第101号
（2005 年10 月1日号）
幕張ベイタウンニュース編集局

大地震発生の際の帰宅ルート検証！

「東京から家まで歩いて帰ってみました」〜パティオス
3 番街自治組織有志による体験記「東京編」
【金】
始まりは、「帰宅支援マップを持っている」と余計なことを言っ
た人がいて、それを聞いた誰かが「どうせなら歩いて見よう」と提
案したことだった。その後何となくうやむやになるかという雰囲気
もあったが、掲示板に参加者募集のポスターを貼る張り切り者が現
れ、決行は抜き差しならない状態になった。当日の参加者は、パティ
オス 3 番街 西村・竹矢・成木・荒木・二宮・金、三井不動産住宅サー
ビス 井手、42 才から 48 才までの最強おじさん軍団（敬称略）。
以下はその顛末記（!?）「東京編」である。

歩道が狭いうえに次から次へと
後ろから自転車がやって来る。三
ツ目通り、四ツ目通りを横切る。

20：00 錦糸町駅近くを通過。
すぐに亀戸天神前を通るが、こ
こまで東京駅からちょうど 1 万
歩。ここで初めて竹矢氏が万歩計
を持っていることに皆気づく。香
取神社前、亀戸駅近くを通過した
ら、亀戸四丁目交差点の角に昔か
ら豆菓子だけを売っている店を発
見。信号待ちしながら買おうか迷っ
たが、荷物になりそうなので断念
する。
江東新橋に近づくと、車道沿い
に歩道がついてないのが見えイヤな予感がする。側道を歩くと目の
前に急な階段が･･･皆ぶつぶつ文句を言いながら登るが、すぐに同
じくらい急な下り階段が現れガックリ。

20：35 江戸川区平井五丁目のローソンで 2 回目の休憩。
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9 月 16 日（金）
18：30 慌しく会
社を出て東京駅日
本橋口に集合。
ジャージ・Ｔシャ
ツ・スニーカー姿で
はサラリーマンで
いっぱいの山手線
の中では何となく浮いてしまう。集合場所で井手氏の笑顔と、「３」
と大書きされた紙の出迎えを受ける。時間前に全員が揃い予定時刻
どおりに出発する。当然ながら皆元気いっぱい。日本橋を渡り、日
本橋三越前を通りながら無邪気に早い時間の帰宅と、普段とは違う
街の光景にはしゃぐ。

19：00 小伝馬町通過。
そろそろお腹が空いてくる。そう言えば、待ち合わせ前にラーメ
ンをかき込んできたしっかり者もいたな。とりあえず元気なので、
お腹空いたと文句を言う人はいない。

19：30 墨田区石原一丁目のセブンイレブンで食事休憩。
少し汗をかき始めて立ち止まると冷えるので、肉まん・おにぎり・
スポーツドリンクを買ってほとんど立ったまま食べる。気がはやる
のか 10 分しか休まないで出発する。
ちょっと行くと石原一丁目の祭りをやっていて、少し離れたとこ
ろでは盆踊りも･･･そう言えば旧盆だ。蔵前橋通りは本物（？）の
下町で、道路沿いに昔懐かしい床屋、美容院、定食屋、中華料理店
などが立ち並んでいた。

身体が慣れてきたのか、初めてタバコ吸う人現れる。ちなみに何
故 か 喫 煙 者 の 割 合 高 く、7
人中 4 人も吸っている。

20：40 平井大橋で荒川
渡る。
夜景がキレイだったので
カメラを向けたが、遠すぎ
て暗闇だけが写っていた。

21：00 葛飾区立松上小
学校前通過（西新小岩二
丁目）
標識によれば、秋葉原からここまで 9km だと出ている。ただ今
1 万 5 千歩。

21：20 環状七号線横切る。
ここからぼちぼち身体の不調をうったえる者が増えてくる。もも、
足の付け根、足の裏、背負っている荷物で肩が痛いなどなど聞こえ
てくるが、ここでベイタウンニュース記者の特権として、一番最初
にリタイヤした人はフルネームと部屋の番号付きで必ず記事化して
あげることを約束する。そういえば、参加者募集のポスターには、
用意するものとしてギブアップした時のタクシー代などと軟弱なこ
とが書いてあったっけ！

21：25 上一色橋で新中川渡る。
江戸川の手前までが蔵前橋通りなのだが、道路沿いに「この通り
は大震災発生時には車両通行禁止となります」と書いてある警視庁
のお知らせ看板が設置されていた。

21：35 小岩駅北口通過。
ファミリマートで 3 回目の休憩。ここまでで 1 万 9 千歩。アイ
ス食べて元気を回復する。後ろから、上り車線と下り車線のどちら
の方がコンビニの数が多いか議論している声が聞こえてくる。
この続きは来月号に掲載予定。いよいよ千葉県に突入、疲れたおじ
さんたちの前途はいかに !?
【構成 / 佐藤】

平均 50 名ほどいるという。
プレナ西側にあるプレナ来客用駐輪場には、
常時出入り口が開放されているせいか、街区登
録シールを貼った自転車の駐輪があまりにも多
く確認作業は行わず。（こちらは確信犯的で問
題がある）
市営駐輪場係員は「登録台数にはまだ十分空
きがあるので、駐輪場を利用して欲しい。登録
は朝の７時からやっている。土曜日も受付可。
通勤通学だけでなく一時的な駐輪にも対応して
30 分から 9 時 30 分まで配置されているが、 いる。」と登録を勧める。ガーデンウォーク警
隔週の配置のため月 10 日前後の実働となって 備員に聞いたところ、「営業時間外はチェーン
をかけているが、それを越えて駐輪される方が
いる。
幕張海浜公園付近の実態は市でも把握してい いる。通勤通学での駐輪と思われるものの、通
るが、公園周り歩道への放置自転車は公園利用 常お客さんとして来られることもあるだろうか
最近駅周辺の迷惑駐輪があきらかに増えてい 者の自転車との区別が難しく頭を悩ませている ら、直接注意しにくい。」
る。特に海浜公園周辺は歩道はもちろん自転車 という。
そこで迷惑駐輪の現状を把握するためベイタ ○ 実態調査に協力してくれたサポータの声
が通るスロープにもびっしり自転車が並んでい
ウンニュースサポーターの協力を経て 9 月 15 ■登録台数に空きがあるにもかかわらず公園や
るひどい状態になっている。
もしや「駐輪場の収容能力不足で自転車がは 日 ( 木 )9 時から 10 時にかけて実態調査を行 駅周辺にこれほど多くの、それも街区登録シー
ルを貼った自転車が堂々と駐輪されているのに
み出しているでは？」と思い、海浜幕張駅前に なった。
は驚いた。
調査は、通勤・通学時間帯以降で、ガーデン
3 ヶ所ある駐輪場の契約状況を「千葉市建設局
土木部維持管理課自転車対策班」に過去 3 年 ウォーク・プレナ開店前にベイタウン居住者の ■ 最初は登録番号全てを控えて街区に通報し
分を確認したところ、03 年 3 月時点と 04 年 迷惑な駐輪と思われる場所における、駐輪台数 ようとも思ったが、途中であきれて断念。
3 月とでは定期利用が約 500 台増えているが、 及び自転車に貼付されている街区駐輪登録シー ■監視員を見かけても駐輪していく人がいる。
05 年 3 月時点に至ってはなんと反対に前の年 ルを確認する方法で行なった。調査の結果、海 ■街区登録シールを貼っていない自転車は、街
よりも 1900 台も契約台数が減っていたという 浜公園周辺・ガーデンウォーク駐輪場・プレナ 区でも迷惑な駐輪をしているのだろうか。

駅周辺の迷惑駐輪を考える。

驚くべき結果になった。大規模マンションが増
え続けているベイタウン内のマンション建設状
況を考えると異常な事態と言えそうだ。そして
この状態は現在でも変わりないという。
放置自転車対策は千葉市の所管で、今年 4 月
1 日付けで駅周辺が「自転車等放置禁止区域」
に指定され、条例に基づき撤去が行なわれてい
る。4 月以降 3 回実施され、自転車 299 台と
原付 3 台が撤去された。
通常自転車の撤去作業は、通勤通学の動きが
一段落した 9 時半頃から行なわれている。紺色
の制服姿で駐輪指導をしているのが「放置自転
車追放指導員」で、主に人が多く集まる駅周辺
に配置されている。
参考までに放置自転車追放指導員は、1 日あ
たり 3 人体制で月曜日から金曜日の午前 6 時

「今年は 110 人が参加、たくまし
い高齢者のパワー」
〜第 7 回幕張ベイタウン敬老会

去る 9 月 19 日（月・敬老の日）コアホー
ルで「平成 17 年度幕張ベイタウン敬老会」
（主
催：自治会連合会、共催：民生委員・児童委
員協議会、ベイタウンシニアクラブ）が開催
されました。
今年の春、夏に新しいマンションの入居が
はじまり、この街の 70 歳以上の高齢者の数は
350 人を超えるまでになりました。式典は吉
識自治連会長のあいさつに始まり、来賓を代
表して小島千葉市助役の祝辞と続きました。
例年ですと、この後は昼食、懇談と進行す
るのですが今年は招待者が増え、会場のスペー
スの関係で、残念ながら一同で食事という光
景は見られませんでした。代わりに今年のア
トラクションは充実していました。

階段下などの海浜幕張駅周辺に 259 台が駐輪
されており、うち街区が判別できた自転車は
105 台、西の街とマリンフォートがちょっと多
かったが、街区住戸数に対する割合比率で見れ
ば、パティオス街区との差はあまりないようだ。
ちなみに都市機構や市公社管理の賃貸街区
は、自転車登録制度がないためか、確認ができ
ない。そして花見川に近い街区は、検見川浜駅
利用の可能性が高いのか、他に比べ台数は少な
いという結果になった。
過去に市営駐輪場に登録したことがあって、
過年度の登録シールが貼ってある自転車も数多
く見られた。今年は登録しないのだろうか。
調査中も歩道等に駐輪していくベイタウン居
住者数名をみかけた。毎日の通勤か一時的なも
のかは不明。駅前駐輪場の一時利用者は、1 日

■自分の１台くらい大したことはないという気
持ちが、これだけの大規模な迷惑駐輪となって
いることに気づいて欲しい。
■駐輪場の手続きはお役所的なところもある

が、手続きしないことがまわりに迷惑をかける
ことになる。手続きできないなら乗るべきでは
ない。
■通勤・通学の自転車は駅前の市営駐輪場に登

録し、正しい駐輪を。
■公園利用者の駐輪場や歩道にまで駐輪するの

は直ちにやめるべき。
■プレナ、ガーデンウォーク駐輪場は来客用。
サービス業として注意しにくいのをいいこと
に、目的外で駐輪するは言語道断。（一種の営
業妨害？！）

【まとめ：金】

はじめは恒例となった地域
の小学校持ち回りの出し物、
今年は打瀬小の４年生 20 数
名によるリコーダーの演奏、
（
「上を向いて歩こう」
）と合
唱（
「見えない翼」
）
。会場は
かわいらしい（？）子どもた
ちの登場に大喜びでした。
次は今回の目玉、プロのアーチストの登場
です。津軽三味線奏者・紺谷英和さんを中心
とし、民謡歌手・吉野光子さんそして民族打
楽器奏者・甲斐いつろうさんのコラボレーショ
ン。
息の合った三人の競演に会場からは大きな
拍手と手拍子が沸き上がりました。中でも津
軽三味線の紺谷さんの独奏は圧巻でした。力
強くそして切ない津軽三味線の調べに会場の
みなさんは聞き入っていました。

アトラクションの余韻さめやらぬうちに今
日の招待者を代表して砂原シニアクラブ会長
のあいさつ、そして濱民児協会長の閉会のこ
とばと続き、敬老会はお開きとなりました。
お土産の袋を手に家路に帰る先輩たちに思
わず声を掛けたくなりました。
「来年も新しい友達を誘ってコアに集まって
くださいね。いつまでもいつまでもお元気で」
【シニアクラブ 落合】

ベイタウンでワンコが 10 倍楽しく暮らせる方法、教えます。
９月 23 日（祝）、
ベイタウンコア
の和室では、「ワ
ンコと楽しく暮らしたい！〜しつけ教室では
教えてくれないワンコと楽しく暮らすための
基礎知識」と題した講座が開かれていた。
主催の UTASE POOPER SCOOPERS（ウタセ・
プーパー・スクーパーズ）は、月１回ベイタウ
ン周辺に放置された犬のウンチを回収するボ
ランティアグループで、呼びかけ人であり自ら
もチワワの飼い主である石田静香さんを講師
に今回の講座を企画したものである。
ベイタウンで犬を飼って２年半という石田
さんは、以前に比べ犬の散歩中に感じる視線が
冷たくなってきたという。人も犬も増え、一
部の犬の飼い主のマナーの悪さから犬を飼っ
ていない人たちとの間に感情的な摩擦が生じ
ていることを痛感。このままではトラブルが増
え、公園内への立ち入り禁止や管理規約の変更
によりペットの飼育が認められなくなるなど
最悪の事態も起こりうると考え、放置ウンチの
回収活動を始めたが、今回の講座もその一環と
して行われた。

飼い犬のしつけに目が向きがちだった参加者
も、話が進むにつれ実際の自分の飼い方マナー
をチェックすることにより、思いもよらない
マナー違反に気づかされることに。犬の苦手
な人の気持ちに立ったきめ細やかな心配りが、
ひいては愛犬と幸せに暮らせることにつなが
るという話に、最後は誰もがうなづいていた。
これから益々、犬と人間の密度が高まり、
否が応でもご近所づきあいが求められるだろ
う。そのとき、反目しあうのではなく、理解
し合えるかどうか。取り組みは始まったばか
りだが、飼い主自身の自発的なアクションと
して今後も注目したい。
【佐藤】
■近所の迷惑にならないために（主なマナー）
●散歩中のウンチ 必ず拾って持ち帰り可燃
ゴミに捨てること。公園のトイレに流しては
だめ！
●オシッコをさせる場所 土や芝生など最低

そのなかで特に印象に残ったのは、わずか１
キロ四方に約１万 7,000 人もの人が住むベイ
タウンでは、犬に “特別” お行儀のよさが求め
られており、近隣の人が迷惑と感じる犬の問題
の 70% は、犬のしつけではなく飼い主のマナー
の問題であるとの指摘である。最初は自分の

街路樹を
応援！

所の枯死した部分の植え替え、3 丁目
の植栽についての検討が始まる。今回
の計画策定にあたって、特筆すべきは
〜住民の調査と 住民の調査資料や提案が取り入れられ
提案が街路樹の たことだ。
街の緑化に取り組んでいる住民グ
植栽整備に活か
ループ「ベイタウン・グリーンサム」
されることに。
では、13 年から独自に「街路樹調査・
キニカケ隊」をスタートさせ、以後毎
年１回の調査を続けている。14 年に
は１本１本詳細に調査した結果を『街
路樹マップ』にまとめ、千葉県企業庁
そろそろナンキンハゼのハート型の葉っぱ
やアキニレ、イチョウなどの街路樹が色づく
季節。今年は今のところ潮風の害が少なく、い
つになく葉が枯れて落ちることなく、美しい
紅葉が期待されている。
ところで、無機質なマンション街を彩り、四
季折々、目を楽しませてくれ木陰を提供して
くれるベイタウンの街路樹、そのほとんどが、
平成 6 年から 13 年度までに植栽されたものだ。
それ以降は？というと、潮風害の影響から 14
年度以降の植栽が見送られてきた経緯がある。
確かに、所々で街路樹が枯死して途切れてい
る個所を目にする。
千葉建設事務所では、海側街区の建設が進み
環境が改善されてきたことなどから、今年度よ
り街路樹の整備を再開することにした。この
ほど「住宅地街路樹植栽計画（案）」がまとまり、
打瀬 1 丁目、2 丁目の未整備個所と、施工済箇

限染みこむ場所を選ぶ。万一壁面などにソソ
ウしてしまったら、ペットボトルを持ち歩き
水で洗う。

●リードの使い方 伸縮性リードは芝生広場
などの広い所で使い、道では使わない。普通

のリードも腰の高さのあたりにセーフティグ
リップを作り、犬をからだからあまり離さな
いようにする。
●ムダ吠え 犬のいる部屋の窓を閉めるなど
防音対策をとる。
●抜け毛 公園やベランダで犬のグルーミン

グをしない。毛が飛んでいって迷惑になる。
●エレベーターでの気配り 必ず抱いて乗る。

イント
ン！ポ

ワ

先に乗っている人に犬連れ
で同乗してよいか確認する。

上下左右はもちろん、斜めを含め近隣の８軒
に挨拶をしておくと理解してもらいやすい。

■ UTASE POOPER SCOOPERS の活動
開催日：毎月第３土曜日
集合場所：幕張海浜公園 B ブロック花時計前
時 間：am9:00 〜 10：00（ 受 付 開 始 8：
45）
持ち物：手ぶらで OK ！（ゴミ袋、スコップ、
ゴミ投入口のキー等、あればお持ちくださ
い）愛犬と一緒にご参加ください。
★ 4 月から始まったこの活動、参加者も増
え、飼い主同士の仲間づくりの場になって
いる。最近では放置ウンチも随分少なくなっ
ているとのこと。
e-mail：utasepooperscoopers@yahoo.
co.jp
なる前の 3.5m 程度の苗木の植栽など、グリー
ンサムの提案が具体的に盛り込まれる結果と
なった。
平成 13 年から 5 年、「街路樹と隣り合って
暮らしている住民の意見を聞いてほしい」「住
民の意見が反映されてこそベイタウンに合っ
た街路樹ができる」との思いから、調査に取
り組んできたメンバーは大きな手応えを感じ
ている。
今年も街路樹調査の季節を迎えようとして
いる（10/9）。今回は、まだ検討段階ではある
が「植栽計画（案）」の内容を確認しながらの

に報告、企業庁の要請により資料とし
街路樹調査が行われる予定。「私たちの住んで
ての提供も行った。
いる街の街路樹の現状と、今後どんなふうに
マップには、住民が歩いて実際に観察した
植栽整備されていくか、ぜひ調査に参加して
街路樹の状況が、元気度により、緑色（元気）、 自分の目で見てみませんか」（メンバー談）
黄色（まあまあ元気）、赤（要注意）、黒（枯
次はこの計画の実施を見守ることが、グリー
死）と色分けで表されているほか、樹形の変形、 ンサムをはじめとした私たち住民の役目にな
季節はずれの新芽・開花、植枡の状況などに
りそうだ。
【佐藤】
ついても報告されている。また、街路樹の生
育を妨げている原因を、打瀬中学校方向から
「ベイタウン街路樹調査 2005」
進入してくる南西からの海風と指摘し、この
■日時：2005.10 月 9 日（日）午前 10：
風による厳しい環境に適した樹種の選択や植
00 〜 12：00
え方など、住民の実感からの提案をまとめた。
当初企業庁側に求めた、行政、住民、建築家、 ■集合場所：ベイタウンコア前
主催：ベイタウン・グリーンサム
植栽のプロがひとつのテーブルに付き、それ
TEL.043-211-6900（山木）
ぞれの分野から意見を出し合う検討会の設置
は成らなかったが、今回の計画の内容には、 街路樹の元気度を歩いて調べ、気づいたこと
ベイタウンに適した樹種への変更や、比較的
を地図にまとめます。気持ちのいい秋のひと
風に強い集団植栽、適期（落葉 11 〜 3 月、常
ときを、木の名前を覚えたり、紅葉を楽しん
緑 5、6 月）の植栽、適応力を考慮した成木に
だりしながら一緒に歩いてみませんか。
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市民講座案内

神田外語大学では、本年度も研究講座『ラ
テンアメリカの世界』と、新たに併設した
語学講座「スペイン語入門」
「ブラジル・ポ
ルトガル語入門」を開講いたします。
研究講座『ラテンアメリカの世界』にお
いては、歴史・文化、社会、政治、経済、
言語・文学の観点から、魅力あふれる色彩
豊かな「ラテンアメリカの世界」について
講義を行います。
新たに開講する語学講座では、入門レベ
ルの授業を 6 回という短期講座で集中的に
学びます。
対象：一般市民 学生・父母等も受講可
定員：研究講座 30~40 名程度
語学講座「スペイン語入門」
「ブラジ
ル・ポルトガル語入門」各 10 〜 15
名程度
受講費：研究講座 : 5,000 円 ( 全 7 回・資料
代含む )
語 学 講 座 : 5,000 円 ( 全 6 回・ 資
料代含む )

きものサークル
「やまとなでしこ」会員募集
「やまとなでしこ」は主にベイタウン・コ
ア和室できものや着付けに興味のある方が
集まっているサークルです。スタートして
半年、現在 20 代から 70 代の女性が着物を
楽しんでいます。着物を持っていない方や
初心者の方、以前着物学校に通っていたが
着る機会がないという方などが、和気あい
あいと活動しています。都合の良いときだ
け参加していただくという気軽なサークル
です。着物が楽しく着こなせるよう丁寧に
ご指導いたします。小さなお子様連れのお
母様もいらっしゃいます。日本文化の素晴
らしさを一人でも多くの方に伝えたく、ど
なたさまも大歓迎ですので是非一度、ご見
学にいらしてください。
着付けの後は、お抹茶とお菓子をお出し
いたします。
活動日時 : 毎週火曜日と土曜日の 10 時半
から 12 時
活動場所 : ベイタウン・コア和室等
会費 : 入会金、月謝なし、活動経費として
1 回 1000 円、見学無料
お気軽に遊びにいらしてください。活動
場所は、変更になることがあるため、ご見
学前にご連絡いただければ幸いです。活動
日時にご都合が悪い方もご連絡ください。
連絡先 : 山本和子 (tel/fax : 043-275-6063、
e-mail : kazuko-ban@mub.biglobe.ne.jp)

期間：研究講座 10/15( 土 ) 〜 12/10( 土 )( 全
7回)
語学講座 10/15( 土 ) 〜 12/3( 土 )( 全
6回)
* 日付詳細につきましては、http://www.kuis.
ac.jp/kyomu2/latin.htm をご覧ください。
開講時間：研究講座 9:30 〜 12:30( 計 3 時間、
途中休憩含む )
語学講座 13:30 〜 16:40( 計 3 時間、
途中休憩含む )
申込締切：10/6( 木 )
受講可否通知送付：10/10( 月 )
申込み方法 : 住所・氏名・電話番号を明記し、
下記までに官製はがき・FAX・メールのいず
れかにて応募のこと。
〒 261-0014 千葉市美浜区若葉 1-4-1 神田外
語大学「ラテンアメリカ講座 」係
FAX: 043-273-1197
E-mail:kyomu2004@kanda.kuis.ac.jp
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第 10 回ベイタウン音楽会
「ウインターコンサート」出場者募集

12/23( 金、 祝 )、 コ ア ホ ー ル で 第 10
回ベイタウン音楽会「ウインターコンサ
ート」を開催いたします。楽器演奏・声楽・
合唱など、ソロ・アンサンブルを問わず、
住民の皆様に発表して頂けたらと思いま
す。お申し込みをお待ちしております。
締切日：10/31( 月 )
連絡先 安永 tel&fax 271-5260 ( 但し tel
は午後 7 時以降 )

公民館講座
「食と健康」生活習慣病を予防する食事
日時 :11/19( 土 )14:00 〜 15:30
場所 : 打瀬公民館講習室
対象 : 成人 ( 定員 50 人 )
申し込み : 往復はがきで下記までお申し
込みください (10/20 必着 )。
問い合わせ : 打瀬公民館
〒 261-0013 千葉市美浜区打瀬 2-13
電話 :043(296)5100

路上喫煙はやめましょう ( 自治会連合会より )
千葉市では市内全ての道路・公園など屋外の公共の場所では喫煙をしないよう条例で
定められており、もちろんベイタウンの道路や公園なども同様です。路上喫煙は危険な
ばかりではなく、受動喫煙による健康被害、ポイ捨てなどいろんな問題の要因にもなっ
ています、喫煙者の皆さんの理解と協力をお願いします。
更に、海浜幕張駅周辺では下記のように条例で路上喫煙が規制されており、ポイ捨て
等には罰則が適用されます。
1. 平成 16 年 6 月 1 日より「路上喫煙等の防止に関する条例」施行、市内全ての屋外の
公共の場所では、誰もが喫煙を行わないように努めなければならない
2. 特に危険である地区を「路上喫煙禁止地区」として指定する、この場所での喫煙は
罰則が適用される
3. 平成 17 年 5 月 1 日現在この禁止地区として
幕張新都心地区 ( 海浜幕張駅周辺 )
JR 稲毛駅周辺
JR 千葉駅周辺
が指定され、17 年 6 月 1 日より罰則の適用がスタートする
また、平成 10 年 5 月 30 日よりポイ捨て禁止条例が施行されており、公園や道路な
ど公共の場所で、みだりに空き缶やあきびん、その他の容器、たばこの吸殻などを捨て
てはならないとして禁止されております。

どで池には来なくなるだろう。しかし、低
学年の時にこの池で捕まえた生き物がきっ
かけで理科好きの子どもが育つことがある
かもしれない。そんなことを考えながら散
9 月中旬のある日、1 丁目公園そばの池で
一丁目公園の池は毎年姿を変え、生き物の 歩がてらに池に集まる子どもを「観察」す
「ドジョウ」が見つかったという話を聞いた。 種類も変化している。ここに今集まっている るのも楽しい。
半信半疑でカメラを持って駆けつけると、池 子ども達も学年が上がると生活時間の変化な
【松村】
のそばのコンクリートの歩道で子ども 10 人
ほどが昆虫採集のアミで盛んに水の中の泥を
すくっている。小学校低学年の子が多いよう
だ。中には料理用のオタマを持っている子も
いる。台所から失敬して来たものだろうか。
獲物を入れるためのプラスチックの水槽やバ
ケツが舗道上に並んでいる。
数人の子がのぞき込んでいる容器を見る
と、細長い魚が大小 2 匹ゆっくりと泳いでい
る。大きい方の体長は 15 センチほど。口に
は 2 本のヒゲが生えている。確かに
「ドジョウ」
だ。
ドジョウをつかまえたのは海浜打瀬小の大
橋君。
「ドジョウは去年からいるよ。もう何
匹もつかまえた。もっと大きいのを捕まえた
子もいる」とのこと。
「この池にはよく来る
の ?」と聞くと「いつも来ている」
翌日池に行ってみると、別の子が大きなザ
リガニを持ってきていた。4 週間ほど前に捕
まえたという。打瀬小学校の須原君だ。彼も
毎日のようにこの池に来て、ザリガニやヤゴ
を捕まえている。これまでに金魚や熱帯魚の 写真を撮ると声をかけると、すぐにこれだけの子が集まってくれた。学年も学校もバラバラでお互い名前
グッピーまでこの池で捕まえたという。今は も知らないようだが、捕まえた生き物を見せ合ってすぐに仲良くなる。
ザリガニとドジョウを飼っている。
子ども達は互いに捕まえた生き物を自慢し
合っている。最初は子どもの話と思っていた
が、よく聞くと意外に細かく観察している。
池には 2 種類のザリガニがいて、アメリカザ
リガニとニホンザリガニだという。だが別の
ピアノ・フルート・ギター・リコーダーなどによるソロやアンサンブル。子
ピアノ・フル
子に言わせると、ニホンザリガニと言われて
供達のベル・歌・ボディーパーカッションなど約 6 時間のコンサート
供達のベル・歌・ボディ
いるのは灰色をしたアメリカザリガニで、エ
12:00 開演 入場無料 ベイタウン・コア音楽ホール
サによってザリガニの色は変わるのだとい
う。池で見られるトンボやカエルの種類もよ
く知っていて、
「ここにいるカエルはアカガ
エル、アマガエル、ヒキガエルとツチガエル。
合唱組曲「筑後川」全曲、童謡曲集「いつの日か」、「ジュピター」ほか
トノサマガエルはいない」と教えてくれた。
午後 2:30 開場 3:00 開演 入場無料 ベイタウン・コア音楽ホール
どうやら見たり捕まえたりした生き物を帰っ
て図鑑で正確に調べているようだ。

一丁目公 園 池 観 察 記

今秋のコア音楽シーズンカレンダー

10/16
（日）

第 9 回ベイタウン音楽会「オータムコンサート」

10/23 コア・チェンバーシンガーズ演奏会
（日）

10/23
（日）

第 33 回ファツィオリの会

午後 6:00 〜 8:00 入場無料 ベイタウン・コア音楽ホール
コンサートグランドピアノ「ファツィオリ」を一般の人が弾けます。演奏希
コンサートグランドピアノ「ファツィオリ」を一般の人が弾け
望の方は、阿曾（Tel/FAx : 211-0273）まで。10/16（日）締切。

瀬音・GAFU 演奏会
瀬音・
10/30 「これが音楽だ」
「エーデルワイズ」「童謡唱歌」
「童謡唱歌」ほか
（日）

午後 1:30 開場 2:00 開演 入場無料 ベイタウン・コア音楽ホール

ベイタウンオーケストラ定期演奏会
11/27 ベイタウンオーケストラ定期
ブラームス「交響曲第 2 番」
番」ほか
（日）

つかまえた巨大ザリガニを見せる須原君。仲間から
は「博士」とか「ザリガニ少年」と呼ばれている。

午後 1:30 開場 2:00 開演 入場無料 ベイタウン・コア音楽ホール

““Smile !” 2nd Concert produced by Fairies
12/11 午後
2:00 開演 入場無料 ベイタウン・コア音楽ホール
（日）

出演 ジュニアコーラスグループ・フェアリーズ、打瀬中学校有志のみなさん、
ベイタウンを中心とした幼稚園児、保育園児のみなさん

ラッピングバス快走中
わたしたちは千葉ロッテマリーンズを応援しています

▲

▲去年 8 月に登場した初代ラッピングの連節バス。
人気の「誠」（まこと）ユニフォーム。

ラッピングバスこぼれ話

マリーンズのラッピングバスは全部で 4

種類あります。第 1 号は去年 8 月に全長
18ｍの連節バスが登場（全国でも連節バス

のラッピングはこの 1 台だけ！）。その後、
今年の交流試合優勝を記念して、ホームゲー
ムのユニフォーム 2 種類をデザインしたも
のと、サポーターへのメッセージを載せた

計 3 種類のラッピングバスが走り始めまし
た。

マリーンズの快進撃とともに、これらの

ラッピングバスも幕張本郷駅とマリンスタ
ジアムの間を毎日快走しています。

▼

▲インパクト抜群なメッセージバス。
背景はよく見るとサポーターの姿が。
ホームゲーム用のピンストライプに
塗られたラッピングバス。

耳より情報

当社ホームページで、船橋営業所、江戸川営業所、

金町営業所の全停留所の時刻表をご覧いただけます。
京成バス
URL

船橋営業所
茜浜車庫

047-431-4476
047-453-3788

http://www.keiseibus.co.jp

どうぞご利用下さい。

http://www.keiseibus.co.jp（PC・携帯共通）
※その他の路線の時刻表は現在準備中です。

