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幕張ベイタウンニュース編集局

ベイタウンまつり直前情報

運動
公園ミラ

マー
ル

パテ
ィオ
ス

22番
街

カジ
ュア
ル

パー
クパテ

ィオ
ス

21番
街パテ

ィオ
ス

20番
街

マリ
ンフ
ォー
ト

クリ
エイ
ティ
ブ

プレ
イパ
ーク

エコ
パー
ク

ビー
チテ
ラス

海浜
打瀬
小学
校

パテ
ィオ
ス

18番
街パテ

ィオ
ス

16番
街パテ

ィオ
ス

14番
街

赤玉
青玉
公園

打瀬
二丁
目公
園

打瀬
一丁
目公
園

2番街

1番街

4番街

3番街

6番街

15番街 17番街

11番街
5番街

打瀬
小学
校

打瀬
第一

緑地

セン
トラ
ルパ
ーク

イー
スト

幕張
ベイ
タウ
ン

プラ
ザ

セン
トラ
ルパ
ーク

ウエ
スト

グラ
ンパ
ティ
オス

公園
東の
街

グラ
ンパ
ティ
オス

公園
西の
街

ブエ
ナテ
ラー
サ

パテ
ィオ
ス

7番
街 パテ

ィオ
ス

9番
街

ヒル
トッ
プ

パー
ク

グラ
ンア
クシ
ブ

グラ
ン

エク
シア

パテ
ィオ
ス

エリ
スト

シテ
ィー
ズ

フォ
ート

ファ
ース
ト

ウィ
ング

A B WH

1

2

3
T

R

OH

GH

WH

D

E

パテ
ィオ
ス

アバ
ンセ

パテ
ィオ
ス

8番
街 パテ

ィオ
ス

10番
街

ベイ
タウ
ン・

コア駐車
場

パテ
ィオ
ス

12番
街

パテ
ィオ
ス

13番
街

美浜
打瀬
小学
校

サウ
スコ
ート

ミラ
リオ

パテ
ィオ
ス

19番
街

トラ
イア
ング
ル

パー
ク

打瀬
中学
校

SH
2街
区

児童
公園

フリーマーケットゾーン 模擬店

模
擬
店

今年のベイタウンまつりでは過去最高の180店がフリーマーケットに
出店。場所も1、2番街前からプロムナードを5、6番街前へ、更にバレ
ンタイン通りを海側へとつづきます。
フリーマーケットの商品搬入について
午前8:00までは自由に搬入できますが、8:00からは出店の番号に
よって次のように車の進入が規制されます。
8:00～8:25:：出店番号が奇数番号の方のみ車両の進入ができます。
8:25～8:50：偶数番号の方のみ車両の進入ができます。

プロムナード

今年のベイタウンまつりでは過去最高の180店が出店。場所も1,2
番街前からプロムナードを５、６番街前へ、更にバレンタイン通りを
海側へとつづきます。
フリーマーケットの商品搬入について
午前8:00までは自由に搬入できますが、8:00からは出店の番号に
よって次のように車の進入が規制されます。
8:00～8:25:：出店番号が奇数番号の方のみ車両の進入ができます。
8:25～8:50：偶数番号の方のみ車両の進入ができます。

こどもサイクルリサイクル
盲導犬とふれあおう！

バレンタイン通り5番街前

模擬店とフリーマーケットの一部、
外車展示もこちらです。

こどもサイクルリサイクル

第３回「ハーモニーフェスタ」
開場13:30　開演14:00　雨天決行
場所 ：コア･音楽ホール
 入場料 ：無料
 出演団体 :
①「Ｒ＆Ｗリコーダーアンサンブル」  　
②「打瀬中吹奏楽部」     　　　　
③「美浜打瀬小特設合唱クラブ」 
④混声合唱団「コア・チェンバーシンガーズ」  
⑤ ジュニアコーラス「フェアリーズ」 　
特別ゲスト：幕張総合高校合唱団

第４回「コアのお茶席（立礼席）」
（お気軽な立礼席で日本の伝統文化に触れてみませんか？）
10:00～14:00
会場：コア・中庭
お茶席：参加費・大人200円／子供100円（お菓子つき）当日会場で受付

ベイタウン・コア

全国大会で
常に上位入

賞

「幕張総合
高校合唱団

」出演

野外イベント広場
（コア横の空き地）
10:00～10:40
千葉ロッテ・チアガール「M☆Splash！」
10:45～11:10
「ダンススケッチ」ステージ
11:15～11:40
「幕張Heart’S」ヨサコイソーランチーム
11:40～12:05
千葉ロッテ・チアガール「M☆Splash！」

午後の部
13:10～13:35
「幕張Heart’S」
13:40～14:05
「MAKUHARI・ミルキートワラーズ」ステー
ジ
14:10～14:30
「ダンシングテキサス」アメリカンカントリ
ーダンス
野外イベント広場では
バッティングゲームおよびマリーンズ福引

コア付近プロムナード

ベイタウンまつり模擬店の定番
「ヤキソバ」
ことしのヤキソバ対決は･･･？

ヤキソバなど食品関係の模擬店はこちらです。
一部のフリーマーケットと外車展示もこちらに
あります。
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男校長への何よりのプレゼントとなった。な
んせ千葉市 57 校の頂点なのだから。
  19 年度の顧問は屋代健治教諭と古賀隆司教
諭。二人ともロッテマリーンズ・読売ジャイ
アンツをこよなく愛し、この二球団に教え子
が入ってくれることを固く信じている。そし
て本年度、新たに佐野智子教諭と民間指導者・
徳川浩一氏をコーチに迎え、2008 野球部が
スタートした。

【打瀬中学校教頭　青木一】

　移管問題を考える会便り

　「理想」があって「現実」がある。その間に
必ず「ズレ」がある。この「ズレ」を私たち
は「問題」と呼ぶ。人生は多くの「問題」に
囲まれているのだ。「ズレ」の連続なのだ。し
かし、考えようによっては「問題」も悪くない。
だってそれは「理想」がしっかりしていると
いう証拠だもの。                 
　「問題」を如何に解決していくか。部活動で
はそれを練習で担う。野球部が快進撃を続け
ているのはこの練習の賜なのだ。
  ３月に行われた第８回千葉日報杯争奪選手
権大会。準決勝戦まで打瀬中は全て逆転勝ち
というドラマが続く。
　決勝戦は強豪加曽利中。６回・７回の２回
の攻撃を残して、この日も２：４とリードさ
れていた。６回は２アウト２・３塁、バッター
は今大会ラッキーボーイの鈴木光司君。今ま
で代打で一番の打率・打点をあげていた。し
かし、打った打球は平凡なセカンドゴロ。「万
事休す…」と誰もが思った。その時、なんと
相手のセカンドが一塁へ悪送球。ボールが転々
と転がる間に、２人のランナーが帰り同点。
そして延長戦。相手の攻撃を江夏豊ばりにス
クイズを見破り（古い！）、０点に抑えたその
裏、本校も１死満塁となり、４番の森昴志郎
君の打席。２ストライクから粘って打った打
球はピッチャーゴロ。ああダメだと思った瞬
間、ピッチャーがホームへ悪送球。劇的な幕
切れとなった。全て逆転勝ちで神がかり的な
優勝であった。この３月に勇退された笈川和

日時：2008 年 5 月 17 日 ( 土 )・18 日 ( 日 )
　　　10 時〜 15 時
会場：神田外語大学キャンパス ( カルフール
幕張店より徒歩 5 分 )

　普段テレビでもよく見かける「ゴミ山で暮
らす子供」や「少年兵」･･･ 私たちが住むアジ
アには、まだまだたくさんの苦しみや困難が
あります。アジアの一員として、なにか私た
ちにできる事はないのか･･･この想いを叶える
ために大学生が動きだしました。一人一人の
100 円も、集まれば大きな価値になる。昨年
は約 1,850 人の来場者を得て、130 万円をア
ジアへ届けました！

　今年で第４回目。学生が創り出す、世界を
変えるプロジェクト「幕張チャリティフリマ」。
当日参加して、自分の好きなものを買うだけ
でできるチャリティ！あなたも気軽に参加で
きます！同じ幕張新都心で暮らすベイタウン
のみなさん、一緒にチャリティしませんか？

　先月号でお知らせしたとおり、4 月 13 日 ( 
日 ) に、「住民協議会準備会」の実働部隊とし
て「住民協議会設立作業部会（先月号では、「実
行委員会（仮称）」としていましたが、会合の
場で正式に名称が付けられました。以後、「作
業部会」とします）」の第１回会合が開催され
ました。
　会合では、正メンバー９名、オブザーバー
４名、事務局２名が登録され、議長としては
グランパティオス東の街の樺田直樹さんが選
ばれました。今後、2009 年 5 月に「住民協
議会」を正式に立ち上げることを目標に、月
１回程度の会合を開催し、規約の原案作成な
どの各種検討・作業を行い、住民協議会準備
会に提示していくこととなりました。また、
今後の検討の進め方や、住民全員に確実に連
絡が届くような広報のすすめ方などが議論さ
れました。
　この作業部会には、昨年４月以来「移管問
題を考える会」として活動してきたメンバー
のうちの８名の主要なメンバーが正メンバー
もしくはオブザーバーとして参加することに
なったので、「移管問題を考える会」自体はそ
の活動の目的 －－ 県企業庁から千葉市への管
理移管や街の管理への住民の関わり方につい
て住民草の根で情報共有／意見交換を行い、
必要ならば「幕張新都心住宅地区の管理運営

のあり方研究会」の住民代表メンバーへ意見
を伝える －－ を達成したものとして、この日
をもって解散しました。
　新たに「作業部会」のメンバーとなった皆
さんには、「住民協議会準備会」と共に、引き
続き街の管理のあり方を住民の立場で考え、
行動するリード役となってもらいたいと思い
ます。記者も「住民協議会準備会」および「作
業部会」にはオブザーバーとして参加して、

そこで得られた情報を引き続きお伝えしてい
きます。この街をどんな街にしていくかは、
お上が決めることではなく、そこに住む人の
“意思” であるべきだと思いますし、またこの
街ならばそれが可能だと思っています。住民
の皆さん一人一人がいろいろな形で参加し、
また知恵や意見を出すことによって、住民の
“意思” を反映できる良いシステムとなること
を望んでいます。 【板東】

　神田外語大学の学生が創るチャリティ形式
のフリーマーケット「幕張チャリティフリマ
＝幕チャリ」——幕張の地域・企業からいた
だいた寄付品をチャリティ価格で学生が販売
し、その売り上げをアジアの自立支援のため
に寄付するイベントです。
フリマ・飲食出店・ダンスやバンドなど、沢
山の催し物が充実した２日間！

打瀬中アラカルト（3）　〜野球部編〜

今年で4年目　神田外語大学「幕チャリ」

住民協議会設立作業部会の位置付け

次回住民協議会準備会開催案内
　5 月 18 日 ( 日 ) 14:00 〜、コア講習室にて
住民であれば、どなたでも参加できます。

Vol132.indd   4 09/07/16   14:42



　5月のコア・イベント

第62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
月に一度の　フルコンサートグランドピアノ「ファツィ
オリ」を弾ける会です。ピアノ以外の楽器の演奏や歌も

大歓迎です。非公開の演奏も受け付けています。申し込み締め切
り：5月 18日（日）
連絡先：大垣　　TEL ＆ FAX  276-3878  ymogaki@k4.dion.ne.jp

わくわくおはなし会　5月の常設おはなし会
時間：10：30〜
場所：ベイタウン・コア　講習室（途中入場もできます）
　

　　年齢制限・予約はありません、みんなで来てね。
　　今月も、楽しい絵本やゲームを用意していまーす。
　　おとうさん、おかあさんも、ぜひご一緒にどうぞ。

5/17
（土）

寺子屋工作ランド
「竹トンボ、紙トンボ」
時間：9:30〜
場所：ベイタウン・コア　工芸室
持ってくるもの：カッターナイフ、木工ボンド、はさみ、

鉛筆、参加費：50円（保険料）

5/24
（土）

5/25
（日）

　抜けるような青空に、子どもたちの元気な声が聞こえてきた。学校
はこうでなくちゃね。美浜打瀬小学校に向かってのんびり歩いていく
と、男の子たちとは少し離れて女の子たちがサッカーの練習をしてい
た。「ヴェルデューレ」の女子サッカー部だ。
　「ヴェルデューレ」（緑の風）は 2007 年にチーム登録したばかりの
ニューフェイスで、美浜打瀬小学校をホームグランドに練習を行って
いる。ちょっと珍しいのは、「女子チーム」があることだ。もちろん
美浜区初、現在 12 名が所属し、「ガールズ 8」という 8 人制の試合を
めざす。ほとんどが初心者。サッカーに興味があっても男の子ばかり
のチームに入りにくいのであきらめてしまう子も多いようだ。
　指導にあたる市原靖久さん（10 番街）はもっと女の子たちにサッ
カーをやってほしいという。「いまはうまくなることより、ボールに
ふれる楽しさや体を動かす気持ちよさを感じてもらえればいいと思っ
ています。そうは言ってもすぐうまくなる。最後に男女混合で試合を
やるんですが、最初突き指を怖がっていたり、男子とのからだのぶつ
かり合いにびびっていた子たちも、目の色が変わってくるからおもし
ろいですね。ゴールキーパーをやりたいっていう子もいるんですよ」
　実は市原さんも、大学生の息子さんもポジションはゴールキーパー。
ところが「ヴェルデューレ」に参加している娘さん（11 歳）は 3 年
生からサッカーを始めたが、「絶対、ゴールキーパーは嫌！」なのだ
とか。「フォワードは 10 本ミスしても 1 本ゴールすればいいですけど、
ゴールキーパーは何度セーブしても 1 本ミスしたらずっと言われます
から（笑）。つらいポジションですよ」と市原さん。しかし、プレッシャー

をはねのけて感じるサッカーの楽しさ、一体感は格別だそうだ。「決
してサッカーがうまくならなくても、運動会のリレーが速くなったと
か、表情が生き生きしてきたとか、そんな変化を聞くとうれしいです
ね」
　もうすぐお目見えするユニフォームは「緑の風」にふさわしいみず
みずしいグリーンになる予定、地域に愛されるチームをめざして、キッ
クオフ！「「ヴェルデューレ」、女子チームも頑張りますので地域の皆
さんの応援お願いします。メンバーも募集中！めざせ、なでしこ！」

【佐藤】
「ヴェルデューレ」の練習日
毎日曜の午後　美浜打瀬小
第 2・4 土曜日の午後　打瀬小

黒川侑ヴァイオリン・リサイタル
　ヴァイオリン界の新星、黒川侑氏のコアでのリサイタルが決定
しました。黒川氏は現在 18 才。昨年高校を卒業したばかりの若手
ですが、2006 年の全日本音楽コンクール・ヴァイオリン部門で、
若干 16 才で優勝。さらに同コンクールでは審査員の選ぶ金賞の他
に聴衆が選ぶ岩谷賞を受賞、併せてレウカディア賞・鷲見賞・黒
柳賞も受賞した日本ヴァイオリン界期待の新人です。
　ベイタウン・コア研究会では、昨年夏より演奏会開催を交渉し
て来ましたが、いよいよ本年 7/13 にベイタウン・コアでの黒川
氏のリサイタルが実現できることになりました。
　黒川氏は現在大阪在住。各区方面から出演依頼のあるなか、街
で若い音楽家を育てるというベイタウン・コア音楽ホール運営の
主旨に賛同し、出演を快諾いただきました。
　コア・ホールのファツィオリと黒川氏の「シギチェリ」（1694
年製ストラディヴァリウス）はともにイタリアの銘器。使用楽器
の点でも世界でも珍しい組み合わせです。

黒川侑ヴァイオリン・リサイタル
2008 年７月 13 日（日）
開場：14:30　開演：15:00
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
プログラム（予定）
* ヴァイオリン・ソナタ第 1 番　イ長調　作品 1-3（G.F. ヘンデル）
* ヴァイオリン・ソナタ第 3 番　ニ短調　作品 108（J. ブラームス）
　　　　　　　　（休憩）
* ヴァイオリン・ソナタ　イ長調（C. フランク）
* ツィガーヌ（J.M. ラヴェル）

ヴァイオリン：黒川　侑
ピアノ伴奏：須関裕子

　入場料など詳細はポスターおよびコア研ホームページ（http://
www.baytown.ne.jp/core/top.html）などで発表します。チケット
は 6/1 発売予定です。

青少年育成委員会　健全育成・福祉部よりお知らせ

５月 22 日（木）10:00 〜 12:00　コア講習室
子育ての『しゃべり場』を開催します。
今回は「親の知らない子どもの姿」がテーマです。
この街の子どもを取り巻く現状等のお話を補導員さんにお話い
ただきます。どなたでも参加できます。御気軽にお越しください。
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　育成委員　健全育成・福祉部　　　佐々木百合子

緑の風
美浜なでしこを応援しよう！
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