
４月６日は新１年生の初めての登校

日で、グループ登校の初日です。第一

自治会エリアでは、今年度は新１年生

５人を含めて小学生が40人います。

７時50分に３号棟のピロティーに、

小学生が保護者と共に集合、大きな輪

になって、子ども同士の顔合わせがあ

り、保護者が自己紹介をします。それ

がすむと、新１年生と上級生は、保護

者や子どもの見守り活動をしている人

７人からスタートした初めての油絵

教室も現在では28人を超えるまでに

なり、公募展に出品され入選される方

も出てきました。

「初めての」という言葉が不要な方

も、絵筆を手にして１年に満たない本

当に「初めての」方も出品しています。

６月９日㈯～ 16日㈯
10時～午後４時

旧西中学校２階　美術教室

（スポーツ・文化クラブ　油絵教室）

無料／ランチ交流11：00～ 12：00※有料

いずれも申し込み受付中

※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

▽はじめてのピラティス講座

15日㈮10：30 ～ 11：30

講師：鈴木香さん（ピラティスインスト

ラクター）／対象：若葉台在住・在勤の

20歳以上の方。25人（先着順）　無料。

申し込み受付中　電話か来館

▽二胡コンサート　

23日㈯13：30 ～ 14：30

演奏：すずらん二胡サークル

参加券事前配布：９日㈯から窓口にて。

定員に達し次第配布終了。当日に参加券

持参。※当日は外履きのまま入館できます。

▽よこはまシニアボランティアポイン

ト研修会　30日㈯10：00 ～ 11：30

対象：横浜市民で介護保険証をお持ちの

65歳以上の方／申し込み期限は20日㈬
15：00。電話または来館にて

上記すべてに関する問合せ・申し込みは　

☎923-8831若葉台地域ケアプラザ

横浜わかば学園

▽パン工房

わかば学園＝６日㈬・７日㈬・13㈬・

14日㈭・20日㈬・21日㈭・27日㈬・28

日㈭10：00 ～（焼き上がり次第随時販売）

▽ケアプラザ＝５日㈫・８日㈮・19日㈫・

22日㈮11：45 ～▽ショッピングタウン＝

15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　夏の教室募集

運動が苦手な方にお薦め。軽い運動とボー

ルを使って、身体のゆがみを整え身体スッ

キリ　７月11日・18日・25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㈪～。

※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）

横浜旭中央総合病院

▽糖尿病セルフケア教室（院内公開講座）　

７月６日㈮14：00～ 15：30（受付13：30）

横浜旭中央総合病院地下１階会議室

糖尿病に関心のある方はどなたでもご

参加ください。

・運動療法ってなぁに？（理学療法士）

・食事療法の基本知っていますか？（管

理栄養士）

無料。申し込み不要、当日直接会場へ　

年間スケジュールの詳細は病院ＨＰを

確認　☎921-6111　栄養科（木梨）

などに付き添われて登校して行きまし

た。

第一自治会地域から小学校までは十

数分かかります。通学路の各ポイント

には、各自治会で防犯活動をしている

人や子どもの見守り活動をしている人

がいて、声をかけて見守ってくれます。

毎朝、登校を見守っている人のほか

にも、ウオーキングを登校時間に合わ

せてそれとなく見守っている人なども

います。これらの多くの方々の見守り

は、子どもにとっても保護者にとって

も心強い限りです。

今後とも子どもたちの安全通学に理

解と協力をお願いします。

（第一自治会広報部・紺野洋子）

第６回
初めての油画教室展覧会

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/

■市民教養講座2018共に学ぶ「日本列

島誕生のカギを紐解くロマンの地を訪

ねて」愛媛県西予市黒瀬川構造体　

日本列島の歴史が始まるのは約５億年

前頃からと考えられています。構造体を

作る岩石の種類や日本列島の骨格を作

る重要な地質体の話です。

13日㈬10：00 ～ 12：00　木工室（旧西

中北棟）。500円（資料代・コーヒー付き）

■にっこり二胡教室成果発表会

23日㈯13：30 ～ 14：30（開場13:00）

若葉台ケアプラザ２階多目的ホール　

無料。蘇州夜曲、琵琶湖周航の歌、台湾

メドレー、涙君さよなら、など数曲演奏

■オール若葉台卓球大会（主管とちのき

自治会） 24日㈰９：20 ～　地区センター

体育室　参加者募集

募集期間２日㈯～ 15日㈮自治会体育部

長へ。参加者を数チームに分けてチーム

編成

■認定ＮＰＯ若葉台理事長杯ペタンク

大会（主管ゆりのき自治会）参加チーム

募集

７月１日㈰9：00　旧西中サブコート

募集期間10日㈰～ 23日㈯自治会体育部

長へ。自治会毎に３人１組で申し込み。

▽第37回横浜開港祭2018参加 ( フォー

クダンスわかば）２日㈯ 臨港パーク潮

入の池ステージ

▽三世代輪投げ大会（中央自治会）

２日㈯９:30　わかば学園体育館

▽顕微鏡で花粉を観る説明会（ミクロの

会）７日㈭10:00　理科室（旧西中）

▽７月分テニスコート・野球場抽選会

９日㈯９：00　体育館、木工室

▽ギターで綴る昭和の歌　17 日㈰
14：00（受付13：30)、木工室。参加費

500円（コーヒー付／歌集代別）

▽親子で楽しむミニバス教室　30日㈯
９：30 ～若小体育館、元全日本代表小

畑亜希子さんの指導

▽「有用微生物の検索と活用」説明会（ミ

クロの会）23日㈯10：00 ～　理科室

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）９日・16日・30日

の㈯初級９：30、中級11：00 パソコン室

●二胡教室　４日㈪・18日㈪音楽室。

グループ /個人レッスン

●お芝居体験教室／キッズミュージカル 

６月は休講

●初めての油絵教室　５日㈫・７日㈭・

19日㈫・21㈭　10：00 美術室　※３カ月

体験コースもあります

●クラリネット教室　９日㈯・14日㈭・

28日㈭・30日㈯13：00　放送室

●子ども英語教室春季講座（パソコン室）

Ｋ２・Ｋ４：６日・13日・20日・27日

の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３：１日・８日・15日・

22日・29日の㈮５回 放課後時間

●早朝英会話 ( 初級50分パソコン室 )

８日・15日・22日の㈮　９：30

●シニア英会話（入門50分パソコン室）

８日・15日・22日の㈮　10：40

●観光英会話（中級75分パソコン室）

14日・28日の㈭　10：00

● Critical Thinking 英会話（上級75

分パソコン室）６日・13日の㈬　10：00

●一般向けわかば書道講座 (75分 )

12日・26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 )　

９日・23日の㈯２回　10：00 ２階教室

●伝統呉式太極拳33式講習会

１日・15日・29日の㈮３回10：00格技場

●太極拳講習会　９日・16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 )　６日・

13日・20日・27日の㈬４回 10：00　体育館

●チアリーディング教室　９日・16日・

23日の㈯３回17：00　わかば学園体育館

指導：チアリーディングクラブＳＨＩＮ

ＩＮＧ、メインコーチ：ＨＡＲＵＫＡ

●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

●映画上映会！今年は「ＳＩＮＧ（シン

グ）」　７月26日㈭10：00 ～ 12：00。ど

なたでも100人。無料。申し込み７月８

日㈰～入場券配布１人２枚まで。＊「ミ

ニオンズ」「ペット」に続く大ヒットア

ニメ。歌のチカラで元気になれる新しい

エナジームービーがやってきた。

●卓球教室　９日㈯ 15：00 ～ 17：00。

小学生以上20人。1回100円。上履き・

ラケット持参。申し込み当日15分前から。

●バドミントン教室　９日㈯15：00 ～

17：00。小学生以上20人。100円。上履

き・ラケット持参。申し込み当日15分

前から。

●若葉台青少年指導員共催事業　ペット

ボトルロケットを作って飛ばそう

７月16日（祝）９：30 ～ 13：00。小学

生か中学生（小学生は親子同伴）25組。

500円。申し込み７月１日㈰～。

●ＢＡＢＹピラティス～赤ちゃんと一

緒にリラックス～　７月19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。申し込み

28日㈭～。

＊赤ちゃんとの触れ合いを通して、産後

の疲れた体をほぐして心を癒やします。

※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。

６日㈬若葉台公園アスレチック広場　　

　10：30 ～ 16：30

23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。８日㈮、26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。

☎954-6150　旭福祉保健センターこど

も家庭支援課

▽赤ちゃん教室 14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

今月より〝ほいくえんであそぼう〟が始

まります、予約制です。

・育児講座「おしっこ・オムツ～パンツ

へ」14日㈭10：00 ～ 11：00無料です。

・28日㈭ ほいくえんであそぼう「七夕の

飾りを作りましょう」10：00 ～ 11：30　

６月のお知らせ

みんな元気に新学期を迎えました

K180602

◆日時：2018年6月29日（金）10：30～12：30
◆会場：若葉台地域交流拠点ひまわり
◆定員：20名（要予約）◆参加費：100円
◆受付：イッツコム若葉台相談窓口
       若葉台地域交流拠点ひまわり

イッツコム洋画喫茶の様子

お問い合わせ
■店　　舗：〒241-0801 旭区若葉台3-5-1（セブンイレブン前）
■営業時間：10：00～18：00（火曜定休）

イッツコム　若葉台相談窓口

「イッツコム 洋画喫茶」のご案内

大好評！イッツコムの音声対応スマートフォン絶賛受付中！！
実機体験・お見積もりは、お気軽にイッツコム若葉台相談窓口までご来店ください。

6月のイベントについてご案内いたします。

1946年のアメリカ映画。ジョン・フォード監督による詩情あふれる
西部劇の最高傑作をお届けする、イッツコム洋画喫茶の第10弾を開催！

みなさまのご参加をお待ちしております。
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