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　昨年は震災の影響で中止となった千葉市
民花火大会。34 回目となる今年は、場所を
ポートタワー周辺から幕張の浜に移して、
『幕張ビーチ花火フェスタ』と銘打って開
催された。打ち上げられた花火は 12,000
発。記者も、2,000 円～ 3,000 円の有料観
覧席でなく、無料スポットで花火を楽しん
だ。ベイタウンからも多くの住民がビニー
ルシートやベンチなど持参で訪れていた。
　一方で、ベイタウン内での路上駐車やゴ
ミ放置などが心配されたが、こちらはそれ
ほどの混乱もなかったように見受けられ
た。当日の様子を写真で伝える。　【板東】

千葉市民花火大会がやってきた

花火の写真はベイタウンニュースサ
ポーターの N さんが撮影。幕張の浜
で撮影、面倒がらずにきちんと三脚を
使い、３秒露出で撮影したそうです。

（写真上）ベイタウンから会場に向かう道。
子ども連れで浜に向かう家族が目立った。
開幕１時間ほど前。

（写真下）２番街と二丁目公園の間の道路。
「袖ヶ浦」等のナンバーが見られる。バス停
前（見えにくいが、黄色の道路標識の下）
にまで駐車している車も。

（写真上）オープンしたての第７公園で。こ
こはベイタウンから出ずに間近で花火を見ら
れる格好のポイント。ちょっとした穴場かな。



　今年もラジオ体操会が無事終わりました。と言ってもこの原稿
を書いている 7/26 はまだ後半の終了前なので、正確には「終わる
予定です」。
　今年の体操会は６年生リーダーの体操技術が非常に高く、指導
する鎌田さんも例年にはない細かい部分を注意することが多かっ
たようです。指先の動き（指先ですよ）や跳躍運動のときの両足
かかとを離さないことなど、大まかな運動がきちんとできて初め
て取り組むような課題を指摘し、直していました。毎朝 6:00 に集
合し、15 分ほどの特訓を 20 日間積み重ねて実現できたものです。
「継続は力なり」と言いますが、６年生リーダーたちが少しでも実
感してくれれば嬉しいです。
　ラジオ体操はこれで今年は終わり、また 10 ヶ月のお休みとなり
ます。来年は前半は海浜打瀬小、後半は美浜打瀬小を会場に行わ
れます。
　今年５年生の小学生諸君。来年は君たちの番です。リーダーへ
の立候補を待っています。　【松村】

ベニバナトチノキ

　今月のサークル紹介は「ベイタウン・フ
ルートアンサンブル」です。代表の石川さ
んにお話を伺い、練習会を見学させて頂き
ました。　【味岡】

　「ベイタウン・フルートアンサンブル」
は 2004 年 7 月に幕張ベイタウンオーケス
トラ（2002 年 3 月結成、以下、ベイオケ）
のフルートパートのメンバーを中心に結成
されました。きっかけは、ベイオケのフ
ルートに入団希望者が多すぎ、何人もの入
団をお断りしながら「オーケストラに入り
たくても入れない。でもフルートは吹きた
い」という人達と一緒に何か活動できない
か・・・と考えたことでした。ちなみにオー
ケストラはどこも、管楽器で人が余り、弦
楽器で常に人が足らない、という傾向にあ
るそうです。
　メンバーは年齢も経験も様々、30 代子育
て真っ最中のママ、現役ビジネスパーソン、
悠々自適世代の男性まで幅が広く、楽器を
持って数年の人から、二十年・三十年と吹
き続けているベテランもいます。結成から
8 年も経ったのか…というのが実感で、結
成当時、難しくてちゃんと出来なくて脇に
置いといた曲を、最近、改めてみんなで練
習して「通った」ことがあって、みんなで

以下、サークルからのメンバー募集案内で
す。

『楽器をお持ちの方ならどなたでも！　真
面目に楽しく音楽を！』をモットーに1年
半～2年に一回の演奏会の他、他団体との
交流演奏会、訪問演奏など、地域に根ざし
た活動を目指しています。
練習日：毎月第一土曜日 - 午前（ホール）、
第３土曜日 - 午後（和室）
問合せ先：石川（043-274-7532）
fl_riversnow@yahoo.co.jp

進歩しているんだな～と感じています。

　お話を伺った後、練習会を見学させて頂
きました。今回はコアの和室での練習で夏
休みシーズン真っ盛りの 8 月 18 日（土）
にも関わらず 7 人も集まっていました。集
まり始めて 30 分くらいは各自ウォーミン
グアップ。ちなみにフルートは吹く人の体
と、さらに、楽器も暖まらないとちゃん
とした音が出ないそうです。随分と繊細な
んですね。練習はベイ
オケフルートのパート
リーダーでもある石川
さんがリードし、ベテ
ランが新人を指導する、
といった形で進みます。
「ゆりがご」を聴かせて
頂きましたが、「フルー
トってこんな感じだっ
たのか…」と驚きまし
た。皆さん、和やかな
雰囲気の中、真剣に練
習している様子がカッ
コいいです。
　フルートアンサンブ
ルでは常時、新メンバー
を募集中とのことです。

コア　サークル物語 5　「ベイタウン・フルートアンサンブル」

　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 10 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、適切にアドバイス。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
11
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

300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
9/29 30 10/6
時間：13：00～17：00

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

ラジオ体操終了



　9 月のコア・イベント

打瀬中学校区青少年育成委員会より
 小、中学生の皆様に日本の伝統文化を知る為
「茶道教室」を県立幕張海浜公園みどりと海パートナーズ協賛で、
以下の内容で開催します。
 
日　時：９月 29 日（土）9 時 15 分～ 12 時頃
講　師：表千家　長見先生
対　象：打瀬地区にお住いの小学校３年生～中学校３年生まで
　　　（申し込みが多数の場合は抽選になります）
会　費：100 円（お菓子、保険代）
場　所：見浜園のお茶室
連絡先：佐々木　TEL 　211-1007　（申し込みの締め切りは 9 月
10 日）
※  打瀬地区の小中学校に通学しているお子様の場合はお手紙によ
る申し込みができます。

日時：9 月 12 日、10 月 10 日、11 月 14 日（すべて第２水曜日）
　　　10：00 ～ 11：30
場所：ミラリオ第２集会室　２階洋室
会費：無料（各回先着２０組）
対象：１～２歳児とお母さん
講師の先生と一緒に、お子さんとママといっぱい遊びましょう。
お申し込み・お問い合わせ　　電話・FAX、メールにて
電話・FAX：211-7740　rumiko-h@ab.auone-net.jp　花藤まで　
お申し込みの際は、件名「親子ふれあい教室参加申し込み」とし、
参加者氏名。お子さんの月齢、連絡先を明記してください。
応募者多数の場合、抽選のうえ、参加の可否を連絡させていただ
きます。
なお、３回とも参加が原則ですが、１回だけの参加も可能です。
主催：社会福祉協議会　打瀬地区部会

ゴミを拾って美味しい特典をゲットしよう！
商店会とベイエフエムとの連携で駅周辺のゴミ拾いを行う「まる
ごみ」が行われます。

日    時 ： 9 月 17 日（祝）　9:30 集合
集合場所 ： 海浜幕張駅南口下 （案内の係員がお待ちしています）
ル ー ト  ： 海浜幕張駅前から QVC マリンフィールド・イベント会
場前に 11 時半まで到着 （途中のルートは自由です）
用意するもの ： ゴミ袋（配布しますが足りない場合もあるので原
則持参してください）、軍手・帽子・飲み物など
終了後の特典 ： アメフトの試合チケット及びグッズの抽選会、
ベイタウン内のお店でうけられる特典 (http://www.baytown-mall.
com/event/2012/0917-kaimaku.htm )

8 月号で海浜打瀬小学校、特別教室事業で使うため、おうちで使っ
ていないピアノをご寄付下さいとお願いしたところ、沢山の方か
らお申し出を受けました。
おかげ様で２台の電子ピアノを特別教室に設置することで準備が
進められています。

　ベイタウン・コアフェスタが今年も 11/17（土）、11/18（日）
の２日間の日程で行われることが 8月 19 日に開かれたコアフェス
タ実行委員会で決まりました。
　昨年と同じようにサークルの展示や発表のほか、コア中庭での
フリーマーケット、模擬店の出店、打瀬中吹奏楽部の演奏も予定
されています。
　詳しいプログラムやフリマなどの応募は 10 月号ベイタウン
ニュースでお知らせする予定です。楽しみにお待ちください。
　コアフェスタは住民のみなさんのボランティアで運営されてい
ます。コアフェスタの運営には沢山の方のご協力が必要です。お
手伝いいただける方は是非ご連絡いただくか、直接次回のコアフェ
スタの実行委員会においでください。
第２回コアフェスタ実行委員会
日時：9 月 16 日（日）　午後 2:00 ～
場所：ベイタウン・コア（打瀬公民館）工芸室
ボランティアは下記アドレスでも受け付けています。
mazmbtn@gmail.com（松村）

日時：9 月 23 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。聴きに来て頂くのは、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：9 月 16 日（日）
申込先：276-3878（大垣）ymogaki@k4.dion.ne.jp

第 109回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )

日時：9 月 22 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）

9 月 22日（土）寺子屋工作ランド

　第３回　コアフェスタのお知らせとボランティア募集

ベイタウンニュース公式Facebookページが好調です
　ベイタウンニュースでも今流行のFacebookページをオープンさせ
たことをお知らせしましたが、おかげで沢山の方からアクセスをい
ただきました。ありがとうございます。Facebookは毎月１回発行の
ベイタウンニュースとはちがって速報性があり、さらに読者の方か
らも気軽に情報を発信できるという利点があります。月刊のベイタ
ウンニュースとともによろしくお願いします。ベイタウンニュース
のFacebookページは下記URLで、どなたでもご覧になれます。
http://www.facebook.com/BaytownNews/

日時：9 月 15 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）

9 月 15日（土）わくわくおはなし会　9月の常設お話し会

公民館講座のお知らせ

救急講座　AED を使ってみよう
AED をあなたもぜひ１度体験してみませんか
日時：9/13（木）　午後９：30 ～ 11：０0
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：9/2から　直接または電話で打瀬公民館まで
TEL：296-5100

親子ふれあい教室「１、２歳児集まれ！　ママと遊ぼう！」 「まるごみ千葉」開催のお知らせ！

「使っていないピアノ」　ありがとうございます「茶道教室」開催のお知らせ



　暢子さんは二人の中学生のお母さん。子
育て中は子どもとの時間を優先し、英語と
はまったく関係のないパートをしていた。
子どもたちも手がかからなくなり、好きな
英語を使って仕事をしたいと考えた時に、
子どもたちを長い間通わせていた英語教室
で先生として働くことを選んだ。
　英語は短大の英語学科で文法や発音を学
び、卒業後に編入した大学では英文学を学
んだ。その間アメリカとイギリスへの短期
留学も経験している。もっとも英語力が伸
びたのは大学を卒業後に就職した英会話学
校だ。教師ではなく営業事務だったが、い
ろいろな国出身の英語講師たちとのコミュ
ニケーションが功を奏した。講師と生徒の
間をつなぐ重要な役割を担ったことも大き
な自信につながった。
　英会話学校の講師と言えば、ネイティブ
の西洋人を思い浮かべるが、暢子さんが勤
める学校は少し違う。高い英語力を持ち、
幼児教育を重視した教授法の研修を受けた
日本人の講師が、幼児からのバイリンガル
教育を行っている。また講師自らの経験で
乗り越えてきた言葉の壁など、英語学習の
参考になる話を保護者に対しても行ってい

がまったく異なる点が難しいそうだ。
　家庭での英語学習でためになる話が聞け
た。ネイティブの家庭では平均して毎日 90
分程度の会話がなされている。だから 1 日
90 分間英語教材をかけっぱなしにするだけ
でも英語力がつくと言う。たとえば朝起き
たら CD のスイッチを入れ、出かけるまで
の間、英語のシャワーを浴びるのも良い方
法だと教えてもらった。
　「ところでお子さんに英語は教えていま
すか？」と質問したら、宿題で分からない
ところがあって質問されたら教える程度だ
という。子どもたちは英語が好きなので自
分で勉強するようだ。
　最後に暢子さんから英語が苦手な人への
アドバイス。「明日から始めようではなく、
今日から 10 分でもやりましょう。次々と
新しい参考書を買わず、一冊の参考書を 9
割できるまでやる方が確実に身につきます
よ」

る点がほかの英会話学校とは異なる点だ。
人に教える仕事には、まずは高い人間性が
求められる。さらに仕事への責任感はもち
ろんのこと体調や時間の管理、コミュニ
ケーション能力も求められるわけで、「好き
だから」というだけでは続けられない仕事
だ。暢子さんも「好きな仕事を続けて行く
ためには犠牲にしなければならないものが
あります」と言っている。暢子さんの場合、
それは時間だった。
　0 歳から小学生までを週に 3 日教えてい
るが、レッスンの時間だけ拘束されるので
はなく、レッスンの準備のためにもたくさ
ん時間を費やさなければならない。さらに、
講師には常にかなりの課題が課せられる。
都内まで出向く定期的な本部研修や資格の
取得、そしてその資格の更新のための日々
の研修などもこなさなければならず、自己
都合での休みは取りづらい。
　幅広い年齢層の子どもを教えるうえで何
が難しいかを聞いてみた。幼児の時は親子
一緒にインプット中心の学習だが、小学生
は表現力を重視したアウトプット中心の学
習になる。小学生ともなると理屈を教えな
いと理解してくれないこともあり、教え方

ベイタウン 働く女性のしごと 3　英語講師の仕事
今月インタビューしたのは英語講師の暢子さん。子どもを飽きさせない授業をするのはなかなか
大変そうだ！

【金】


