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てそんなに立派じゃなくても良いのではな
いかと思うんですよね。実際それで苦しん
でいる子が一杯いるので。今の姿を自分で
見つめて、自分らしく磨いていけば幸せに
なれるだろうと思う。結果ではなくて、経
過が幸せ感を生むと思います。結果から逃
れられない人はかわいそうですけれども、
経過を大事にするとしたら「自分を磨く子」
というのはそのプロセスを表す言葉かなと
思います。
　また、自分を磨いている大人にしか「自
分を磨く子」を育むことはできないと思い
ます。教育にあたる教員自身が何かを目指
して頑張って謙虚に。そういう生き方をし
て頂くことが大事だと思っています。この
点は校長として一番気をつけていたことで
す。学校は人が財産ですから。

−	 教師を目指したきっかけは何でした
か？

　大学で国際経済を学んでいるとき、師事
した先生（教授）が世界を駆け回って、最
先端の勉強を教えてくれたんですね。先生
自身が一番勉強していることがよく分かっ
た。その先生から直接何かをしろといわれ
たわけではないけれども、自分から意欲を
持って勉強しようと思ったのはその先生の
姿を見られたから。初めてしっくりくる学
びができたと感じました。大学 4 年生にな
ろうというときに改めて「先生の力ってす
ごいものだ」と思い、一念発起して、朝か
ら晩まで学校に行って、1 年で教員免許を
取ったんです。
　私が教員になることを告げたときは親も
驚いたようでしたが、後になって「素晴ら
しい仕事だね」と言ってくれました。

−	 海浜打瀬小の教育目標「自分を磨く子」
とは？

　私が着任する前から掲げられている教育
目標ですが、自分にはすごくぴったりくる
簡潔な表現で、大好きです。
　教育目標にはとかく立派な言葉が用いら
れがちです。誠実とか努力とか。でも、人間っ

−　海浜打瀬小では「自慢大会」をされて
いるそうですね。

　最初はピアノ、剣玉、ダンスなどから始
まりましたが、最近では「日常の俺たちの
ユーモアのある暮らしぶり」というような
テーマで発表をする児童も出てきました。
子どもたちはさすがですね。妬みの感情よ
りも「何が自慢に値するのか」「自分の中に
何があるんだろう」ということを一所懸命
考えてくれています。一番大事な自分の中
の良さを、自分自身が認める心を持っても
らえたらと思います。
　毎年どんな発表が出てくるか、とても楽
しみです。

−　人間関係の築き方を何より大切にされ
ているように感じます。

　学校でしか教えられないことの一つに
「社会性」があると思います。
　自分が今まで様々な出会いを経験してき
たのと同じように、今の子どもたちにもい
ろんな人に出会ってほしい。そのために、
社会の中にいるような感覚の学校、風通し
の良い学校が望ましいと思っています。
　当校には地域との間に壁がありません。
それに違和感を持つ新任教員には「ここは
公園だよ。たくさん来てもらってなんぼだ
よ」と説明しています（笑）。

−　ベイタウンの皆さんに向けてメッセー
ジをお願いします。

　本当に素敵な生き方・経験をされている
皆さんが集まっていると思います。愛情を
たくさん注がれている子どもたちと会うこ
とは本当に幸せです。
　ベイタウンは、街をリードする方々の年
齢層が比較的狭く、しかも仕事等で極めて
多忙な世代が地域の中核にいらっしゃいま
す。そんな状況で、学校は何ができるだろ
うかということを積極的に考えて、取り組
んできました。壁のない学校の意味を共有
し、４校団結して地域に貢献しようという
意識があります。
　ラジオ体操やマラソンなど様々なイベン
トがありますから、それらを街のものとし
て是非認知して頂き、続けて頂けたらと
願っています。

　約 1 時間に及ぶインタビュー。紙面には
書ききれない（というよりオフレコの）感
動的なエピソードもたくさん伺うことがで
きました（何度か涙が…）。
　気になる今後ですが、何と海外赴任を検
討されているとのことです！過去に海外の
学校で教鞭を執られたことがあり、その時
の経験がその後の人生に多大な影響をもた
らしたそうです。今度は日本での経験を還
元すべく、再び海外へ。
　「60 歳で終わるような時代ではない」
　尽きることのないバイタリティーには驚
嘆の一語です。
　末筆ながら、引地先生の益々のご活躍を
祈念しております。

「住民の手でコアを運営したい」　考える会が発足

「自分を磨く子」を育む
海浜打瀬小学校　引地清人校長先生インタビュー

　前月のニュースでお知らせしたように、
千葉市は 3 月 15 日（日）にコア・ホール
で「公民館の運営に住民が参画することに
ついての説明会」を開きました。事前の広
報が十分ではなかったにもかかわらず約
30 人の住民が集まり、この問題への関心
の高さが感じられました。
　説明会の冒頭、千葉市は現在千葉市内の
公民館の利用者数が減っていること、その
打開策として従来の公民館の枠組みを超え
た取り組みを考えたいとし、市内でも利用
率の高いベイタウンで公民館の運営に住民
に参加してもらいたいと投げかけを行いま
した。具体的には、これまで公民館講座と
して千葉市職員が行っていた講座の企画を
住民が行うことなどを案として示していま
す。
　これに対し参加した住民からは、公民館
講座を住民が企画運営するだけでは抜本的
な解決にはならない。ベイタウン・コアで
は利用者の大半はホールでのイベントに集
まっており、公民館講座だけでなく、ホー
ルの運営も住民が自主的に行えるような公
民館全体の運営への参加を望む意見が出さ
れました。
　千葉市もこれらの意見には概ね賛成して
おり、今後住民が作る検討委員会と千葉市

が定期的に協議を行うことになりました
　これを受けて説明会終了後に住民で意見
交換が行われました。参加者からは今後の
ホールの管理について公民館の講堂という
位置づけでは施設と設備を将来にわたって
維持するには不安があり、この点に住民が
関わることができる仕組みをこれを機会に
作りたいとの意見が出されました。
　また公民館講座の企画について、現在
サークル活動として行っているイベントの
いくつかは公民館講座と内容的にも重複し
ており、これを活用することで講座の企画
は住民が行える。将来的には市民大学講座
のようなものに発展する可能性もあり、講
座の企画はやってみたいという意見も出さ
れていました。
　今後はコアの運営を住民が行うことにつ
いてできるだけ多くの住民が参加して話
し合うことになります。次の話し合いは 4
月 12 日（日）、ベイタウン・コア講習室
で午後 1：00 から開かれます。
　コアの運営をどうするかは、現在コアを
利用している人達だけでなく、将来コアを
使うことになる子どもたちも含めた住民全
体にとって大きな問題です。ベイタウンの
魅力ある文化施設としてコアをどう活用す
るか。多くの方の参加をお願いします。

　この３月で定年退職を迎える海浜打瀬小学校校長の引地先生。校長としては異例の４年間を海
浜打瀬小学校で過ごしました。学校教育とともに地域との連携でも多くの実績を残した４年間を
インタビューしました。　【加藤】



　4 月のコア・イベント
4 月 18日（土）わくわくおはなし会　4月の常設おはなし会

わくわくおはなし会　4 月の常設おはなし会
日時：4 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：chibawaku2@freeml.com

4 月 25日（土）寺子屋工作ランド

なぞの「ベンハムのコマ」　回すと色が変わる不思議なコマ
日時：4 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：えんぴつ、はさみ、黒のサインペン、木工ボンド
参加費：50円（保険料）
保護者の方も参加されるときは材料費50円を負担いただければ幸
いです。

第 137回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )

第 137 回ファツィオリの会
日時：4 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できます。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：4 月 19 日（日）
申込先：TEL ＆ FAX  211-6008 ( 林） 
hayamho@gmail.com

３月７日	 第４回　まくはりスポーツフェスタ開催
３月 11 日	 打瀬中学卒業式
３月 14 日　自治会連合会が防災「そなえパークの日」開催
３月 15 日	 千葉市「公民館運営に住民参画を」説明会
３月 19 日	 ベイタウンの 3 小学校が卒業式
３月 21 日	 海浜幕張公園バーベキュー広場オープン
３月 22 日	 打瀬中吹奏楽部　第３回公開演奏会
３月 25 日	 海浜幕張公園のパーゴラ改修工事が完成
３月 29 日	 シュガーシャック（公園東の街）が閉店

　ベイタウン音楽会サマーコンサートの演奏者を募集いたします
個人、団体を問いません。ピアノ、ヴァイオリン、合唱　その他
の楽器の演奏など幅広く募集いたします。
	
サマーコンサート開催日時：6 月 28 日（日）
場所：コア音楽ホール
申込締切り：4 月 25 日
申込先：TEL/FAX 211-0675   ro.no-1117dera@nifty.com(小野寺)

子ども読書記念　親子おはなし会　
日時：4 月 23 日 ( 木 )　午後 3:30 ～ 4:00		3 歳児以上と保護者
　			　　　　　	午後 4:00 ～ 4:30		5 歳児以上と保護者、小学生
						　お子さんだけでも参加できます。		
場所：ベイタウン・コア　講習室
内容：3 歳～　　　：絵本の読み聞かせ。
　　　5 歳～小学生：絵本の読み聞かせやおはなし（素話）。
　　　当日、直接会場に来てください。
詳細・問い合わせ：打瀬分館　TEL：272-4646

いっしょに楽しく歌いましょう！
	
日時：4 月 25 日（土）　午前 10：00 ～ 11：00
場所：コア音楽ホール 　
「歌が大好き！」「興味があるけど、ちょっと恥ずかしい…」「もっ
ともっと歌が上手になりたい！」「音楽を通じてお友達をつくり
たい」そんなお子さんのために体験会を企画しました。
フェアリーズの仲間たちがお待ちしています！　どうぞお気軽に
いらしてくださいね。
	「ジュニアコーラス　フェアリーズ」は幼稚園年長から高校３年
生まで、80 名の元気な明るいメンバーが、楽しく練習に励んで
います。

受賞歴　他
−	 千葉県合唱アンサンブルコンテスト　今年で７回目の金賞受
賞	　朝日新聞社賞３回受賞																																																

−	 声楽	アンサンブルコンテスト全国大会　今年で２回目の出場
−	 東京春のコーラスコンテスト　「MSCC フェアリーズ」2014
年１位、関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト 2013 年銀
賞（一般部門千葉県代表）

−	 少年少女合唱祭全国大会　５回出場				他
	 	お申込み方法　E-mail:jcfairiesoffice@yahoo.co.jp　にお名前・学
年・電話番号をご連絡ください。　　
ジュニアコーラス　フェアリーズについての詳細は HP をご覧く
ださい！　http://jc-fairies.net/

ベイタウンできごとろじー　2015 年３月ベイタウンできごとろじー　2015 年３月

サマーコンサートの演奏者を募集します

図書館からのお知らせ

ジュニアコーラス　フェアリーズ入会希望者　体験会

　３月７日（土）、打瀬３丁目公園（スポーツ公園）で「まくは
りスポーツフェスタ」が開催されました。このイベントは 2011
年４月に復興支援イベントとしてスタートし、ほぼ毎年行ってい
るもので、今回で４回目になります。主催は自治会連合会と商店
街振興組合共同で実行委員会をつくり開催されています。
　今回はあいにく午後から天気が悪くなり、午後からのイベント
はほとんど中止となってしまったが、午前中にはテニス、野球な
どの競技が行われ子どもから大人まで多くのアスリートが汗を流
しました。

第４回　まくはりスポーツフェスタ開催

「住民の手でコアを運営しよう」　考える会のお知らせ
日時：4月12日（日）　午後1：00～
場所：ベイタウン・コア（打瀬公民館）講習室
誰でも参加できます。みなさんのご意見をお待ちします。



【自治会連合会からの投稿】


