
今年で若葉台文化祭も36回目を迎

え、11月11日㈰にステージ、11日か
ら17日㈯に展示・催事を開催します。
文化祭への出演、出展者数は、全体と

しては昨年と同様です。

若葉台の地域外からは、昨年参加で

きなかった東洋英和女学院大学のハン

ドベル部が参加し、霧が丘高校からは、

　10月14㈰ 9：00開会式（８：40集合）　
若葉台公園多目的広場（グラウンド）　

※雨天順延21日㈰
　　　　　　　◇

　一般競技種目：鈴割り、徒競争、ロー

ドレース、パン食い競争、お菓子取り

レース、ボール送り競争、宝さがし

自治会対抗競技：ドンガラガン、玉入

吹奏楽部と合唱部のほかにダンス部が

参加します。毎年参加していた都留市

は、今年は参加しません。若葉台公園

脇の茶堂つながりの愛媛県西予市城川

町は、台風の被害がありましたが参加

します。

一般参加はステージ39団体、催事

10団体、展示51団体、参加者は338

人です。自由演奏会（11月３日開催）は、

これから参加募集を始めます。

（文化祭実行委員長・堀田陽一）

れ、大縄とび、勝負はくじ運、ホーキ

でホイ、二人三脚

▽主催：スポーツ・文化クラブ、連合

自治会▽後援：わかば会（ショッピ

ングタウンわかば）、まちづくりセン

ター、地区センター、若葉台小中学校、

横浜わかば学園、若葉台小中学校ＰＴ

Ａ▽主管：若葉台大運動会実行委員会

※会場へのペットの同伴はできません。

第 36回 若葉台文化祭

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/

■第２回市民教養講座2018共に学ぶ

「宇宙における生命の起源と探査」

７日㈰10：00～ 12：00木工室（旧西中
北棟）。500円（資料代・コーヒー付）。

生命誕生前の有機物の由来、生命が惑

星間を移動する可能性、火星での生命

探査を紹介します。

講師：山岸明彦さん（東京薬科大学名

誉教授）／主催：電子顕微鏡でミクロ

を観る会

▽11月分テニスコート・野球場抽選会　

13日㈯9：00　体育館、木工室ほか
▽ピアノで綴る昭和の歌 21日㈰14：00
～木工室（受付13：30）。参加費500

円（コーヒー付・歌集代別）

▽秋季テニス大会　28日㈰７：40開会
式　日向根テニスコート

▽横浜マラソン大会給水ボランティア

28日㈰５：30出発。第４給水所担当
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）６日・13日・

27日の㈯３回　初級９：30、中級11：00　
パソコン室

●にっこり二胡教室　１日㈪・２日㈫・
15日㈪・16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　

10日・24日の㈬２回15：00　音楽室
●初めての油絵教室　９日㈫・11日
㈭・17日㈬・23日㈫・25日㈭・31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　11日㈭・13日㈯・
25日㈭13：00　放送室
●子ども英語教室　Ｋ２・Ｋ４：３日・

10日・17日・31日の㈬４回／Ｋ１・Ｋ３：
５日 ･12日・19日・26日の㈮４回　放
課後時間　パソコン室

●早朝英会話（50分）12日・19日・

26日の㈮３回　パソコン室
●シニア英会話（50分）12日・19日・

26日の㈮３回　パソコン室
●観光英会話（75分）11日・25日の

㈭２回　パソコン室
● Critical Thinking 英会話　３日・

17日の㈬２回　パソコン室
●一般向けわかば書道講座（75分 )

９日・23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)　

13日・27日の㈯２回10：00　２階教室
●伝統呉式太極拳33式講習会　６日

㈯14：00音楽室、12日㈮10：00格技場
●太極拳講習会 ６日・20日㈯の月２回 
入門コース12：10 ～、初級13：15 ～、

中級14：35 ～　道場（格技場）

●いきいき健康体操教室　３日・10日・

17日・24日の㈬４回10：00　体育館
●チアリーディング教室 ６日・20日・

27日の㈯３回17：00 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

●卓球教室　10月13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　10月 13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。

●秋のお楽しみ！みんなでお芋ほり　

11月４日㈰13：00 ～ 15：00（雨天中止）。
どなたでも40組（小学生低学年以下は

保護者同伴）。500円（３株分）。申し

込み14日㈰～。
●ＢＡＢＹピラティス～赤ちゃんと一

緒にリラックス～　11月15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18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。

●なりたい自分になる！講座スカーフ編　

11月14日㈬10：00～ 11：30。一般16人。
500円。申し込み24日㈬～。約15種類の
巻き方が学べます。スカーフを使って

一段上のオシャレを楽しみましょう。

＊講座申し込みは来館・先着順で受け

付けます。特に記載のない場合は１講

座1人１件の申し込みになります。

☎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。

27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。23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

▽子育て支援者による育児相談　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旭区こども支援相談

▽赤ちゃん教室　11日㈭ 10：00 ～
11：30。地域ケアプラザ。ゼロ歳児と

そのお母さん・お父さん。妊婦さんも

大歓迎。持ち物：バスタオル。☎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

・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

※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

▽福祉フェア　10月13日㈯11：00 ～
14：00　今年は「体力測定」が中心。

楽しみながら自分の体力について振り

返ることができます。赤飯、焼きそば、

豚汁、雑貨、生花などの販売。フリー

スペースでのんびり過ごせます。

11:15 ～ 11:45 若葉台中央学童による

チアダンスと太鼓の演奏。

▽オータムコンサート～純とその仲間

たち～　歌手の伊藤純さんとヴォイト

レの会によるコンサート。素敵な音楽

と秋のひとときをお楽しみください。

10月27日㈯13：30 ～ 14：30　若葉台
ケアプラザ２階。無料。参加券事前配

布は19日㈮11：00 ～。※靴のまま入
場可。

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

横浜わかば学園

パン工房

▽わかば学園＝３日㈬・４日㈭・10
日㈬・11 日㈭・17 日㈬・18 日㈭・
24日㈬・25日㈭・31日㈬ 10：00 ～
（焼き上がり次第随時販売）▽ケア

10月のお知らせ

プラザ＝２日㈫・12日㈮・16日㈫・
26日㈮ 11：45 ～▽ショッピングタ
ウン＝19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）。

５日㈮・９日㈫は休み

コミュニティハウス

●バランス健康体操春の講座募集

運動が苦手な方におすすめ。ボール

などを使った軽い運動で、身体のゆ

がみを整えます。心身ともスッキリ。

11月14日・21日・28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

㈭～直接または電話で。
●「和紙の立体折り紙」教室参加者

募集　和紙を使って「クレマチス」

を立体的に造形。丁寧に指導します。

11月５日・12日・19日・26日（月

曜全４回）13：00 ～ 16：00。募集

10人。参加費2000円 ( ４回分と材

料費 )。申し込み13日㈯～直接また
は電話で。

いずれも定員になり次第締め切り

☎ 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

▽世界糖尿病デー（11月12日～ 16日）

に合わせた年に１回の大イベント。

糖尿病に関心のある方はどなたでも参

加ください。

11月13日㈫11：30 ～ 12；30　管理栄
養士によるランチセミナー（食事持参）

16日㈮10：00 ～ブースを設置して多職
種による各種展示・相談イベント開催

13：00 ～講演（糖尿病内科西村医師）

横浜旭中央総合病院地下１階会議室

無料。当日直接会場へ。

イベントの詳細は病院のＨＰを確認し

てください。

☎921-6111栄養科・木梨

 -----------------------------

●講演会「脊柱管狭サク症について」

脊柱管狭サク症について知り、日常生

活の過ごし方やストレッチ、リハビリ

についての話と実演です。

10月４日㈭13：30 ～ 15：00　地域ケ
アプラザ２階。無料、当日直接会場へ

講師：三富佑哉さん（横浜旭中央総合

病院・理学療法士）

主催：若葉台地区保健活動推進員会

横浜健康スタンプラリー対象事業

問合せは齊藤まで。☎921-8281

東洋英和女学院大学ハンドベル部の演奏
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