
第 255 号（2018 年 8 月1日号）
幕張ベイタウンニュース編集局

http://www.baytown-news.net/

夏休みラジオ体操はじまる
　今年もベイタウン恒例の「夏休みラジオ体
操」が 7月 21日（土）海浜打瀬小学校グラ
ウンドを皮切りに始まりました。今年は「災
害的」といわれるほど暑い日がつづき、例年
なら涼しい筈の早朝の学校グラウンドでも熱
中症を心配しなければいけないような環境で
すが、例年どおり毎日たくさんの小中学生と
大人が参加しています。
　ラジオ体操会場には毎日 1000 人近くの人
の前で朝礼台に上がり模範体操をする 12人
の６年生がいます。彼らは「我こそは」と打
瀬の３つの小学校から自ら手を挙げて応募し
て来た「ラジオ体操子どもリーダー」たちで
す。彼らは模範演技のほかに用具の準備や集
まった子ども達が楽しみにしている「スタン
プ押し」など運営の仕事もするラジオ体操に
は欠かせない存在です。今回は子どもリー
ダー達の活動を取材しました。　【松村】

　ラジオ体操の本番は 7 月 21 日が初日ですが、子どもリーダー
たちの練習は、3 週間前の 6 月 30 日から始まりました。リーダー
の人選は毎年、ベイタウンの３つの小学校にお願いして、６年生
のなかから「ぜひラジオ体操リーダーになりたい」という子に立
候補してもらい、20 人ほどを選んでもらっていました。
　ところが今年はリーダーの数は全員で 12 人。例年なら希望者
が多く、辞退してもらう子もいるほどですが、今年は希望者が少
なく異例です。実は今年はリーダーたちに例年よりも少し厳しい
条件をつけて募集しました。「第１回の練習日である 6 月 30 日
までに、TV のラジオ体操を見て、完全に体操を覚えてくること」、

「やむを得ない事情がある以外はラジオ体操を休まないこと」と
いう条件を募集時に３小学校の先生に徹底して希望者を選ぶこと
をお願いしていたのです。
　そんな「覚悟」を求めての募集だったので今年の 12 人は精鋭
です。中には就学前からラジオ体操に毎日参加し、６年生になっ
たらリーダーになることを目指して来た子もいるほどです。こん
な子どもリーダーたちの一生懸命な姿を見られるのもベイタウン
夏休みラジオ体操の魅力です。ぜひ皆さんもおいで下さい。

ラジオ体操 OB・OG
　小さな小学生たちに混じって、ラジオ体操会場には過去にリー
ダーとして活躍した OB・OG も姿を見せます。写真の２人は高
２の石原君（写真左）と高１の井川君。２人とも中学生のとき
から毎年夏休みにはラジオ体操に顔を出して、学校の周りの自
転車の整理をしてくれています。特に指示やお願いをしたわけ
ではないそうですが、彼らが自発的にやってくれているので、
主催する側としてはとても助かるそうです。
　現６年生のリーダーたちにとっても年齢の近い OB・OG とふ
れ合うことは大きな
刺 激 に な る よ う で
す。
　 現 役 の 小 ６ リ ー
ダーたちの活躍とと
もに、卒業したリー
ダーたちの成長を見
るのは運営する大人
達の大きな楽しみで
す。

今年のリーダー12人の全員写真。男子６人、女子６人の精
鋭部隊です。



23子ども記者が伝える

打瀬中学校３年生

　毎月打瀬の小中学校のみなさんに原稿をお願いしているこのコーナー。今月は丁度中学校の夏
の総体が始まるので、総体を前にした打瀬中３年生の４つの部活部長に中学生最後の大会を前に
した決意や抱負を書いてもらいました。

信号機ケーブル地中化工事はじまる
　本紙６月号でお知らせし、大きな関心が
集まっていた 5、8、10 番街交差点の信号
機のケーブル地中化埋設工事がはじまりま
した。住民からの苦情を受け本年度中の埋
設を道路掲示板で広報していた千葉市が約
束を守ったことになります。とりあえずは
景観破壊の元凶となった信号機ポールを結
ぶケーブルは地中化され、目立たなくなり
ます。要望していたものが、要望通りに期
限内にできるのか、こういうチェックも今
後は必要になるでしょう。掲示板によると

工事の完成は 9 月 10 日とのことです。

　今まであまり良い結果を残せていない私
たち。二年半指導して下さった顧問の先生
や日々支えてくれた両親に感謝し、最後に
悔いが残らないよう全力で挑みたいと思い
ます。応援、宜しくお願いします。

最後の総体に向けて　
サッカー部　部長　【田中理仁】
　僕の代は、入部当初部員が７名しか集ま
らずサッカー経験者は僅かで、11 人に程遠
い状態から始まりました。
　部活と言えば、上下関係が厳しいという
イメージがありますが、サッカー部で先輩
後輩の仲がとても良く、楽しい思い出ばか
りです。
　総体シーズン以外は雑用もなく、市でも
トップレベルの先輩と練習をさせてもらい
ました。顧問の先生方も穏やかで優しく、
時に厳しく指導してくださいました。素晴
らしい環境のおかげで同じ代の部員も少し
ずつ増え、着実にレベルアップしていきま
した。僕は内定していたクラブチームでは
なく、部活動を選んでよかったと思ってい
ます。
　引退まで残り残り少ない日々を大切に
し、３年連続県総体出場を目標に、全員で
最後まで諦めずに頑張りたいと思います。
中学最後の総体を楽しみたいです。

人一人を仲間全員で応援して、みんなで戦
いたいと思います。応援よろしくお願いし
ます。

感謝
女子バドミントン部　部長【佐々木優里】
　私たち女子バドミントン部は総勢約 60
人で活動しています。一年前から厳しい練
習メニューが多くなり、初めはほとんどの
部員が弱音を吐いていました。しかし現在
は市大会ベスト 16 以上という目標を達成
するために、最後の大会に向け自分を追い
込み、取り組んでいます。
　 総 合 体 育 大 会 は ７ 月 14 日、15 日 に 個
人戦、21 日に団体戦が行われます。団体
戦は初戦勝ち上がると二試合目は第一シー
ドと当たります。

吹奏楽部　部長　【辻本優菜】
　こんにちは。吹奏楽部です！
　私たちは７月 29 日（日曜日）に青葉の
森芸術文化ホールで行われる吹奏楽コン
クールに出場します。
　今まで部員数が多いので、一人一人の目
指すゴールが異なり、意見の食い違いに悩
んできました。しかし、本音で語り合い、「金
賞」という大きな目標に部員全員で向き合
うことができました。
　本番では「斐伊川に流るるクシナタ姫の
涙」という曲を演奏します。この曲は、「古
事記」に登場するクシナタ姫をイメージし
て作られたストーリー性のある曲です。
　日本の古き良き曲想を取り入れた荘厳で
優美な情景が思い浮かぶような演奏を目指
します。
　今まで応援してくださったたくさんの
方々に感謝の気持ちを伝えられるように頑
張るので、応援よろしくお願いします！

陸上競技部　女子部長　【藤原幸羽】
　陸上競技部は７月 14 日と 15 日に青葉
の森陸上競技場で市総体が行われます。男
子 12 人、 女子 22 人が各種目それぞれ出
場します。目標は男女総合入賞です。男女
総合とは、各種目入賞者にポイントがつけ
られていて、それを競うものです。春総体
では男女総合入賞することができなかった
ので、その悔しさをバネに一人でも入賞者
を出し、ひとつでも順位を上げられるよう
に頑張ります。また、各種目標準記録を突
破すると県総体に出場できるので、一人で
も多くの人が出場できるように頑張りま
す。陸上競技は個人競技ですが、練習は仲
間と共に乗り越えてきました。本番では一

　7月23日。打瀬中学校に行くと玄関付近
で千葉市総体の優勝旗を持って、はしゃいで
いる一団に出会いました。「何部？」と聞く
と「野球部です。優勝しました」とのこと。
確かに入り口廊下には現在進行中の千葉市総
体の結果と途中経過が刻々と書かれていて、
野球部のところには「7月22日　対磯辺中、
5-2。千葉市総体優勝」と大きく書かれてい
ました。
　先週から始まった千葉市中学校総合体育大
会。今は各競技の結果速報が刻々と届いてい
ます。健闘むなしく結果を出せなかった部活
も、思いがかなって県大会まで進んだ部活も、
よく頑張った。



　ようやく数日後の朝インターネットで運航状況を確認したとこ
ろ、久々に出航するとわかり、午前の用をさっさと済まして港へ
向かいました。クルーズ船のターミナルは JR 千葉みなと駅から
徒歩１０分弱です。桟橋には複合施設「ケーズハーバー」があり、
シーフードレストランやパンケーキのカフェなどいくつかのお店
のおかげで、出航を待つ間もゆったりリゾート気分で過ごすこと
ができます。水槽に大きなカメや魚がゆったり泳いでいて、子供
も飽きることはないでしょう。
　日中の観光船（大人１０００円・子供５００円）は１１時３０
分と１３時３０分の１日２便。予約なしで大丈夫です。チケット
販売開始は出航３０分前からですが、混雑状況で早くなることも
あるそうです。各種割引サービスもあります。この日は、千葉市
内の小学３年生の社会科見学の一行と同船でした。
　さあ、わくわく気分で「あるめにあ号」に乗船し、４０分のクルー
ズが始まりました。風がさわやかです。日本最大級の食品コンビ
ナートや JFE スチールの製鉄所など普段見られない建造物を目の
当たりにすると、想像以上の規模に圧倒され、ついカメラのシャッ
ターを押してしまうほど面白い光景が広がっていました。停泊中
の大きな船からクレーンで貨物を降ろしています。こういう物流
の大動脈があるから今の日本の繁栄や日常の生活が成り立ってい
るのだ、と感慨もひとしおです。
　折々流れるアナウンスはしっかり聞きましょう。ここで問題で
す。このコースには成田空港へのジェット燃料の油送基地がある
のですが、そこから成田まで、燃料を運ぶ方法は何でしょうか。
答えは、地域の産業について学んだ小学生か、実際にクルーズ船
に乗って聞いて下さい。びっくりです。
　船は思ったほど揺れません。でも一段と揺れが大きくなった
な、と思うと東京湾への出入口にさしかかったところです。カモ
メが船と併走しているのも楽しい景色です。そんなふうにノンビ
リしているとあっという間にポートタワーが近くに見えて帰港を
迎えました。

　 本 当 は 航 行 時 間 が ７ ０ 分 と ち ょ っ と 長 い「工 場 夜 景 ク ル ー
ズ」に乗りたかったなあ。工場のライトアップやレーザーと音の
ショーがある夏の夜を楽しむコース。これは予約制ですが、空き
があれば当日乗船は可能です。ちなみにこのコースは出航時間が
少しずつ早くなっていきます。だって、日没時間に合わせて出航
ですから。その他に夜の納涼船として「サマーナイトクルージン
グ」という生ビール・ジュース飲み放題の９０分のコースもあり
ます。
　今回の昼間のコースではベイタウンは遙か彼方にしか見られま
せんが、土・日・祝日１４時３０分出航の幕張メッセ沖合遊覧コー
ス（５０分）だとこの街や新都心のビル群を海上から眺めること
もできます。
　遊覧船は、遠方に旅行した時に乗るものだと思いがちですが、
こんな近くで手軽な予算で楽しめます。海の近くに住んでいるの
ですから、クルーズを暑気払いイベントの選択肢の一つに入れて
はいかがですか。

夏だ、海だ、クルーズだ！

流しそうめん

　今年は７月に入る前に梅雨明けとなり、長い夏になりそうです。
そこで何か季節を楽しむことをしたい、と思いついたのが千葉港夜
景クルーズ。船に乗って夜風に当たりながら大人の社会科見学です。
早速「千葉ポートサービス」www.chiba-port.com/　で調べたとこ
ろ、どうも予定と合いません。昼間の ｢千葉港めぐり観光船 ｣でま
ずは体験してみようと考えました。ところがその日から強風が続い
て何日も運航中止。船は天候に大きく左右されることを、身を以て
学びました。　【小原】

　 ７ 月 ８ 日（日） ベ イ タ ウ ン ニ ュ ー ス 7
月号でもお知らせしていた「流しそうめ
ん」が今年もコア中庭で行われました。今
年で５回目になるこのイベント。 定員は
120 人ですが、毎年たくさんの人が集まり、
ことしもベビーカーを押した小さな子ども
連れから小学生までたくさんの人がメイン
イベントの「流しそうめん」のほか、「ス
イカ割り」や「輪投げ」、「水鉄砲」に暑さ
も忘れて楽しんでいました。
　このイベントはもともと子育て真っ最中
のお母さんが手作りで始めたもので、見て
いると大人と子どもが水鉄砲を持って追い
かけっこをするなど、子どもと大人の距離
が近く、「心から楽しくはしゃいでいる」
という表現がぴったりするような風景でし
た。主催したお母さんたちとお手伝いをし
たシニアのみなさん、ご苦労様でした。



　今年もコア・フェスタが 10/27（土）、10/28（日）の２日間
の予定で開催されます。
　コア・フェスタはベイタウン・コアで活動する 30 以上のサー
クルが、コンサートや発表会、作品展示などを行う楽しい２日間
です。当日は「子どもサイクルリサイクル」や「お茶会」などの
屋外イベントの他、フードコートやフリーマーケットなどのイベ
ントも目白押しで
す。 ぜひおいでく
ださい。
　コア・フェスタ
の 詳 細 は ベ イ タ
ウンニュース９月
号でお知らせしま
す。

わくわくおはなし会　8月の予定

8 月の常設おはなしは夏休みのため、お休みです。8 月は、打瀬公
民館主催の夏休み特別企画「紙芝居をやってみよう」という体験講
座を開催します。
日時：8 月 30 日（木）　午前 10：00 〜
場所：ベイタウン・コア講習室 
対象：小学１年生〜小学３年生（定員：先着 20 名）
９月の常設おはなし会は、９月 15 日（土）です。
ブログ更新中・見てね　http://blog.livedoor.jp/chibawaku/

第 174回ファツィオリの会

日時：2018 年 8 月 26 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。
締切：2018 年 8 月 19 日（日）
申込先：090-8340-8435（青木）

【８月のコア・イベントの紹介】〜申し込み受付中！
☆夏休み特別企画 ( 受付８/ ２木〜 )
その１：伝統文化「きもの＆マナー教室」（無料）
８月 20 日（月）２組① 13:00 ～ 15:00 ② 15:00 ～ 17:00 
場所：打瀬公民館和室
講師：幕張ベイタウン伝統文化和装礼法伝承の会
対象：小学１年生～６年生＊親子での参加も可
定員：各組先着 12 名／含保護者

その２：「親子で歌おうディズニー＆クラシック！」（無料）
８月 25 日（土）10：00 ～ 12：00
場所：打瀬公民館音楽ホール
出演・協力：ジュニアコーラスフェアリーズ
対象：就学前児～小学生と保護者／ 30 組程度
申し込み不要、当日直接来館してください

その３：わくわくおはなし会／夏休み特別企画
体験「紙芝居をやってみよう」（無料） 
８月 30 日（木）10：00 ～ 12：00
場所：打瀬公民館講習室
講師：わくわくおはなし会の皆さん
対象：小学１年生～３年生（定員：先着 20 名） 

その４：親子体験「夏休みの思い出のアルバムを作ろう！」
８月 30 日（木）14：00 ～ 16：00
場所：打瀬公民館工芸室　　講師：アルバムの会の皆さん
対象：就学前児～小学生と保護者（８組） 
ワークショップ参加費＊ハサミが使えるお子さん
お子さん一人 1,000 円（材料代を含む） 

〈問い合わせ〉打瀬公民館電話 296-5100
受付、問い合わせ時間は 9：00 ～ 17：00

館長イチ押し！主催講座
シニア体験特別講座・子育て支援講座〜９月２日受付開始
　公民館では、初めての企画として「大人の科学工作講座」を開
催します。普段は小学生を対象に理科に対する興味を呼び覚ます
活動をしている「蔵前理科教室ふじぎ不思議・くらりか」さんの
協力で実施します。理科や電気の学習に興味があり、工作が得意
なシニアの皆さんにオススメの館長イチ押しの講座です。また、
１歳～２歳児と子育てママさん対象の「親子ふれあい教室」も予
定しています。どうぞ振るってご参加ください。
◇講座内容
その１：「親子ふれあい教室」
〜親子で楽しく遊びましょう！（全２回）
９月 19 日（水）・26 日（水）10：00 ～ 12：00
場所：打瀬公民館講習室
講師：美嶋先生（UFO キッズ講師）
対象：１歳～２歳児と保護者（定員：先着 20 組）
参加費：教材費 200 円（２回分）

その２：「大人の科学工作講座」　〜コイルモーターを作ろう！
９月 21 日（金）14：30 ～ 16：00
場所：打瀬公民館工芸室
講師：蔵前理科教室ふしぎ不思議（く
らりか）
対象：60 歳以上のシニア
定員：24 名
参加費：200 円（材料費）
◇申し込みの方法
いずれも９月２日（日）受付開始、
直接打瀬公民館窓口または電話

〈問い合わせ〉打瀬公民館電話 296-5100
受付、問い合わせ時間は 9：00 ～ 17：00

夏休みラジオ体操　後半のお知らせ

今年のコア・フェスタは 10/27、10/28 開催決定

　ラジオ体操前半にはたくさんの参加者がありました。暑い夏が
つづきますが、後半も頑張って参加しましょう。

後半：８月 25 日（土）～８月 31 日（金）
　　　打瀬小学校　校庭

【コイルモーター電気を通すとコ
イルが勢いよく回り出します】

8 月 25日（土）寺子屋工作ランド

「ぶんぶんごま」
日時：8 月 25 日　第 4 土曜日　　午前 9：30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
ぶんぶんごまにいろをつけて回してみよう。
どんないろになるだろう。
持ってくるもの：はさみ、えんぴつ、クレヨン、いろがみ、サイン
ペンなど


