


　「こんにちは。ロッテマリーンズの渡辺俊介です。
車内での携帯電話は･･･」。京成バスの海浜幕張～幕
張本郷線では車内でこんなアナウンスが流れてい
る。渡辺選手の他に今江選手のアナウンスもある。

渡辺選手はバス車内での携帯使用マナーを、今
江選手は空き缶や雑誌のポイ捨てをやめよう
とよびかけている。他の選手のアナウンス
もあると思うのだが、たまたま乗り合わ
せたバスではこの 2人がアナウンスを聞
かせてくれた。いい企画だなと感心して
いたらそれだけではなかった。なんと
終点間際になって「ハーイ皆さん･･･」
とバレンタイン監督の親しみのこもっ
た終点案内のアナウンスもあった。
　バスから降りるときはとてもさわやか
な気分になった。マリーンズユニフォーム

のラッピングバスといい、京成バスさん、な
かなか冴えてますよ。

第110号（2006年7月1日号）
幕張ベイタウンニュース編集局

にいるだから一緒にやらんか !」という視線
が背中を鋭く刺してくる。ロッテといえばカ
ネやんと川崎球場という世代の私にとって、
今のマリーンズファンはとても洗練されて見
える。
　試合は 8対 2というワンサイドゲームに
なってしまったが、6年目の青野選手の劇的
な満塁ホームランも飛び出し、マリーンズ応
援席の盛り上がりはすさまじい。取材目的で
来ていた記者はなおさら居場所がない感じだ
った。やっぱり野球はビール片手に盛り上が
るのがいい。
  街に目を転じてみると、最近よく目に付く
のがマリンスタジアムで試合がある週末に、
マリーンズのユニフォームを着て自転車で応
援に出かける親子連れ。街全体の生活にマリ
ーンズが根付いた感じで好感が持てる。
  4 月 1日から「富士見通り」が「バレンタ
イン通り」に名称変更されたが、5月 10日
には昨年のマリーンズ優勝を記念して「優勝
モニュメント」が通り沿いに設置された。し
かし記者も設置される予定とは聞いていた
が、実際に目にしたことはなかった。という
わけで街の中をカメラを持って捜してみる
と、やっと見つかった。写真の②と③がそれ
なのだが、実物は小さくて、大人の目線より
下に設置されているのでなかなか気が付かな
い。みなさんもぜひ探してみてください。
  最後に、幕張で外食に出かけるとよく見か
けるのがバレンタイン監督のサイン。初めて
行った店でサインに出会うと何故か出遅れた
感がし、また監督の行動範囲の広さには驚か
される。
  皆さんはどこで監督と会いましたか ?【金】

スタジアムを取材した。「ガラ空き」を心配
しながら行ったロッテ vs 横浜戦（横浜ファ
ンの皆さん。ごめんなさい !）だったが、水
曜日の夜にもかかわらず、すごい人と声援。
まずはマリーンズファンの熱気に圧倒され
た。よく見るとベイタウン住民らしき姿もあ
ちこちに。
　8年くらい前に熱狂的なマリーンズファンの
知り合いに連れられて初めて訪れた頃のマリン
スタジアムは空席ばかりで、外野の一角に固ま
っていたマリーンズファンの周辺だけがにぎや
かだったが、今ではスタジアム全体がマリーン
ズファンのような感じだ。以前と変わらないの
は、横浜応援団の鳴り物応援とは対照的に、身
体全体と声を使っておこなわれるマリーンズフ
ァンの特徴ある応援だった。
　それにしてもいろいろあるんですね !選手
一人ひとりへのそれぞれ違う掛け声と歌が
･･･。当然ながらスタジアムに来ているマリー
ンズファンはみな同じ動きと歌を歌っている
中で、カメラ片手にネクタイ姿の記者は場の
雰囲気から浮いた感じで、「マリーンズ応援席

6月に入り今年のプロ野球ペナントレ
ースもいよいよ中盤にかかった。シ
ーズン初めはWBCの疲れがあったの

か、なかなか勝てない我らがロッテだったが、
ここに来て戦力も上ってきたのかリーグ首位
を争うまでになった。この分なら今年も優勝
の可能性大だ。
　という訳で今月号は優勝を祈って、ベイタ
ウンの街に定着するロッテの姿を追ってみ
た。
　まずは実際に試合をということで、6月
14日、セ・パ交流戦が行われていたマリン

①街のショーウィンドーで見かけた、「バレンタイン通り」
の銘板が設置されたことを知らせるポスター。②ポスタ
ーに「マリーンズ優勝モニュメントが設置された」とあ
ったので街の中を捜したところ、5番街前と 16番街前に
同じものが設置されていた。③マリーンズ優勝モニュメ
ントの写真と案内文。④街の各店舗にはマリーンズのポ
スターがいっぱい ( 写真はヤンマー )。⑤街の中で出会っ
たマリーンズ犬。⑥ 14号沿いの食事処で見かけたバレン
タイン監督のサイン入りの皿。⑦オレアジの壁に書かれ
たバレンタイン監督のサイン。

街とロッテの交差点
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　4 年前の日韓 W 杯を新潟、鹿島、長居で
観戦し、2006 年ついにドイツ W 杯をシュ
トゥットガルトで観戦することができた。シ
ュトゥットガルトはベンツ ( エンブレムが中
央駅の目印になっている !?) をはじめ車の街
として知られているが、こんなに各国のサポ
ーターを受け入れるのは初めてだろう。私た
ちが出会っただけで、オランダ、クロアチア、
スペイン、チュニジア、フランス、アルゼン
チン、オーストラリア、ブラジル、なぜかア
イルランド人 ...etc、もちろん日本人も。
　街の中心の宮廷広場では毎日バーチャル
ビューイングが行われ、熱烈な応援合戦あ
り、優雅にカフェ観戦あり、子ども連れもお
年寄りも、おじさんグループもそれぞれの楽
しみ方をしている様子がすごくいい。一人で
ふらっと来ても知らない人とおしゃべりしな
がら、ちゃんと楽しんでいる。サポーターの
装いも、闘牛士の扮装をしたスペインサポー
ターから、赤白チェッカーのスカーフをさり
げなくバッグに結んだクロアチアのマダムま

で、オシャレの仕方も様々だ。なんと楽しむ
ことの上手な人たちだろう。サッカー魂も未
熟だが、休みを取ることもままならない楽し
み方後進国の日本のことが頭をかすめた。ガ
ンバレ、ニッポン ! 【佐藤】

　ニュース編集局の佐藤さんと家族、友人交
えて取材旅行 (?) に行ってきました。佐藤さ
ん同様、前回のワールドカップも日本、韓国
で観戦したのですが、やはりサッカーの本場
ヨーロッパで見るものは一味違いました。ま
さに “サッカーの祭典” です。
　街は試合のある前日あたりから両チームの
サポーターであふれかえり、そこかしこで応
援合戦で火花をちらしたり、ビールを酌み交
わし、友好を深めます。試合会場行きの電車
も完全に応援電車といった趣となり、まわり
の迷惑を省みず応援コールや歌を繰り返しま
す。同乗した一般市民は「このときばかりは
しようがないな」とあきらめ顔です。会場は
もちろん大盛り上がり。ゴール裏こそ各サポ
ーター席ははっきりと区別されていますが、

活動拠点や福祉関連施設など公共施設の充
実、交通関連問題、環境美化問題などハード、
ソフト両面での課題にも継続して取り組んで
行かなければなりません。ベイタウンを何ら
かの理由で気に入り選択され住んでおられる
より多くの方々、又住み始められた方々とご
一緒にこれらの課題の解決に向けた活動をし
ていきたいと考えています。最後に定例会議
は従来同様毎月第二日曜日午後 7 時よりコ
アで開催します。どなたでも自由にご参加い
ただき、自由にご意見を述べて下さい。皆さ
んで十分議論を尽くしたいと思います。
ベイタウン自治会連合会　会長：吉識渉

　1995 年 2 月に街開きしたベイタウンは、
今では７千戸、2 万人以上が住む街に育ちま
した。その街開きから遅れること 2 年 1997
年 6 月に 10 街区のメンバーで発足した幕張
ベイタウン自治会連合会も、2006 年度には
17 街区に増えました。さらに 4 つの街区で
も自治会結成に向けての活動が開始されてい
ます。自治会は、管理組合とは異なり全くの
任意団体ですが、住民主体の街づくりを個人
の枠を超えて話し合いながら進めていくため
には必要な組織であろうと確信しておりま
す。安心、安全、そして何よりも気持よく豊
かに暮らせる街にする活動を、できる限り多
くの方と街を愛する意識を共有しながら、又
参加を得ながら進めていければと思います。
　ベイタウンは 2007 年春の入居が予定さ
れている 2 街区の竣工で一応の完成を迎え、
2010 年には県企業庁から千葉市への全面的
な移管が予定されています。その移管に備え、
色々な住環境にかかわる問題を検討、協議を
して、あるべき姿を模索していくことが最大
の課題です。又、この街が現在抱える住民の

ついにベイタウンニュースもここまで来た？

サッカーワールドカップ・ドイツ特派員報告

ベイタウン自治会連合会より

平成 18 年度　連合会役員
会長： 吉識 渉（パティオス 8 番街）
副会長： 伊藤正昭（パティオス 17 番街）
副会長： 小畑幸保（パティオス 10 番街）
副会長： 遠山孝行（パティオス 5 番街）
副会長： 佐藤研二（グランパティオス公園

東の街）

我々が見た席周辺では呉越同舟で敵・味方入
り乱れて応援合戦を繰り返します。帰りの電
車も勝ったチームのサポーターはお祭り騒
ぎ、電車が揺れるほど喜びを表現していまし
た。そして街の中心地では夜が更けるまでビ
ールを飲み、勝利の味をかみしめます。
　このお祭りを楽しんでいるのは、老若男女、
少しお年を召していてもお構いなし、派手な
衣装やフェイスペインティングでチームへの
愛着を表現します。こんな姿を見ていて、「う
らやましいな」と感じてしまいました。日本
サポーターも熱狂的ですが、まだまだ広がり
と深みが足りません。代表チーム同様、ワー
ルドカップの常連となる日まで、もう少し時
間がかかりそうです。そうなる日まで、私も
“参加” し続けたいと思います。 【板東】

マタドール（闘牛士、写真中）とフラメンコ・ダン
サー（右）に扮したスペインサポーターと

観戦したスペイン vs. チュニジア戦からコーナーキ
ックの瞬間

本場ドイツの生ビールはおいしかった !!

シュトゥットガルトの街の風景



寺子屋工作ランド
「紙トンボ」「木トンボ「竹トンボ」
時間：9:30～
場所：ベイタウンコア　工芸室
持ってくるもの：小刀、その他工作道具

参加費：50 円（材料費、保険代）

　7月のコア

寺子屋工作ランド
「紙トンボ」「木トンボ「竹トンボ」
時間：9:30～
場所：ベイタウンコア　工芸室
持ってくるもの：小刀、その他工作道具
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第４2回　ファツィオリの会
時間：9:30～ 11:30
会場：ベイタウン・コア音楽ホ－ル
街の皆様にフルコンサ－トピアノ「ファツィオリ」
を弾いていただく機会として月に一度行なっていま

す。ピアノ・器楽・声楽・合唱など、ホ－ルでの演奏
をご希望の方、どうぞお申し込み下さい。非公開も受
け付けています。見学は自由に出来ますので、当日、

ホ－ルへお出かけ下さい。
連絡先：阿曽　tel＆ fax 211-0273    
メ－ルアドレス　kakuhito@mue.biglobe.ne.jp
出演申し込み締切日：7月16日（日）

第４2回　ファツィオリの会
時間：9:30～ 11:30
会場：ベイタウン・コア音楽ホ－ル
街の皆様にフルコンサ－トピアノ「ファツィオリ」
を弾いていただく機会として月に一度行なっていま

7/23
（日）

　6 月 18 日（日）の夕方、雨の中をお母さ
んと散歩していると、いつも遊んでいる 2
丁目公園にたくさんの鳥がいました。みんな
土をつついてエサとりをしていました。その
中にカモが 2 羽いたのでびっくりしました。
仲良くいっしょに水たまりで水浴びをしてい
ました。歩く時も 2 羽一緒によちよちある
いてました。夫婦にみえました。ディズニー
ランドから逃げてきたのかもしれません。こ
のままベイタウンに住んでほしいです。ベイ
タウンでカモをみたのは初めてだったので

「ニュースだ。ベイタウンニュースに知らせ
よう」と思って、お母さんに携帯で写真を撮
ってもらいました。

海浜打瀬小学校 4年 2組 北村哲哉

フェアリーズ合唱公開レッスン
 ～粟飯原栄子先生をお迎えして～
時間：9:30～ 12:00
　全国的な合唱コンクール、演奏会でご活躍の
合唱指揮者、粟飯原栄子先生によるジュニアコー

ラス・フェアリーズの公開練習です。ご自由にご
見学ください。
 ☆フェアリーズ新会員募集中。問い合わせ先、森
本211-7676みなさんのご参加お待ちしています。

フェアリーズ合唱公開レッスン
 ～粟飯原栄子先生をお迎えして～
時間：9:30～ 12:00
　全国的な合唱コンクール、演奏会でご活躍の
合唱指揮者、粟飯原栄子先生によるジュニアコー
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夏休みラジオ体操とプール開放（投稿）

　コアのホールで活動する混声合唱団「コア・
チェンバーシンガーズ」が団員を募集してい
ます。合唱経験や音楽は特にやったことのな
い人でも大丈夫。発声の基礎から教えてくれ
ます。曲のジャンルはさまざまですが、メン
バーが希望を出し合って選曲しています。練
習は毎月第 2、第 4 土曜日の午後 6:30 から
コア・ホールで行っています。
　年齢は 19 歳から 60 代前半までさまざま
ですが、家族で歌うメンバーが多いのもコア・
チェンバーシンガーズの特徴です。響きのい
いホールでお腹の底から声を出すと気持ちい

第11回ベイタウン音楽会「オ-タムコンサ-ト」出場者募集
　ベイタウンで音楽を楽しんでいる方・勉強されている方々へ !!

　地元、コア音楽ホ－ルでの晴れの舞台、ベイタウン音楽会「オ－
タムコンサ－ト」に出場しませんか ?　ピアノをはじめ、いろいろ
な器楽演奏、声楽・合唱など、ソロでもアンサンブルでも、どしど
しお申し込み下さい。お待ちしています。
日時 :10 月 29日 ( 日 ) 時間未定
会場 : コア音楽ホ-ル
申し込み締め切り日 :8 月末日
連絡先 : 阿曽 tel&fax  211-0273
メ-ルアドレス kakuhito@mue.biglobe.ne.jp

ラジオ体操
前期：7月18日 (火 )～31日 (月 )  23、30（日
曜）を除く 12 日間（打瀬小学校 校庭）
後期：8 月 21 日 ( 月 ) ～ 28 日 ( 月 )  27（日
曜）を除く 7 日間（ 海浜打瀬小学校 校庭）
いずれも時間は午前 6:30 ～ 6:40 です。
詳細は各小学校とコアに掲示されるポスター
をご覧下さい。
　学校は 7 月 15 日 ( 土 ) から休みに入りま
すが、15 日は土曜日、16 日は日曜日、17
日は海の記念日で祝日。本当の夏休みは 18
日からということなので、開始日を 18 日と
します。8 月の 29 日から夏休み明けの授業
が始まりますので、その前日まで行います。
　新しく美浜打瀬小学校が開校しましたが、
今年いっぱいは校庭、体育館の開放ができま
せんので、使わせていただくのは来年以降に
なります。来年は 前期を海浜小で、後期を
美浜小で   再来年は美浜小と打瀬小。3 校で
のローテーションが成り立つといいなと思っ
ています。 【鎌田（4番街）】

プール開放
　8 回目を迎えた夏休みのプール開放。今年
も昨年同様、海浜打瀬小学校アリーナ上のプ
ールを使って行われます。もちろん打瀬小

松本和将
ベートーベン三大ピアノソナタ・リサイタル
時間：13:30（開場）14:00（開演 )
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
コア 音楽ホールで開催される松本和将氏のコン

サートにまだ若干のお席があります。夏休みはじ
めの午後をすてきな演奏でお楽しみください。
チケット : 2,500円 (一般 ) 、1,500円 (中学生以下 )
発売 :ギャラリーキキ(17番街)、ジャイネパール(5
番街 )、きらら (CPW)

松本和将
ベートーベン三大ピアノソナタ・リサイタル
時間：13:30（開場）14:00（開演 )
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
コア 音楽ホールで開催される松本和将氏のコン

7/16
（日）

学校、美浜打瀬小学校の児童も参加できま
す。今年は昨年までのように申し込み制では
なく、事前の申し込みなしでも直接参加が可
能です。ただし、1 回の入場者は 120 名ま
でとし、必ず親子で参加していただきます。
日程は 7/15 から 7/25 の 8 日間（7/18 ～
7/20 はお休みです）15 回です。詳しくは小
中学校を通じてお知らせが配布されるので、
お読み下さい。 【鎌田（4番街）】

コア・チェンバーシンガーズが
混声合唱団員を募集

いですよ。見学も自由です。是非おいでくだ
さい。
練習 : 毎月第 2、第 4 土曜日 午後 6:30 ～
場所 : ベイタウン・コア 音楽ホール
問い合わせ先 : 松村 (043-211-6853)

2丁目公園にカルガモ夫婦


