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オシャレな酒屋 「SOL by K」がプロムナードにオープン

　この「酒屋」と
呼ぶにはおしゃれ
な名のお店の店長
さんは北澤誠さん。
検見川浜駅前のイ
ズ ミ ヤ の 地 階 に
あった酒店の店長
でしたが、イズミ
ヤの撤退のためこ
の地でのスタート
となりました。こ
こでは奥様の安希
子さんともう一人
のスタッフの３人
態勢です。以前の
お店より面積は小
さくなりますが、
品揃えは以前より
減らさないよう力
を入れているとのこと。ワイン約 800 種類、
日本酒約 450 種類、その他の酒類やお酒に
あう珍しいおつまみなど。いつも頑張って
いる自分へのごほうびの選択肢が広がる人
も多いのではないでしょうか。
　「お酒は自分の舌で選んできたものです。
ただ棚に並んでいるものを眺めるだけで決
めるのではなく、ここではお客様の好みや
合う食材などのアドバイスを十分にさせて
いただいて失敗なく選んでいただけます。
前のお店から、『ここで買うと失敗や外れが
ない』と支持されてきました。そのために
無料で試飲できる機会を多く作りたいと考
えています。日本酒は蔵元に直接出向くと
その個性がよくわかりますし、ワインも自
分で試飲して感じたことや特徴をしっかり
お伝えしていきます」と北澤さんは語りま
す。
　誰も奮発して一瓶買ってみたものの満足
できなかった、という思いはしたくありま
せん。ソムリエの資格者である北澤さんの
舌と長年の経験を借りて、おいしいお酒と
気軽に付き合えるようになれば、食生活が
より楽しくなるでしょう。ただし飲み過ぎ
は健康にもお財布にも禁物ですが。
　取材していると、準備中のお店を住民の
方々がのぞいていきます。「ものを売るお店
が減ってきた商店街に、新たな賑わいを呼
んでくれると期待しています。ここにしか
ない酒がありますから楽しみです」と、常
連さんがオープンを待ち焦がれていました。
北澤さんがこの地に出店を決意したのは、

ますが、ベイタウン在住のお客さんのラブ
コールも後押ししたようです。公園東の街
の住民のワインの会・日本酒の会という講
習会を頼まれたり、昨秋ハロウィーンイベ
ントのワインバルに出店したり（今年も出
店決定）、すでにお酒を通じてベイタウンの
コミュニケーションを図るイベントに一役
買っています。
　最後に、ワイン初心者はどのように自分
に合うワインを見つけることができるのか
聞きました。それは、いままででいいと思っ
たワインを基準にして、近い感じのものを
選んでいくことだそうです。なんとなくで
も美味しいと思った銘柄を伝えれば好みを
把握してもらえて良い提案がもらえます。
問題は、ブドウの種類・産地・ワイナリー
のカタカナを覚えられるかという点ですが、
大丈夫。ラベルの写真を撮ればいいのです。
「その際には、裏のラベルにも輸入業者など
多くの情報があるので撮るのをお忘れなく」
とのことでした。
　お店からの情報発信にも力を入れ、関連
の楽しいイベントも予定しているというこ
とで、ベイタウンライフを充実させる魅力
的なアイテムが新たに加わったのは間違い
ありません。

ワインのイメージにあう美しい街並み、若
葉地区開発に伴う将来性という条件もあり

　「もとオレアジの空き店舗に、酒屋が入るんだって」。そんな情報が耳に入ったのが５月の始め。
それ以来、通り過ぎるたびにリフォームされている様子を眺めていました。そして、７月１日土
曜日、「世界のワインと全国地方銘酒のお店　SOL by K（ソルバイケー）」がセントラルパークウ
エストでオープンを迎えます。　【小原詠子】

オープン前の忙しいお店でインタビューに応じてくれた北澤さ
んと奥様。

　「ぱくぱくキッチン」という何とも楽しい
名前の子ども調理教室があるのをご存じで
すか。これは打瀬公民館で毎年開かれる公
民館講座。「ヘルスメイト」のみなさんがサ
ポートする人気のクラブです。
　ヘルスメイトは「食育」に関する正しい
知識の普及を目的に活動する全国組織。そ
う聞くとなんだか堅苦しそうな感じですが、
ぱくぱくキッチンは料理の楽しさを子ども
達に教えてくれる教室で、毎回定員いっぱ
いの子ども達が集まります。そのぱくぱく
キッチンが 6月 10 日に開かれると聞き、早
速取材に行ってきました。
　今回参加したのは 11 人の子ども達。小学
3 年生から 6 年生までで、なかには男の子
も 2人います。リピーターも多く、毎回楽
しみにしている子も多いそうです。
　今回のレシピは３種類。フォッカチオ、
ミネストローネ、サラダとオシャレなイタ
リア風のメニューです。三角巾を頭に巻い
た可愛いシェフたちに教えるのは６人のベ
イタウンに住むヘルスメイトさん。4 人ず
つ３つの調理台に分かれて、予め準備され
た食材を自分達で調理します。
　包丁を持つ子ども達の手はとても可愛く

なんだかママゴトのお料理を見ているよう。
でも料理は本格的で、ニンニクやコショウ
も使います。
　朝の 9:30 から調理をはじめて、強力粉に
イースト菌を混ぜて発酵させ、オーブンで
焼く間にミネストローネとサラダを作り、
やっと食べられるようになったのは 12:00
を過ぎる頃です。でも自分で作った料理は
美味しい。
　今はどんな料理もお店で簡単に買えて家
で調理する機会は少なくなっていますが、
料理は食文化の基本です。味覚を育てるこ
とも子ども達にはとても大事なこと。次回
は君も参加してみよう。　【松村】

打瀬ぱくぱくキッチンクラブが楽しい



　6 月 3 日に美浜打瀬小学校では運動会が
ありました。ぼくたち６年生の競技の中か
ら、親子競技の二人三脚と高学年リレーに
ついてお伝えします。
　まず、親子競技の二人三脚についてです。
二人三脚は片足どうしをひもで結びつける
ので、親と子どもの絆が試されます。僕と
父のペアは三位でした。少し悔しかったけ
れど最後の年に良い思い出ができました。
　次に高学年リレーについてです。一番最
後の競技なので、「組を背負っている」とい
うことをとても実感しました。結果は１位
で、とてもうれしかったです。朝練習や休
み時間の練習や「仲間を信じて、思いっき
りやる」ということがあったから、１位に
なったんだと思います。
　僕は悔いが残らないよう、楽しくやると
いいうのを、運動会以外でも心がけていま
す。【林　丈】

は農山村留学があるので、今回学んだこと
をいかし、いろいろなことにチャレンジし、
思い出に残る楽しい農山村留学になるよう
に努力したいです。　【鈴木　隼人】

楽しかった運動会
　高学年の種目である騎馬戦と組体操は、
運動会のプログラムの中でも、見応えのあ
る種目だと思います。
　騎馬戦は、上に乗る人と下で支える人た
ちの気持ちが一つにならないとうまく動く
ことができません。「チームワークの良さ」
が勝利への近道です。同じ色の仲間と作戦
を立て、攻め方を相談し協力しながら戦う
おもしろさがあります。ぼくは今年、総大
将になりましたが、本番は周りの人に助け
られて１位をとることが出来てとてもうれ
しかったです。
　組体操も騎馬戦と同じようにチームワー
クが大切な競技です。一人一人が真剣に取
り組むことで美しい技が決まり、見ている
人たちに感動が生まれます。はだしで行う
ので、足が痛かったり、砂ぼこりが起きて
けむたかったりと大変でしたが、本番は思
い切りやり切ることができて良かったと思
います。　【浦島　夏央】

　６月３日に運動会がありました。私たち
６年生にとっては、小学校生活最後の運動
会でしたが、楽しく一生懸命行うことがで
きました。そして、私はこの運動会で、運
営委員長として児童代表のことばを言わせ
て頂きました。１〜６年生全員が一生懸命
取り組んでいたので、よい運動会だったと
思います。
　そして、競技では組体操を特に頑張りま
した。練習のときは、とても痛かったこと
もあったけど、大きな技が完成したときの
達成感はとてもうれしかったです。。本番
も、フィナーレの「立体ピラミッド」がたっ
たし、苦手だった技もできたのでよかった
です。
　小学校生活最後の運動会は優勝できな
かったけど、応援をとても頑張った私の組
は応援賞がもらえたし、組体操や係活動は
他の競技が楽しくできたので、一番思い出
に残ると思います。【曽原　未夢】

最後の運動会
　美浜打瀬小学校では 6 月 3 日に大運動
会が行われました。ぼくが今年一番印象に
残っているのは 100m 走です。ぼくは、い
つも上位に入れないのであきらめかけてい
ました。しかし結果は 1 位になれたので、
あきらめないことや、努力する大切さを学
ぶことができました。また、応援合戦では、
黄組の副団長に立候補し、精一ぱい声を出
し、黄組を応援しました。黄組は３位でし
たがとても思い出に残っています。７月に
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子ども記者が伝える

最後の運動会　美浜打瀬小学校 6 年

新しいコーラスグループが誕生しました！「Baytown　VOCE」

防災とは「ただいま」を必ず言うこと

　VOCE（ヴォーチェ）とは、イタリア語で
「声」。メンバーは、音大生や歌を勉強してい
る若い世代の子たちですが、これから歌を
楽しく歌ってみたいという方も歓迎します。
　先日のステージでは「美女と野獣」や「モ
アナと伝説の海」より選曲し、とても好
評でした。本格的なコーラスだけでなく、
ミュージカルナンバーなども歌っています。
興味ある方、是非、一緒に歌いませんか。
ご連絡お待ちしています。
  連 絡 先　（ 森 本 ）043-211-7676　　
m-morimoto ＠ kuh.biglobe.ne.jp

　6 月 17 日に打瀬保育園で防災講演会が開
かれ、東日本大震災で被災した佐藤敏郎さ
んの講演がありました。佐藤さんは当時宮
城県で中学校の先生をされていましたが、
津波で大川小学校 ( 以下大川小 ) に通う次女
のみずほさん ( 当時 12 歳 ) を亡くしました。
本来であれば助けられたはずの命を無駄に
しないためにもあの日を語り継ぐ活動をさ
れています。
　この講演には一般の方を含め、50 人もの
人が参加し関心の高さが感じられました。
佐藤さんの実際に被災した方だけが伝えら
れる津波の恐ろしさや災害の怖さは参加し
た沢山の人の心に届いた様子で、お話しの
途中で涙をぬぐう方の姿も多く見られまし
た。
　参加されていた千葉市消防局の方は「胸
がつまる思いでした。一人でも多くの命を

助けていきたい」と語ってくれました。
　私たちの住むベイタウンには現在 3つの
保育園と小学校、そして中学校が 1つあり
ます。そしてすぐ近くには海があります。
自然災害はいつ何時起こっても不思議では
ありません。どうせ津波は来ないという思
い込みが最悪の結果を招く可能性があるこ
とを私たちは知る必要があると思います。
また非常時の時に連携できる地域づくりも
防災の一環だと佐藤さんは言います。防災
とは「ただいま」を必ず言うことだという
ことを忘れてはいけません。貴重なお話を
取材させて頂きありがとうございました。

【土井可南子】



わくわくおはなし会　7 月のおはなし会

　7 月のコア・イベント

第 162 回ファツィオリの会

日時：7 月 23 日（日）　午前 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。非公開でのご利用を
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。
締切：7 月 16 日（日）　
申込先：TEL/FAX：043-377-0020( 秋場 ) akibakrym@yahoo.co.jp

わくわくおはなし会 7 月の常設おはなし会は
日時：7 月 15 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
今月も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

日時：7 月 9 日（日）　10：00 〜 15：00（材料がなくなり次第終了）　
小雨決行
対象：未就学児〜小学生
定員：150 名
参加費用：200 円

流しそうめんでは、そうめん以外にも楽しめるものを流したり、
水遊びやビンゴゲームなど楽しめることを企画しています。

また、7 月 2 日 ( 日 )10 時からベイタウンコアにて、ながしそう
めんの竹を作ります。
竹のフシ取りなど普段見ることができない様子なので、是非ご参
加下さい。
皆様のご参加をお待ちしております。
主催：社会福祉協議会　打瀬地区部会
お問い合わせ先：rudao526@gmail.com（山口）

７月 17 日（月）〜７月２3 日（日）　６：30 〜打瀬小校庭
７月 24 日（月）〜 7 月 30 日（日）　６：30 〜海浜打瀬小校庭
　　　７月 31 日（月）〜８月 20 日（日）　お休み
８月 21 日（月）〜８月 27 日（日）　６：30 〜美浜打瀬小校庭

夏休みベイタウンクリーン作戦について
　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３校の小学校を会場に夏休みラジオ体操後、クリーン作戦を
展開します。
　清掃場所は、ラジオ体操会場小学校の周辺と通学路で、活動時
間はラジオ体操終了後、約 30 分間です。開催場所・期日は次の
通りです。軍手・ごみ袋（スーパーの袋など）をご持参のうえ、
大勢の皆様の参加をお待ちしております。
　○打瀬小学校　　　　７月１８日（火）　２０日（木）
　○海浜打瀬小学校　　７月２５日（火）　２７日（木）
　○美浜打瀬小学校　　８月２１日（月）　２５日（金）
　【問い合わせ先】ベイタウン子ども円卓会議（043-211-0330）
海浜打瀬小学校　滝沢裕之

日時：7 月 30 日（日）午後 1:00 〜 4:00
場所：地域連携センター（旧こどもルーム）
募集人数：24 人
参加資格：ベイタウン在住の小学生
参加費：無料
申し込み：TEL 211-0918（高田）まで　電話でお申し込み下さい。
締め切り：7 月 20 日（木）　先着順
主催：社会福祉協議会　打瀬地区部会

「勾玉（まがたま）を作ろう」君も縄文人にタイムスリップ！
日時：７月 28 日（金）10:00 〜 12:00
場所：打瀬公民館　工芸室
講師：埋蔵文化財調査センター所員
材料費：300 円
対象・定員：小学 4 年生〜小学 6 年生（先着 24 名）
申し込み：７月４日（火）9:00 〜　材料費（300 円）を持って

直接打瀬公民館の窓口または電話で申し込み

科学館出張教室
「発泡入浴剤を作ろう！」 身近な薬品を使った新しい科学実験
日時：８月２日（水）10:00 〜 12:00
場所：打瀬公民館　工芸室
講師：千葉市科学館職員、科学館ボランティア
参加費：無料
対象：定員：小学 3 年生〜小学 6 年生（先着 24 名）
申し込み：７月 15 日（土）9:00 〜　直接または電話で

「お金やおこづかいの使い方を学ぼう！」　
～おこいづかいのはなしと貯金箱づくり～
日時：８月 23 日（水）10:00 〜 12:00
場所：打瀬公民館　工芸室
講師：金融広報委員会講師
参加費：無料
対象：定員：小学 1 年生〜小学 3 年生（先着 24 名）
申し込み：8 月 2 日（水）9:00 〜　直接または電話で
問い合わせ先：打瀬公民館 TEL：296-5100

夏休みこども将棋大会　参加者募集！

打瀬公民館主催　夏休み体験教室（公民館）

うたせおやこカフェ　流しそうめんとみず遊びの会 2017 年　夏休みラジオ体操日程

7 月 22 日（土）寺子屋工作ランド

ふしぎな「セミ」
日時：7 月 22 日（毎月第 4 土曜日）9：30 ～ 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
振り回すとセミが大きな声でなきます。なきごえは笛によってちが
います。
持ってくるもの：はさみ、折り紙
参加費：50円（保険料）

不要になったラジカセをラジオ体操にお譲りください
　ラジオ体操は毎朝ラジカセを使って行っています。そのラジカセ
の調子が悪くなり何時使えなくなるかという状態です。
　皆さんのお宅で不要になったラジカセがあればお譲りください。
ラジカセは古くてもかまいません。AMラジオが受信でき、大き
な音量が出せれば CDやカセットが壊れていても大丈夫です。鎌田
（TEL：211-0459）までお知らせいただければ拝見させていただき
ます。どうぞよろしくお願いします。




