
　わたしたちの住むまち、若葉台は自

然がいっぱい。夏休みの１日を家族と

一緒に自然の中で思いっきり遊んでみ

ませんか ?　カヤックに乗り、ニュー

スポーツを楽しみ、竹割りをし、カレー

やトン汁を作ってみんなで食べます。

日時：８月12日㈰午後１時～３時

場所：旧西中学校北棟２階パソコン室

目的：新しい語り部の発掘と戦争体験

の次世代への継承

プログラム：

・紙芝居　「生きていて良かった」

　「原爆廃墟から生き抜いた少女」

暗くなったらキャンプファイヤーを囲

んでゲームを楽しみます。

日時：８月11日（祝）11：30集合

場所：旧西中キャンプ場、体育館など

参加費：大人1200円、子供600円

申し込み締切：５日㈰／ 40人募集

☎921-0404クラブ事務所

・語り部　「横浜大空襲」「私の戦争体験」

・朗読　「赤いテープ」（知覧と特攻隊）

・長崎と知覧への千羽鶴の献納報告

参加費：200円（資料、飲物代）

　活動を始めて20年。活動メンバー

も平均年齢88歳の９人になり、次世

代への継承が大きな課題です。

主催：戦争体験を語り継ぐ若葉の会

☎922-3327片岡　921-5781海老澤

　若葉台文化祭の準備が始まりまし

た。出演者や出展作品を募集していま

す。申込用紙は各自治会文化部長、各

集会所、ＶＯＳＣ事務所にあります。

多数の方の応募をお待ちしています。

申し込み締め切り８月15日㈬。

　文化祭の開催予定です。

主会場：若葉台スポーツ・文化クラブ

（旧若葉台西中学校）

開催日：11月３日㈯自由演奏会

　　　　　　11日㈰ステージ

　　　　　　11日～17日㈯ 展示・催事

主催：若葉台文化祭実行委員会、ＮＰ

Ｏ法人若葉台スポーツ・文化クラブ

問合せ先：堀田　☎090-4228-9310

夏休みの１日を楽しみませんか
わかばデイキャンプ
参加者募集

平成30年度若葉台
戦争を語り継ぐ集い

第 36 回 若葉台文化祭
参加者・出展者募集

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/

▽神奈川県総合型クラブネットワーク

サッカー交流会 ５日㈰９：00　相模原

ギオンフィールド。若葉台ＦＣチーム参加

▽夏休み子どもの広場　①６日㈪～

10日㈮②20日㈪～ 24日㈮ ８：00 ～　

ふれあいにし、体育館、校庭、図書館

など　※ＮＰＯ法人若葉台共催

▽９月分テニスコート・野球場抽選会　

11日㈯9：00　体育館、木工室

▽わかばコート夏休みイベント　17日

㈮10：00 ～ 14：00　参加費200円。わ

かばテニススクール主催、ＶＯＳＣ協賛

▽第２回運動会実行委員会 12日㈰
17：00　連合自治会館

▽第２回文化祭実行委員会 18日㈯
13：00　パソコン室

▽ピアノで綴る昭和の歌　19日㈰
14：00（受付13：30）木工室。参加費

500円（コーヒー付・歌集代別）

▽地域交流ソフトボール大会（主管西

自治会）９月１日㈯　校庭（旧西中）

▽運動会全体会議 ９月２日㈰13：30　

木工室　※メンバー表１頁目の役員

クラブの講座・教室

講座・教室の参加者を随時募集
●二胡教室　20日㈪・21日㈫放送室

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 

８日・22日の㈬２回15：00　放送室

●クラリネット教室　９日㈭・11日㈯・

23日㈭13：00　放送室

●子ども英語教室　Ｋ２・Ｋ４：１日・

８日・22日㈬３回／Ｋ１・Ｋ３：３日・10日・

24日㈮３回　放課後時間　パソコン室

●一般向けわかば書道講座（75分 )

14日・28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）　

11日・25日の㈯２回10：00　２階教室

●中国語教室　●早朝英会話　●シニ

ア英会話　●観光英会話　●Critical 

Thinking 英会話　●初めての油絵教

室は８月はお休み（休講）です。

●伝統呉式太極拳33式講習会 ３日・

31日の㈮２回10：00～ 11：30　格技場

●太極拳講習会 ４日・18日㈯の月２

回　入門コース12：10 ～ 60分、初級

13：15 ～ 75分、中級14：35 ～ 75分　

道場（格技場）

●いきいき健康体操教室　１日・８日・

22日・29日の㈬４回　10：00 音楽室

●チアリーディング教室　４日・18日・

25日の㈯３回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

●第８回若葉台地区センターまつり　

エジョえじょフェスタ　９月８日㈯
９：00 ～ 17：00、 ９ 日 ㈰ ９：00 ～

15：00。どなたでも当日地区センターへ　

＊地区センターを利用する団体の作品

展示、体験、発表、販売。

●卓球・バドミントン教室　９月１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。

●親子で楽しむ野菜作り～種まきから

収穫まで体験しよう～ 一般もＯＫ

９月１日・15日、10月６日・20日、

11月10日・17日、12月１日（土曜全

７回）10：00 ～ 12：00　10組。2000円。

申し込み18日㈯～。＊ＮＰＯ若葉台協

力のもと、苗や種から植えて育てます。

●ＢＡＢＹピラティス～赤ちゃんと一緒

にリラックス～　９月20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30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

して心を癒します。

●リフレッシュ体操上級コース第２期　

９月14日～ 12月21日（11月23日を

除く金曜全14回）10：30 ～ 12：00。

一般４人。5600円。申し込み17日㈮～。

＊経験者やがんがん身体を動かしたい

方向き。

●リフレッシュ体操中級コース第２期　

９月３日・10日、10月1日・15日・29

日、11月５日・12日・19日、12月３日・

10日・17日（月曜全11回）13：30 ～

15：00。一般13人。4400円。申し込

み17日㈮～。＊初心者の方や身体を

動かすのが初めての方向き。

●ヨガ　第２期　９月５日・19日、10

月３日・17日、11月７日・21日、12

月５日・19日（水曜全８回）９：40

～ 10：30か 10：40 ～ 11：30の ど ち

らかのコースを選択。一般各17人。

3600円。申し込み22日㈬～。

●男の料理教室～初級から中級編～　

第２期　９月20日、10月18日、11月

15日、12月20日（木曜全４回）10：00

～ 13：00。一般男性16人。3600円。

申し込み30日㈭～　＊スーパーで手

に入る食材・調味料で作る和食。家庭

で使えるコツを学びます。

＊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。

25日㈯大貫谷公園　９：40 ～ 14：00 

▽サロンみんなあつまれ　８月はお休

みです。

▽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　８月はお休みです

▽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：月～金９：30 ～ 17：00

　１人３冊まで、1週間貸し出し

・９月13日㈭　ほいくえんであそぼう

「ふれあいあそび」　対象0歳児親子。

無料／ランチ交流11：00 ～ 12：00※

有料。申し込みは8月13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

▽貸館利用団体発表会

若葉台地域ケアプラザで日頃練習や活

動をしている音楽や踊り等の団体によ

る発表会です。

日時：９月1日㈯12：30 ～ 15：40

場所：ケアプラザ２階多目的ホール

出演予定団体：フォークダンスわかば、

８月のお知らせ

ポーレポーレ霧が丘、若葉台おどり

連、ハンドステップ、やまもも会ベイ

ベリーズ、こぶしの会、ダンスサーク

ル和、若葉台シャイニングフラ、マン

ドリーヌ　※参加券の事前配布はあり

ません。当日直接お越しください。※

途中の出入自由。靴の履き替え不要。

▽介護者のつどい「ドクターと話そう」　

若葉台地域ケアプラザ協力医の２２２

内科クリニック渡部一博先生をお呼び

して茶話会を開催します。日頃の悩み

や疑問などを話し合いませんか。

日時：９月８日㈯15：00 ～ 16：30

対象：介護をしている方、介護に関心

のある方、介護の経験がある方

定員：15人 ( 先着順 )／無料

申込：８月８日㈬～電話または来館で

上記に関する問合せ・申込みは

☎923-8831若葉台ケアプラザ

横浜わかば学園

パン工房

▽ わ か ば 学 園 ＝ 29 日 ㈬・30 日 ㈭
10：00 ～（焼き上がり次第随時販売）

▽ケアプラザ＝28日㈫11：45 ～

▽カフェわかば　28日㈫～ 31日㈮
10：00 ～ 14：30（金曜のみ13：00まで）

※８月は28日からです

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）　９月７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。

・西村医師による講演

・いつまでも元気でいるために～知っ

ておこうからだの変化～（糖尿病療養

指導士）

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）
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