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街路樹ウォッチングツアー・リポート　青空のもと、深緑の街路樹を楽しむ

　ツアーを主催した「ベイタウングリーン
サム」は、ベイタウンの緑化に取り組んで
いる住民グループで、2001 年からベイタ
ウン内の街路樹の元気度調査（年１回）を
続けてきました。現在では約 1,200 本に及
ぶ街路樹を１本１本観察し、元気度を「○」

「△」「×」の三段階で評価するほか、病害
虫の有無や支柱や植枡、剪定や樹形などの
状況もチェックしています。
　しかし最近では、「調査」に追われ、街路
樹をじっくり見て四季折々の街路樹を楽し
む心の余裕がなくなってきているのでは？
といった反省もあり、今年は「調査」に先
駆けて一般の参加者を募り、「街路樹ウォッ
チングツアー」を開催することになりまし
た。
　ちなみにベイタウンはほぼ１キロ四方の

エリアに、15 種類以上の街路樹を見ること
のできる街路樹の宝庫です。実際この日も、
約１時間コア周辺を散策しただけで、ナン
キンハゼ、ベニバナトチノキ、ユリノキ、
イチョウ、モミジバフウなど 10 種類を超
える街路樹に出会うことができました。参
加者たちはメンバーの説明を聞きながら、
木の名前を覚えたり、途中、チューリップ
に似たユリノキの花や、まだ緑色のモミジ
バフウの実を発見したり…。ナンキンハゼ
の実でロウソクができるという話に「作っ
てみたい！」という声も。
　一方、同じ街路樹でも場所や条件によっ
て生育に差があるのにビックリ。改めて街
に吹き込む海風による潮害や建物に反射す
る風の影響の深刻さについて気づかされた
ようです。「厳しい条件のなかで頑張ってい

るんだなと思いました」「風
に負けそうで可哀想に感じま
した」「頑張ってくれてあり
がとうという気持ちです」（参
加者の感想から）。
　今回のツアーでは、街路樹
に接した人たちの楽しそうな
笑顔がたくさん見られまし
た。木のもつ人を癒す力って
すごい！と実感。また「一人
でも多くの人に街の緑に興味
をもってもらいたい」…そん
な気持ちから始まったベイタ
ウングリーンサムの活動の原

点を再確認することができました。グリー
ンサムでは、参加者との会話やアンケート
から得た貴重なご意見を、これからの活動
に活かしていく考えです。
皆さんも、足元ばかりでなく少し上を見て、
木の名前を一つ覚えることから始めません
か。

　前日の雨模様が嘘のような快晴に恵まれたツアー当日（６月10日）、30人を超える参加者が
集まり、街路樹を観察して歩くイベントが開催されました。　【佐藤】

　今年も恒例の花のタネプレゼントを行い
ます。今年は「ナノハナ」が不作（？）だっ
たため、「タチアオイ」のタネだけを差し上
げます。３年前からはじめたタチアオイの
タネのプレゼント。今ではこの花はベイタ
ウンのあちこちで見られるようになりまし
た。その秘密は強い生命力。少しの土さえ
あればどこでも芽を出し、花を咲かせます。
ベイタウン・コア裏手の 1 丁目公園脇では
歩道ブロックの隙間から何本もの「ど根性
タチアオイ」があちこちで花を咲かせてい
ます。丹精込めて育てるのも良し、放って
置いて毎年群生地が増えるのを観察するの
も良し、ガーデニングにも自由研究にも使
える花です。
タチアオイのタネプレゼント
7/10（火）からベイタウン・コア（打瀬公
民館）事務室
受付で差し上
げます。どな
たでも、先着
順で無料でお
持ちいただけ
ます。

タチアオイのタネ　プレゼント



　7 月のコア・イベント

日時：7 月 8 日（日）　　10：30 〜 17:00
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
入場無料
ピアノ、ヴァイオリン、声楽の他　中高大生の合唱団や打瀬中吹奏
楽部などの演奏をお楽しみください
問い合わせ先：211-0675（小野寺）

7 月 8日（日）ベイタウン音楽会サマーコンサート 日時：7 月 22 日（日）　9：30 〜 11：30
場所：ベイタウン・コア音楽ホ−ル
フルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」の演奏や他の楽器の演奏、
声楽や合唱などに使って頂くことが出来ます。非公開でのご利用ご
希望のときは、ご相談下さい。定員になり次第締め切らせていただ
きます。聞きに来て頂くのは、自由です。
最新の情報は http://www.baytown.ne.jp/core/ をご覧ください。
申込締切：7 月 15 日（日）
申込先：tel & fax　 276-3878（大垣）
メ−ルアドレス　ymogaki@k4.dion.ne.jp

第 107回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )

日時：7 月 21 日　　第 3 土曜日　　10：30 から
場所：ベイタウン・コア講習室
予約不要　途中入場できます。
今月もわくわくするお話を用意しておまちしています。
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きてね！
予約は不要です。読み手も募集中　見学大歓迎！
ブログ更新中・見てね＊＊ http://waku.makusta.jp/ ＊＊
お問合せ先：井上　（043-211-0188　wak2@yahoogroups.jp）

7 月 21日（土）わくわくおはなし会　7月の常設お話し会

公民館講座のお知らせ

日時：7 月 23 日　　第 4 土曜日　　9：30 から 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
内容は未定です。コアの掲示板に内容を掲示しています。
持ってくるもの：鉛筆、定規、はさみ、など工作用具　
参加費：50 円（保険料）

7 月 28日（土）寺子屋工作ランド

セカンドライフ講座「現代のお墓事情　賢い葬送のあれこれ」
最近の葬儀やお墓事情を勉強しませんか
日時：7/18（水）　午後 1：30 〜 3：30
対象：成人　　定員：30 人
費用：なし　　用意するもの：筆記用具
申し込み：7/3 から　直接または電話で打瀬公民館まで
TEL：296-5100

「歯の健康管理　いつまでも自分の歯で」
知っておきたい歯の維持方法をこの機会に
日時：7/12（木）　午前 10：00 〜 12：00
対象：成人　　定員：30 人
費用：なし　　用意するもの：筆記用具
申し込み：7/3 から　直接または電話で打瀬公民館まで
TEL：296-5100

「フラワーアレンジメント教室」
ラベンダーの花かざり
日時：7/11（水）　午後 1：30 〜 1：30
対象：女性　　定員：20 人　　費用：材料費　1,500 円
用意するもの：花きりばさみ、ペンチ、ぞうきん、持ち帰り用ビニー
ル袋申し込み：7/3 から　直接または電話で打瀬公民館まで
TEL：296-5100

コア・チェンバーシンガーズで一緒
に歌いませんか。

指導：浪岡浩子
ピアノ：臼田圭介
練習日：毎月 3回（土曜日夜）
練習場所：ベイタウン・コア
  ホール（打瀬公民館）

連絡先：043-272-4808（今永） 
またはメール baytownchorus@yahoo.co.jpまで

これまでの演奏曲：
水のいのち、筑後川、小さな
空、ジュピター、アメージン
ググレース、いつの日か（童
謡メドレー）、ほか多数

Youtube で好評

2013 年 7月定期演奏会予定
現在の練習曲：「鷗」「夢みた
ものは」（木下牧子）他
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　毎朝 1,000 人が集まるベイタウンの夏休みラジオ体操。今年も
7/21（土）から前半を打瀬小学校、後半を海浜打瀬小学校の校庭
で行われます。小学 6 年生で行う「子どもリーダー」は今年も３
つの小学校から 23 人が立候補。さらに今年からは「中学生リー
ダー」も誕生しました。中学生になった昨年と一昨年の小学生ラ
ジオ体操リーダーが後輩の小学生たちを直接指導します。夏休み
ラジオ体操は、小中学生の子どもたちが自分たちで運営する夏休
み行事に。大人のサポーターは子どもたちの運営を見守りサポー
トする役割となります。

夏休みラジオ体操　実施期間と会場
前半：７月２１日～７月３１日（日曜日を除く）　９日間
朝 6：30 ～　　　　　打瀬小学校　校庭

後半：８月２０日～８月３１日（日曜日を除く）　１１日間
朝 6：30 ～　　　　　海浜打瀬小学校　校庭

どなたでも参加できます。小学生以外でラジオ体操カードが欲し
い方は当日子どもリーダーにお申し出ください。

ラジオ体操大人サポーターを募集しています
　今年から運営の主体は子どもたちに移りますが、街の中で子ど
もたちの活動を見守りサポートする大人サポーターが必要です。
特に毎朝業務を行う事はありませんが、参加していただければ大
変助かります。お手伝いいただける方はラジオ体操会世話人：松
村（Tel：043-211-6853　Email：mazmbtn@gmail.com）までご連絡
ください。街の皆様のご支援をお願いします。

今年もラジオ体操

ベイタウンニュースに Facebook ページができました
　ベイタウンニュースに Facebook ページが登場しました。紙面で
紹介しきれなかったことや次月号のお知らせなどをアップし、読
者のみなさんとの交流の場にしたいと思います。Facebook を開き

「ベイタウンニュース」で検索すれば見られます。



　生涯で大きな支出となる住宅ロー
ンはどこも同じではありません。長
期固定返済の場合、1000 万円を超え
る節約ケースも。これまで海浜幕張
エリアで 8 回もの相談会の実績を持
つ「ノア・ホーム・コンサルティン
グ（株）では、専門アドバイザーが
多様な住宅ローンを中立公平な立場
から評価し、適切なアドバイス。相

談会は法人ならではのノウハウと信用、責任に基づき実施するので、約
8 割以上の方が【ローンの見直し・借換えを行い無駄な支出が押さえら
れました】と大好評です。

金利1%低下で5年間短縮 !
なんと！

住宅ローン
無料 個別相談会開催

第
9
回

いずれかの条件に当てはまる方
借り換えをお奨めします

ノア・ホーム・コンサルティング（株）

★現在 1.4%以上の金利
★金利上昇が気になる方
★返済期間残 15年以上
★月額返済を減らしたい方
★残高 1000万円以上
★段階金利が気になる方

294回以上
の実績！ ☎03(3861)8631 日曜を除く10時～20時受付

ノア・ホーム・コンサルティング 検索

約720万円の節約 !
※借入額3,000万円、返済期間32年、
借換え費用差し引き後の場合 参加ご希望の方は必ずご予約下さい

千葉市幕張勤労市民プラザ
7/21 22 28 29

①13：00～　②14：00～　③15：00～
④16：00～　（7/21のみ22：00まで）

海浜
幕張駅

幕張総合高校

幕張ベイタウン

京葉線　→至千葉方面

幕張勤労
市民プラザ

要予約

　公園西の街ではマンション共用駐車場内に「電気自動車・プラ
グインハイブリッド車専用充電設備システム」を設置し、6 月 30
日に供用を開始した。住民からの要望があり、管理組合で検討し
た結果、今後の利便性を考え設置を決定したという。
　電気自動車やハイブリッド車は環境への負荷の面から人気が高
いが、普及には燃料となる電気を充電できる設備の数が問題だ。
出かけたはいいが途中でバッテリー容量切れを起こせば充電ポイ
ントを探すのは大変だ。このため国でも各地に充電設備を大量に
設置することに取り組んでいる。
　西の街の充電設備は普通充電タイプのもので、急速充電タイプ
に比べると充電時間はかかるが価格が安く、比較的簡単に設置で
きる（急速充電器：約 1,000 万円、普通充電器：約 50 万円）。西
の街では駐車場の空きスペースに２カ所設置した。
　通常は電気自動車とプラグインハイブリッド車への供電がメイ
ンで、利用者は各戸ごとに作った専用カードで利用し、後日課金
された金額を精算するしくみ。
　気になるのは充電の価格と西の街以外の外部からの利用ができ
るかということだが、これらの細かい部分についてはこれからの
管理組合での検討課題という。
　充電施設というと電気を消耗した車への一方的な供電を考えが
ちだが、このシステムでは逆のケースももちろん可能。つまり電
気自動車に溜めた電気からマンション施設へ電気を送るというこ
ともできる。これができれば例えば地震などの災害の際に停電し
たマンションに、住民の電気自動車から電気を送り、共有部分だ
けでも電気を復旧させるなど防災の面からも有効だ。
　また外部の利用者への電力供給ができるとマンションの電気を
外部の利用者に販売し、管理組合の収入とする構図も考えられる。
　6 月 30 日の利用開始日には説明会も行われ、関係者も含め約
50 人が操作方法などの説明を受けた。もっともまだ実際にマン

ション内で電気自動車を持ち、充電システムを必要としている住
民が居るわけではない。利用は未知数の状況だが、電気自動車に
関心を持つ住民には購入のきっかけになるかもしれない。このた
め、会場には電気自動車の普及を望むメーカーから２台の電気自
動車（日産リーフと三菱 i ミーブ）も来て、試乗会も行われ、真剣
に説明を聞く住民の様子も見られた。　【松村守康】

ベイタウンにも電気自動車用充電システム

写真下左が充電器ソケット。ここにカードをタッチして充電開始



幕張ベイタウン協議会ってどんな人達が、どんなことをしているの？

　まず、6/16( 土 ) に開催された、『ベイタ
ウンマネジメント円卓会議　第２回準備会
合』に出席しました。この円卓会議につい
ては、 やはり協議会ニュースに紹介され
ていますが、千葉県ホームページによれば

「地域における諸課題の解決に向けた体制
を構築するため、地域からの提案等をもと
に NPO 等と市町村が連名で、又は NPO 等
と市町村を含む協議体が、地域の多様な主
体が連携・協働して地域課題の解決に向け
て取り組む会議体『円卓会議』を立ち上げ、
マルチステークホルダー・プロセスで、地
域活性化や震災復興等の地域課題解決の取
組みを進めるモデル事業」とのことで、県
からの助成金（約 200 万円）を活用しなが
ら活動を進める予定です。協議会、千葉市（美
浜区役所地域振興課地域づくり支援室）、
NPO 法人千葉まちづくりサポートセンター
のコアメンバーを中心に、ベイタウンに関
係するステークホルダーである千葉市社会
福祉協議会打瀬地区部会、千葉市打瀬地区
社会体育振興会、民生委員、幕張ベイタウ
ン商店会、小中学校などからの参加があり
ました。また、街づくりについて研究して
いる、千葉大学大学院工学研究科建築・都
市科学専攻中山研究室の学生さんたちも参

加しました。
　会議では、 ８月に実施を予定している
住民意識調査のためのアンケートの内容
や、今後の活動計画についての報告や議論
が行われました。アンケートは、ベイタウ
ンに住んでいる皆さんの日頃の意識や課題
などを吸い上げるためのもので、かなりの
ボリュームになりますが、今後の活動の大
事な基礎データになるので、私も頑張って
答えたいと思います。今後の活動について
は、7/21( 土 ) に第１回目の正式な円卓会
議を実施するのを皮切りに、毎月１回の円
卓会議（平成 25 年１月までで計７回）、各
種のワークショップや研修会を実施してい
く予定となっています。円卓会議は原則第
３土曜日の午後１時から、コアの講習室ま
たは工芸室で開催される予定で、住民のオ
ブザーバー参加も可能とのことですが、開
催日時・場所についてはあらかじめ協議会

（bt-machi@yahoogroups.jp）に確認して下さ
い。
　円卓会議に続いて、翌日 6/17( 日 ) に開
催された協議会の作業部会にも参加しまし
た。こちらは、協議会の実務を担う実働部
隊で、協議会メンバを中心とした住民有志
かがメンバーです。この日の作業部会では、

企業庁主催の『幕張新都心住宅地区の管
理・運営のあり方研究会』の会合（幹事会）
の報告や、新たに立ち上げた協議会ホーム
ページ（http://www.bt-machi.com/）のアク
セス状況の報告、コア隣接の旧打瀬小こど
もルームとその隣接の空き地の活用につい
ての議論、ちば市政だよりの市民配布モデ
ル事業への応募についての議論、などが行
われました。作業部会は、毎月１回、原則
として第２日曜日の午後４時から、コアの
講習室で開催されています。こちらも、オ
ブザーバー参加可能なので、希望者は協議
会ホームページまたは前出のメールアドレ
スにて確認のうえ、参加して欲しいとのこ
とです。
　順調に見える協議会活動ですが、悩みも
多いようです。特に、“持続可能性”が重要で、
協議会への参加番街の増加、活動資金／マ
ンパワーの確保、協議会についての住民関
心度の向上などが目下の課題とのこと。こ
の街に住み続け、より良好な住環境を、と
考える人は、積極的に活動に参加して欲し
いと思います。

　５月に各戸に『幕張ベイタウン協議会ニュース第２号』が配布されました。そこでは、幕張ベ
イタウン協議会（以後、「協議会」）の目的・役割や、活動内容などが紹介されていましたが、実
際にはどんな人達が、どのように活動しているのでしょう。関連する会合に出席して、様子を覗
いてみました。　【板東】

円卓会議の様子


