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　また、ラジオ体操に参加してくれた人に
も感想を聞いたところ、「ラジオ体操リー
ダーのみなさんの動きが揃っていてみなさ
んががんばって練習したんだなと思いまし
た」といった感想もあり、ちゃんとみなさ
んの模範役になっていたようです。
　本番の体操会にさきだって行われたラジ
オ体操リーダーの練習会にも参加して数人
のリーダーに話を聞いてみました。

なぜラジオ体操リーダーに立候補したの？
　「お姉ちゃんがやっていたので、自分も
やってみたいと思った」（S.I. さん）早起き
したいから」（A.H. さん）「１年生の時から
のあこがれだった」（M.H. さん）、といっ
た答えが返ってきたので、 やはりラジオ
リーダーは会場に来ている人たちからちゃ
んと見られているものだと思いました。

ラジオ体操リーダーになって良かったこと
は？
　「 気 持 ち 良 い 朝 が 迎 え ら れ る こ と 」

（A.H. さん）、「朝早起きすることがつらく
なくなった」（M.H. さん）
　自分も普段はなかなか早起きできなかっ
たのにラジオ体操の時だけはちゃんと起き
れたことを思い出しました。

　ラジオ体操会は８月の後半にも実施され
ま す。 日 程 は ８ 月 24 日（日） ～ ８ 月 30
日（土）、場所は美浜打瀬小学校の校庭で
す。みなさんふるってご参加ください。

　いよいよ、今年も「夏休みラジオ体操会」
が始まりました。初日の 7 月 20 日（日）、
天気は曇りでそれほど暑くもなく心地よい
朝でした。
　今年から３つの小学校全部を交代で使う
ことになり、まずは打瀬小学校からスター
トです。
　初日の 20 日は３連休の真ん中であった
ため、例年よりは人数が少ない気がしまし
たが、翌日の 21 日になって参加者は増え、
「1000 人のラジオ体操」の名に恥じない
人数になっていました。子どもたちと一緒
に参加するお父さんやお母さん、地域の大
人の方などたくさんの人が参加し、とても
活気がありました（写真右）。

【文：椙山、写真：松村】

　今回のラジオ体操リーダー（６年生）は、打瀬小 11 人、海浜打瀬小７人、美浜打瀬
小 3 人の合計 21 名です。その中の数人にインタビューをしてみました。
　まずは初日壇上で第 1 体操の模範演技をしてくれた A.O. さん（写真上左）「思ったよ
り人が多くて緊張しましたが、間違えずに体操ができて良かったです」。
　続いて第 2 体操の S.S. さん（写真上右）からは「すごい緊張してはずかしかったけど
ちゃんとできて良かった」と、２人とも壇上に上がってかなり緊張していたようですが、
しっかりと出来ていたところは練習会のおかげかなと思いました。

（写真上左）ラジオ体操開始30分前に
はリーダーは会場に集合。体操のための
ラジオを体育倉庫から運び出しセットす
る。（写真上右）下級生のカードにスタ
ンプを押すのもリーダーの大切な役目。
（写真左）毎日早くから来て６年生リー
ダーの体操の練習を見ながら自分も練習
する２人の３年生。よく見ると去年も来
ていた。あと３年でリーダーだ。



打瀬中事務室前
に貼り出された
結果一覧の速報。

　くるくるとしたマーブル模様で見た目も
楽しい 3 種類のパンは、 その名も「くる
くるモーニングブレッド」。写真左から「ロ
マーノ」「キャラメルマキアート」「ブルー
ベリーグラノーラ」。くるくると、いった
い何が練り込まれているのでしょう？　名
前から想像できる味もありますね。でも、
生地だけでなく上のトッピングも、生地に
合わせそれぞれ異なるこだわりのパンなの
です。
　「ロマーノ」はトマト＆バジルの生地と
パンプキン生地の組み合わせ。外側はダッ
チ生地で上にはパルメザンチーズがかか
り、なんとも香ばしく絶妙であとをひく味
わい。ハーブオイル（ホテル内のレストラ

ンで使われているハーブオイルと同じでホ
テル自家製だそう）が練り込まれ、その香
りもパンのしっかりとした味を引き立てま
す。
　「キャラメルマキアート」は、コーヒー
生地にキャラメルチョコチップとクルミを
練り込み、トッピングはシュトロイゼル。
ほろ苦さと甘さが見事にマッチしていま
す。
　「ブルーベリーグラノーラ」は、ブルー
ベリーの味ときめ細かなオリジナルの白生
地を楽しめ、トッピングには今話題のグラ
ノーラを。ブルーベリー好きにはたまらな
いですね。

　どの種類も、焼き立てのしっとりした味
わいも良いのですが、軽くトーストすると
素材の香りや甘みがとても際立ちおすすめ
です。
　ホテルスタッフにもファンが多い人気の
イギリスパンを活かした朝食パンを作ろう
と、ホテルの企画担当、洋食料理長、ブー
ランジェリー（フランス語でパン屋の意。
ホテル内のパン専門部門です）のスタッフ
が知恵を出し合い、3 か月近く日々試作を
重ねてできた渾身の新作パン。白生地と練
り込んだ生地を巻いて焼くのも、生地の間
に穴が開きすぎたり、練り込んだ生地の香
りや味のバランスを考えたり、苦労と工夫
の連続だそう。７月から店頭に並んでいま
すが、日々改良を重ねているそうですよ。
　スタッフの皆さんからそんな新作パン誕
生の秘話をうかがい、パン作りへのこだわ
りと愛着、そしてマンハッタンの提供する
サービスに対しての誇り、のようなものを
とても感じました。
　自家製パンが作れるホテルは少ないそう
で、焼き立てのホテルメイドパンが近くで
味わえるなんてうれしいですよね。夏の朝
の食卓が、もっと楽しくなりそうです。皆
さんもお気に入りの味を見つけてみては？
8 月からは、「抹茶大納言」、「シナモンショ
コラ」の新しい味が登場する予定。焼き上
がりは 12 時。価格：330 円（税込）
ホテル・ザ・マンハッタン　１階　
ベーカリー＆ケーキ「サント・ノーレ」
043-275-1111（代表）

　ベイタウンに一番近いホテル、「ザ・マンハッタン」。マンハッタンのイギリスパン、とい
えばベイタウンの皆さんにもファンが多いのではないでしょうか。焼き上がりを求めてベイ
タウンから買いに行く人も多いと聞きます。そのイギリスパンをベースに、新しい創作パン
が登場したと聞き、取材してきました。　【斎田】

打瀬中　夏の総体・コンクールの結果と途中経過

　夏休みに入り、打瀬中学校の各部活動は、夏の総合体育大会や、コンクールに臨みました。この記事を書いている７月 23日現在ではまだそ
の真っ最中で、やっと千葉市内の大会が終わったところです。市内で好成績を収めた部活や個人は更にこれから県大会、そして全国大会へと
進みます。今月号では特に健闘してくれた部活動の結果の紹介をします。
　３年生が去って新チームとなった部活動は、すでに次の大会へ向けての練習を行っています。県大会に進んだチームは、打瀬中の名を広く
轟かせられるように、強い意志を持ち、成果を収めていただきたいです。　【北川】

【陸上競技部】
男子総合2位
男女総合6位
会場：青葉の森陸上競技場
日時：7月19日（土）、
	 20日（日）

【水泳部】
男女総合優勝！！
会場：千葉市公園プール
日時：7月21日
持田早智さんは千葉県大会
で100m・200mともに優勝。
8月の全国大会へ！！

【男子バレーボール部】
千葉市で決勝戦に進出、対
真砂中戦に勝利し優勝！
千葉県大会出場！
会場：千葉西高校
日時：7月21日

【吹奏楽部】
ジュニア部門（1年生）が千
葉市で銀賞を受賞
現在は2・3年生のコンクー
ルが行われています。

【男子ソフトテニス部】
団体戦：千葉市3位
個人戦：2ペアが千葉市ベ

スト16（準々決勝）
で敗退

会場：青葉の森公園
日時：7月20日、22日

【バドミントン部】
男子団体戦
千葉市4位で
千葉県大会出場！
会場：千葉公園体育館
日時：7月20日（土）

【男子ハンドボール部】
千葉市で決勝戦に進出後、敗
退。２位で千葉県大会出場！
会場：ポートアリーナ
日時：7月24日

【女子ハンドボール部】
千葉市で準決勝戦に進出後、
敗退。４位で千葉県大会出
場！
会場：ポートアリーナ
日時：7月24日

３年生が去った校庭で
はもう次の新人戦に向
けた練習が始まってい
た。



　私が到着した時間は演奏会直前リハーサ
ルの真っ最中。演奏するのは全国吹奏楽コ
ンクールを目前に控えた 2、3 年生のチー
ム。 皆一様に真剣な表情で練習していま
す。背筋を伸ばし、視線をまっすぐ指揮者

（先生）に向けて、いつでも演奏に取りか
かれるようにして待機。自分のパートに関
わらないアドバイスでも、目を反らす部員
はいません。
　先生の指導はさすが厳しい雰囲気です。
演奏して、止めて、アドバイスをして。こ
れの繰り返し。「ブレスのタイミング覚え
ておいて！」「演奏する前の息を吸うタイ
ミングがずれると、その後の音が全部ずれ
るんだよ。」先生の指導が入る度に、部員
達は「はい！！」と大きな声で返事をしま
す。「さっ、すぅ♪プーーーーー♪」この、

「さっ、すぅ」が大事！？

　などと感心しているうちに徐々に観客が

増えてきました。 多くは部員の保護者で
しょうか。子ども連れあり、一人で来る人
あり。あっという間に、生徒よりも観客の
方が多くなりました。たくさん用意された
観客用の椅子もほぼ埋まり、立ち見もたく
さんいらっしゃいます。

　開演予定の１時 30 分になると部長が席
を立って、観客に向けて挨拶をします。「今
日はお越し頂きありがとうございます。演
奏会を始めます。」礼儀正しい挨拶でした。

　最初は 2、3 年生による演奏。曲目は「斎
太郎節の主題による幻想」と「スクーティ
ン・オン・ハードロック」。入念に練習で
チェックしていた入りも上手く決まり、流
れるように演奏は進んでいきます。緩急、
強弱、メリハリのある演奏に背筋がぞくっ
ときました。30 人位が協力して音を出す

　モンゴルの民族楽器・馬頭琴の音色を
聴きながら、絵本やゲームなどを
楽しみます。
出演：馬頭琴奏者　セーンジャー氏
絵 本 作 家　 き む ら ゆ う い ち 氏　　          
　（打瀬分館　子ども読書まつり）

日 時：9 月 21 日 ( 日 )　 午 前 10:00 ～
12:00  
場所：打瀬公民館ホール（コアホール）
対象：4 歳児から大人
定員：150 名（応募者多数の場合は抽選）
参加費：無料
 申込：打瀬分館に来館、または往復は
がき、または電子申請で 8 月 31 日 ( 日 )
まで
詳細・問い合わせ
　打瀬分館　TEL：272-4646

とこんなに厚みがあって、迫力のある音に
なるんだと感心。指揮者を見つめる目はみ
な真剣そのもの（いつ楽譜を見ているんだ
ろう）。
　音楽は全くの素人ですが、「斎太郎節の
…」を聞いていて、「人生を力強く生きて
いくんだ。頑張ろう！」と背中を押されて
いるような気がして、勇気が湧いてきまし
た。言葉を使わないのに、何かが伝わるっ
てすごい！（正しく伝わっているかどうか
は別として）

　次に 1 年生による演奏。 曲目は「セレ
ブレーションアンドソング」。上級生に比
べると洗練されていない感じはするもの
の、一所懸命さは伝わってくる。でもまだ
楽器を持って２、3 ヶ月ってこと？それで
こんなに演奏できるなんて驚きです。

　演奏終了後、観客からは大きな拍手が起
こりました。

　中学生（特に打瀬地区の子ども達）は昔
とは桁違いに忙しいのだろうと思います。
学校での勉強、部活動、進学塾、習い事。
限られた時間を細かく振り分けて、有効に
活用しなければならない。そんな中で最善
を尽くそうと取り組む部員達の姿勢に胸を
打たれました。
　今年のコンクールは金賞獲得が目標との
こと。この記事が発行される頃には結果が
出ているかもしれませんが、皆さんの健闘
を祈っています！

打瀬中吹奏楽部　公開演奏会

　「こんにちは！！」。7月 13日午後 1時過ぎ、打瀬中学校 1階の多目的ホール。観客一番
乗りだった私の姿を見るやいなや、練習中の部員 30人が演奏を止めて一斉に元気の良い声
で挨拶をしてくれました。
　予想外のお出迎えにどっきり。思わず小声で「こんにちは…」。
　この日、私は打瀬中の吹奏楽部による公開演奏会を聞きに行きました。打瀬中に入るのも
初めてなら、吹奏楽部の演奏を聴くのも初めてです。普段しないことを経験するのはやはり
刺激的ですね。前夜からわくわくでした。　【加藤】

指導の牧野先生（左）と。



８月 26日（土）寺子屋工作ランド

「ぶんぶんごま」を作ろう
日時：８月 23 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：工作用具
参加費：50 円（保険料）

第 130回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業）

日時：８月 2 ８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：８月 17 日（日）
申込先：TEL/FAX 211-027　（阿曽）

わくわくおはなし会　８月の常設おはなし会は、おやすみです。
次回のおはなし会は
日時：９月 30 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。
毎月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）

　８月のコア・イベント

　梅雨も終盤の 7 月 20 日 ( 日 )、幕張ベイタウン地域連携セン
ター（コア横の元打瀬子供ルーム）にて、美浜区役所主催で「美
浜区打瀬地区区民対話会」が実施された。この対話会は、美浜区
の 9 地区を対象に 2 年前から実施されていたが、これまで美浜
区役所に住民を招いて開催されていたものを、今年度からは各地
区の公民館等に美浜区職員が訪問する形に変更し、その第１弾と
して、我がベイタウンでの開催となったものだ。
　会には、美浜区より白井区長他の職員 6 名と、ベイタウン自
治会連合会、社会福祉協議会打瀬地区部会、打瀬地区民生委員・
児童委員協議会、打瀬中学校区青少年育成委員会、打瀬地区スポー
ツ振興会、４小中学校の保護者会、幕張ベイタウン協議会、海浜
打瀬小学校、幕張ベイタウン商店会から代表他が招かれ参加した

（注：幕張ベイタウン商店会は正式には招待されていなかった→
後述に問題指摘あり）。今回のテーマは、「地域の将来像と担い手
～持続可能な地域コミュニティの構築～」。
　対話会の冒頭、白井区長より、資料を用いて地域コミュニティ
の重要性と現状（後継者不足）、打瀬地区の現状として、年齢別
構成比（今は高齢化率は低く、子供の比率が高い）、人口・人口
密度（美浜区の中で一番人口密度が高い）、人口推移推定（2040
年には高齢化率が約 38%）、該当犯罪発生状況（打瀬地区は自転
車盗が多い）、自治会結成状況（分譲街区の 7 割、賃貸街区はゼロ）、
自治会加入世帯率（美浜区平均 70% に対して、 打瀬は 52.8%）
などが紹介された。特に、打瀬地区特有の課題として、①急速な
高齢化・少子化への対応、②賃貸住宅居住者の地域のつながり、
③地域活動・近所付き合いの充実、④子供が接する自然環境の整
備、⑤公共施設・景観の維持、が指摘された。
　これを受けての住民を交えての意見交換では、「最初の開催案
内では、ベイタウン協議会・商店会が抜けていた。指摘したにも
関わらず、やはり今回も商店会が抜けていた」、「数字は分かるが、
ベイタウンの実態（特徴）をもっと認識して欲しい」、「区長を始
め、行政側体制が変化して行き、目線が微妙に変わってしまうの
で、目線を合わせる努力をして欲しい」、「子ども円卓会議への協

力に感謝。3 年で終わりとしないで、支援継続を期待している」、
「打瀬地区は公立小中学校以外（私立）に通う児童や、外国籍の
児童が多いことにも考慮して欲しい」、「行政は任期の間だけの対
応で、住民に関するリサーチが足りないのでは？」、「子ども・高
齢者の居場所がないので、児童館のようなものを希望」、「商店会
の発展なくして町のにぎわいはない。商店会への理解・バックアッ
プが欲しい」、「トップ（行政）とユーザー（住民）の意識の乖離
あり。このような会話の機会はありがたい。本庁（市や県）とも
情報交換して欲しい。」などの意見が出された。
　また、メインテーマの地域コミュニティの担い手については、

「後継者がいないので、引退したくてもできない」、「街開きから
19 年。ここで育った子どもたちが、結婚して戻ってきている例
もある。魅力のある街であり続けるために、行政には手伝える範
囲で手伝って欲しいと言ってきたつもり」、「多くの人の地域への
貢献の活動が子どもたちにも伝わり、『大人になったらどこかで
恩返ししたい』という気持ちが生まれるはず」、「コミュニティ活
動は、参加してみないと分からないもの。参加してみて、こんな
に活動をしている人たちがいるんだと衝撃を受けた。もっと周知
すべきでは？」、「団塊世代には有能で、街に役立つ人がたくさん
いるはずだが、ネットワークがなかったり、プライドが高過ぎた
りするので、くすぐりが必要」などの意見が交換された。
　記者個人としては、こういった議論では子どもや高齢者ばかり
が中心で、メジャーゾーンである人たちがないがしろになってい
ないかな？と感じていたが、「子どもたちがこの街をふるさとだ
と思えば、きっと帰ってきて街の活動に参加してくれるはず」と
いう考え方は新鮮で、なるほど、と思えた。
　なお、「区民対話会」というわりには、区に認識された特定団
体のみに案内が届き、一般区民には何の知らせもなく、関心があっ
ても参加のしようがない点については、問題ではないかと指摘を
し、せめてオブザーバー参加ができるように、と申し入れを行っ
た。　【板東】

美浜区が区民対話会を開催
ただし一般住民には広報なし、選ばれた団体のみが参加


