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　６月 1 日、水曜日の午前 10 時。ミラリ
オ第二集会室、20 畳ほどの畳敷きの部屋
にまだハイハイもできない赤ちゃんとお母
さんが 10 組ほど。まだ首が座らないよう
な小さな赤ちゃんも何人かいて、壊れそう
で近寄るのも気が引ける。そばにいるママ
に月齢（年齢ではない）を聞くと、「３ヶ
月です」という。
　乳児が沢山集まるのでさぞかし賑やかだ
ろうと思って来たが、実際にはまだ大声を
あげて泣ける月齢の子は少なく、思ったよ
りも静かだ。ママたちは前に寝かせた子ど
もの顔を見て、 目であやしながらお隣に
座った同じように子どもを寝かせたママと
雑談している。話題はもちろん子育てにつ
いてのことのようだが、別に悩みがあって
相談しているという風でもない。たまたま
同じ関心事をもつ同年代の人が集まって楽
しくおしゃべりしているという印象だ。
　「子育て支援」と聞くと、何か核家族化
で子育てに悩むママが増え育児疲れのママ
をどうやってサポートするかということを
考えてしまうが、ここに来ているお母さん
たちを見ているとそんな印象は全くない。
月に１度、同じ年代のママと集まり、楽し
くおしゃべりしながら子育ての情報を交換
している。いわば新米ママ友の楽しいサー
クルという感じで、 当初思ったようなイ
メージではなかった。
　時間がたつにつれて、10 組ほどしかい
なかった親子が 40 組にもなった。これほ

ど多くの親子がきちんと座布団を敷き、前
に赤ちゃんを寝かせて整然と座っている姿
は圧巻だ。ハイハイができるような子や、
中には保育所にも通っていない 2 歳児ほ
どの兄弟をつれてきているママもいる。し
ばらくするうちに集会所の和室は乳児と若
いママたちの声で賑やかになった。
　やがてあちこちで泣き声も聞こえ始め、
サロンは急に騒がしくなる。ここでサロン
を運営する先輩の女性達の出番だ。サロン
には子育て世代の他に、そのサポートをす
る 15 人ほどのボランティアの女性がいる。
ほとんどが子育てが終わった世代のお母さ
んたちだ。たいくつして騒ぎ出した子ども
達はボランティアの方が預かり、新米ママ
たちはママ友同士の話しを楽しむことがで
きる。
　ボランティアの人たちを見て、最初は経
験豊かなお母さんたちが、子育ての知識を
伝え、子育ての悩みを聞いたりするのかと
思っていたが、このサロンではそうでもな
い。普段はたいくつした子どもたちをあや
す程度で、特に子育ての経験談をするなど
はしていないそうだ。しかし、子育ての先
輩がいることは若いママたちには安心感が
あるのだろう。何かあったときには相談に
も乗ってくれる。メンバーの中には千葉市
の保育所から派遣されてお手伝いに来てい
る保育士や栄養士といった方も混じってい
て、子育ての専門的なアドバイスも行って
いる。

　子育てサロンは最初、 民生委員・児童
委員の子育て部会の活動として始まった
が、現在運営しているのは、福祉協議会な
どいくつもの機関から集まったボランティ
アだ。民生委員の活動がそのまま福祉協議
会に引き継がれ、さらに多くの人がボラン
ティアとして参加するようになった。 と
言っても発足当初から関わっている人は同
じ。ボランティア意識の旺盛な方がいくつ
もの組織にまたがって継続しているのが実
態で、これは子育てサロンに限らずベイタ
ウンのボランティア組織の特徴のようだ。
人材がいないからだと言われるが、見方を
変えれば人が主導で動いていて、組織は後
からついてくるということだろう。
　この日は 11:00 前で約 40 組の参加があ
り、 その後も参加者が増えるような状況
だった。後で確認すると最終的には 47 組
もの親子が参加したとのことで、新記録だ
そうだ。 これは前回 5 月の子育てサロン
がお休みだったせいで、いつもはもっと少
ないという。ただ、毎回参加者は確実に増
え続けていて、このミラリオの和室も手狭
になりつつある。場所を移してもっとひろ
い集会所に移すことも考えるが、ベイタウ
ンには乳児を寝かせるのに適した和室のあ
る集会所は少ない。これから先、参加者が
更に増えるとどうするのだろう。「そうなっ
たら、コアとミラリオの２カ所で開催する
か、地区を分けて日時をずらすなど考えな
いといけなくなるかもしれませんね」（花
藤さん）。
　子育てサロンは今後も毎月１回下記の予
定で開催される。
日時： 各 月 第 １ 水 曜 日　 午 前 10:00 ～

11:45
場所： ミラリオ第二集会室１階の和室
主催： 千葉市社会福祉協議会　打瀬地区

部会
問い合せ： 長田（おさだ）211-1676
 花藤 211-7740

　ベイタウンには子どもが多い。小学校は３校あり、それぞれが 1000 人規模の大規模校だ。
でも多いのは小学生だけじゃない。これから小学校に入る未就学児も、さらにはまだ保育所、
幼稚園にも入らないゼロ歳～ 3 歳児も沢山いる。核家族の街ベイタウンでの子育ては大変だ
ろう。乳児をかかえたママたちは一人で子育てに悩んでいるかもしれない。そんなことを考
えていたら公民館で「子育てサロン」という案内を見た。女性ばかりのサークルのようで気
恥ずかしいが、若いママたちの悩みも聞くのがベイタウンニュースと、意を決して取材に向
かった。　【松村守康】

ミラリオ集会室入り口にズラリと並んだベビー
カーはまだ新しい。



　今年も恒例の夏休みラジオ体操が前半は
美浜打瀬小学校、後半は打瀬小学校を会場
に行われます。昨年のベイタウンニュース
でもお知らせしましたが、ラジオ体操はこ
れまで４番街の鎌田さんがベイタウンの街
開きの年の夏休みに子ども達に求められ、
最初は 10 人ほどの小さな規模で始められ
ました。当時はまだ４番街の中庭で細々と
始められたそうです。しかし、街が大きく

なり学校の校庭を借りて行われるようにな
るとともに参加者は増え、昨年は多い時で
1,000 人を超える人が校庭を埋める日もあ
りました。数年前からは「ラジオ体操子ど
もリーダー」として、その年の６年生の児
童約 20 人が各小学校から参加。体操の模
範演技と毎日の運営を自主的に行っていま
す。

　今年のラジオ体操は下記の日程と時間で
行われます。各小学校から参加する子ども
リーダーたちの活躍を見に来ませんか。

平成 23 年　夏休みラジオ体操
前半：７月２０日～７月３０日
　　　（日曜日を除く）　6：30 より
　　　　　美浜打瀬小学校　校庭

後半：８月１９日～８月２７日
　　　（日曜日を除く）　6：30 より
　　　　　打瀬小学校　校庭

　ラジオ体操の参加者はもちろん小学生が
大半ですが、最近は出勤前のお父さんが子
どもたちと一緒に来たり、シニア世代の方
が健康維持のために参加する姿が多く見ら
れるようになりました。小学生のイベント
だった夏休みラジオ体操が街のいろいろな
世代が参加する行事に変わってきていま
す。
　規模が大きくなると運営も大変です。会
場を貸してくれる学校と交渉したり、リー
ダーの子どもたちに正しいラジオ体操を教
えたりと、鎌田さん一人で続けるのは難し
くなってきました。そこで昨年からは「ベ
イタウン・ラジオ体操運営会」 が設立さ
れ、住民ボランティアによる夏休みの行事
として行われることになりました。ボラン
ティアは現在 16 人。この中には昨年ラジ
オ体操リーダーを経験した現在の中学１年
生数人も含まれています。「中学生になる
前の夏休みにラジオ体操リーダーに参加し
ていろんなことを勉強した。後輩たちにも
同じ経験をしてもらいたい」。「小学生だけ
でなく、就学前の児童から高齢者までが早
起きして参加するラジオ体操は大切な街の
健康文化。もっと沢山の大人にも参加して
もらいたい」とボランティアのみなさんの
思いはいろいろですが、せっかく街の文化
となったラジオ体操をここで途切れさせて
はならないという気持ちで一杯です。

フェアリーズがCDを録音

今年は大人も「夏休みラジオ体操」

　ベイタウンのジュニアコーラスグループ「フェアリーズ」
のメンバーによる CD が発売されることになった。フェアリー
ズはこれまで数々の合唱コンクールで受賞するなど活躍が注
目されていたが、CD の録音は初めて。
　CD 発売の話は昨年秋、ある音楽事務所より持ち込まれ、
その後今年 1 月から５月にかけてスタジオでの録音が行わ
れた。録音に参加したのはフェアリーズのうち中学生が中心
の 15 人。「Fairies」のグループ名でクラシック系の曲を中心
に 12 曲を録音した。
　中学生の妖精たちにとっては、CD のリリースよりもスタ
ジオでの録音がとても新鮮な体験だったようだ。「ヘッドフォ
ンを耳に付けてマイクに向かって歌うと、なんだかカッコい
い気がした」とは中１の T さん。もっとも初の CD リリース
に興奮しているかと思えば、「コンサートでは自分たちより
実力があるグループはたくさんあるので、少し戸惑っていま
す」と冷静な分析もしていた。
　CD は「眠りの森の少女」（Mistera Songo en Arbaro）のタ
イトルで今夏発売される予定。



ふしぎな「せみ」
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）

7 月 23日（土）寺子屋工作ランド　

　7月のコア・イベント

第96回ファツィオリの会
時間：午前9:30〜 11:30
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
　月に１度、休日の午前中イタリアのピアノ「ファツィオリ」を囲
んで音楽を楽しむ会です。もちろんピアノ以外の楽器、歌の演奏な
どでも参加いただけます。
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：7 月 16 日（土）
連絡先：TEL&FAX　211-0039（高井）

7 月 24日（日）ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業）

7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）
　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　**
ブログ更新中 • 見てね＊＊　http://waku.makusta.jp/
お問合せ先：井上　（211-0188　wak2@yahoogroups.jp）

7 月 16日（土）わくわくお話し会　7月の常設お話し会

公民館講座のお知らせ

ベイタウン文化振興基金からコンサートのおしらせ

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

FAZIOLI が奏でたショパンコンクールのすべて

～コンクール公式ピアノ FAZIOLI の調律師が語り、日本人最上位
ピアニスト渡辺友理が FAZIOLI でショパンを弾く～

　2010 年ショパンコンクール公式ピアノとなり演奏者が 3 位に入
賞した FAZIOLI。その高い音楽性がショパンコンクール後も世界的
に注目されています。
　今回のコンサートではショパンコンクール開催地ワルシャワで
公式ピアノの調律を担当した越智晃氏が、調律師ならではの視点
でコンクールの模様を語り、日本人最高得点を得た渡辺友理さん
がコアの FAZIOLI でショパンを弾きます。
　2002 年に東日本のホールでは初めて FAZIOLI を導入した幕張ベ
イタウンコアならではのプログラムです。

プログラム
ラフマニノフ　 前奏曲　作品３の２　嬰ハ短調　「鐘」
ショパン　 スケルツォ第３番　嬰ハ短調　作品 39
 ほか
日時：2011 年８月 28 日　開場　13：30　　開演　14：00
場所：幕張ベイタウン・コア　音楽ホール
チケット：大人（高校生以上）2000 円、中学生まで 1500 円
問い合せ：大垣（TEL:276-3878）、松村（TEL:211-6853）

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

夏休み企画　幕張海浜公園生き物ラリー（年長〜小学生向け）
日時：7 月 24 日（日）〜 8 月 14 日（日）9:30 〜 16:00（随時受付）
開始場所：幕張海浜公園パークセンター（見浜園入口横）
内容：参加者はパークセンターでガイダンスブックを受け取り
公園内に隠された５つのキーワードを探します。ゲームを通じて公
園内の生き物について学びます。（記念品あり）
参加方法：事前申し込みは不要。筆記用具持参。参加費無料
主催者・連絡先：幕張海浜公園樹名板プロジェクト
幕張海浜公園管理事務所（TEL043 − 296 − 0126）

＜パーク・クエスト・プロローグ＞幕張海浜公園は妖精に守られ、
木や生き物たちが幸せにくらす公園だった。しかし突然現れた悪の
使者ダークマンがその妖精たちを閉じ込めてしまった。妖精を探し
出し、もとの公園を取り戻すため、君は冒険の旅にでることにし
た．．．

「パーク・クエスト」に挑戦しよう！



　毎年打瀬公民館事務室に受付をお願いしてきた、ベイタウン • コ
ア恒例の「花のタネプレゼント」。今年は春先のナノハナが不作で
いつもの６月には差し上げることができませんでした。「今年はな
いのかな？」と心配された方も多いと思います。
　ナノハナは配れませんでしたが、今年はベイタウンでは初めて

「ムラサキダイコン」（ハナダイコン）
を差し上げます。ムラサキダイコン
は 5 月頃、ナノハナの後を追うよう
にその名のとおり鮮やかな紫色の花
を咲かせます。ナノハナの黄色と紫
ダイコンの青がとても印象的な配色
になる花です。
　タネはベイタウンニュースでも紹
介したエコパークからいただきまし
た。強い花なので強風のベイタウン
でもよく育ちます。
ムラサキダイコンのタネは 7 月 10
日頃より、打瀬公民館受付にて差し
上げます。              

　昨年 11 月に行われた第１回コア・フェスタはいかがでしたか。
コア・フェスタは打瀬公民館で活動するサークルが日頃の練習の成
果を街のみなさんに見てもらいたいと始まった「お祭り」です。昨
年は祝日と合わせて３日間の連休があったため３日間の日程で開き
ましたが、今年は 11 月 19 日（土）、20 日（日）の２日間で行います。
　昨年のフェスタではコアで活動するサークルのほとんどが参加
し、展示会やコンサートを開きました。また地域のイベントとして
打瀬中学校ブラスバンドが出演するなど、ベイタウンの街の文化祭
としての役割も担ってきました。今年も昨年と同じスタイルで開き
たいと思います。
　ベイタウン・コアでは音楽やダンス、絵画、写真、工芸など 60
を超えるサークルが活動しています。コア・フェスタはサークルに
とって発表の場としてだけでなく新しい会員を増やすチャンスで
す。そのため今年は展示系のサークルも体験教室を開催するなど「楽

しめる」イベントにしたいと思っています。
　昨年のフェスタではコア中庭でのフリーマーケットとヤキイモ販
売が人気でした。今年も中庭でのイベントを更にパワーアップさせ
ます。
　コア・フェスタ 2011 の詳しい内容は今後決まり次第ベイタウン
ニュース紙上でお知らせします。また直前にはコアその他の掲示板
でもお知らせします。
　コア・フェスタ実行委員会では当日お手伝いしてくれるボラン
ティアスタッフを募集しています。

恒例！　花のタネプレゼントは「ムラサキダイコン」

今年もやります　コアフェスタ　実行委員会スタート


