
　今年度第２回の若葉台支部輪投げ大

会が、２月17日に地区センター体育

室で開催されました。

　９クラブから25チーム ( 男女混合

３人編成)、75人(男性33人、女性42人)

が参加しました。平均年齢は77歳です。

各選手の３回投の合計得点で順位が競

われ、上位３チームが６月に開催され

る旭区大会に出場します。

　　　　　　　◇

チーム戦＝優勝　むつき会Ａ、２位　

ゆりのきむつみ会Ａ、３位　さくら会Ａ

男子個人戦＝優勝　大野清志 ( ゆりの

　若葉台小中学生の放課後の居場所と

して、「ひまわりワクワク教室」が４

月の新年度から地域交流拠点ひまわり

でオープンします。参加は自由ですが、

学校の約束ごとを前提にして利用して

いただきます。家で一人で過ごす日や、

友達と遊びたいときに商店街のひまわ

りに来てみませんか。

　図書やテーブルゲームなども用意し

ます。宿題をしたりして過ごしてくだ

さい。ひまわりでは地域住民のスタッ

フが利用者サポートをします。安心し

て放課後を過ごせるひまわりを利用し

　駅伝大会（東自治会主管）が２月11日、

わかばの広場スタート・中継・フィニッ

シュ（滝の広場も中継）で開催されま

した。39チームが出場し、１チーム６

人合計234人の選手が部門ごとに健脚

を競いました。各部門の上位入賞チー

ムは次の通りです。

　▽小学生４年男子　優勝＝若葉台ＦＣＧ

54分50秒②若葉台リトルバーズＤ55分16秒

③若葉台ＦＣＷ55分16秒

　▽小学生５年男子　優勝＝若葉台リトル

バーズＣ53分59秒

　▽小学生５年女子　優勝＝ミニバスＢ53

分25秒②ミニバスＡ55分38秒

　▽小学生６年男子　優勝＝若葉台リトル

バーズＥ50分50秒②若葉台リトルバーズＡ

53分８秒

　▽小学生６年女子　優勝＝若小ガールズ６　

57分48秒

　▽中学生男子　優勝＝ＴＡＮＡ37分②星

槎中学３　45分59秒③星槎中学５　53分55秒

　▽中学生女子　優勝＝チームたかなし58

分34秒

　▽一般男子　優勝＝若葉台リトルバーズ

ＯＢ41分35秒②横浜わかば学園Ａ45分26秒

③若葉台小中教員Ｂ45分32秒

　▽一般女子　優勝＝カーチーズ１時間１分

35秒②横浜わかば学園女子１時間２分30秒

③セブンイレブン１時間５分37秒

（スポーツ文化クラブ・神尊克己）

▽孫育て講座～イマドキ子育てを学ぶ～

27日㈮10：00 ～ 12：00

講師＝棒田明子さん (ＮＰＯ法人孫育て

ニッポン理事長 )。対象＝孫育てに興味

がある方。若葉台ケアプラザ２階。先着

50人、無料。申し込み３日㈫～電話ま

たは来館にて。

※講座中の保育を希望の方は相談を。

☎923-8831　関（地域交流）

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝12日㈭・18日㈬・19日㈭・

25日㈬・26日㈭10：00～（焼き上がり次

第随時販売）▽ケアプラザ＝13日㈮・17

日㈫・27日㈮11：45 ～▽ショッピングタ

ウン＝20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）

コミュニティハウス

●バランス健康体操春の講座　

運動が苦手な方におすすめ。軽い運動と

ジムボールを使って、身体のゆがみを整

え身体スッキリ 

５月９日・16日・23日（水曜全３回）

11：00 ～ 12：00。募集15人。参加費

800円 ( ３回分 )。申し込み11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）

きむつみ会Ａ )、２位　高橋利幸（ゆ

ずりは会Ｃ )、３位　宮崎武男（北け

やき会Ｂ )

女子個人戦＝優勝　石田頼子（むつき

会Ａ )、２位　宮川彩子（さくら会Ｃ )、

３位　針谷晟子（さくら会Ａ )

（ゆずりは会・近藤好介）

てみませんか。

　ワクワク教室のスタッフを募集して

います。小中学生の学習の手伝いや

ゲームをしてくださる方、ぜひ参加し

てください。

　ワクワク教室の利用希望者またはス

タッフとして参加くださる方は、ひま

わりに来ていただくか、☎921-5550

までお知らせください。

（認定ＮＰＯ若葉台理事長・白岩正明）

ひまわりワクワク教室
地域交流拠点ひまわりで４月から
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参加者・会員募集

■新規開講　書道・書き方２教室

自由に書いて、型にとらわれず、書く喜

びと、書の楽しさを学ぶ

①一般向けわかば書道講座

毎月第２・４火曜日10：00 ～ 75分

参加費＝2500円（月謝）

②子ども向け楽しいお習字教室

毎月第２・４土曜日10：00 ～ 75分

参加費＝2000円（月謝）

２階教室（旧西中）、講師：高橋淑子さん（書

道師範）。募集各10人。持ち物：書道道

具1式など

■春季英語教室　新規開講

①シニア英会話（入門）全12回

60歳から始める、ゆっくり、ていねいな、

発音と聞き取りの基本英会話教室

第２・３・４金曜日10：40 ～ 50分

②観光英会話（中級）全8回

海外で役立つサバイバル英語教室

第２・４木曜日10：00 ～ 75分

募集各10人。詳細はクラブ事務所へ

■春の軽登山（西丹沢大野山）

20日㈮、15人募集、行きはマイクロバ

ス利用／参加費1000円（帰りの交通費

別途）。申し込み締め切り13日㈮クラブ

事務所へ

▽５月分テニスコート・野球場抽選会

14日㈯９：00　体育館、木工室

▽クラリネットで綴る昭和の歌　15日

㈰14：00（受付13：30）、参加費500円

（コーヒー付／歌集代別途）　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（60分）　７日・14日・21日・

28日の㈯４回　初級・中級　パソコン室

●二胡教室　３日㈫・９日㈪・17日㈫・

23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　

11日・25日の㈬15：00　音楽室

●初めての油絵教室　３日㈫・５日㈭・

17日㈫・19日㈭10：00　美術室

●クラリネット教室　12日㈭・14日㈯・

26日㈭・28日㈯　13：00　放送室

●子ども英語教室春季講座（ＰＣ室）

Ｋ２・Ｋ４：11日・18日・25日の㈬３回

／Ｋ１・Ｋ３：６日・13日・20日・27日

の㈮４回　放課後時間

●シニア英会話（入門50分ＰＣ室）

６日・20日・27日の㈮３回10：40

●早朝英会話 ( 初級50分ＰＣ室 )

６日・20日・27日の㈮３回9：30

●観光英会話（中級75分ＰＣ室）

12日・26日の㈭２回10：00

● Critical Thinking 英会話（上級75分

ＰＣ室）４日・18日の㈬２回10：00

●一般向けわかば書道講座 (75分 )

10日・24日㈫の月２回10：00

●子ども向け楽しいお習字教室 (75分 )

14日・28日㈯の月２回10：00

●伝統呉式太極拳33式講習会

６日・20日㈮の２回 10：00　格技場

●太極拳講習会　７日・21日㈯の月２回

入門12：10 ～ 60分、初級13：15 ～ 75分、

中級14：35 ～ 75分　格技場

●いきいき健康体操教室 (75分 )　

４日・11日・18日・25日の㈬４回 10：

00 体育館

若葉台地区センター

●バドミントン教室　14日㈯15：00 ～

17：00。小学生以上20人。100円。上履

き・ラケット持参。申込当日15分前から。

●卓球教室　14日㈯ 15：00 ～ 17：00。

小学生以上20人。１回100円。上履き持

参。申し込み当日15分前から。

●なりたい自分になる！講座　メイク編

（個別指導あり）５月９日・23日（水曜

全２回）10：00 ～ 11：30。一般12人。

1000円／保育あり（１人300円）。申し

込み17日㈫～。＊なりたい印象になる

ためのメイクを学びます。

●ＢＡＢＹピラティス～赤ちゃんと一緒

にリラックス～　５月17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。申込26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。今年から

少しずつ平日も開催する予定です。

４日㈬若葉台公園アスレチック広場（遊

具のある広場）　10：30 ～ 16：30

28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。13日㈮、24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　４月はお休み

▽若葉台保育園に遊びに来ませんか

親子が一緒に遊んでいただく園庭開放

をしています。みなさん、お気軽に遊び

にいらしてください。

・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

※申し込み、問い合わせは若葉台保育園

へ　☎921-3161

若葉台地域ケアプラザ

▽三線 (さんしん )コンサート開催

サンシンズと仲間たちによる沖縄音楽。

21日㈯13：30 ～ 14：30　若葉台ケアプ

ラザ２階。定員125人、無料

出演＝サンシンズ　ほか

参加券事前配布期間＝７日㈯から当日

まで、来館にて参加券配布。

※今回からコンサートの参加方法が変

わります（入場者数増加のため）。

従来⇒当日に直接来館、受付なしで入場。

今回より⇒事前に来館して申込み参加

券を受け取り、当日に参加券を持参。定

員に達したら配布終了。券が余っている

場合は当日に受付なしで入場できます。

４月のお知らせ

チーム優勝したむつき会Ａの（左から）

中野光子、石田頼子、我妻文朗の皆さん

かがやきクラブ 
若葉台支部輪投げ大会
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