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　左から岩野翔弥
君、吉田大河君、長
縄玲央君、冨塚拓
郎君です。大河君
はフラッグフット
ボールチームである
ジュニアシーガルズ
のキャプテンです。

　白い上着の原田
花さん（1 番街）
はベイタウン生ま
れです。左の高島
陽菜さん（セント
ラルパーク）は、
小さい時に韓国に
住んでいました。
二人とも打瀬小 5
年生です。

　12年前は年男年女の撮影会を逃してしま
い、楽しみにしていた今日の撮影会にやっと
参加する事ができました。12年後はどうか
な？

第 16回ベイタウン年男・年女撮影会　今年は午年　2014

　今年の撮影会参加者の最高齢は鎌田繁さん
の84歳。撮影会は２度目の参加です。
　「寺子屋工作ランド」や「夏休みラジオ体操」
でベイタウンの子どもたちなら誰でも知って
いる鎌田さん。今年もよろしくお願いします。

　鎌田繁さん 　廣納守さん、愛梨さん 　堀江直美さん（8番街）

　打瀬小学校の仲良し４人組　高島陽菜さん、原田花さん

　ベイタウンにはもう11年間住んでいます。
最初は転勤で来たので、ベイタウン内の賃貸
を数か所転々としていましたが、アクアテラ
スに居を定めました。



2012 年

2013 年

Vol.152 （1 月号） ビーチテラスのクリスマスライトアップ

Vol.154 (3 月号 ) コンサートは借金返済の産物？
Vol.156 (5 月号 ) 第一回　打瀬公民館まつり計画　進行中
Vol.157 (6 月号 ) 10 周年を迎える海浜打瀬小学校！
Vol.158 (7 月号 ) PATIOS19 番街はどうですか？
Vol.160 (9 月号 ) ファツィオリの会に出演してみました

Vol.161 (10 月号 ) H7 街区説明会に参加して

Vol.163 (12 月号 ) 第一回コアフェスタ写真集

Vol.164 (1 月号 ) 3 小学校 6 年生が打瀬中学校へ体験入学
Vol.165 (2 月号 ) ジイジと遊ぼう @ 美浜打瀬小
Vol.166 (3 月号 ) 海がだんだん近くなる
Vol.167 (4 月号 ) 2011.3.11 14:46 東北太平洋沖

大地震被災直後のベイタウン

Vol.171 (8 月号 ) みはま病院が開院
Vol.170(7 月号 ) 子育てサロン

Vol.172 (9 月号 ) 夏休みラジオ体操が終了

Vol.168 (5 月号 ) ここにもコミュニティーの危機？ 
「こどもさいくるリサイクル」中止

Vol.174 (11 月号 ) 音魂祭終わる
Vol.175 (12 月号 )「コア・フェスタ 2011」開催

Vol.179 (4 月号 )

Vol.180 (5 月号 ) シーサイドデッキが開通

がんばれ !! ファーストウィングの
カルガモ母さん！

Vol.183 (8 月号 ) 夏休みラジオ体操はじまる
Vol.184(9 月号 ) 千葉市民花火大会がやってきた
Vol.185 (10 月号 ) 　「ゴミ空気搬送システム」は有料化？

Vol.188 (1 月号 ) 打瀬小の「しかけ」

Vol.191 (4 月号 ) ベイタウンでバードウォッチング
Vol.189 (2 月号 ) まちづくりシンポジウム開催

Vol.193 (6 月号 ) 打瀬中　吹奏楽部が公開練習
Vol.194 (7 月号 ) 打瀬中女子が水泳で全国制覇
Vol.197 (10 月号 ) ベイタウン景観シンポジウム
Vol.198 (11 月号 )「歌で一つにこの瞬間を」　

打瀬中音魂祭

Vol.199 (12 月号 )打瀬中学校「EX 講座」

2010 年

2011 年

Vol.177 (2 月号 ) ベイタウンに津波襲来！　
そのとき学校では

Vol.178 (3 月号 ) 海浜打瀬子どもルームが移設

ベイタウンニュース200号記念 (3)
　いよいよ今月号でベイタウンニュースが200号になりました。これ
までのバックナンバーから幕張ベイタウンの歴史を振り返る旅も今月
号で最後です。今月は2010年から現在までの４年分から記事をピッ
クアップしました　【松村】



　1 月のコア・イベント
1 月 18日（土）わくわくおはなし会　1月の常設おはなし会

わくわくおはなし会　1 月の常設おはなし会
日時：1 月 18 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）

1 月 25日（土）寺子屋工作ランド

Ｍｙはしをつくろう（じぶんだけのおはしを竹でつくります）
日時：1 月 25 日　　第 4 土曜日　　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（あれば）古タオル１枚（ひざあて）ごみぶ
くろ、てぶくろ
参加費：50円（保険料）

　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 24 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
25
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 平日の 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

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

1 / 5 13：00～17：00( 日 )
1 /13 13：00～17：00( 月、祝 )
1 /18 17：00～21：00( 土 )

　最近街を歩いていてこんな小さな白い実が付いている木をよく
見ませんか。最初は小さな花が咲いているのかと思いましたが、
よく見ると白い小さな実です。何の実だろうと気になって他にも
ないか街の中をあちこち歩いてみました。
　するとありました。エコパーク前の緑地に枝いっぱいに実をつ
けた木が何本も。幸い木には名札があったので見ると、なんと「ナ
ンキンハゼ」でした。なんだナンキンハゼなら街の中どこにでも
ある木じゃないか。なぜ気が付かなかったのかなと思いましたが、
木によって実のつき具合がちがっていて、ほとんどの木はまばら
にしか実をつけないようです。コア付近のナンキンハゼはほとん
ど実をつけていませんでした。

　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２6年１月１1日（土）9：00 ～先着順受付開始
	 　　　　　※ 雨天の場合は１2日（日）に順延
場所：ベイタウン・コア	中庭
体験参加費：１００円　（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 8 回実施します。受付順に早い回数の
チケットを販売します。先着６9 ０名、チケット売り切れについ
ては予めご了承ください。

青少年育成委員会ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部部長　谷野　090-1102-3003

私たちといっしょに歌いませんか

混声合唱団コアチェンバーシンガーズ　団員募集のお
知らせ
　合唱は生涯の趣味です。私たちコアチェンバーシンガーズはいっ
しょに歌っていける仲間を募集しています。経験は特に問いませ
ん。初心者の方にも発声から個別の指導をし、一緒にステージに
立てます。
　練習日は毎月２回です。第２、第４土曜日の午後６：３０から
コア・ホールで行っています。見学は自由です。お気軽においで
ください。会費は 2,500 円 / 月です。

これまでに歌った曲
「筑後川」「水のいのち」「心の四季」
木下牧子曲集、信長貴富曲集
その他、宗教曲やポップスなど特にジャンルを問わず歌っていま
す。現在は松下耕作品を練習しています。
連絡先：211-6853、mazmbtn@gmail.com（松村）

第 123回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )

第 123 回ファツィオリの会
日時：1 月 26 日（日）9：30 〜 11：30
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
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：1 月 19 日（日）
申 込 先：TEL ＆ FAX 211-0350　Mail　suhara-u@kmj.biglobe.

ナンキンハゼの実

もちつき会のお知らせ




