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晩秋のベイタウン　ここにしかない風景をたのしむ
　西洋の街並みを模したベイタウン。その美しさは秋の終わりに輝きを増す。街路樹
の紅葉だ。ユリノキ、イチョウ、モミジバフウ、プラタナスやナンキンハゼという外
来の落葉樹が中高層の石造りの建物を赤や黄色の木の葉で彩る風景はベイタウンの他
日本のどの街でも見られない。その美しさはここ数年街路樹が大きく育ったことでこ
れまでになかった風格のようなものをこの街に与え始めている。というわけで、今月
はカメラ方手に晩秋のベイタウンの紅葉を切り撮ってきました。　【松村】



　12/10（土）午後 2:00 からベイタウン・コアのアトリウムでコ
ンサートがあります。
　コアといえば Fazioli のあるホールが音楽の殿堂ですが、アトリ
ウムコンサートは、日頃図書館利用でホールを横目に通り過ぎる
コア利用者の方にもコアのことを知ってもらいたいと館長が発案
したミニコンサートです。当然アトリウムなのでピアノは無し。
当日は四重奏団をはじめ合唱、さらには弦楽の伴奏付きでモーツ
アルト「アヴェヴェルムコルプス」も演奏されます。
　一流の音楽ホールがあるのにわざわざアトリウムで開くコン
サート。どうぞお楽しみに。

　小学 5 年生以下の選手たちが出場する、日ハム旗・第 18 回関東
学童軟式野球秋季千葉県大会（協賛：日本ハム株式会社、北海道
日本ハムファイターズ）の準決勝と決勝が 10 月 22 日（土）に養
老川臨海第一球場（市原）で行われ、打瀬ベイバスターズ（B チーム）
が優勝しました。今年度は、7 月に行われた 6 年生チームによる
東京新聞カップ・関東学童軟式野球県大会優勝に続いての、県大
会ダブル優勝です。
　なお、B チームは 11 月 19 日（土）、20 日（日）に北海道日本
ハムファイターズ・鎌ヶ谷スタジアムで行われた本大会に、千葉
県代表として出場しました。

【ベイタウンスポーツフェスティバル
（BSF）】
　10 月 24 日、BSF という行事を行いました。
1,6 年生は海浜打瀬小、2、4 年生は美浜打
瀬小、3、5 年生は打瀬小に分かれて行いま
した。
　前半は「よろしくねゲーム」を行い、名
刺を交換して他校の友達と交流を深めまし
た。「復活じゃんけん列車」でも積極的に他
校の友達とじゃんけんをしました。
　後半は、下学年は「大玉運び」を赤組と
白組に分かれて行い、上学年は他校の友達
と一緒に「大縄跳び」を行いました。３校
一緒に BSF をしたことで、ベイタウン３校
の団結力が深まったと思います。これから
も同じベイタウンの学校として、交流を大
事にしていきたいです

（森山葉月・篠原彩音）

【陸上大会壮行会】
　10 月 27 日に打瀬小では陸上大会に出場
する選手を応援する壮行会がありました。
私は走り高跳びの試技をしました。緊張で
失敗するかもしれないと不安でしたが、全

校のみんなが「がんばれ！」とたくさん応
援をしてくれたので、試技を成功させるこ
とができました。全校からのエールのおか
げで、本番は選手として 100％の元気での
ぞむことができました。（中村りさ）
　私は選手にはなれませんでしたが、60M
ハードル走を 1 カ月間練習しました。壮行
会の試技では、一緒に練習してきた仲間の
走りを見て、自分との大きな差を感じまし
た。そしてこんなにも速い人達と練習して
いたんだなと改めて実感し、本番を楽しみ
に思えるようになりました。当日、ハード
ルの選手たちは全員ベストタイムを出して

いたので、それもうれしかったです。
（齊藤敦也）

【陸上大会】
　私達打瀬小学校６年生は 10 月 28 日に陸
上大会に参加しました。私は選手ではなく
応援として行きましたが、自分の学校を応
援する気持ちがどの学校も強く、応援席は
とても熱気につつまれていました。途中で
雨が降ってきてしまい、楽しみだった午後
のリレーがなくなって残念でしたが、最初
で最後の陸上大会の思い出は心に残ってい
ます。とても楽しかったです。( 大西菜月 )
　私は 1000M 走の練習をしていましたが、
選手になることができず、とても悔しい思
いをしました。しかし、悔しいと思うより、
打瀬小を応援しようという気持ちが次第に
強くなっていき、陸上大会本番では全力で
応援することができました。陸上大会が終
わったとき、選手ではない自分も大きな達
成感を得られました。（加藤颯馬）

7
子ども記者が伝える

打瀬小学校6年生

　前期に引き続き、打瀬小は後期も様々な活動に取り組んでいます。今回は、ベイタウンスポー
ツフェスティバル、陸上大会壮行会、陸上大会の三つの行事について、計画委員の 6年生が
紹介します。

第１回　アトリウムコンサートのお知らせ

ベイバスターズ 5 年生以下チームが県大会優勝

　ベイタウンニュース年末の恒例行事、「新年　年男年女撮影会」
を行います。2017 年の干支は「酉」（とり）です。12 年に 1 度
のベイタウンニュース新年号をあなたが飾るチャンスです。たく
さんの方の参加をお待ちしています。
日時：2016 年 12 月 10 日（土）　午前 10：00 〜
場所：ベイタウン・コア　アトリウムに集合
当日雨の場合はコアのアトリウム内で撮影します。
問い合せ：ベイタウンニュース　松村（TEL：211-6853）

ベイタウンニュース新年号に載ろう
ニュース恒例　年男年女撮影会

（写真上）BSF　よろしくねゲーム
（写真左）陸上大会壮行会　選手を拍手で迎える
全校児童



命ってあったかい　「わくわくモーモースクール」

　11 月 4 日（金）、美浜打瀬小学校に牛の
鳴き声が高らかに響いていました。校庭に
７頭の乳牛や子牛が運び込まれ、全校児童
が、牛に触れたり酪農や乳業に従事してい
る人と交流したりする特別授業「わくわく
モーモースクール」が開催されたのです。
　スクールは全校での開校式から始まりま
した。その後１・２・３年生は「子牛との
ふれあい」を１時間体験。４年生は搾乳体
験 25 分と「牛乳の話」25 分。5、6 年生
は「バター作り」25 分、「牛乳の話」25 分、

「牧場の話・まとめ」40 分という学習でし
た。牛乳に関しては給食に出るフルヤ乳業
の方だったのでとても身近に感じられたこ
とでしょう。
　まず６年１組のバター作り教室にお邪魔
しました。 栄養士さんの説明を受けたあ
と、皆いっせいに白い生クリームの入った
容器を振り始めます。 液体の音がしなく
なったら蓋を開けて固まったことを確認
し、割り箸でさらに混ぜ、分離した液体を
除いたらクリーム色のバターの完成。用意
してあったパンにつけて試食です。中には
分離した液体のほうを飲んでいる生徒もい
ます。高学年は好奇心のかたまりでした。
試食中は「塩が入っていないから甘いね」

「おいしい」「疲れた」などと様々な感想が。
最後に残った女子に尋ねると「家でやり方

を教えて一緒に作ります」と言って教室に
戻って行きました。
　次に手と靴の消毒を済ませて牛の鳴き声
が響き渡る校庭へ。「子牛とのふれあい」
のコーナーでは、子牛が２年生の子どもた
ちに囲まれています。まだへその緒を残し
ている生後２カ月の子牛もいました。生徒
は４人ずつ順に触れていきます。当然最初
はこわごわでしたが、全体の骨格を捕える
ように背骨、尾、腰、あばら、かかとと順
に説明してもらいながら実際に触れていく
と、皆の目が輝いていきます。「ふわふわ
した感じだったね」と女子が話していまし
た。
　４年３組の搾乳体験では、「あったかかっ
た」「やさしく握ったら搾れた」と、生徒
たちは興奮した表情です。搾乳後は牛のエ
サのコーナーで発酵した干し草のにおいを
嗅いで、牛がどのように飼育されているか
の話を聞きました。説明担当のお兄さんが
質問はないかと投げかけると、「収入はど
れくらいですか」「免許は必要ですか」と
いうストレートな質問が。でもお兄さんは
率直に答えてくれ生徒たちも真剣に聞いて
いました。まとめで話してくれたのは、出
産のとき息をしていなかった子牛を母牛が
鼻先で心臓マッサージをしてよみがえらせ
た話。命あるものの尊さや酪農業の醍醐味

を語ってくれました。
　そのお兄さんは千葉県の牧場経営者の４
代目で 23 歳。「自分の進む道、 将来を考
えるときのヒントになると思うので、どん
な質問にも答えます」「この教室で生き物
の命が循環して食べ物としていただいてい
るのだと伝えたいです」と語ってくれまし
た。
　毎日口にする食べ物は命そのもの。でも
それだけでなく製造に従事している人の熱
い思いも共にいただいているのだと知るこ
とのできた授業でした。
　「わくわくモーモースクール」は、県内
の酪農家や乳業者から直接牛乳の生産から
製造まで学ぶ教室です。子どもたちが体験
を通して食べ物と命の大切さを知ることを
目指しています。今年度教育委員会から割
り振られたのは千葉県で美浜打瀬小一校だ
け。 とても貴重で忘れられない一日でし
た。　【小原】

　クリーン作戦恒久スローガン≪「そうじして、本当の魅力見え
てくる」〜みんなの力で心も街もピカピカに〜≫のもと、打瀬地
区小中学校４校で、クリーン作戦を展開します。
　日時は 12 月 17 日（土）10：00 〜 12：00 です。打瀬第２公園
に 10：00 に集合し、各小学校周辺のゴミ拾いを行います。詳し
い清掃場所は、当日、お知らせします。清掃活動時間は、約１時
間です。軍手・ゴミ袋（スーパーの袋）をご持参のうえ、大勢の
皆様のご参加をお待ちしています。
お問い合せ：ベイタウン子ども円卓会議　打瀬小学校　中井康司

（043-211-0321）

日時：12 月 18 日 ( 日 ) 　開場 10:45　 開演 11:00  
場所：ベイタウンコア音楽ホール
入場無料

　ピアノ、うた、楽器演奏、街の子ども達によるベル合奏など、
クリスマス前のひとときを音楽あふれるコアホールへお越しくだ
さい。
お問い合わせ ：大垣 TEL 276-3878

１ 冬の親子おはなし会
日時：12 月 22 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

２ 休館のお知らせ
　12 月 13 日（火）〜 17 日（土）蔵書点検のため休館します。
　年内は、12 月 28 日 ( 水 ) まで開館します。
年明けは、1 月 4 日 ( 水 ) 午後 1 時から開館します。

詳細・お問い合わせ：打瀬分館　TEL：272-4646

わくわくおはなし会　12月の常設おはなし会

12月 24日（土）寺子屋工作ランド

　12 月のコア・イベント

日時：12 月 17 日　　第 3 土曜日
時間：午前 10：30 から
場所：ベイタウン・コア講習室
今月はクリスマススペシャルでわくわくするお話を用意してお待ち
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
来てね。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://blog.livedoor.jp/chibawaku/
お問合せ先：chibawaku2@freeml.com

よく鳴る「でんでんだいこ」
日時：12 月 24 日　　第 4 土曜日　　午前 9：30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
今月はよく鳴る「でんでんだいこ」をつくります。
持ってくるもの：よく切れるはさみ、セロテープ、
ビニールテープ（ある人）　保険費 50 円

小中学校４校でベイタウンクリーン作戦 第 29 回ベイタウン音楽会（ウィンターコンサート）

図書館からのお知らせ

子牛に触れる2年生。はじめは恐る恐るだったが、
最後にはなかなか離れなかった。




