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わくわくお話し会「紙芝居」
昨年までの2回はコアエントランス付近のウッド
デッキで開いていたが、今年は初めて野外イベン
ト場で実演。お客さんが来てくれるか不安だった
が、開場前の呼び込みの成果もあって、大勢の子
ども達が集まってくれた。いつもと勝手がちがう
開放された青空のもとでの紙芝居だが、持ち前の
エンターテイメントでの熱演に子ども達
は大喜びだった。

キャラクターショップSATOH
ベイタウンまつりでは知る人ぞ知る「キャラクター
系」。実は店主の佐藤さんは何度もベイタウンま
つりの実行委員長をつとめた人物。昨年まではキ
ティーちゃんばかりを扱っていたが、今年は写真
のとおりクマ。「同じものばかりが並んでいるけど
売れるの？」と聞いたところ。「毎年買ってくれ
る固定客もいるよ。子ども達がたくさん
買ってくれるんだ」

福祉協議会　打瀬地区部会「焼きそば」
昨年までは「シニアクラブ」で行っていた焼きそ
ばが今年から福祉協議会の出し物に。と言っても
男性30人、女性30人のメンバーは昨年までと
同じ。味は毎年変らず健康に配慮した「減塩系」。
看板は変っても老舗の味は引き継がれた。11:30
頃には用意した1000食すべてを売り切った。

渡辺さんのお店（サウスコート在住）
ベイタウンに引っ越してきてから毎年出店してい
るので、もう10年以上になる。子どもの成長に
合わせて、使わなくなった子供服やおもちゃなど
を出してきた。その子どもも今年は小学校5年生。
今回のフリマでは読まなくなった絵本など、本を
たくさん並べた。場所がいいのかインタビューし
ている間にもつぎつぎに売れて行く。

青少年育成委員会　ヤキイモとスーパー
ボール（ヨーヨー）
スーパーボールは開店後すぐに子ども達が集まっ
たが、ヤキイモは意外に苦戦。毎年ヤキイモは人
気商品だが、今年は場所が奥まっていて不利だっ
たようだ。実はヤキイモは例年、小中学校4校の
教頭先生が担当。新任の教頭先生には気合いが入
る。「いざとなれば生徒たちを呼び込
むぞ」

駄菓子店「板東屋」
第１回ベイタウンまつりからベイタウンニュース
が出店してきた最古参のお店「板東屋」は、店主
の板東記者が仕入れから値付け、販売まで管理す
る。毎年良い場所をいただいているのでほとんど
すべての商品を売り切るが、商品単価は10円、
20円の駄菓子類。黒字になることはほとんどない。
それでも毎年子ども達が集まり、楽しん
でくれる。

第14回ベイタウンまつり



　実は、幕張ベイタウン郵便局で受け付けた東日本大震災の義
援金の総額（５月１８日現在）だ。震災から２ヶ月あまりで
１０００万円を超える義援金が集まったことになる。郵便局長の
森本茂さんにお話をうかがった。　【佐藤】

　全国の郵便局では、大規模な災害発生時において義援金の無料
送金サービスを行っている。この無料送金サービスとは、ゆうちょ
銀行の各店舗・郵便局の貯金窓口で、通常払い込み（払込書によ
る送金）で送金すると、手数料が無料で送金できるサービスであ
る（ATM による払い込みは有料）。
　東日本大震災についても、ベイタウン郵便局では震災後の１４
日（月曜日）から、義援金の受付を始めた。すると、営業開始時
間から義援金を送金する人たちが大勢詰めかけたという。当初、
義援金の送付先は、「中央共同募金会」「日本赤十字社」といった
全国組織に限られていたが、徐々に岩手県、宮城県、福島県など
県単位から、女川町（宮城県）、広野町（福島県）、旭市（千葉県）

といった市町村単位に。親戚や知り合いが被災したという方はも
ちろん、旅行したことがある、テレビや新聞で知ったといった人
たちがピンポイントで送金できるようになってきた。
　たとえばベイタウン商店会では、各店舗に置いたペットボトル
の募金箱に集まった義援金を、同じ県内でも被害の大きかった所
で役立ててほしいと「千葉県災害対策本部」へ送金した。
「今回の震災は被害が大きかっただけに、住民の皆さんの関心の
高さを実感しました。義援金の総額を集計したのも、義援金とい
うかたちで寄せられた被災地への応援の気持ちを皆さんに知って
いただき、これからも関心を持っていただきたいとの考えからで
す」（森本さん談）
　義援金の取り扱い期間は今後延長されることが予想され、まだ
これからでも十分間に合う。送金先や取り扱い期間など、どんな
ことでも窓口で相談にのってくれるとのことなので、「応援」の
アクションの一つとして足を運んでみてはどうだろう。
　最後に、金額の大きさもさることながら、まだ余震が続き混乱
したなかで、被災した方たちに心を寄せ行動した住民が多かった
ことに、同じベイタウンに住む一人として誇らしさを感じた取材
だった。　【佐藤】

　まず、建物自体については、一部亀裂の
入った箇所もあるが、大部分は建物自体の
被害ではなく、外構部との地盤のズレ／段
差によるものが多かった。建物は固い地盤
まで届く杭で堅牢に支持されているが、外
回りは液状化に伴う地盤の沈下が生じ、そ
のズレにより、写真左上や写真中上のよう
に被害が発生している。
　修復状況は、とにかく生活に困らない範
囲の応急処置は行われているが、本格対応
についてはまだまだ。修理の見積もり中で
あったり、大規模修繕が近いためその時に

対応を行う予定であったりと、番街により
対応はまちまちだ。
　ベイタウンの周りはどうかというと、花
見川沿いの被害の大きさが目に付く。新
浦安で報道されていた “突き出たマンホー
ル” はベイタウン周りにもあり、花見川沿
いの歩道（写真右上）や京葉線沿いの歩道
で見受けられる。また、花見川緑地公園の
被害は甚大だ。写真左下の通り 70cm 近く
の大きな “断層” が生じ、その影響で花見
川緑地交通公園も地割れや陥没で使用でき
ない状況だ（写真中下。何れも立ち入り禁

止）。花見川の護岸も写真右下のように、
約 50m に渡って防波堤がバッタリと倒れ
ている。
　これらの復旧の見通しについて行政に聞
いたところ（歩道は千葉市中央・美浜土木
事務所維持建設課、花見川緑地公園は千葉
市市民局市民部地域振興課、花見川護岸
は千葉県千葉土木事務所と窓口がバラバ
ラ！）、何れも通常の予算では対応できず、
国の補助金を申請中であったり、査定中で
あったりと、まだ具体的に予算を確保し、
計画を立てる所までは行っていないそう
だ。花見川緑地交通公園の再開には、少な
くとも年度いっぱいはかかりそうとのこと
だった。
　ぐるっとベイタウンを見て廻った後の
印象は、「復興未だ」。より深刻な被害を
被っている東北の方々にも思いを馳せなが
ら、「がんばろう日本、がんばろうベイタ
ウン」。　

１０，０４２，１４４円　これは一体、何の数字？

ベイタウンに残る震災の爪痕
　東日本大震災発生からおよそ 3ヶ月が過ぎた。ようやく買い占め騒ぎや計画停電もなくな
りベイタウンも日常を取り戻してきたようだ。だが、街を歩くと至るところで段差やひび割れ
が残る。生活に大きな支障はないが、このまま残れば美しい街並も台無しだ。被災地の生活に
思いをはせながら、街の周辺を回ってみた。　【板東】



内容はコアのアトリウムに掲示しています。
時間：9:30〜 11:30
場所：ベイタウン・コア　工芸室
持ってくるもの：小刀、タオル
参加費：50円（保険料）

6 月 25 日（土）寺子屋工作ランド　

　6月のコア・イベント
第96回ファツィオリの会
時間：18:30 〜 20:30（今回は夜間開催となりますので、ご注意下さい！！）
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
　月に１度、音楽ホールで気軽に音楽を楽しむ会です。ピアノはイ
タリアのフルコンサートピアノ、ファツィオリ。ピアノ以外の楽器
や歌の演奏などでも参加できます。
非公開でもご利用できますので、お気軽にお申込み下さい。
なお定員になり次第締め切らせていただきます
最新のプログラムはhttp://www.baytown.ne.jp/core/ をご覧下さい
申込締切：6月19日（日）
連絡先：TEL&FAX　211-0350（須原）

6 月 26 日（日）ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業）

日時：	 6月 26日（日）11:45 開場　12:00 開演
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
入場無料、主催：ベイタウン音楽愛好会
爽やかな風にのせて６月の音楽会です。ピアノ独奏、連弾、エレク
トーン、ウィンドシンセサイザー等の演奏があります。お気軽にお
越しください。
ご来場お待ちいたしております。

第 18 回ベイタウンコンサート　Early Summer Concert

6月の常設　お話し会
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はなし、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　**

お問合せ先：井上　（211-0188　wak2@yahoogroups.jp）

6 月 18 日（土）わくわくお話し会　6 月の常設お話し会

公民館講座のお知らせ

果実酒教室「ハスカップで造ろう」
北海道のハスカップを使っておいしい果実酒を造りませんか。
日時：7 月 18 日（月）　午前 10：00 〜 12：00
対象：女性	 定員：先着 30 名
費用：1200 円	 用意するもの：特になし
申し込み：7 月 2 日から費用持参で打瀬公民館まで。
電話：043-296-5100

夏休み体験教室「ガス管で万華鏡を作ろう」
日時：7 月 21 日（木）　午後 1：30 〜 3：00
対象：小学校 3 年生〜 6 年生	 定員：先着 20 名
費用：なし	 用意するもの：特になし
申し込み：7 月 2 日から直接または電話で打瀬公民館まで。
電話：043-296-5100

6 月 4 日（土）にイギリスよりファットボーイ・スリムをはじめ、
国内外から総勢 11 組のアーティストを招き、音楽とエンターテイ
ンメントを通じて、エコ活動を学べる野外音楽フェスティバル「BIG	
BEACH	FESTIVAL	'11」を幕張海浜公園	特設会場にて開催致します。
昨年度の「BIG	BEACH	FESTIVAL	'10」では幕張の浜で初開催ながら
ベイタウンにお住まいの皆さまご協力のもと、２万人のご来場者を
迎え、大盛況のうちに本催事を終えることができました。心よりお
礼を申し上げます。

本年度も事前に入念な騒音チェックや誘導動線の確認等を行い、ベ
イタウンにお住まいの皆さまにご迷惑をお掛けしないよう細心の注
意を払っておりますが、音楽フェスティバルという特性上スピー
カーによる音量の問題や、本催事の注目度の高さから２万人規模の
ご来場者が予想されており、交通機関や道路の混雑の可能性がござ
います。問題が起こらないよう最善の策を施しておりますが、地域
活性化・環境啓発活動の趣旨をご理解のうえ、何卒ご了承頂けまし
たら幸いです。

「BIG	BEACH	FESTIVAL」は昨年に続き、今年も８月下旬のベイタウ
ン祭りに出展を予定しております。今後もベイタウンの皆さまと一
緒に地域活性化に貢献できればと思っております。よろしくお願い
致します。
【観覧のご案内】
ベイタウンにお住まいの皆さまには、先日お配りした事前案内書
（A4 サイズ	1 枚）をご持参の方に限り「航空ショー」「F1 デモ走行」

「花火」を観覧会場にて無料でご覧頂けます。観覧をご希望の皆さ
まは事前案内書をご持参のうえ当日会場までお越しください。観覧
会場の場所はベイタウンニュースのホームページにてご確認くださ
い。http://www.baytown-news.net/

【ご注意ください！】
「BIG	BEACH	FESTIVAL	'11」へご来場の方は、別途チケットのご購
入が必要となります。皆さまにお配りした事前案内書ではご入場頂
けません。チケットに関する詳細はオフィシャルサイトをご確認く
ださい。

＜開催概要＞
【公演名】BIG	BEACH	FESTIVAL	'11
【会　場】幕張海浜公園	内（BIG	BEACH	FESTIVAL	‘11 特設会場）
【日　程】2010 年 6 月 4 日 ( 土 )	※ 雨天決行、荒天中止
【時　間】10:00 開場／ 11:00 開演／ 20:30 終演
【料　金】一般チケット（シングル 10,500 円）好評発売中！
※ 一般チケットが規定枚数に達しましたら、当日チケット（シン
グル 12,000 円）の販売はございません。

【オフィシャルサイト】
http://bigbeach-fes.com/

「BIG	BEACH	FESTIVAL	'11」開催のご案内

「ショパンコンクールがやってくる！」
8 月 28 日（日）　ベイタウン・コア　音楽ホール
　昨年 10 月に開かれた第 16 回ショパンコンクールで日本人とし
てただ１人第二次予選まで進んだ渡辺友理氏が出演。当日はショパ
ンコンクールで FAZIOLI の調律を担当した越智氏も来場。コンクー
ルで高い評価を受けた FAZIOLI ピアノの魅力とワルシャワでのコン
クールの裏話を聞く。プログラムなど詳しくは次号でお知らせしま
す。

黒川　侑　X'mas ヴァイオリン・リサイタル
12 月 23 日（金・祝）　ベイタウン・コア　音楽ホール
　コアホールでは恒例となってきた黒川侑氏のリサイタルを今年も
開催します。
幕張ベイタウン・コア音楽ホール公式サイト
　http://baytown.ne.jp/core/

音楽文化振興基金だより


