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今年のベイタウンまつりは
お天気に恵まれて大盛況！

シニアクラブ焼きそば
最古参！シニアクラブが毎年出店する、安くてお
いしい焼きそば。健康志向をモットーとし、値段
を 200 円に抑えて毎年 800 食ほども販売する。
●審査員コメント

見た目もソースの色が薄く、味も薄味。麺も細くあっ
さりとした味わいがやみつきになりそう。飽きがこ
ない味で女性向けかも。どことなくスモーキーなフ
レーバーが漂い、ベイタウンにほど近い「海」を連
想させる味。

　ベイタウンまつりの食い物系模擬
店で伝統･出展数No.1はなんと言っ
ても「焼きそば」だろう。今年も3
店が出店し、味を競った。3店とも
毎年のように店を出す「老舗」だ。
それぞれの焼きそばには「こだわり」
が感じられ、単に腹を満たす以上の
楽しみを与えてくれる。
　今年、ベイタウンニュースではま
つり名物となりつつあるこの３店の
焼きそばの食べ比べ会を実施。味や
値段、さらに店主の思い入れなどを
取材した。題して「第10回ベイタ
ウンまつり記念　焼きそばガチンコ
対決」	 【松村】

※ちなみに「審査員」とは焼きそば好

きを豪語する松村とベイタウンニュー
ス関係者で、全く権威はありませんの
であしからず（こんなお気楽な記事で
いいのか〜反省！）ベイタウンニュー
スは毎年駄菓子屋を出店しているので、
取材に手が回らないのが実情なのです。
ごめんなさい。

公園東の街（富士宮焼きそば）
ベイタウンまつりでは２年目の新参だが、東の街のイ
ベントではおなじみの焼きそば。日本三大焼きそばの
ひとつ、「富士宮焼きそば」にこだわり、麺（メン）も
生産地より取り寄せる懲りよう。値段は 300 円
●審査員コメント
見た目は麺が太く、キャベツや紅しょうがなど野菜も
ソースもたっぷり。太めの麺は最初、堅い！と感じた
が歯ごたえがたまらない。麺が堅いのが好きな人（私
も含め）におすすめ。美味しかった！パパース焼きそば（サッカークラブ・パパース主催）

　猛練習で知られるパパース（子どもサッカークラブの
お父さんたちのクラブ）が出す焼きそば店。値段は 300 円。

ベイタウンでは「夏祭り」にも出店する。ガンコそうな店
主に味の否決などを聞くと「ウチはフツーの焼きそばだよ」
●審査員コメント
麺は細くて縮れ気味。いちばんオーソドックスな焼きそばで、
ソースが麺にからまって香ばしさを出していた。挽肉を使って
いるせいか具が少なく感じられたが、そばそのものの味はよ
かった。ザ・スタンダードとも言えるスパイシーなソースベー
スの焼きそば。王道を極めようという意気込みが感じられた。



シニアクラブがバス旅行　〜北総・小江戸佐原と水郷佐原巡り〜

　第2回　「移管問題を考える会」報告

第３回会合のご案内
下記のとおり、第３回会合を実施します。
「考える会」は住民であれば誰でも参加で
きる草の根の活動です。遠慮なく、のぞい
て、参加してみて下さい。
　日時：6/16( 土 )、14:00 〜 16:00
　場所：ベイタウン・コア講習室
なお、「考える会」では、メーリングリス
トを開設しました。下記アドレスに空メー
ルを送付頂ければ、どなたでも参加でき
ます。会合の案内もメーリングリスト宛
に送付します。こちらもお気軽にご参加
下さい。
　baytown-management-subscribe
　@yahoogroups.jp

　5/19( 土 ) に『移管問題を考える会（以後「考
える会」）』の第２回会合が開催された。
　まず、『幕張新都心住宅地区の管理運営の
あり方研究会（以後、「研究会」）』に住民代
表として参加している自治会連合会の佐藤副
会長から、5/8( 火 ) に開催された研究会の
第１回会合の情報が報告された。それによる
と、事務局（県企業庁）側から示された研究
会の取り組み課題一覧（案）では、大きく①
公共公益施設の管理（道路等、ごみ空気輸送
システム、公園緑地等、コミュニティ・コア）、
②賃貸資産の管理（賃貸住宅、商業業務施設）、
③土地借地料収納、④コミュニティ活動支援、
の４つの分野が示された。このうち、①の公
共公益施設の管理については、本誌前号で既
報したように、移管自体は行政間で粛々と進
められるため、移管後の管理運営のあり方が
テーマとなるようだ。コミュニティ・コアに
ついては、コア拡充整備（通称「第２コア」
の計画）があり、これは別途「コミュニティ・
コア拡充整備検討会」が設置され、住民と企
業庁で話し合いが行われることになる。②の
賃貸資産の管理および③の土地借地料収納に
ついては住宅事業者による専門部会が設けら
れる。以上からすると、「研究会」では①の
うちのコミュニティ・コア以外と、④が主た
るテーマとなるようだ。
　住民代表側としては、今は自治会連合会役
員が代表を務めているが、今後は自治会連合

会が事務局役を務めながら、１年後には各街
区管理組合を中心とし、幅広く住民の意思を
反映できる「住民協議会」のような組織を立
ち上げたいという意向を表明した。企業庁と
しても、平成 24 年度末で事業終了すること
を考えると、同年度初には新しいベイタウン
の管理運営機構を立ち上げたいとの意向で、
これらのベクトルがどう進んでいくのかはこ
れからの協議しだいと思われる。
　これらの情報を受け、「考える会」でも、
①住民協議会の母体作り、②各種資料／材料
集め、③地代などの有効活用の研究、などの
具体的な目標を設けるべきではないか、とか、
目標は１年ぐらいかけてじっくり作るべき、
といった議論が交わされた。議論の中で、参
加者から「墨田区で区民と区が新しい『すみ
だ』作りを進めるガバナンス（協治）の考え
方を進めている。次回会合にでもこの中心と
なった区職員を招いて講演会をしてもらった
ら参考になるのではないか？」といった提案
がなされ、さっそく提案者に墨田区の関係者
に連絡をとってもらったが、これは残念なが
ら諸々の事情で実現しなかった。講演は無理
でも、ヒアリングは可能ということなので、

「考える会」の次回以降の会合で具体的な進
め方を相談することになる。
　記者も勉強のため、墨田区のガバナンス関
連のホームページ（http://www.city.sumida.
lg.jp/sumida_kihon/index.html）を訪れたと

ころ、豊富な資料が公開されており、墨田区
におけるガバナンスの定義（ 区民、地域団体、
NPO、企業、区など多様な主体が、それぞれ
果たすべき責任と役割を自覚しながら、とも
に考え、行動することで、地域の課題の解決
を図ろうという社会のあり方）や、行動原則、
具体的な施策とその中での区と区民と事業者
の役割など、参考となる情報を多く得ること
ができた。興味のある方は、ぜひ訪れてみて
ほしい。
　次回の「考える会」では、目標とする将来
イメージの共有に向けて、住民による管理運
営体制のイメージづくりをワークショップ形
式で進めることになった。 【板東】

　去る５月３０日（水）早朝、ベイタウン・
コアの前に元気なシニアが続々と集合。その
日は、ベイタウンシニアクラブ恒例のバス旅
行の日。今回、目指したのは北総エリア。
　先ずは、この日が初日の " あやめ祭り “。
目玉の「水郷佐原水生植物園」では、傘をさ
しての散策。小雨に煙るあやめの鑑賞は風情
はあったが、東洋一を誇る伊勢系、肥後系、
江戸系の花菖蒲は未だ一分咲きとのこと。
　次は水郷随一の名勝として人気があり、女
船頭さんの操るサッパ舟で揺られながらの

「加藤洲十二橋めぐり」。雨で半減したものの
水郷らしい情緒の豊かさを実感。期待してい
た「嫁入り舟」は見られず残念･･･。

　この地佐原は、50 歳を過ぎてから日本全
国を測量して歩き、日本で初めて実測地図

「全日本沿海輿地図」を製作した伊能忠敬が
育った町。「伊能忠敬旧宅と記念館」では、
その地図の正確さに驚く。
　明治以前に「神宮」の称号を与えられてい
たのは伊勢、香取、鹿島のみというわが国屈
指の名社「香取神宮」を参拝。そして、佐原
の名門「東薫酒造」を見学。東薫酒造といえ
ば「二人静」「叶」と芳醇な酒造りで有名。
銘酒の試飲をするときの男性陣の顔とお土産
を選ぶ女性の顔は満足気。果たして誰へのお
土産か。
　この旅行のもうひとつの目玉は利根川水運

で栄えた「小野川沿いの町並み」。往時の面
影を残す土蔵造りの商家や千本格子の町家が
建ち並ぶ雨上がりの町並みを散策。当地では
“江戸を見たけりゃ佐原においで、佐原本町、
江戸まさり “と歌われているそうです。
　平均年齢 60 才（？）というシニアが精力
的にたくさんの名所旧跡を見学して回り、帰
りのバスの中では童謡や昔の流行歌の大合唱
と元気で楽しいバス旅行が無事に終了。お疲
れさまでした。

【シニアクラブ落合　投稿】

ベイタウンシニアクラブ入会のお誘い
ベイタウンには、現在 60歳以上の方が１、
400 人余りお住まいです。シニアクラブ
では、このような季節的なイベントのほか
に毎月開催の「オアシス談話室」を始め、
気楽に交流できる「ふれあいの場」を設け
ています。住みよい街づくりと心と体の健
康のために是非入会をお待ちして居ます。
なお、「ベイタウン・コア」に入会案内と
申込書が置いてあります。

小野川に架かるジャージャー橋（写真左）
香取神宮前に全員集合（写真右）



　6月のコア・イベント

寺子屋工作ランド
内容は未定です
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、工作用具
参加費：50 円（材料費）
見本をコアの掲示板に展示します。

6/23
（土）

わくわく　おはなし会
時間：10：30〜
場所：ベイタウン・コア　工芸室
入場無料

えほんやかみしばい、たのしいゲームなどよういし
ておまちしています。

6/16
（土）

第51回ファツィオリの会
時間：9:30〜 11:30
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」を街

の皆様に弾いて頂ける月に一度のチャンスです。ど
しどしお申し込み下さい。他の楽器演奏・声楽・合唱なども
受け付けています。また当日は、ご自由に聞いて頂けます。
どうぞお出かけ下さい。
　尚、今月より連絡先が毎月変わります。どうぞご確認のう
え、お申し込みを宜しくお願い致します。
申し込み締切日：6 月 10 日 ( 日）
連絡先：大垣 TEL/FAX：276-3878
 E-mail：ymogaki@k4.dion.ne.jp

6/17
（日）

ベイタウンオーケストラ定期演奏会
時間：14:00 開演予定
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
曲　目：	ウェーバー　歌劇「魔弾の射手」序曲
	 モーツァルト　交響曲第 31番「パリ」

	 ブラームス　交響曲第 1番
	 指　揮：	石川　智久

6/24
（日）

お詫びと訂正
先の本紙４月号で掲載した海浜幕張眼科の広告中、診療時間の一
部に間違いがありましたのでお詫びとお知らせをします。
午前中の診療時間が 10 時３０分〜１２時３０分となっていまし
たが、正しくは 10 時３０分〜１３時３０分の誤りです。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
海浜幕張眼科（043-296-3103）

第2回幕張ベイタウン献血と骨髄バンクドナー登録会

日時：７月７日（土）
献血受付時間  10：00 〜 11：45、13：00 〜 16：00
登録受付時間  10：00 〜 11：35、13：00 〜 15：50
場所：打瀬公民館　コアホール
●献血：１６歳から６４歳までの健康な方。
尚６０歳から６４歳の間に献血をされた事のある方は６９歳まで。
●骨髄バンクドナー登録：１８歳から５４歳までの健康な方。
主催：千葉県赤十字血液センター、千葉骨髄バンク推進連絡会
共催：骨髄移植推進財団
協力：幕張ベイタウン自治会連合会　
　この献血と骨髄バンクドナー登録会は昨年秋に第 1 回を実施し
ました。第 1 回の企画者は「俺たちのホームページ」を立ち上げ
るなど、ベイタウンの街作りに貢献した鈴木真さん。骨髄バンクド
ナーの運動に熱心に取り組んでおられましたが、今年 2 月に惜し
くも事故で急死されました。その思いを第 2 回につなぎます。七
夕の日、ぜひコアに足をお運びください。

ベイタウンに介護事業所がオープン

　今年 5 月からパティオス 15 番街にベイタウンで最初の介護事業
所「ヘルパーステーション　オレンジ」を開きました。よろしくお
願いします。
事業者名：ヘルパーステーション　オレンジ
管理責任者：三浦　さおり
住    所：美浜区打瀬２−１０−１５−５０４
電話番号：043-377-7655　携帯　080-12507-7074
営業日・時間：日曜日〜土曜日　　８：００〜２２：００　
休　日：年末年始のみ
介護保険指定番号：１２７０６００４３８
千葉県指定日：平成１９年５月１日

夏休み「お絵かきコンテスト」のお知らせ

　昨年の夏休みに開催され、大好評だった「お絵かきコンテスト」（ホ
テル　ザ・マンハッタン主催）を今年も開催します。対象はベイタ
ウン在住の小学生以下の児童・幼児。題材は自由ですが、絵の中に
マンハッタンが描かれていることが条件です。
　豪華景品の他に、優秀作品はベイタウン・コアに展示されるなど
の特典があります。詳しくは今月号ベイタウンニュースに折り込み
のチラシをご覧ください。



　今年ベイタウンの小中学校のうち、3校の
運動会が 5月下旬から 6月初旬に行われた。
5/26（土）に打瀬中学校体育祭、6/2（土）
に打瀬小学校「ウタスポ」、美浜打瀬小学校「運
動会」だ。
　例年ベイタウンでは、打瀬小のみが 5月
下旬に開催し、打瀬中と海浜打瀬小は秋に行
うのが通例であったが、今年は中学の秋の行
事の関係で初夏のこの時期に集中した。
　運動会というと昼休みに広い校庭の競技ト
ラックの周りにゴザ（最近はビニールシート
か）を敷き、親子でお昼を食べたことを思い
出すが、最近の学校ではこんな風景は見られ
なくなった。学校と地域との関わり方の問題
もあるがベイタウンでは原因はもっぱら児童
･生徒数の増加だ。保護者だけでなく地域の
大人も参加し、盛り上がった地域運動会は校
庭が狭くなり開けなくなった。
　そんな中、打瀬小学校「ウタスポ」の地域
主催種目「ウタスポとるね〜ど」はまだそん
な雰囲気の残る種目だ。もともと打瀬小の運
動会は「ウタスポ」の名が示す通り、「打瀬
地域スポーツ大会」が原点だった。街開き間
もない第一回運動会を打瀬小中学校の合同と
し、さらに地域の人も参加できる運動会とし
たのが始まりだ。数年前まではウタスポ前日
となるとビニールシートを抱えての「場所取

り」もあったが、今では児童もお昼を教室で
食べることになり、競技観戦と昼食のための
シートはなくなり、「大玉送り」や「「ウタス
ポマラソン」など地域参加の種目も姿を消し
て「ウタスポ」は打瀬小学校運動会へと変化
していった。
　「ウタスポとるね〜ど」は 5年前、ウタス
ポに地域参加の要素を残したいと新たに加え
られた地域住民企画の種目だ。学校運動会の
定番「台風の目」をアレンジした 15分ほど
の短い競技だが、地域のボランティアの手で
企画運営され、用具の準備や競技場の設営、
参加者の募集、競技の実行まで彼らの手で開
催され、今年で第 4回となる。
　朝 8:30、ウタスポ
開始 30 分前にアリ
ーナ前で受付を開始
し定員 120 人の参加
者を募集。今年は中
学で「はしか」が流
行し中学生の参加自
粛が前日に決定され、
大人 40 人の参加者が
集まらず心配された
が、昼食前には見事
全参加者の登録が終
わった。

　前日までに競技マニュアルを作り、周到に
準備されたはずの競技だったが、今年は用具
の竹竿が折れるという事故が起きた。3年前
に新調し赤青黄白のテープを貼った苦心のサ
オだったが、保管していたマンション倉庫の
湿気で内部が腐食していたようだ。しかしこ
んなトラブルも打瀬小の先生の機転を利かせ
た応急修理で乗り越え、大興奮のうちに無事
終了した。
　「ウタスポとるね〜ど」のスタッフは現在
16人。若くて美しいお母さん達が中心だが、
子ども達が打瀬小を卒業するとリタイアする
人が出るので「高齢化」に伴うスタッフの減
少が悩みだ。ベイタウンに住み、当日お手伝
いいただける方なら誰でも歓迎するそうなの
で、「来年は是非あなたも」。	 【松村】

初夏の運動会シーズン終わる


