
2018年度の若葉台ソフトボールリー

グ戦が開幕しました。ソフトボール連

合の10チームが参加し、３月18日に

日向根グラウンドで開会式が行われま

した。峰松三四男若葉台ソフトボール

連合会長の開会挨拶に続いて、来賓の

山岸弘樹連合自治会長、南宏市朗ス

ポーツ・文化クラブ理事長、川原秀子

旭区ソフトボール協会理事長、磯本桂

太郎神奈川県議会議員、古川直季横浜

あかね自治会の防火・防災講習会が、

３月４日にすだち集会所で開催され、

三瓶貢若葉台消防出張所長が、防火や

防災対策を解説しました。ＡＥＤの使

用訓練や心肺蘇生訓練もしました。

若葉台団地の出火件数はこの12年

間で16件でした。出火原因は①放火

②コンロ③火遊び。火災を出さないた

めの対策は、家の周りに燃えやすいも

のを置かず、資源ゴミは決められた日

時に出す。コンロから離れる時は必ず

市会議員から祝辞をいただきました。

昨年優勝チームのビートルズＡ（二

丁目南自治会）から優勝カップの返還

と、川上英成主将による力強い選手宣

誓がなされました。

（若葉台ソフトボール連合会長・峰松

三四男）

火を消すことです。

横浜市で30年以内に震度６弱以

上の地震が発生する確率は81㌫と全

国２位です。横浜市の消防隊員は約

3400人で消防車は約600台です。震災

発生時には消火救助要請があっても来

られません。住民の自助・共助が必要

です。何よりも、震災発生時に生き残

るためには、家具の転倒防止など「命

を守るための備え」が必要です。

（あかね自治会広報・渡辺祐二）

　５月４日（みどりの日）午前11時

～午後３時　若葉台公園多目的広場

(グラウンド )

出演：創作和太鼓集団“打鼓音”ほか

ステージ前にテーブル指定席（協賛金

2000円／１ドリンク付）。模擬店とフ

リーマーケット開催

雨天は地区センターにて演奏のみ実施

主催：若葉和太鼓の祭典実行委員会

問合せ先☎922-1677

　５月５日（こどもの日）午前９時

30分～午後２時　若葉台公園多目的

広場（グラウンド）。子育てささえあ

い連絡会と若葉台地区社協共催。

※雨天中止（掲示板で告知）

※ペットを連れての入場はご遠慮くだ

さい（抱いた状態でも不可）

お詫びと訂正

　４月１日号（No.392）２面の若葉台

第13住宅管理組合の記事中で住所を

間違えました、訂正します。

若葉台第13住宅管理組合（３丁目９・10棟）

で楽しくいろいろな動物などを作りな

がら覚えていきます。 

６月14日・21日・28日（木曜全３回）

９：30 ～ 10：30。募集８人。参加費

2000円 ( ３回分 )。申し込み14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）

防火・防災講習会開催
あかね自治会

若葉の
和太鼓祭典

第16回多世代交流

「みんなあつまれ」

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/

■「三世代輪投げ大会」参加者募集

６月２日㈯９：15集合、横浜わかば学
園体育館。申し込み12日㈯～ 26日㈯各
自治会体育部長へ。三世代（小学生～

19歳、20歳～ 59歳、60歳以上）９人の

チームで参加／オープン参加も可

■チアリーディング教室新規開講

５月より月２～３回開催　17:00 ～ 19:00　

わかば学園体育館／指導:若葉台チア

リーディングクラブＳＨＩＮＮＩＮＧ／メ

インコーチ：ＨＡＲＵＫＡ（若葉台出身）。

「ＣＨＥＥＲ」とは人を元気づける、勇気

づけるという意味です。「元気・勇気・笑

顔」を届けるチアリーダーを目指しませ

んか？問合先　Wakaba.shining@gmail.com

■いきいき健康体操教室参加者募集

ゆっくり動いて若返り！健康づくり仲間

づくり、ストレス解消。毎水曜・月４回

10：00～　体育館。参加費2000円（月謝制）

講師：阿部昌明さん（健康運動指導士）

５月は９日・16日・23日・30日

■若葉台剣友会　会員募集

剣道は、礼儀を学ぶことができ、年齢に

関係なく子どもから大人まで、初心者

からいつでも始められます。毎土曜18：

00、日曜９：00 武道場、会費1000円／月。

連絡先 wakabadaikenyuukai@yahoo.co.jp

▽６月分テニスコート・野球場抽選会　

12日㈯９：00　体育館、木工室
▽春のハイキング（富士山の旬と感動の

絶景スポット散策）　11日㈮７：30発
行き・マイクロバス利用～新倉山浅間公

園～本栖湖芝桜公園～千円札の富士

▽学校開放施設利用調整会（５・６月分）

木工室 13日㈰ ９：00（ナイター）17：00（西
地区）、18：00（東地区）

▽ピアノで綴る昭和の歌　20日㈰14：00
（受付13：30）参加費500円（コーヒー付

／歌集代別途）。直接会場（木工室）へ

▽ニュースポーツ教室　26日㈯９：30　
体育館またはサブグランド（旧西中）

▽オール若葉台テニス大会　27日㈰
８：00日向根公園テニスコート、８：30

わかばテニスコート

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）12日・19日・26日

の㈯　初級9：30、中級11：00パソコン室
●二胡教室　７日㈪・８日㈫・21日㈪・
22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　

９日・23日の㈬15：00　音楽室
●初めての油絵教室　８日㈫・10日㈭・

29日㈫・31日㈭　10：00　美術室
●クラリネット教室　10日㈭・12日㈯・
24日㈭・26日㈯13：00　放送室 
●子ども英語教室春季講座（パソコン室）

Ｋ２・Ｋ４：２日・９日・16日・23日・

30日の㈬／Ｋ１・Ｋ３：11日・18日・
25日の㈮　放課後時間
●早朝英会話 ( 初級50分パソコン室 )

11日・18日・25日の㈮３回　９：30
●シニア英会話（入門50分パソコン室）

11日・18日・25日の㈮３回　10：40
●観光英会話（中級75分パソコン室）

10日・24日の㈭２回　10：00
● Critical Thinking 英会話（上級75

分パソコン室）２日・16日・30日の㈬
３回　10：00

●一般向けわかば書道講座（75分 )

８日・22日の㈫２回10：00　２階教室
●子ども向け楽しいお習字教室 (75分 ) 

12日・26日の㈯２回10：00　２階教室
●伝統呉式太極拳33式講習会

25日㈮ 10：00　格技場
●太極拳講習会　12日・19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

若葉台地区センター

●卓球教室　12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。

●バドミントン教室　12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。

●大人のおはなし会～心に響く絵本を

あなたに～ ６月４日㈪ 10：30～ 11：30。
一般30人程度。無料。申し込み当日直

接会場へ。

●人の話をよく聞く子を育てる！わかば

読み聞かせ隊　19日㈯ 11：00～ 11：30。
未就学児と保護者20人位。無料。申し

込み当日プレイルームへ。

●ＢＡＢＹピラティス～赤ちゃんと一緒

にリラックス～　６月21日㈭10：30 ～
11：30。生後１カ月～１歳未満の赤ちゃ

んと保護者8組。500円。申込31日㈭～。
●チョットヨッテミテ座　笑って元気

寄席　６月９日㈯ 13：30 ～ 14：30。
中学生以上30人。無料。申し込み当日

13：00から開場。横浜市職員落語愛好会。

●今月の休館日　28日

●７月利用分の抽選会日　20日㈰9：30
～（受付９：00 ～）。事前予約申し込み

は15日㈫まで。
＊講座申し込みは来館、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。

26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。11日㈮、22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　10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。☎954-6150　旭福祉保健セン

ターこども家庭支援課子育て支援担当

▽若葉台保育園に遊びに来ませんか

親子が一緒に遊ぶ園庭開放をしています。

・園庭開放：月～金９：30 ～ 12：00

絵本を貸し出します。

・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「トイレットトレーニング」

６月14日㈭10：00 ～　申込14日㈪～
※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

▽介護者のつどい　12日㈯ 13：30 ～
15：00。対象は介護をしている方、介護

されている方、介護に関心がある方。無

料。直接お越しください。

▽あなたも聞き上手に！（ボランティア

講座）23日㈬14：00 ～ 15：30。「聴く力」
をつけるには／講師：浜本敬さん（コー

チングカウンセラー）。先着20人。参加

費無料。申し込み20日㈮～電話か来館
▽横浜国大吹奏楽団コンサート

６月２日㈯13：30 ～ 14：30。若葉台地
区センター。土足不可、上履き持参

※地区センターでの開催のため、参加券

の事前配布はありません。当日、直接地

区センターへ。

※履き替えが困難な方は当日相談を。

上記すべてに関する問合せ・申込み

☎923-8831　関（地域交流）

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝2日㈬・9日㈬・10日㈭・
16日㈬・17日㈭・23日㈬・24日㈭・30
日㈬・31日㈭10：00 ～（焼き上がり次
第随時販売）▽ケアプラザ＝11日㈮・
25日㈮11：45 ～▽ショッピングタウン
＝18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

●「バルーンアート入門」生徒募集

イベントなどの空間装飾に最適。みんな

５月のお知らせ

ビートルズＡ・川上英成主将の選手宣誓

ＡＥＤの使用方法を説明する

三瓶貢若葉台消防出張所長
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