
22 番街にお住いの広野陽子さ
ん。

 

　 シ ベ リ ア と い う 意 味 を も つ
「サイベリアン」というロシア
原産の猫と一緒に暮らしていま

す。豊かな被毛が特徴的なキレ
イな猫です。
　17 年間ベイタウンに暮らし
ている間に、家族全員が年男・
年女の撮影に参加していて、私
が最後のひとりになりました。
　大学 3 年生から小学校 6 年生
までの 4 人の子どもの 6 人家族
で賑やかに暮らしています。主
人 は 積 極 的 に 料 理 し て く れ る
し、子どもたちはよく手伝って
くれるので、コロナ禍でも楽し
く過ごせています。

パティオス・グランアクシブに
お住まいの北山麻希さん。

　麻希さんは打瀬小学校と打瀬
中学校の出身です。「11 歳から
住んでいて、結婚を期に 1 年半
ほど市外へ転出しましたが子ど
もを出産しベイタウンで子育て
をしたいと思い、戻ってきまし
た」という。
　今回は、兄の蒼一郎君（4 才）
と、妹の実和ちゃん（1 才）と
一緒に参加してくれました。
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第 23回ベイタウン年男・年女撮影会　今年は丑年　2021

マリンフォートにお住いの猪瀬
英敏さん (72)。

　ベイタウン住民の義理の妹さ
んから「良いところよ」と誘わ
れ、5 年前に世田谷区から引っ
越してきたそう。
　都内と比べて、樹木の多さや、
空の広さが気に入っており、良
く雲の流れを眺めているとか。
今は太極拳のクラブの代表も務
めているそうです。

　トリオで参加の打瀬小５年生
杉原君、谷川君、上田君。同じ
マンションで昔からの友達同士
です。
　杉原君は３年間サッカーを頑
張っていて、これからも続ける
意欲に満ちています。谷川君は
高校バレーの試合をテレビで見
て す ご い と 思 い、
これからやってみ
たいという希望を
持っています。 上
田君は今農業に関
心があります。 虫
を捕って飼ってみ
たり、 自然に興味
があり、 野菜など
の自給自足も面白
いと言っています。

　「12 年に１回だから小学校の
思 い 出 に な る か ら」 と 考 え て
揃って来てくれました。それぞ
れ興味関心は違うけど、だから
仲間は面白い。今年は最終学年。
コロナも含めていろんな経験を
肥やしにして大きくなっていっ
てね。

左から杉原君、谷川君、上田君



わくわくはなし会 1 月のおはなし会は完全入れ替え制の２回公演
日時：1月16日　土曜日　午前10：30〜
場所：ベイタウン・コア講習室
時間　　　1回目：１０時から　　2回目：1１時から
プログラムは各回同じ内容、１回 45 分程度の完全入れ替え制
場所：ベイタウン・コア講習室
定員：各回１6名（感染防止の観点から十分な距離を取らせて頂き
ます。マスク着用でご参加ください）
　ご好評につき２回公演としました。感染症対策として、予約・定
員制となりますので、ご参加希望の方は下記メールアドレスにて、
代表者のお名前・ご参加人数（お子様の場合は年齢も）・ご希望の
時間を明記の上、お申込みください。年齢制限はありません。
　皆さまに安心安全にご参加いただけるよう、細心の準備をして開
催させていただきます。
※最新情報はブログでご確認ください
ブログ更新中・見てね＊＊　http://blog.livedoor.jp/chibawaku/
◆お問合せ先◆　waku2book@gmail.com

つどいまなびつなぐ
ベイタウン・コア /公民館通信
電話296-5100

　1月のコア・イベント
わくわくおはなし会　1月の常設おはなし会

第 197回ファツィオリの会

日時：1月 24日（日）　午前10：00〜
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
　フルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」の演奏や他の楽器の演奏、
声楽や合唱などに使って頂くことが出来ます。非公開でのご利用を
希望のときは、ご相談下さい。定員になり次第締め切らせていただ
きます。聴きに来て頂くのは、自由です。
受付締め切り：1月 17日（日）
申込先：tohiyure41012@gmail.com  （笠原）

寺子屋工作ランド

Ｍｙはしをつくろう（じぶんだけのおはしを竹でつくります）
日時：1月 23日　　第4土曜日　　9：30〜 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
持ってくるもの：小刀（あれば）古タオル１枚（ひざあて）ごみぶ
くろ、てぶくろ
参加費：50 円（保険料）

毎月9日はキュービックの日！『キュービッ
クマルシェ』
＜2月＞2/9（火）＜3月＞3/9（火）
レッスンバックや防災頭巾カバーなど学用品布
製品も販売します。
いずれも11時から16時まで開催！

　イベント詳細・お問い合わせ：キュービックカフェ
https://www.cubic-cafe.com/

キュービックカフェ2月・3月のイベント・ワークショップ

打瀬中　男子硬式テニス部が全国大会出場

1 月のベイタウンかふぇ　〜気持ちを新たに〜
　１月 13 日（水）13：30 ～ 16：00（何時でも出入り自由）
　コロナウイルス感染症対策を施し、皆さまのお越しをお待
ちしております。
今年も、めずらし家芝楽師匠、百楽庵金一師匠をお迎えして
新春初笑い。今回は安全のためコーヒー・お菓子の提供を控
えさせていだだきます。
　また、新型コロナウイルス感染の状況によっては、中止と
なる場合があります。その際には（１月７日以降に）各番街
の掲示版にお知らせを掲示していただきますので、ご確認い
ただけましたら、ありがたいです。
問い合わせや、連絡等がありましたら、
　問い合せ：うたせ認知症を考える会　
中澤（TEL：211-0588）までどうぞ。

●１月の主催講座〜１月４日（月）９時受付開始
うたせシニア体操と健康講座－フレイル予防－
日時：１月 27 日（水）14：00 ～ 16：00
場所：打瀬公民館ホール
講師：千葉地域リハビリテーション
 広域支援センター　川村先生
対象：60 歳以上（定員：先着 30 人）
費用：無料

●２月の主催講座〜２月２日（火）９時受付開始
大人の手芸教室「素敵なブローチピンを作りましょう」
日時：２月 25 日（木）10：00 ～ 12：00
場所：打瀬公民館工芸室
講師：日本手芸協会会員・ヴォーグ講師
　　　小竿久実子先生
対象：成人（先着１２人）費用：500 円

　打瀬中硬式テニス部がめざましい活躍をつづけています。「全
国大会出場」を目指した今年夏の大会はコロナ禍で中止となり、
３年生はそのまま部活を卒部となりましたが、10 月の新人戦で
健闘し、男子は県大会２連覇、女子も県大会準優勝という好成績
をおさめ、念願の男女アベックでの関東大会出場となりました。
　関東大会は 11 月に行われ、女子は１回戦で初勝利し、関東大
会ベスト 16 の成績をおさめました。男子は昨年の実績があり、
シード権を獲得して２回戦で学習院中に 3-2 で勝利し、つづく３
回戦では第１シードの今大会優勝校の日大三中に 0-3 で破れまし
たが、関東大会ベスト 8 の成績をおさめました。全国大会出場
校の選考で打瀬中男子硬式テニス部は関東から６校出場するのう
ちの１校に選ばれ、全国大会出場が決定しました。全国大会は３
月に開催されます。
　関東大会や全国大会に公立中学校が出場するのは硬式テニスの
世界では非常に希です。それは専用のコートを用意するなど財政
的に難しい問題をクリアすることができずに、創部すること自体
が公立中学では難しいからです。
　打瀬中は３丁目公園のテニスコートを地域の了解を得て部活動
の拠点として使用することで問題をクリアし、千葉市内の公立中
では初めて硬式テニスを創部した学校となりました。地域と学校
の連携のモデルとなるような例で、ベイタウンの住民として誇れ
ることです。

◇申込方法
打瀬公民館窓口または電話 296-5100
※状況により中止の場合があることをご承知ください。



小学校と中学校の違い　　1-E【三浦詩央里】
　みなさんは、小学校と中学校について、どのような違いがある
と思いますか。打瀬中学校には独特な特徴があります。
　例えば、教科ごとに教室を移動する、「教室移動」があること
です。この方式は、「教科センター方式」といって、主に大学で
用いられているものです。今年は、新型コロナウイルスの影響で、
移動することは少なくなりましたが、リュックを背負いながら広
い校舎内を移動して２分前着席をするというのは、最初の頃はか
なり難しかったです。
　他にも、打瀬中学校と小学校にはたくさんの違いがあります。
部活動や定期テスト、たくさんの本がある図書館、広い教室…。
数え切れないほど、様々な変化が生まれます。小学６年生のみな
さん。とても楽しい打瀬中で、共に学校生活を送れることを楽し
みにしています。

知って損ナシ　打瀬中学校の豆知識　　1-A【村瀬春花】
　ベイタウンに１つしかない打瀬中では、小学校とは違う決まり
事があり、違う生活が送られています。
～授業ごとに変わる先生と教室～
　打瀬中では、授業ごとに先生と教室が変わるという法則で、私
たち生徒は授業を受けています。しかし、今年度は、感染症の影
響で先生が教室を移動するようになっています。
～生徒会の活動～
　中学校では、生徒会という生徒によって運営されている組織が
あります。その生徒会では、学校をより良くする活動が行われて
います。生徒会に入るためには、生徒会に立候補し支持を得て選
挙で選ばれる必要があります。
　このように、打瀬中では小学校とは違う楽しい生活が送られて
います。小学生の皆さん、中学校生活を楽しみにしていてくださ
い。

私が思う小学校と中学校の大きな違い！　　1-B【成田侑芽】
　小学校と中学校の大きな違いは、「先生が授業によって、毎時
間ごとに変わる」ということです。
　今までの小学校生活での授業は、毎時間、担任の先生が授業を
教えてくださいました。ですが、中学校は違います。全教科、先
生が異なるのです。また、同じ教科でもクラスによって担当の先
生が異なることもあります。
　もう一つの大きな違いは、「テスト形式」のことです。
　中学生になると、前期、後期共に、中間テスト、期末テストと
いうとても範囲の広いテストがあります。また、中間テストは５
教科、期末テストは８教科のテストがあるという違いもありま
す。
　先生が授業ごとに変わること、テストが大変だということ、初
めは不安かもしれませんが、みんな同じ事なので安心してくださ
い。みなさんのご入学、お待ちしております。

打瀬中学校の特徴　　1-D【三浦柚】
　打瀬中学校はとても個性的な学校です。入学してきたばかりの
人はとまどってしまるかもしれません。そこで、今日は打瀬中学
校の特徴を３つ紹介したいと思います。
　１つ目は机の使い方です。打瀬中学校は教科ごとに教室を移動
するので個人の机というものがありません。机の中に忘れ物があ
ると注意されてしまうので気を付けましょう。２つ目はホーム
ベースです。ホームベースという個人の扉付きロッカーがありま
す。中には教科書類、体育着など学校生活に必要なものがはいり
ます。教室から少し遠いので余裕を持って行かないと授業におく
れてしまいます。３つ目はアリーナについてです。特徴的な屋根
が目印です。３階建てになっていて１階は体育館、２階は部室、
３階は武道場です。
　特殊な学校ですが、とても楽しい毎日が送れているので全く心
配はいりません。皆さんのご入学お待ちしています。

　ベイタウンニュースは毎年打瀬中学校のEX講座に参加し、地域
の先生役で講座を担当しています。今年は12月1日（火）、50分
授業の2コマをいただいて１年生25人に授業をしました。
　この授業は「総合的な学習」の一環として行われています。地域
の大人が中学生に、経験や知識、考えなどを社会人の先輩として伝
えることが目的です。ベイタウンニュースの授業では新聞原稿の書
き方や発行の仕組みを毎年テーマに行っていますが、今年はコロナ
禍で授業時間が例年の半分の１日だけになりました。そのため目的
としていた原稿を書いて、全員で詳細に校正をするというところま
では行きませんでしたが、それでも生徒たちはいつもの授業とは違
う興味を持ってくれたようです。ここに掲載したのは、生徒たちが
中学１年生になって、後輩の小学６年生たちに伝えることというテー
マで書いた記事です。　【松村】

打瀬中EX講座　
「ベイタウンニュースに記事を書こう」

🎌🎌  明けましておめでとうございます。🎍🎍  青い山脈は「地域を知って
健康に！」がモットーの会です。外出自粛は身体が弱ります。3密を避
けてカメラを持って出かけませんか？歩いて地域発見❗ （実績参照）
参加ご希望の方は直接公園西の街2番館前までいらして下さい。10時
出発です。マスク着用。無料。 
◯ おしゃべりWalk（ちょっと遠くへ）🚶🚶 🚶🚶  
 　1月12日（火）：⛩ 検見川神社初詣⛩  
　　　　　　　　　　　　疫病退散、安産😁😁 祈願　 
◯ プチWalk（お散歩）🚶🚶 🚶🚶  
　1月19日（火）・1月26日（火）・1月28日（木） 
　いずれも行き先は当日の皆さんの気分で決まります。（笑） 
　お楽しみに。 

見学実績（花見川終末処理場、稲毛放医研、千葉県立保健医療大、福
祉施設、あんしんケアセンター磯辺 等） 

 外へ出ましょう  
　　　　　砂浜プロムナード 

青い山脈

 明けましておめでとうございます。 青い山脈は「地域を知っ
て健康に！」がモットーの会です。外出自粛は身体が弱ります。
３密を避けてカメラを持って出かけませんか？歩いて地域発見！

（実績参照）
参加ご希望の方は直接公園西の街２番館前までいらしてくださ
い。10 時出発です。マスク着用。無料。
○おしゃべり Walk（ちょっと遠くへ）
1 月 12 日（火）： 検見川神社初詣
疫病退散、安産 祈願
○プチ Walk（お散歩）
1 月 19 日（火）・1 月 26 日（火）・1 月 28 日（木）
いずれも行き先は当日の皆さんの気分で決まります。（笑）
お楽しみに。

見学実績（花見川終末処理場、稲毛放医研、千葉県立保健医療大、
福祉施設、あんしんケアセンター磯辺等）

何でも投稿　青い山脈




