
　横浜わかば学園も開校６年目を迎え

ました。地域の皆さまには日頃からカ

フェを利用いただきありがとうござい

ます。近隣地域の皆さんに横浜わかば

学園をより知っていただく目的で、今

年もオープンスクール（授業参観 ) を

行います。どうぞお立ち寄りいただき、

　長いようであっという間に過ぎて行

く夏休み。朝は、涼しいところで宿題

や自習をし、そのあとはみんなでわい

わいいろいろなスポーツを体験。お昼

はみんなで食べ、午後からは図書館で

本を読んだりプールで遊んだりの自由

行動。科学の時間や英語の時間、スラ

イド映画鑑賞もあります。

児童・生徒の学校生活や学習の様子を

ご覧ください。

７月９日㈪～ 14日㈯
Ａ部門（肢体不自由教育部門）

　９：40 ～ 11：55

Ｂ部門（知的障害教育部門）

　９：00 ～ 12：40

※事前予約は不要ですが、必ず玄関で

受け付けをお願いします。

問い合わせ：横浜わかば学園副校長

　長尾・松山☎923-1300

①８月６日㈪～ 10日㈮②8月20日㈪
～ 24日㈮いずれも５日間

　旧西中内「ふれあいにし」、体育館、

校庭、図書館、特別教室など／参加費

などは掲示ポスターで告知します。

申し込み受け付けは７月７日㈯～募集

35人。☎921-0404スポーツ・文化ク

ラブ事務所　

※子どもの宿題や勉強を見てくださる

方（高校生、大学生、大人）を募集し

ています。

　今回はコミュニティダイニング春を

会場に「ティータイム in〝春〟」を開

催します。コーヒーとシフォンケーキ

で会話を弾ませ、ミニコンサートも。

前回は17人が参加しました。

▽７月15日㈰ 15時～ 18時（受付14

時半～）▽会場：コミュニティダイニ

ング春▽対象：若葉台在住・在勤・出

身の独身者（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1000円▽締切７月10日㈫▽問い

合 せ ☎ 090-2741-7468、Fax921-1559　

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

（若葉台シングルの会代表・根本幸江）

地域の皆さまの来校大歓迎

横浜わかば学園
オープンスクール

若葉台シングルの会イベント第9弾

「ティータイム in〝春〟」
－若葉台まちコン－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/

▽ペタンク大会（主管ゆりのき自治会）　

１日㈰８：45集合　サブコート（旧西中）

▽学校開放施設利用調整会（８・９月分）

８日㈰17：00（西地区）18：00（東地区）

８：00（ナイター）木工室

▽８月分テニスコート・野球場抽選会　

14日㈯９：00　体育館、木工室

▽ギターで綴る昭和の歌 15日㈰14：00

（受付13：30)　木工室。参加費500円

（コーヒー付・歌集代別）

▽カヤック教室　29日㈰９：30　参加

事前申し込み

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

日の㈯３回　初級９：30、中級11：00　

パソコン室

●二胡教室　２日㈪・17日㈫・23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　

４日・11日・25日の㈬３回15：00　音

楽室

●初めての油絵教室　10日㈫・12日㈭・

24日㈫・26日㈭　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　12日㈭・19日㈭・

26日㈭13：00　放送室

●子ども英語教室　Ｋ２・Ｋ４：４日・11

日・18日の㈬３回／Ｋ１・Ｋ３：６日･13日・

20日の㈮３回　放課後時間　パソコン室

●早朝英会話（50分）13日・20日・27

日の㈮３回　パソコン室

●シニア英会話（50分）13日・20日・

27日の㈮３回　パソコン室

●観光英会話（75分）12日・26日の㈭
２回　パソコン室

●一般向けわかば書道講座 (75分 )

10日・24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 )　

14日・21日の㈯２回　10：00　２階教室

●伝統呉式太極拳33式講習会

13日㈮ 10：00　格技場 

●太極拳講習会 ７日・21日㈯の月２回　

入門コース12：10 ～ 60分、初級と中級

14：15 ～　道場（格技場）

●いきいき健康体操教室　４日・11日・

18日・25日の㈬４回10：00　体育館 

●チアリーディング教室　７日㈯
17：00 ～　横浜わかば学園体育館

●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

●卓球・バドミントン教室　14日㈯
15：00 ～ 17：00。小学生以上各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。

●浴衣の着付けを習おう～浴衣を着て夏

まつりに行こう～　７月28日㈯14：00

～ 16：00。夏まつり雨天延期29日㈰。

小学生以上の女性（低学年は保護者同

伴）10人。600円。申し込み14日㈯～。

＊荷物の一時預かりあります。

●とろける♪オレンジプリン

７月30日㈪10：00～13：00。小学生12人。

500円。申し込み14日㈯～。

＊卵液とオレンジジュースでプリンを

作ります。

●初めてのＨＩＰＨＯＰ　ダンスの楽しさ

教えます

８月６日㈪・７日㈫・８日㈬10：00 ～

11：00。３歳から小学生低学年（ダンス

が初めての方）。1000円。申し込み14日

㈯～。＊何より踊る時に一番大切なこと

は楽しむこと。ＨＩＰＨＯＰ音楽に身体を

合わせて動いてみよう。

●ＤＩＹ　こども工作教室

８月３日㈮９：30～ 11：30。小学生20人。

500円。申し込み７月14日㈯～。

＊木材を使った自由工作。

●人の話をよく聞く子を育てる！わか

ば読み聞かせ隊　７月21日㈯11：00 ～

11：30。未就学児と保護者20人位。無料。

当日プレイルームへ。

＊大型絵本「たまごのあかちゃん」、わ

らべうたや紙芝居など。

●ママヨガ（保育付）　８月29日㈬
10：00 ～ 11：00。子育て中のママ12人。

500円（保育代1人300円）。申し込み８

月６日㈪～。＊リラックスヨガ。家事・

子育てで疲れた体を癒やします。

※お願い：小学生向けマンガ本を寄贈し

てください。なるべく状態の良いものを

希望。取り扱いは地区センターにお任せ

ください。

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。

14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　12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

・ほいくえんであそぼう「水あそび」

12日㈭10：00 ～ 11：30　無料／ランチ

交流11：00 ～ 12：00※有料

いずれも申し込み受け付け中

・プール開放　７月30日㈪～８月24日

㈮ 11：30 ～ 12：00（８月13日㈪～ 18

日㈯は休み )。無料。予約不要。水着持

参　※オムツのお子さんは水あそびに

なります。10：30頃～ 11：30。

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

▽けあぷらカフェ「いこい」

毎月第２日曜日13:30 ～ 15:30。参加費

100円で飲み物とお菓子付き。

地域にお住まいの方、どなたでも参加で

きます。認知症の方も気軽に参加できま

す。

▽クールシェア「クール来～る広場」

８月２日㈭10：00～ 15：00、入館無料(食

事など有料 )。どなたでも。

暑い夏、涼しいケアプラザで楽しく過ご

しませんか。カレー提供のほか、今年は

子どもや子育て中の方向けのイベント

がたくさん ! 当日は、わかサポ ( わか

ば子育てサポートグループ )キッズルー

ムの無料体験会も。

詳細は掲示の案内またはブログで。上記

に関する問い合わせ・申し込みは

☎923-8831若葉台ケアプラザ

ブログ：http://wakabadaicp.blog.fc2.com/

横浜わかば学園

パン工房

▽わかば学園＝４日㈬・５日㈭・11㈬・

12日㈭・14日㈯10：00 ～（焼き上がり

次第随時販売）▽ケアプラザ＝３日㈫・

13日㈮11：45 ～▽ショッピングタウン

＝６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）

※７月は18日㈬まで。17日㈫は休みです。

コミュニティハウス

●60歳代から始められる健康ヨーガ夏

の教室　参加者募集

日常生活にらくらく取り入れられる「健

康ヨーガ」。受講者の体力に合ったポー

ズ指導です。

８月９日・23日（木曜全２回）10：30

～ 12：00　コミュニティハウス研修室

１－２。募集15人。参加費500円 ( ２回

分 )。申し込み７月11日㈬～直接または

７月のお知らせ

電話で、定員になり次第締め切ります。

☎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）　８月３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。

・糖尿病の検査って？（臨床検査技師）

・どんな薬があるの ? 薬の正しい飲み方

とは（薬剤師）

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で

確認を。 ☎921-6111　栄養科（木梨）

※11月12日㈪～ 16日㈮の「世界糖尿病

デー」に合わせたイベントを企画中で

す。詳細が決まり次第にお知らせしま

す。
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