ 15：00。一般　

70人。4000円。申し込み13日㈫～。　

●リフレッシュ体操上級コース第１期　

４月13日・20日・27日、５月11日・18

日・25日、６月１日・８日・15日・22日・

29日、７月６日・13日（全13回）10：

30 ～ 12：00。一般70人。5200円。申し

込み14 日㈬～。

●男の料理教室～初級から中級編～　

第１期　４月19日、５月17日、６月21日、

７月19日、８月16日（全５回）10：00

～ 13：00。一般男性16人。4500円。申

し込み29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

☎921-3161　若葉台保育園

若葉台地域ケアプラザ

▽ゆるやか体操①　らくらく体操②

①ゆるやか体操10：30 ～ 12：00　体操

と茶話会（お茶菓子付き）。参加費300円

／回 ②らくらく体操　13：30 ～ 14：30　

体操のみ。参加費200円／回

①・②ともに４月～９月の毎週月曜日開

催。定員各25人。75歳以上で、ご自分

でケアプラザまで通える方。

申し込み５日㈪～ 15日㈭ 15:00来館に

て　※応募多数の場合は抽選

▽なかよし親子体操（前期）　親子で一

緒に参加をするリトミック体操。４月～

９月の第２火曜日10：30 ～ 11：30

対象：２～３歳児とその保護者。親子

15組。参加費500円／回。保育は３人ま

で受付可（別途費用500円／回）

講師：健康づくりＡｉ 田村愛子さん

申し込み13日㈫～ 20日㈫15:00来館に

て　※応募者多数の場合は抽選

☎923-8831　関（地域交流）

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝7日㈬・8日㈭・14日㈬・15

日㈭10：00～（焼き上がり次第随時販売）

▽ケアプラザ＝6日㈫・9日㈮11：45 ～

▽ショッピングタウン＝２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）

※３月は15日㈭まで

コミュニティハウス

●「川井浄水場見学と散歩」

川井浄水場見学、( 旧 ) 道楽園跡地、五

神明塔、杉山神社、帷子川水源経由でコ

ミュニティハウスまで約６㌔、約３時間。

４月２日㈪／予備日５日㈭。集合９：00・

解散13：00頃コミュニティハウス。定

員20人、300円。申込み５日㈪～

●「60歳代から始められる健康ヨーガ」

春の教室　日常生活にらくらく取り入

れられる「健康ヨーガ」。

４月12日・26日㈭（２回）10：30 ～

12：00　コミュニティハウス研修室１－２。

定員15人。500円（２回分）。申し込み

８日㈭～　※定員になり次第締め切り。

※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）

3月のお知らせ

ソフトバレーボールの試合 自慢の衣装で熱唱する出演者
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