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ベイタウンに源泉かけ流しのスパ？

　調べたといってもたいしたことはありま
せん。作業員のおじさんがすぐに教えてく
れました。 それによるとどうやら今年始
まった JFA のナショナルフットボールセン
ター建設工事の一部のようです。早速 JFA
の公式サイトで見ると、 確かにこのセン
ターには外部の人も使用できる温浴施設が
併設されることになっていました。
　でもほんとにあんな海辺で温泉は出るの
でしょうか。また選手だけでなく、外部の
一般人も使えるのでしょうか。さらにそも
そも「なんで温泉？」娯楽施設ならカジノ
はともかく、レストランとかショッピング
センターとかいろいろあるのに温泉にした
のは何故。気になって日本サッカー協会に
聞いてみました。
　まず温泉が出るか、については確度は高
いそうです。自信ありげでした。きっと専
門家が見て調べたんでしょうね。一般の人
の利用ももちろん可能だそうです。でも最
後の「なんで温泉」についてははっきりと
した答は得られませんでした。
　しかし、これについては推測ですが、こ
ういう話があります。実はベイタウンが街
開きをしてから少し経った頃、今のベイフ
ロントタワー横の空き地にスパを建設する
案がありました。 その頃はただの噂かと
思っていたのですが、当時の開発業者や企
業庁もできるとはいいませんでしたが、否
定しなかったのを覚えています。
　ということはこの地で温泉が出ることは
だいぶ前から確度の高い話であったのかも
しれません。ベイタウンに温泉の夢はその
後すぐに消えてしまいましたが、JFA フッ

トボールセンターの建設でその夢が復活し
そうです。センターの完成は 2019 年度中
で、2020 年 3 月には運用開始が予定され
ています。サッカー協会によるとスパの営
業開始も同時となっているそうなので、再
来年にはスパが楽しめそうです。幕張の浜
にできる天然温泉の効能は女性にうれしい
美肌効果か、爺さんがよろこぶ神経痛か。
気になるところです。

　5・8・10 番街交差点の信号機ケーブル
地中化工事が予定通り、9/10 に完成しま
した。
　今回はこのケーブル地中化（埋設）工事
でできた歩道の穴の再舗装についてです。
　実は夏休みの間に行われた工事では信
号を通すために歩道に掘られた穴はアス
ファルトで埋められていました。ベイタウ
ンの歩道は石畳なので、アスファルトでは
景観は台無しです（写真上）。このままの
状態で完成にしてしまうのかなと思って
半ばあきらめていましたが、工事の終盤に
なって、なんと埋め戻して以前よりきれい
にやり直してくれていました。あとで文句
の一言でもと思って埋め戻し前の写真を
撮っておいたので、完成した歩道の写真と
比較して掲載します。
　やればできるじゃない。自治会が強く
言ってくれたのか、千葉市が配慮してくれ
たのか、どちらにせよ僕には大きなサプラ
イズでした。
　工事のみなさん、いい仕事をしていた

だきありがとうございます。
　ついでに信号機ももっといいものにし
て欲しいというのは欲張りでしょうか。

　少し耳を疑った人がいるかもしれませんね。しかし実はこれ本当の話。先日ご夫婦で
よく散歩を楽しむ知人から幕張の浜で温泉を掘っているらしい、という話を聞き、さっ
そくカメラを持って行ってみました。浜に着くと確かに海に面した駐車場と草地の部分
の２カ所にボーリングの井戸が立っています。これが温泉掘削のものかどうかは不明で
したが、知人が作業員に聞いたところ「温泉を掘っている」とのこと。本当だったんだ。
早速調べて見ました。　【松村】

信号ケーブル地中化完成　路面舗装はどうなった

写真左が掘削中の本体の井戸。高いのでベイタウンからも見える。写真下は駐車場
で同時に掘削されている補助の井戸。上の地図は建設中のJFAのナショナルフット
ボールセンター（エリア１）。温泉掘削の場所は2のエリア。
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展示とワークショップ 10/27（土）, 28（日）

10/28（日）
11:00～ 打瀬詩吟会 10:00～ 太極拳サークル
11:30～ ハワイの歌、ウクレレサークル 11:15～ フルートアンサンブル・ルバート
13:30～ 大正琴　琴江会うたせ 12:00～ ベイタウン音楽愛好会
14:30～ ベイタウン・フルートアンサンブル 13:45～ ジュニアコーラス・フェアリーズ
15:20～ ベイタウンオーケストラ

アトリウム コア水彩サークル
アトリウム ベイタウン写真クラブ

アトリウム かな書道　つくしの会
アトリウム アルバムの会（ワークショップ有）
アトリウム 打瀬中学校美術部

14:15～ 千葉ソロギターサークル
15:15～ アンダンテ・ドゥエ
15:45～ コア・チェンバーシンガーズ 

こども将棋大会
めざせチャンピオン
10/28 午後 1:00～
コア工芸室

お茶会（なつめの会）
コア和室　400 円／席　立礼

10/27 10:30～15:00 受付

自転車が欲しい人は
　10/28（日）の 10:00 から自転車を
展示します。希望の自転車を選び、受
付で番号票をもらって申し込みます。
　午後 2:00 から始まる抽選会で当選す
れば自転車が手に入ります。チャリ
ティー寄付金として 1,000 円をいただ
きますが、他に費用はかかりません。
ご寄付いただいた寄付金はベイタウン・
コアの維持管理のために使われます。
　手続きが終われば自転車はすぐに
乗って帰れます。

自転車を出品したい人は
　10/27（土）の 10:00～16:00、ま た

は 10/28 の 10:00～12:00 に打瀬公民
館へ自転車をお持ちください。
　壊れた自転車やパンクしている自転
車は受付できません。代金は無料です。
所有者がわからない自転車は出品でき
ません。

今年もあります　こどもさいくる　リサイクル
　コアフェスタ 2018 で行われるフ
リーマーケットに出店される方を募集
しています。お気軽にどうぞ。

出店日時：10/27（土）、10/28（日）
のいずれか、または両日
お問合せ、お申し込みは
打瀬公民館　TEL：296-5100

フリーマーケット出店者募集

ワンコインでイメージチェンジ
ヘアアレンジ
ハーフアップやポニーテール、編み込
みで女子力アップ

フェイスペイント
ベイタウンまつりで
おなじみ、人気のフェ
イスペイントがコア・
フェスタに登場。
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シニア向け科学工作教室　館長イチ押し講座

　僕はラジオ体操リーダーになって良かっ
たなと思ったことが三つあります。一つ目
はラジオ体操を覚えられたことです。今ま
で夏休み中に参加することができなかった
けれど、リーダーになって覚えられるよう
になりました。二つ目は朝早起きができる
ようになったことです。今まで苦手だった
早起きも克服することができました。三つ
目は地域の行事に携われたことです。リー
ダーになって地域の人達と会話することが
できました。ラジオ体操リーダーになった
ことを生かして、最高学年として卒業まで
努力していきたいです。　【岸本 惺太】

　私がラジオ体操リーダーをしてみて良
かったことは、他校の人達と仲良くなった
ことです。ラジオ体操が始まる前からの練
習でとても仲が良くなりました。リーダー
たちは、朝６時頃から第一と第二の練習を
し、それが終わったら他校のリーダーと話
をして、とても仲が深まりました。一日を
気持ちよく過ごすと共に、新しい仲間と仲

　今日 9 月 21 日午後にコアの工芸室で開
かれていたのは「コイルモーターを作ろ
う！」と題した大人の科学工作。館長イチ
押しの公民館講座です。科学工作というと
普通は子ども向けのものですが、これは大
人、しかも「60 歳以上のシニアのみなさん」
と対象者を限定した工作教室です。
　工作を担当していたのは「蔵前理科教室
ふしぎ不思議・くらりか」という団体のみ
なさん。「理科好きの子どもをつくる」と
いう目的で活動している東工大の卒業生の
方々です。 今回はいつも子ども達向けに
行っている科学工作をシニアを対象に初め
て開くということでした。
　参加していたのはいつもコアでよく見か
けるベイタウンのシニアのみなさん 14 人。
平均年齢は、ざっと見たところ 70 代前半
というところでしょうか。もっとも実験を
指導する元東工大のみなさんも同じくらい
の年代とお見受けしました。
　作ったのは「コイルモーター」。小学校
か中学校でやったと思いますが、直流モー
ターの原理を簡単な材料を使って作って教
えます。材料に使ったのはほとんどが 100
円均一ショップで売っているようなもの
で、磁石、エナメル線、安全ピン、両面テー
プなど合計で 200 円の材料費ということ

でした。
　こんなもので動くのかと思うような材料
ですが、効果は抜群、14 人の参加者のう
ち途中で退席した１人を除いて全員がきち
んとモーターを作りあげ、回転させていま
した。
　驚くほどの成功率ですが、実はこれには
秘密があります。それは「くらりか」さん
が持参した「治具」（じぐ）というツール。
このコイルモーターは市販の部品ばかりを
使っているので作る人の器用さで仕上がり
に大きな差がでます。「くらりか」さんの
お話しではこの治具がない場合、子ども達
が作ると成功率は約 20%。 これでは工作
教室は失敗です。誰が作ってもうまく動く
ように工作をやりやすくする道具を工夫し
て作り、それを使う事で成功率を 80% に

まで高めました。
　もちろんお金をかけて専用の部品を作
り、 キットにすれば同じことができます
が、それでは大切な「工夫」が生まれませ
ん。これが自分達がそうであったような、
科学好きの子どもを育てたい「くらりか」
さんのやり方です。お話しによると「くら
りか」さんではこんな工作を他にも 20 種
類ほど開発しているとのこと。しかも毎回
教室を開く度に参加者の反応を見てまた工
夫して治具を改良したり、新しい教材を考
えたりしています。
　「くらりか」さんは来年はじめには打瀬
小学校でも教室を開くそうです。 ベイタ
ウンには理科好きの子がたくさんいます。
きっと目を輝かせて夢中になるでしょう
ね。

良くすることができ、やりがいのある夏休
みでした。　【髙橋 茉夏】

　私はラジオ体操リーダーの経験を通し
て、他の学校の人と仲良くなり、苦手な早
起きが少しずつできるようになった気がし
ます。それと、ラジオ体操は覚えるのがす
ごく大変だったので、覚えられたときはと
てもうれしかったです。この経験をこれか
らの生活に生かしていきたいです。　

【池端 里彩】

　初めは早く起きるのがつらかったです。
しかし、体操を覚えていく中で、少しずつ
楽しいと思えるようになりました。そして
今、ラジオ体操リーダーを終えて、周りの
人の優しさや助けなどがあったからこそ成
し遂げられたのだと感じました。僕の目標
は恩返しをすることです。日頃から助けら
れた分や支えていただいた分を行動で返し
て、学校生活を終えて、悔いがないと思え
るような人生にしたいです。　【髙見 有佑】

　僕はこれまでラジオ体操にはあまり参加
していませんでした。ですが、今年は６年
生として頑張りたいと思い、 ラジオ体操
リーダーに挑戦しました。朝早く起きるこ
とが苦手だったのですが、ラジオ体操リー
ダーという経験を通して克服できました。
いい経験ができて良かったです。

【佐藤 峻乃介】

　僕は今までラジオ体操をなんとなくやっ
ていたけど、ラジオ体操リーダーを経験し
て、きびきびやる楽しさを感じました。ま
た、朝から体操をすることで、一日の始め
からスッキリと過ごせ、時間を有効利用で
きました。そして何よりも、毎年ラジオ体
操を運営している地域の方々の努力を知り
ました。ラジオ体操リーダーに挑戦して自
信がつきました。卒業まで残り半年間、周
りの人への感謝を忘れず、これからもいろ
いろなことに挑戦していきたいです。

【皆木 嘉斗】

24
子ども記者が伝える

6年生　ラジオ体操リーダー

　今月は夏休みラジオ体操にリーダーとして参加した６年生に体験談を書いてもらいました。

（写真左）作り方と原理は図解で丁寧に説明
し、各テーブルにはひとりずつ指導する係の
方がついていました。（写真上）工作の様子。



【10 月のコア・イベントの紹介】～申し込み受付中！
「郷土史講座」～伊能忠敬の房総測量～受付 10/2 ～

10 月 24 日（水） 10：00 ～ 12：00
打瀬公民館講習室　講師：千葉県文書館講師
対象：成人（定員：先着 30 名）
受講料：無料

◇申し込みの方法
直接打瀬公民館窓口または電話
で

〈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

わくわくおはなし会　10月のおはなし会

日時：10 月 20 日　第 3 土曜日　10：30 ～
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://blog.livedoor.jp/chibawaku/
お問合せ先：chibawaku2@freeml.com

館長イチ押し！主催講座

11 月の主催講座紹介！
　公民館では毎年「シニア健康講座」と「子育て講座」を開催し
ています。シニア対象の健康講座として、美と健康のための「お
肌いきいき美容教室」を、また、当館で活動している「うたせシ
ニア体操」の皆さんと美浜区保健福祉センターのご協力で「シニ
ア体操とお口の体操」を企画しました。子育て支援講座の「らく
らくクッキング」は、乳幼児とママさんのための簡単クッキング
の紹介です。今年も管理栄養士やヘルスメイトの皆さんに協力を
お願いしました。～館長イチ押しの講座です。
◇講座内容
その１：「お肌いきいき美容教室」受付 10 月 9 日～
11 月 1 日（木）10：00 ～ 12：00
打瀬公民館講習室　講師：ヤクルト化粧品事業部の皆さん
対象：成人（定員：先着 20 名）受講料：資材費 300 円
その２：「乳幼児とママのらくらくクッキング」受付 10 月 9 日～
11 月 19 日（月）
10：00 ～ 12：00
打瀬公民館講習室
講師： 美浜区保健福祉センター
 管理栄養士、ヘルスメイト
対象：成人（定員：先着 24 名）
受講料：無料

その３「シニア体操とお口の体操」
11 月 21 日（水）14：00 ～ 15：30 
打瀬公民館ホール
講師： 「うたせシニア体操」の皆さん
 美浜区保健福祉センター健康課保健師・歯科衛生士
対象：成人 50 名（先着）受講：無料　受付 11 月 2 日（金）～
◇申し込みの方法
美容教室、らくらくクッキング：受付 10 月９日（火）～
シニア体操とお口の体操：受付 11 月２日（金）～
直接打瀬公民館窓口または電話で

〈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

【らくらくクッキング】

第 33 回ベイタウンウィンターコンサート出演者募集

出演予定日時：12 月 16 日 11:00 ～　
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
　年末恒例の賑やかなコンサートです。歌やさまざまな楽器演奏
など応募をお待ちしています。

応募締切：10 月 10 日   定員になり次第締切とさせて頂きます。 
連絡先 ：阿曽 211-0273(tel/fax) kakuhito@mue.biglobe.ne.jp

第 16 回　瀬音・GAFU「コーラスの集い」

日時：10 月 21 日　　１４；００開演（１３：３０開場）
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール　　入場無料
指揮　佐藤　柳　　　ピアノ　永木　真紀
女性コーラス瀬音
鈴木憲夫作曲　ふるさとの木の葉の駅　ほほえみ　他
混声コーラス GAFU
高田三郎作曲　雨　川　海よ
瀬音・GAFU
心の瞳　いのちの歌　TOKYO 物語
男声コーラス
木曽節　ひえつき節　金比羅船々
ゲスト出演
朗読　宮田友子（わくわくお話会）
　皆様のご来場を団員一同、心からお待ちしています。
お問い合わせ：斎藤 043-213-0309

ベイタウンニュースサポーター募集のお知らせ
　ベイタウンニュースは毎月第１土曜日に私たち住民のボランティ
アの手で配布しています。しかし新しい番街が増え、配布していた
だくサポーターが足りなくなっています。お時間のある方でベイタ
ウンニュースの配布にご協力いただける方はご連絡をください。
　毎月確実に参加できなくても結構です。また直接取りに来られな
い方には宅配ボックスを使ってお届けすることもできます。どうぞ
よろしくお願いします。
TEL：043-211-6853、E-mail：mazmbtn@gmail.com（松村）

第 177回ファツィオリの会

日時：2018 年 10 月 14 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。
締切：2018 年 10 月 7 日（日）
申込先：masamisato-utase@ezweb.ne.jp ( 佐藤 )
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アトリウム 打瀬中学校美術部

14:15～ 千葉ソロギターサークル
15:15～ アンダンテ・ドゥエ
15:45～ コア・チェンバーシンガーズ 

こども将棋大会
めざせチャンピオン
10/28 午後 1:00～
コア工芸室

お茶会（なつめの会）
コア和室　400 円／席　立礼

10/27 10:30～15:00 受付

自転車が欲しい人は
　10/28（日）の 10:00 から自転車を
展示します。希望の自転車を選び、受
付で番号票をもらって申し込みます。
　午後 2:00 から始まる抽選会で当選す
れば自転車が手に入ります。チャリ
ティー寄付金として 1,000 円をいただ
きますが、他に費用はかかりません。
ご寄付いただいた寄付金はベイタウン・
コアの維持管理のために使われます。
　手続きが終われば自転車はすぐに
乗って帰れます。

自転車を出品したい人は
　10/27（土）の 10:00～16:00、ま た

は 10/28 の 10:00～12:00 に打瀬公民
館へ自転車をお持ちください。
　壊れた自転車やパンクしている自転
車は受付できません。代金は無料です。
所有者がわからない自転車は出品でき
ません。

今年もあります　こどもさいくる　リサイクル
　コアフェスタ 2018 で行われるフ
リーマーケットに出店される方を募集
しています。お気軽にどうぞ。

出店日時：10/27（土）、10/28（日）
のいずれか、または両日
お問合せ、お申し込みは
打瀬公民館　TEL：296-5100

フリーマーケット出店者募集

ワンコインでイメージチェンジ
ヘアアレンジ
ハーフアップやポニーテール、編み込
みで女子力アップ

フェイスペイント
ベイタウンまつりで
おなじみ、人気のフェ
イスペイントがコア・
フェスタに登場。
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