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コアフェスタ2012　開催

ベイタウンニュース
11月18日

アトリウム内展示会場
　フェスタ期間中もっとも賑わうのはアトリウム。ホールでのイベ
ント待ちや、併設されたコーヒーコーナーでコーヒーを楽しむ人で
ごったがえす。コアのアトリウムはやっぱり賑やかなのがいい。

　今年もベイタウン・コアで第 3回コアフェスタが開かれました。
今月はその模様を今流行の Facebook のページ風にアレンジしてお
届けします。　【松村】

Ikim さん、板東司さん、他 175人が「いいね」と言っています。

野島沙也香 コアフェスタ楽しかったです！

いいね！・コメントする・シェア

ベイタウンニュース
11月18日

11月18日 19:30・いいね！

　「ちびっこ将棋大会」も今年で３回目。昨年までは２０人以上で
トーナメント形式だったが、今年は １６人で２組のリーグ形式に。
７回の対戦を緊張感をもったままこなすのは小学生にとって根気の
いる仕事だった。みんなよくがんばった。

城本奈緒さん、味岡聡太郎さん、他 123人が「いいね」と言っています。

いいね！・コメントする・シェア

ベイタウンニュース
11月18日

フェスタ　フリーマーケット（写真4枚）
　今年も開かれたフリーマーケット。残念ながら初日の 17日は雨
だったが、18日は晴天。少し寒かったが子どもたちは元気。

佐藤則子さん、真田達也さん、他 403人が「いいね」と言っています。

いいね！・コメントする・シェア

ベイタウンニュース
11月18日

　アトリウムで２日目に出会ったなかよしの小学５年生。最初はス
タンプ集めに興味を持っていたが、お手伝いをお願いすると突如ボ
ランティア精神に目覚めホールの受付を買って出てくれた。
　２人の可愛い笑顔に誘われて、ホールのイベントは大盛況。来年
はもっと子どもパワーを頼ることにしよう。

山口智さん、谷塚朋子さん、他 258人が「いいね」と言っています。

いいね！・コメントする・シェア

1625人がこの投稿を見ました。

1455人がこの投稿を見ました。

3267人がこの投稿を見ました。

2837人がこの投稿を見ました。



　「アルバムの会」は 2012 年 1 月に登録
し、活動は 3 月からのまだ新しいサークル
です。会員数は 10 人くらい、毎回集まる
のは７～ 8 人というフレッシュなサークル
です。毎回、各々が貯まった写真を持ち寄
り、子育てのお話などをしながらアイディ
アを交換し、スクラップブッキングする、
といった活動です。会員は幼稚園児・赤ちゃ
ん・中高生のお母さん世代が中心ですが、
貯まった写真を整理する、という目的があ
ればどんな方でも歓迎です。
　撮り貯めた写真を写真をただ、アルバム
に貼る、またはパソコンのハードディスク
に貯めるのと、スクラップブッキングする
のとでは何が違うのか？
①写真を撮った時の “思い” を写真と一緒
に残せる。「貼るアルバムではなくて、読む
アルバム」を目指す。
②パソコンに保存した写真は電源を入れな
いと見れないけどアルバムはパッと開けば
すぐに見られる。
③子どもは、印刷された字ではなくてお母
さんの手書きの字が大好き。
　というような違いが有るようです。お話
を伺うまでは、デジカメで撮った写真を、
パソコンの中で綺麗に加工してアルバム風
に整理するソフトがたくさん出ている中

で、わざわざ手で写真を切り貼りするのは
どうしてなのか？パソコンの中で整理する
ほうが早いだろうになんとアナログな！と
思っていましたが、どうもそのような合理
性だけでは片付けられない効果があるよう
です。
　①の “思い” を残せる…とは、例えば、
七五三の写真の場合、着物を着て、写真館
で写真を撮るまでの過程で、子どもが自分
で着物を選んだ、という出来事は書き残さ
ないと忘れていってしまうけど、写真の脇
に言葉として添えておけばずっと忘れずに
保っておける、という効果があります。写
真屋さんでプリントだけしてもらうことで
台紙やアルバムを買わずに済む、といった
メリットも併せてあるようです。ビジネ
スマンのお父さんで言うと、交換した名刺
に日付と簡単なメモが書いてある名刺は後
でどんな人だったか思い出せるけど、何も
ないと思い出せないのとちょっと似てます
ね。
　また、②、③は、パソコンに保存した写
真はパソコンを立ち上げないと見れません
が、スクラップブッキングした写真は、リ
ビングに飾ることもでき、これを子どもが
見ると、お母さんの手書きの “思い” 読んで、
ちょっと嬉しい、特に反抗期に差し掛かっ

た子どもには効く、とのことです。確かに
効きそうです。
　さらに、親としても、「こんなに小さい頃
もあったんだな。あの頃は、健康でいてく
れるだけで満足だったのに、今はハードル
高くしちゃってるな～」などと、初心に帰
ることができる効果もあるようです。
　写真をたくさん撮って、整理できないま
ま、どっさり貯まってどこから整理して良
いかも解らない、といった方にこそ、スク
ラップブッキングはお勧めだそうです。台
紙は一枚一枚がバラバラなので、例えば「幼
稚園時代」とか、「7 歳」とか、そういった
自分で決めた区切りだけを整理しても形に
することができます。つまり、途中で挫折
しても、作業した分はカタチになる、とい
うことです。お勧めは、新しい順に遡って
整理する方法で、記憶が新しく、忘れない
内に “思い” を書き留めておくのが良いよ
うです。これは、景色の写真でも同様で、
夕焼けの写真などは、言葉が添えてなけれ
ばどこで撮ったのか？とか誰と一緒だった
のか？が判らなくなってしまうのを、ちゃ
んと思い出として保存できるのが良いとこ
ろです。
　また、写真はちゃんと保管してないまま
年数が経つと変色や退色してしまいます
が、アルバムの会で推奨する台紙やペンは
黄ばみ防止の台紙やペンなので、思い出を
綺麗に長く保管するのに最適なようです。
　写真を撮るのは好きだけど、整理できず
にどっさり貯まって途方に暮れている、ま
たは諦めている方は、是非、アルバムの会
に参加してみてはいかがでしょうか。

コア・サークル物語Vol.7　「アルバムの会」

子育て支援教室「しゃべり場」のお知らせ

「もちつき会」のお知らせ

　久々登場のサークル紹介、今回は「アルバムの会」です。コアフェスタ2012の会場で、会を
主催する和田さんと池内さんにお話を伺いました。　【味岡】

　育成委員会では、子育て支援教室として「しゃべり場」を開催
します。
　これは普段、子どもと接する中で、「こんな時どうする？」「経
験者に聞きたい」「聞いて～」等、お母さん達の励みになるような
場です。地域の方ならどなたでも参加できます。詳細は以下のと
おりです。当日の参加も出来ます。
 
日時：12 月 14 日（金）午前 10 時～ 12 時　
場所：ベイタウン・コア　和室 
お問い合せ：211-1007（佐々木）

　恒例となりました青少年育成委員会・青少年相談員主催のもち
つき会を以下のとおり、今年度も開催いたします。千葉神楽太鼓
の皆さんによる演奏と獅子舞もお楽しみいただけます。皆さまの
お越しをお待ちしております。

日時：平成 25 年１月 12 日（土）9：00 ～先着順受付開始
  　　　　　※ 雨天の場合は 13 日（日）に順延
場所：ベイタウン・コア 中庭
体験参加費：100 円　（もちつきの体験、おもち２個）

9 時より受付を開始しチケットを販売します。1 回目を 10 時から
とし、以降 30 分おきに７回、途中に休憩（11：30 ～ 12：00）を
はさんで実施します。受付順に早い回数のチケットを販売します。
先着 630 名、チケット売り切れについては予めご了承ください。

【問い合わせ先】青少年育成
委員会レクリエーション部
部長　谷野理津子　043-276-
7306

 



　12月のコア・イベント

　2012 年 11 月 18 日、千葉県少年サッカー選手権３年生の部で
「フロインツ」の３年生チームが県３位に入る快挙を達成しました。
参加 250 チーム中３位という素晴らしい成績です。僕自身もかつ
て４年生チームを率いて県大会決勝まで進んだことがありますが、
その時の経験から県で３位に入るといういことは大変なことです。
くじ運・その時の体調・相手との相性などの要素もありますが、
大会の成績は、その学年の努力の成果がそのまま出ます。このチー
ムは相当な努力をしたことと思います。チームの練習以外にも父
兄が子供達を集めて練習している姿や子ども同士で練習している
姿を何度も見ました。今回のフロインツ３年生チームの結果を素
直に褒めたいと思います。本当におめでとう。
　この３年生チーム以外でも４年、５年チームも千葉市の予選を
勝ち抜き県大会に出場しています（５年チームはこの原稿を書い
ている時点でまだベスト 16）。また６年チームも全国大会でベス
ト８に入るチームに県予選で PK 戦に持ち込む熱戦を演じました。
１年、２年もこれから始まる大会に向けて一生懸命練習していま
す。
　フロインツがここまで強くなった理由は「変えずにやってきた
努力の成果」だと思います。代表者である鈴木コーチによる毎日
の朝練・土曜日の体操教室・土曜日の午前練習。ボランティアコー
チによる日曜日練習。子ども達を預ける保護者の信頼。グランド
使用を許可してくれた学校の理解と地域のみなさんの協力。そし
て、強い時も弱い時でも厳しい練習に耐え、卒業まで頑張り続け
た卒業生達。フロインツが設立された 1996 年から 16 年間ずっと
積み重ねてきたもの。それが今の強さを支えています。

　僕がこの街に引っ越してきて 16 年になります。この街で一緒
に小学校・中学校に通った同級生達の多くはすでにこの街を離れ、
今では同級生よりもフロインツの教え子達と街ですれ違うことの
方が多くなりました。そうした子ども達の姿を見ると今日も頑張
ろうという気持ちになります。僕がこの街に留まりコーチを辞め
られない理由です。興味がある子は是非グランドに遊びにきてく
ださい。このチームは、この街・こ
の街に関わる人全てに支えられた
チームです。きっと楽しい経験が出
来るはずです。

この記事を投稿してくれた北野康さ
んは打瀬小学校時代からフロインツ
で育ち大学生のときにフロインツの
コーチに就任。卒業後も都内の会社
に通いながらコーチをつづけていま
す（編集部注）。

12 月 16 日（日）Winter Concert（コア文化振興基金後援事業 )

ベイタウンニュース公式 facebookページもよろしく
　ベイタウンニュース facebookページにはほぼ毎日記事が更新され
ています。締め切りの都合でニュースには掲載できなかった記事や、
日々変わるベイタウンの姿を公開中。facebook ページは下記URL
で、アカウントなしでどなたでもご覧になれます。http://www.
facebook.com/BaytownNews/

12 月 15 日（土）わくわくおはなし会　12 月の常設お話

わくわくおはなし会　クリスマススペシャル
日時：12月 15日　　第3土曜日　　10：30から
場所：ベイタウン・コア工芸室
予約不要　途中入場できます。
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せひきてね！
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）

第21回ベイタウン音楽会
日時：12月 16日（日）開場10:45、開演11:00
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
ピアノ、うた、楽器演奏、街の子どもたちによるベル合奏。
クリスマス前のひとときを、音楽あふれるコアホールでお過ごしく
ださい。
お問い合せ：大垣　TEL:276-3878

12 月 22 日（土）寺子屋工作ランド

日時：12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
内容未定です。コア掲示板でお知らせします。
持ってくるもの：小刀（あれば）鉛筆、定規、はさみなど工作用具
参加費：50円（保険料）

少年サッカーチーム「フロインツ」コーチになって
（投稿：フロインツコーチ　北野　康）

恒例！　ベイタウンニュース年男年女撮影

お待たせしました。ベイタウンニュース恒例「年男年女撮影会」
のお知らせです。来年の干支は「巳」（へび）です。巳年のみなさん。
忘れずに来てね。
日時：12 月 15 日（土）午前 10:00 から
場所：ベイタウン・コア　中庭
参加資格：2013 年に干支で蛇年のベイタウン在住の人
雨天の場合もアトリウムで撮影を行います。
問い合わせ：松村（mazmbtn@gmail.com）

写真は今年の撮影会です。


