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PATIOS19 番街はどうですか？　ベイタウン最後の「パティオス」に住んで

　「パティオス 19 番街」は全部で 150 戸、
いわゆる中層街区「ナンバー」パティオスと
しては最後の街区です。
　我が家は東の街からの転居です。東の街で
は計画コンセプトの素晴らしさとベイタウン
随一と言われる中庭やグランドピアノのある
集会室をフル活用した住民イベントのおかげ
で大変住み心地の良い 10 年を過ごしてきま
した。その東の街の設計者で住民との交流も
あった南條洋雄さんと柴田知彦さんのお二人
が、10 年後に設計者として携わった 19 番街
に今回入居したせいか、なぜか新しい住まい
ながら不思議なほど親しみを感じています。
　この 19 番街、実際のところ我が家以外に
もベイタウンからの住み替えが多いようで
す。というのも、入居前に行われた顔合わせ
パーティで我が家が挨拶し合った８家族のう
ち６家族がベイタウン在住、第１期管理組合
役員に選ばれた８名のうち６名がベイタウン
在住だったので、住み替え率はそれなりに高
い割合になりそうです。
　さて、パティオスというネーミングが示す
とおり建物に囲われた「パティオ（中庭）」。
設計者・柴田さんが、癒され、楽しめ、季節
を感じる「庭園」としてのつくり込みを意識
されたというとおり、入居した春には桜が咲
いていましたし、今は木々の緑が空間に潤い
を与えています（ただ、コスト削減＆販売戦
略で作られたと容易に想像できる平置き駐車
場スペースは、本来確保できたかもしれない
豊かな庭園となって、もしかしたら東の街と
肩を並べるような庭になっていたかもしれま
せんね）。
　残念ながら、19 番街の中庭は住民でない
と入れませんが、視覚的に街の共有財産とし
ての開放された中庭を意識させるべく、ガラ
ス張りのエントランス・ラウンジを通して外
部からも楽しめるようにと計画されたそうで
す。
　また、共用施設である集会室（パーティー
ルーム）は、サッシを開放すれば隣接した中
庭と一体的に利用することが可能となってい
ます。そのうち 19 番街住民イベントでブラ
ジル在住歴の長かった設計者・南條さんによ
る名物料理シュラスコを直々にご披露いただ
ける日を密かに期待しています。
　この他の共用施設に、親戚・知人が泊まれ
るゲストルームがあり、ホテルライクなくつ
ろぎの空間として、すでに使用頻度は高い状
況です。エントランス脇のゆったりとしたラ
ウンジには五十嵐威暢氏の作品「こもれび」
が飾られて、ちょっとしたアクセントになっ

ています。
　それにしても、駅からは遠い！と毎日の通
勤のたび痛感しています（苦笑）。その代わ
り思ったより静かな環境で海に近いせいもあ

り、夫婦で犬の散歩がてらほとんどしたこと
のなかった夕日を眺めに行く機会が増えまし
た。19 番街に住んでベイタウンの海の近さ
を改めて感じています。
　住民には若い世代が比較的多いようなの
で、子どもを通じた交流やにぎやかなイベン
トなどいろいろな形でこれから新しいコミュ
ニティで盛り上がっていくことでしょう。

　「パティオス 19番街」が 3月から入居を開始した。建物内部に中庭を配置した中層街区
「パティオスシリーズ」最後の番街だという。15年も住んだ古いパティオス住民としては
新しいマンションの住み心地など気になるところだ。一度取材したいと思っていたところ、
グランパティオス公園東の街の樺田さんが、19番街へ転居されたというので紹介がてらレ
ポートしてもらった。

第二中学校はどうなったの？
　今から約 2 年前、各番街の掲示板に「幕
張ベイタウン内の未利用地の活用について」
と題されたビラが貼られていました。ビラを
見た住民は、10 番街の花見川方面に広がる
空き地にマンション建設が計画されているこ
とを知りました。「第二中学校予定地」であ
ったはずの空き地が、いつの間にか H ７街
区として開発計画が進められていたことに住
民は驚き、企業庁に説明を求めました。その
後、企業庁、千葉市教育委員会による説明会
が数回開催されました。ベイタウンに第二中
学校は建設せず、H7 街区は住民の理解を得
た上でマンション開発を進めると説明しまし
た。一方、住民側は自治会下部組織「中学校
問題を考える会」を中心に第二中学校建設を
要求。しかし、会を重ねるうちに住民側の意
識も変化し、2009 年 4 月の説明会では、「打
瀬中を増設することで大規模化に対応」とい
う教育委員会の提案に概ね賛成する雰囲気と
なりました。今回、教育委員会、企業庁の担
当者から、第二中学校問題に関する最終的な
結論を聞くべく取材しました。
教育委員会　担当者の話
　「第二中学校は建設しない」というのは決

定事項です。長期にわたり 31 学級以上の過
大規模校になると予測できる場合は新設校が
建設されますが、打瀬中は条件には当てはま
りません。ベイタウンの場合、公立中進学率
は 6 割強にとどまっており、ここ数年変化
はありません。そこから生徒数を計算すると
過大規模校とはならず、増設すれば１校で対
応できます。今後、一部例外を除いて（注１）
ベイタウンで公立中進学の子は全員打瀬中に
入学できます。
　増設は現在進行中ですが（注 2）、昨年度、
自治会連合会で「打瀬中増設に賛成（平成
21 年 9 月 13 日　議事録より）」と結論を出
しており、住民の皆さんは納得したものと判
断していますので、あらためて説明会を開催
する予定はありません。
企業庁　担当者の話
　H7 街区の土地利用については 2000 年 2
月から検討を始め、2003 年 1 月に学校用地
を解消するという結論を出しました。学校建
設に関することは教育委員会の判断になりま
すが、打瀬中は過大規模校にはなりませんか
ら新設校は制度上できないでしょう。

（次ページにつづく）



土地の用途変更に関して 2008 年まで住民の
皆さんにきちんと知らせてこなかったことに
ついては、今となってみれば、他に適切な方
法があったのではないかと思っています。
　今回の取材から、第二中学校は建設されな
いことが明らかになりました。しかし、結論
はあくまでも「公立中進学率の予測」をもと
に出されたものです。今後不況が続けば、私
立から公立中に選択肢を変える家庭が増える
可能性があります。教育委員会や企業庁の思
惑を超え、打瀬中が過大規模校になることも
十分考えられるのです（注 3）。住民にとっ
て、中学校問題が万事解決されたとは言えま
せん。
　加えて、自治会は昨年 9 月に中学校問題
に対する結論を出したにも関わらず、住民に
積極的に伝えていないことに疑問を感じまし
た。かつて、会場に入りきらないほどの住民
が説明会に足を運び、第二中学建設を望む署
名活動も行われていました。自治会は、議事
録を公開するだけでなく、より多くの住民に
情報が伝わるよう手段を考えるべきではない
でしょうか。少なくとも中学入学を控えた子
をもつ保護者にとっては、この問題は今なお
重要な問題であるのです。　【城本】

　去る 6/13（日）の夜、公民館前に段ボー
ル箱に入れられた生まれたてとみられる子猫
２匹が捨てられていた。巡回中の公民館の藤
田さんが見つけ困っていたところ、通りかか
った家族連れが引き取って育ててくれるとの
ことで引き渡した。
　その後幕張西に住む T さんという方が公
民館に見えこの猫の件で事情を説明した。そ
れによると猫は最初幕張西で 3 匹で捨てら
れていた。T さんは拾って自宅の庭で飼って
いたが、誰か引き取り手がいないか探してい
たところ、たまたま 6 月 13 日に海浜公園で
猫を遊ばせていたら、ベイタウンの小学生
の女子 2 人が可愛いから家で飼いたいと言
い出し、１匹ずつ２匹を持ち帰った。T さん
は自分の電話番号を渡し、家で駄目だといわ
れたら電話するように言ったが電話はなかっ
た。残りの１匹は T さんの知人が引き受け
たという。
　T さんはその後心配になり、ポスターを作
って打瀬公民館に掲示してくれないかと持っ
て来て公民館の藤田さんに会い、猫が捨てら
れたことを知った。
　2 匹の子猫は幸い引き取り手があったが、
T さんは猫を渡したことでその方に迷惑をか
けていないか心配になり、ベイタウンニュー
スにも連絡をくれ、この出来事が分かった。
　子猫２匹を公民館前で引き取って育ててく
ださっている方、よろしければベイタウンニ
ュース松村（043-211-6853）にご連絡くだ
さい。同時に２匹の子猫を捨ててしまった子
どもたちへ。猫は捨ててはいけません。預か
った命は最後まで責任をもって面倒をみまし
ょう。自分たちで判断が出来なければ大人に
相談しましょう。よく考えて行動しましょう
ね。　

　今年も夏休み恒例のラジオ体操が上記の日
程で行われます。
7/21 〜 7/31　6:30PM 〜　海浜打瀬小校庭
8/21 〜 8/30　6:30PM 〜　美浜打瀬小校庭
　さて、今年で第 16 回を迎える夏休みラジ
オ体操ですが、来年の開催が難しくなってき
ています。ラジオ体操はこれまで 4 番街在
住の鎌田さんのご尽力で毎年開催されてきま
した。学校との話し合いや機材の準備（ラジ
カセなど）、近隣の住民の方への説明などを
行い、期間中は毎日開始 30 分前の 6:00 に
は会場に来て準備をしてくれました。しかし

ご高齢でもあり来年は主催されることが難し
くなってきています。
　どなたか鎌田さんの後を引き継いでいただ
ければ幸いなのですが、夏休みの前後半の
20 日間、毎日休まず、それを毎年というの
は個人ではなかなか大変です。鎌田さんはど
ちらかの団体にお願いしたいと考えています
が、まだ受け手は見つかっていません。
　ラジオ体操は 16 年間つづいたベイタウン
の文化です。一人では難しいですがみんなで
協力し分担し合えば可能ではないでしょう
か。もし少しでもご協力いただける方がいら
っしゃればご連絡ください。
【記事／連絡先とも211-6853( 松村）】

　今月号では「いまどきの子どもの遊び」と
題し、昔なつかしい鬼ごっこやかくれんぼ遊
びが今の子ども達の間ではどんな風に遊ばれ
ているのかを記事にする予定だった。早速取
材スタートと、よく放課後に子ども達が集ま
る海浜打瀬小の校庭に行き、校庭脇でたむろ
する５、６年生とおぼしき男子数人に取材し
た。

「君たち今学校でどんな遊びをしているか教
えてくれない？」と作り笑顔で話しかけると

「おじさんは誰なの。なんでそんなこ
と聞くの？」と刺すような目つきで
見返される。

「おじさんはベイタウンニュースの記
者なんだよ。今の小学生がどんな遊
びが好きなのか記事にしたいと思っ
て取材しているんだ」と言うと、「へ
ぇ　ベイタウンニュースか。給料い
くら。儲かるの」と返された。
更に、「鬼ごっこなんて誰もやらない
よ。2、3 年生くらいでもやってない
よ。女子がたまにやるかな。俺たち

はサッカーかバスケ、ときどきドッジかな」
という具合だ。
どうやら小学生だと思って見くびっていたら
しい。なかなか手強いのにぶつかったなと思
っていたが、地面に一緒に座り込んで話して
いるといろいろ話してくれる。結局いろいろ
話に花が咲き、１時間も話し込んでしまった。
通っているサッカークラブのこと、担任の先
生のこと、受験や進学のことなど話してくれ
る。少し生意気だがとても頼もしい子ども達
だった。「中学に行っても頑張れよ。また会
おうぜ」【松村】

　先月号でお知らせしていた公民館まつり
（仮称）について、公民館に登録するサーク
ルの代表会議が 6/26（土）ベイタウン・コ
アで行われ、同まつりを来る 11/21（日）
〜 11/23（火）に渡って行うことを決定し
ました。会議では同時に同まつりの名称を「第
1 回ベイタウン・コア　フェスタ」とするこ
とにし、フェタの概要と準備委員会の委員 8
名を決定しました。
　フェスタはこれまで他の公民館ではよく行
われている「公民館まつり」にあたるもので、
公民館を利用する各サークルが協力して秋の
文化祭を行うことで相互交流と町の文化活動
を活発にするために行います。
　内容は、展示系サークル（書道、写真、絵
画など）による作品展示と初心者および子
ども向けの入門教室と音楽およびダンスな
どによるステージイベントの２種類を行い、
11/21（土）と 11/23（祝）の２日間をメ
インとして行います。11/22（月）は展示会
のみを行う予定です。
　フェスタ準備委員会では学校やその他団体
にも案内し、ベイタウン秋の文化祭に育てた
いとしています。

（注１）打瀬中は大規模校（25 学級以上）に指
定されており、生徒もしくは保護者の希望で、
真砂第一中学、磯辺第一中学に入学することが
可能。

（注２）第二グラウンド・平成 21 年度　中学校
に隣接した土地（約 6000 ㎡）が企業庁より千
葉市に無償譲渡され、工事開始、平成 22 年度使
用開始
特別教室：平成 21 年度設計／工事開始、平成
22 年度使用開始
教室（９教室） ：平成 21 年度設計、平成 22 年
度工事開始予定、平成 23 年度使用開始予定

（注３）ベイタウンの小学校児童数合計は 1 学年
450 〜 480 名（2010 年現在）。公立中進学率
85％（千葉市全域の平均）の場合、打瀬中は 1
学年 11 クラス、学校全体で 33 クラスとなる。

ベイタウン秋の文化祭
ベイタウン・コア　フェスタ開催決定

捨て猫事件発生
ラジオ体操　今年が最後？

放課後の校庭を歩いてみた



海浜打瀬小創立 10 周年記念誌、運動会「味方コール」過去 10 年分追跡中！！

逸品シリーズ番外編　 街の商店の現状レポート！
　店頭の音楽 CD のセンスが気に入って、ひ
いきにしていた 1 番街のヴィレッジ・ヴァ
ンガードがベイタウンから撤退したのはショ
ックだった。あっという間に次の店がオープ
ンしたが、そう言えば長い間街の中を散歩し
ていないなと考えているうちに、ふと街の商
店事情が気になり調べて見ることにした。
　まずベイタウンの中を一回りして、どんな
商店があるのかをリサーチした。リンコス前
からマリンデッキまで進み、そこからプロム
ナードをまっすぐ下る。6 番街の角からバレ
ンタイン通りを海岸道路まで。ベイタウンの
お店のほとんどは、このルート沿いに集まっ
ている。驚いたことに、店舗数は街全体で
100 を越えていた。グラフはベスト 10 業種
を表示している。
　今から約 20 年前、ベイタウンの街を設計
する段階では、建物の１階部分に青山などに
あるようなハイグレードな店舗の誘致を目指
していたと聞いている。ところがバブルの崩
壊に伴う景気の悪化で住宅事業そのものが厳
しくなり、店舗の誘致も難しくなったため、
当初の計画は夢物語に終わってしまった。街
開き当初から空き店舗スペースがあり、高級
果物屋やこだわりの鉄板焼き屋があるかとお
もえば、そのすぐ隣に弁当屋があるという無
秩序な店舗誘致でもあった。
　最初は街の人口が徐々にしか増えないので
商売が成り立ちにくく、いろいろな店ができ
ては消えを繰り返した。そして街の人口が
23,000 人規模になった今はというと、景気
低迷で消費が伸びないため、街の商店も元気
がなくなるという状況だ。
　もう一度グラフにもどってみると、子ども
を対象にした習い事（8 社）と、学習塾（10

　海浜打瀬小学校は今年度創立 10 周年を迎えます。現在、そ
れを記念して様々な企画を準備していますが、その一環として
記念誌を発行することになりました。その中で、海浜打瀬小学
校運動会名物となった応援歌「味方コール」を取り上げたいと
考えています。
　「味方コール」は、子どもたちが味方につけたいと思う人物
やキャラクターをその年の応援団が選んで応援歌に盛り込むの
で、子どもたち目線の世相が反映されてとても微笑ましいもの
です。この味方コールに登場する面々過去 10 年分を記事にす
ることで、自分たちの時代を懐かしく思い出して欲しい。そん
な思いを込めています。
　6 月現在、過去 10 年間分のうち 2002 年、2004 年につい
ては一部不明、開校の 2001 年については全く収集できていま
せん。2001 年当時 6 年生だった子どもたちも、現在は 20 歳。
記事の収集は困難な状況です。
　そこで、この記事をお読みになった方で、記憶に残っている
卒業生、または、応援合戦をビデオに残していらっしゃる保護
者の方はいませんでしょうか？　ひと手間ではありますが、当
時の応援合戦を懐かしく振り返っていただいて、何か情報があ
りましたら、是非、mikatacall@hotmail.co.jp にメール、また
は下記電話連絡先までご連絡お願い致します。
　また、第 1 期卒業生で取材させて頂ける方も引き続き募集
中です。皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。【投稿】

電話連絡先：海浜打瀬小学校　創立 10 周年記念事業実行委員会　石井
（043-211-3330）

社）だけで全店舗のほぼ 2 割を占めている
ことがわかる。看板をかかげている店のみを
カウントしたため、個人のピアノ教室などは
含まれないので、いかに子どもを対象にした
お店が多いかが分かるだろう。
　以前は賃料の問題もあってか街のはずれに
控えめに構えていた教室が、街のど真ん中に
まで進出している。数年前までは、総武線や
京葉線沿線の学習塾まで親が送り迎えしたも
のだが、今では聞いた事のある学習塾のほと
んどが街の中にある。夜の 9 時や 10 時に終
わる事を考えれば、子どもにも、親にも安心
できる環境にはなっている。
　塾がこんなに一度に増えてしまったのには
理由がある。ベイタウンの街づくりコンセプ
トは「にぎわい」なので、同時に大量の同年
代が入居し、いっきに歳をとり街が衰退化す
るのを防ぐ仕組みを考えようとした。その為
には、居住している住民が入れ替わり、移動
し続けることができるようにと、当初の計画
では賃貸６、分譲４の割合も考えられていた。
　しかし結果的には住宅事業者の経済性が優
先され、「売れる」マンションを目指したので、
多様性のある分譲マンションの供給とはなら
ず、結果的に大量の同年代の子どもたちとな
った。

　その影響で小学校は 3 つでも窮屈で、予
算の問題で今後も第二中学の予定がないこと
が打瀬中学マンモス化の要因となっている。
このような現状を嫌い、より良い教育環境を
求める私立への進学熱が学習塾の増加を招い
ているのである。
　昨年 5 月時点で街の小中学校には約 3,500
名の生徒が通っているが、この子どもたちの
ほとんどが成人を迎える 10 年後の街の商店
はどうなっているのだろうか。もっとバラエ
ティに富んだ店舗が増えているのだろうか、
それとも空き店舗のスペースが増えてしまう
のだろうか。
　この逸品シリーズで紹介しているように、
街の中に少しずつ個性的な店が増えてきてい
るので今後が楽しみでもあり、現状を見ると
逆に少し怖い気もしている。　【金】

赤組 白組

鉄腕アトム イチロー選手

？ 北島選手

ベッカム選手 校長先生

？先生 斉藤先生

ロナウド選手 ？先生
星野監督 北島康介
末續選手 青島刑事
ボブ・サップ 香取信吾
ケイン・コスギ イチロー選手
勝利の女神 日本国民

ハリー・ポッター ？　選手

北島康介 ハットリ君

ベッカム選手 宮本選手

志村けん 末續選手

ガッツ石松 ？
※2005～2010年は収集できました！
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[味方コール]登場人物？部分を教えてく ださい（ 6月現在）
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　7 月のコア・イベント

第 85 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」を弾いたり、他の楽器演奏や声楽・合唱
などに使って頂くことが出来ます。どうぞお申し込みください。

申し込み先：tel & fax 276-3878   大垣（メ−ルアドレス：ymogaki@k4.dion.ne.jp）
申し込み締切日：７月１８日（日）
但し、いっぱいになり次第締め切らせていただきます。

7/25
（日）

寺子屋工作ランド
「紙の笛（ふえ）」　
時間：9:30 〜
場所：ベイタウン・コア　工芸室
持ってくるもの：ハサミ、木工ボンド、小刀　参加費：50円（保険料）

7/24
（土）

わくわくおはなし会　7 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）
今月もわくわくするお話、ゲームを用意してお待ちしています。年
齢制限はありません。絵本の好きな大人も子どももぜひ来てね！

予約は不要です。**　読み手も募集中、見学歓迎　**
連絡先：　井上　（211-0188　wak2@yahoogroups.jp）

7/17
（土）

渡辺玲子　無伴奏ヴァイオリン・リサイタル
　ベイタウン・コア文化振興基金では今年度
のクラシックコンサート事業として、来る
8/29（日）午後に「渡辺玲子　無伴奏ヴァ
イオリン・リサイタル」を行うことを決定し
ました。
　渡辺玲子は現在ニューヨークを中心に国際
的に活躍する女性ヴァイオリニスト。15 歳

（高校 1 年生）で全日本音楽コンクール、ヴ
ァイオリン部門で優勝。その後米国のジュリ
アード音楽院より全学費免除の特待生として
迎えられ、同音楽院在学中に国際パガニーニ・
コンクール最高位などの活躍をしている。
　今回の演奏会では日本音楽財団より貸与さ
れている楽器グァルネリ・デル・ジェス「ム
ンツ」が使用される予定。世界的ヴァイオリ
ニストによる世界的名器「ムンツ」のコンサ
ート。お楽しみにお待ちください。
プログラム、料金、時間など詳細については
未定です。お問い合わせ：211-6853（松村）

渡辺玲子リサイタル案内

ホテル　ザ・マンハッタン＆ベイタウンニュース共同企画
恒例　夏のお絵描きコンテスト
今年も夏のお絵描きコンテストが始まります。詳しくはこのベイタウ
ンニュースに折り込みのチラシをご覧下さい。

入選賞品
マンハッタン賞：プラザスイートルーム１泊朝食付ペアご宿泊券
子どもの部（小学 6 年生まで）、一般の部（中学生から）：各１名様
総支配人賞：日本料理おりじんディナー・ペアご招待券　
子どもの部（小学 6 年生まで）、一般の部（中学生から）：各１名様
特別審査員賞：フェイシャルアロマエステご招待券
一般の部（中学生から）：各１名様
ベストパフォーマンス賞：宴会場「ウィークデーランチブッフェ」ペ
アご招待券
子どもの部（小学 6 年生まで）、一般の部（中学生から）：各１名様
参加賞：レストランご利用 20%割引券：参加者全員
詳細はこのベイタウンニュースに折り込みのビラをご覧ください。

育成委員会パトロール
7 月 24日（土）　午後 9：00より
打瀬小アリーナ前集合　（雨天中止）毎月第４土曜日、４〜９月は午後 9時開始



■移動交番って何！
　移動交番は千葉西警察署が地域の安全と防
犯のため４月１日から開始した車による移動
交番のことです。交番の設置はベイタウンで
も長い間自治会連合会などから行政に要請し
てきましたが、これを固定の交番でなく移動
型の交番車を使う事で多少でも地域の要望に
応えようとするもののようです。生活上のい
ろいろな相談、盗難・遺失物など各種届け出
の受理や周辺の警戒のための巡回パトロー
ル、そして地域の実情に沿った防犯情報の発
信などを行います。
■移動交番車はいつ、どこに来るの？
　千葉西警察署は美浜区、稲毛区そして花見
川区の一部を管轄しています。そのため範囲
が広く、ここベイタウンへの移動交番は、お
おむね月に 3 日、時間は午前中または午後
の１時間半から 2 時間、場所は、ベイタウン・
コア（打瀬公民館）裏の駐車場脇で開設され
ます。なお、日時については、公民館、郵便
局そして各番街に「移動交番だより」を掲示
しているのでご覧くださいとのことです。県
警のホームページでも見られます。
http://www.police.pref.chiba.jp/safe_life/
police_box/move_police_car/
■どんなおまわりさんが来るのかな？
　5 月 12 日と 6 月 2 日の両日開設されたば
かりの移動交番に出向き、取材して来ました。
移動交番車には 3 人のおまわりさんが乗っ
ていました。どのおまわりさんも、質問にも

丁寧に答えてくれ、みなさんとても優しい方
でした。優しく応対してくれるおまわりさん
を見ていると、昔の街角にあった小さな交番
とおまわりさんを思い出します。そう言えば、
私は子どもの頃、親から「悪いことするとお
まわりさんに連れて行かれるよ」とよく叱ら
れました。若いお父さん、お母さんは今では
そういう叱り方はしないのでしょうね？
　街開き以来、待ち望んでいた交番。移動交
番とはいえ、今まで、このベイタウンではほ
とんどなかった住民と警察官（おまわりさ
ん）との接点ができ、両者が身近な存在にな
ることはいいことです。ぜひ気軽に移動交番
に立ち寄り、情報の交換などし
ていただきたいと思います。子
どもたちもぜひおまわりさんと
仲よしになってください。きっ
と、いろいろなお話が聞けます
よ。6 月 2 日（水）には小池美
浜区長も移動交番車の視察に来
ていました。小池区長は「４月
から始めた移動交番車、各地で
好評で引っ張りだことのことで
す。移動交番の設置により地域
のみなさんと警察官との情報交
換が密になり、犯罪が減少する
ことを望んでいます」と話して
いました。安全で、安心して住
める街づくりのために移動交番
を活用しましょう。　【落合】

移動交番 7月の予定
★ 7月 6日（火 )　9：30〜 11：30
★ 7月 13日（火 )13：30〜 15：00
★ 7月 26日（月 )13：30〜 15：30

ベイタウンに交番ができた！〜といっても、移動交番車のこと〜

（写真左から）佐藤警部補、小島巡査部長、
今関相談員




