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第 21回ベイタウン年男・年女撮影会　今年は亥年　2019

　九州は天草出身の小畑幸保さん（84 歳、
10 番街在住）。毎日コアで花壇の手入れを
したり、芝生の手入れを買って出たりとボ
ランティア活動をしています。
　「昨年はどんな年？」と聞くと「90 点 !」
とのこと。100 点にしなかったのは「特に
理由がなかったから」。
　今年もボランティアや旅行にと「昨年と
同じように 90 点の年を送りたい」そうです。

　福島県出身の黒澤浩一さん（72 歳、セン
トラルパーク WEST 在住）。電機会社に勤務
し長く海外生活をした後、1999 年にベイ
タウンに。今は今年 1 年生になるお孫さん
の成長が一番の楽しみ。
　「昨年は？」の問いには、「地域でのボラ
ンティアの活動が軌道に乗ってきたので、
いい年だった。今年はさらに充実した活動
をしたい」とのことでした。

　打瀬小の中野結菜さん（ファーストウイ
ング在住、写真右）と成田侑芽さん（７番
街在住、写真左）。中野さんは「昨年の一番
の出来事は新しい友と出会えたこと。今年
はもっと仲良くなりたい」。そしてその友と
はお隣の成田さん。
　「去年は大変なこともあったけど、乗り越
えることで友達もできてよかったです」と
絆の強さを感じる二人でした。

　エリストにお住まいの内山さんは親子で
撮影会に。お父さんの譲二さん（48 歳）は
ラグビーが大好き。今年はラグビー W 杯の
日本開催が楽しみ。皓貴君（12 歳、美浜打
瀬小）はテニス派。昨年は漢検３級に合格。
今年は「6 年生になるので学校をまとめる
ことに携わりたい！」

　マリンフォートから参加の庄野理子さん
（12 歳、国府台女子学院小学校）。去年は付
属の中学に上がるために勉強を頑張りまし
た。「赤ちゃんが好きなので将来は助産師か
産婦人科医になりたい」。



2 年 B 組　白石　明子
　私は美浜打瀬小学校で先生としての仕事
を体験させて頂きました。私は自分の仕事
に精一杯でしたが、先生方はいつも児童の
ことを一番に思い一人一人の違った考えに
寄り添っていてすごいと改めて感じまし
た。また。授業を行う際には単なる答を教
え込むのではなく児童のみんなが自分の力
で「学んでいる」と感じられるように進め
なければいけないというのが簡単そうに見
えてとても難しいというのが分かりまし
た。
　この仕事は「人の心」と接する仕事でも
あり、自分の思うようにいかないことも多
いと思います。しかし、笑顔を忘れず仕事
を楽しむことが大切なのではないかと感じ
ました。
　働くということはとても大変で辛いこと
もたくさんあると知りました。しかし、大
変なことよりも達成感ややりがいを感じた
ときの嬉しさの方が勝つということを学べ
たので将来働くのが楽しみです。

地域団体からのサポートが大きく、ボラン
ティアとして自治会連合会ほか多くの団体
が参加しています。なかでも打瀬中学校陸
上競技部は大会当日はもちろん開催前のベ
イタウン・コアでの受付業務など多くの仕
事を毎年受け持っています。そのせいか、
大会には学校職員のボランティアも多く参
加していました。

　12 月 18 日（火）、午後 1:30。この日打
瀬小で行われていたのは「地域ふれあいク
ラブ」。小学校へ地域の方を先生に招いて
いろんな授業をする講座で毎年 2 回開か
れており、今回が今年２度目の授業です。
　今日行われたのは「テニス」「タグラグ
ビー」「日本舞踊」「竹トンボ」「ベンハム
の こ ま 」「 ミ サ ン ガ 作 り 」 な ど 15 講 座。
担当した講師は 24 人にもなります。４年
生から６年生までの高学年児童がそれぞれ
希望した講座を選んで受講することがで
き、街の大人達とのふれあいを楽しんでい
ました。
　この授業は打瀬小の開校時からつづく講
座で、打瀬中 EX 講座や他の打瀬２小学校
でも行われている地域の大人との交流授業
の先駆けになった授業です。

　12 月 16 日（日）朝、今年も恒例の「ベ
イタウンマラソン大会」 が開発中のベイ
パークエリア（若葉地区）を会場に開かれ
ました。
　この大会は 2014 年から毎年開かれ、今
年で 5 回目になるベイタウン住民参加の
マラソン大会です。例年はマリンスタジア
ム周辺にコースを設定し行われてきました
が、今年は JFA のサッカー施設建設で会場
が使えず、ベイパークエリアでの開催とな
りました。　
　今年の大会には、小学生、中学生、一般、
シニアそれぞれのカテゴリーに分かれて合
計 306 人がエントリーしました。 競技会
場には出場者の他にも観客、 ファンラン

（未就学児）参加者、アトラクション参加、
ボランティアスタッフなどを加えると合
計 500 人もの方が集まりました。 競技は
10:00 〜（中学生・一般・シニア）、10:45
〜（親子の部・小４〜小６）、11:10 〜（親
子の部・小１〜小３）に別れてスタートし、
2km 〜 5km の距離を走ります。
　また、コース以外でも会場内ではファン
ランと呼ばれる未就学児の競争や、カレー
店などの模擬店、応援ダンス、新体操など
のアトラクションも行われました。
　このマラソン大会は学校やベイタウンの

職場体験学習を終えて
2 年 G 組　正木　諒
　僕は、今回千葉地方検察庁に職場体験学
習に伺いました。体験二日目には、千葉地
方裁判所へ公判傍聴に伺いました。公判傍
聴では窃盗や暴行、覚醒剤取締法違反など
の多くの種類の裁判を見ました。
　その中で検察官の方は、書類や物品など
の証拠を駆使して訴状を立証していきまし
た。僕は前日に模擬裁判を行っていたので
訴状を立証することの大変さを知っていま
した。そのため、検察官の方がどれだけす
ごいのかということを知っていました。
　僕は今回の職場体験学習で働くことの大
変さが分かりました。公判傍聴の時には、
検察官は十センチ程ある書類を持ってい
らっしゃいました。これを見て僕は働くこ
とは、体力も、忍耐力も使う大変なことな
んだなと感じました。そのため、僕は今後
の人生で、嫌な事があっても逃げないよう
に心がけたいです。

3 年 H 組　山廣彩夏
　私が中学校生活三年間を振り返って印象
に残っていることは、生徒会活動です。私
は三年間、学級委員や生徒会本部役員を経
験してきましたが、その中でも生徒会本部
役員として活動したことはとても印象に
残っています。生徒会本部では、より良い
学校を作るための活動や学校の行事の運営
などを行ってきました。活動をしていく中
で、役員同士でいろいろな出来事があり、
笑ったり泣いたりととても充実した時間を
過ごすことができました。本当に大変なこ
とはたくさんありましたが、それら全ては
私の中に残されているし、これからもこの
思い出は私と共にあるのだと思います。
　中学校生活も残り僅かとなった今、三年
間で学んだ「言葉で言い表せない大切なこ
と」を後輩に伝えられるように頑張ってい
きたいと思います。そして、中学生として
の最後の時間を大切に過ごしていきたいで
す。

子ども記者が伝える

打瀬中学校2、3年生

　今月は打瀬中学校2年生に職場体験学習の模様と、３年生に卒業前の学校生活について書い
てもらいました。

27

第５回ベイタウンマラソン大会

打瀬小　地域ふれあいクラブ

　「ベンハムのこま」で作業前の説明をする
鎌田さん。目の錯覚の話をして工作への子ど
もたちの興味を高めていました。鎌田さんは
このふれいあいクラブが始まった頃からほぼ
毎回講師をしています。



【１月のコア・イベントの紹介】１月４日受付開始！
◇「シニア向けスマホ教室
実施日：１月 30 日（水）
14：00 〜 16：00
打瀬公民館講習室受講料：無料
講師：KDDI ケータイ・スマホ教
室講師
対象：60 歳以上でスマホ初心者

（先着 20 名）
◇講座申し込みの方法直接公民
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　1月のおはなし会

日時：1 月 19 日　第３土曜日　午前 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

毎月 9 日はキュービックの日！
『キュービックマルシェ』開催
2019 年 1 月 5 日（土）11:00 〜 16:00
☆ BOX オーナーさんの手作り雑貨・学用品販売
☆ワークショップ「アロマストーン & キャン
ディバック」作り

　イベント詳細・お問い合わせ：キュービックカフェ
https://www.cubic-cafe.com/

◇２月の主催講座紹介！
２月には、毎年好評の鳥海先生の文芸講座を開催します。問い合
わせも多く、すぐに定員に達してしまう、館長イチ押しの講座です。
　また、オリンピック・パラリンピックの開催を控えて、昨年度、
外国人おもてなし講座を実施しましたらこちらも大変好評でした。
いずれも２月２日 ( 土 ) からの受付です。窓口か早めの申し込みを！
◇講座内容
その１ 文芸講座「近代文学を彩った女流作家たち１」（全２回）
実施日：２月１３日（水）２０日（水）１３：３０〜１５：３０
打瀬公民館講習室受講料：無料
講師：文芸評論家鳥海宗一郎氏対象：成人（先着３０名）
その２ 外国人おもてなし語学講座「おもてなし初歩英会話教室」

（全２回）
実施日：２月 14 日（木）28 日（木）10：00 〜 12：00
打瀬公民館講習室受講料：無料
講師：おもてなしキャラバン吉田晴美さん
対象：成人（先着 20 名）
◇申し込みの方法
受付開始２月２日（土）9：00 〜
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

　本紙 12 月号でもお伝えした打瀬中学校の EX 講座は同校で 20
年近くつづく名物授業です。ところが意外にもこの講座、街の人
や父兄にも余り詳しいことが知られていません。子どもたちが家
に帰って話をしても今ひとつピンと来ない、もっと詳しく知りた
いという声をベイタウンニュースに寄せられる方もいます。
　内容が詳しく伝わらないのはベイタウンニュースの伝え方が悪
いからですが、地域のみなさんにももっと打瀬中学校の EX 講座
を知ってもらいたいと思い、今回は打瀬公民館と打瀬中学校にも
協力いただいて、ベイタウンの地域向けに EX 講座を紹介する会
を開くことにしました。
　会では今年の EX 講座で授業を行った 10 講座から 3 つの講座
を実際に再現するなどして、楽しく EX 講座を紹介します。

日時：2019 年 2 月 10 日（日）
場所：打瀬公民館（ベイタウン・コア）講習室
入場は無料です。打瀬中学校関係者のみなさんはもちろん一般の
方も参加は自由です
お問合せ：打瀬公民館（TEL：296-5100）またはベイタウンニュー
ス（TEL：211-6853　松村）

1 月のベイタウンかふぇ
日時：１月９日（第２水曜日）午後 1：30 〜 4：00
場所：地域連携センター（ベイタウン・コア横）
　今月前半のイベントはコーロフェリーチェの合唱と紙
芝居。後半は茶話会。ゲーム、ハンドマッサージ、回想
新聞もあります。
　認知症の不安に応える専門家が常駐しています。遠慮
なくご相談下さい。
お問い合せ：うたせ認知症を考える会
中澤（TEL：211-0588）

第 178回ファツィオリの会

日時：1 月 27 日（日）　午前 10：00 〜 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：1 月 13 日（日）
申込先：tohiyure41012@gmail.com（笠原）

　1 月のコア・イベント

寺子屋工作ランド

Ｍｙはしをつくろう（じぶんだけのおはしを竹でつくります）
日時：2019 年 1 月 26 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：小刀（あれば）古タオル１枚（ひざあて）ごみぶ
くろ、てぶくろ
参加費：50 円（保険料）

特別講座のお知らせ
「地域と学校をつなぐ EX 講座」
ベイタウンニュース、打瀬公民館共催　協力：打瀬中学校

キュービックカフェ　1 月のイベント・ワークショップ




