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中学校でもがんばるぞ！
　この６年間、あっという間で、まだ卒業
するという実感がわきません。でも、先生
や友達に恵まれ、意見を発表したり、返事
をしっかりしたりする事が出来ました。だ
から、友達と別れるのはさびしいです…。
中学校では、テニス部に入ってたくさん練
習し、どんどん上手くなりたいです。どち
らかというとシクシクよりウキウキのほう
が大きいです。 みなさんも場所はちがえ
ど、それぞれがんばって下さい。　

【小林　慧】

成長したこと
　小学校生活６年間で、６年生が１番成長
できました。陸上大会では、一生懸命練習
し、１位になった本当の喜びを学び、農山
村留学で行った民宿では、先生がいない中
で、友達と協力して生活したので、友達の
大切さを学びました。これからの中学校生
活では、小学校６年間で学んだことを活か
して生活していきたいです。

【長谷川　渚央】

ベイタウン子供円卓会議で学んだこと
　私は、５・６年生の後期にベイタウン子
供円卓会議に参加しました。私は、人の前
で話をしたり、発表したりすることが苦手
です。しかし、円卓会議に参加したことを
もとに、クラスでの話し合いの司会をした
り、自分の意見を他の小学校の方々や、校
長先生、打瀬中学校の生徒会の方々の前で
発表をしたりしたことで、自分の意見に自
信をもって伝えたことができました。 ま
た、住みやすいベイタウンの裏には、たく
さんの人の努力があることが分かりまし
た。そのため、ベイタウンを支えて下さっ
ている方々に感謝し、中学生になったら、
もっとベイタウンのために役に立っていき
たいです。　【篠崎　菜々海】

今の思い
　１年生から６年生で自分でも成長したと
思いました。特に５年生から６年生になる
時は大きく成長したと思います。私は人を
思うことを学びました。自分自身でそれに
気付けるようなきっかけや環境を作って下

さった先生方や両親に感謝しています。中
学校へ旅立つ時の仲間が楽しくて居心地の
よい６年４組のみんなで本当に良かったと
卒業を間近にした今、改めて思います。将
来６年４組のみんなとどこかに遊びに行き
たいです。　【ドノバン美弥】

最後の委員会
　私は、５年生の時から放送委員会で活動
してきました。１年生の時から、「こんな
に上手にみんなを楽しませられるのはすご
い！」と思っていて、放送委員になりたい
と４年生の時に思いました。５年生になっ
た時、放送委員になって初めての放送の時
には、機械の操作も分からなく、６年生に
教えてもらっていました。 でもかんでし
まったり、違う曲を流してしまったり、毎
回１回以上は失敗したと思うくらい失敗ば
かりでした。そして、６年生になって、副
委員長となり、今度は自分が教える側とし
てしっかりできたと思います。失敗もあり
ましたが、５年生の時より、だいぶ良くな
りました。そして、最後の委員会の集まり
で、あと何回かしか放送ができないという
ことを改めて感じました。放送できるのが
あと１回とせまってきた今、成功しても失
敗しても２年間共に頑張ってきた放送室
と、今年一緒に頑張ってきた委員会の皆に
お礼を言いたいです。本当にみんなありが
とう。　【中川　由菜】

子ども記者が伝える

美浜打瀬小学校6年生

　今月は美浜打瀬小6年生のみなさんが「卒業を前にした今の思い」という大きなテーマで、そ
れぞれが今考えていることを、それぞれのテーマで書いてくれました。　【松村】
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第22回ベイタウンまつりフリーマーケット・模擬店出店者募集
幕張ベイタウン自治会連合会　イベント委員会

フリーマーケット
【出店場所】
プロムナード

【出店料】
3000 円。ただし自治会連合会加盟街区居住者は 2000 円。
キャンセルされても払い戻しいたしません。

【公開抽選会】
4/13（土）13:00 ～地域連携センター。抽選結果は 4/14（日）
までに自治会連合会 HP に up します。抽選会への参加は不
要です。見学は歓迎します。

【説明会】
4/20（土）14:00 ～コアホール。当選された方は 4/14（日）
発表予定の抽選結果に記された集合時刻までにコアホールに
お越しください。詳細は自治会連合会 HP に掲載します。

模擬店
【出店場所】
イベント広場（コア北側）・コア南側緑地

【出店料】
4000 円。
キャンセルされても払い戻しいたしません。

【説明会】
4/27（土）13:00 ～地域連携センター。当日は免許証等住
所の確認できるものをご持参ください。説明会の最後に出店
場所を抽選により決定します。応募多数の場合は出店も抽選
になります。

  

5/18（土）開催　第 22 回ベイタウンまつりにおけるフリーマーケットおよび模擬店出店者を募集します。

受付期間︓　4/7（日）　07:00 ～　4/10（水）　23:59
募集数︓　　130（フリーマーケット）　25（模擬店）を予定
受付方法︓　自治会連合会 HP (http://www.baytown.chiba.jp/) にて受付
応募資格︓　ベイタウン居住者
注意事項︓　応募ページに記載の注意事項の遵守をお願いします。
　　　　　　お守りいただけない場合には翌年以降の申込をお断りすることがあります。



　新年度になり、ベイタウンに転入された方も多いのではないでしょうか。そこで、新生活が始
まった方々のため、今回はベイタウンにいち早くなじむ最善の方法をご紹介。それはベイタウン・
コア（打瀬公民館）を活用することです。　【小原】

　いよいよ若葉地区に新しい街、幕張ベイパークエリアがオープンします。千葉県最高層の48
階建を含むタワーマンションを中心とした７つの住宅街区からなり、完成時には1万人余が暮
らす街です。いつオープンするの、これからどんな建物が建つの、子どもたちは打瀬小に来るん
でしょ、オープニングイベントはあるの、早速街を開発する三井不動産レジデンシャルでお話し
を聞いてきました。　【松村】

①コアって？
　ベイタウンコアとは、打瀬公民館・美浜
図書館打瀬分館・打瀬子どもルームの３つ
の機能で構成される複合施設の愛称です。

「公民館はどこですか」と聞かれても即答
できない人がいても、「コアはどこですか」
と尋ねればすぐ答えられる住民は多いは
ず。コアは誰もが知る施設です。
②公民館は地域の拠点
　打瀬公民館のフロントは、街のインフォ
メーションセンター。引っ越ししたての街
で誰に尋ねたらいいのかしら、と迷ったら
コアに来れば間違いありません。レストラ
ン、郵便局その他生活に必要な場所の載っ
た地図が用意してあります。それに加えて
気軽なおしゃべりから、この街についてい
ろいろ知ることができます。
　知り合いを作りたい、子どもを遊ばせる
場所がほしい、など様々な希望に応えられ
るよう、公民館利用団体（つまりサークル）
のリストもあります。まずはご相談を。
　他にも県や市、周辺の公園などイベント

　まずは街開きの日程から。ベイタウンで
も 24 年前に行われた街開きの式典が 4 月
13 日（土）10:00 ～にエリア内の若葉三
丁目公園で行われます。この日は 9:00 か
らイオンの新しいお店も同じエリアにオー
プンします。

のポスターも見やすく掲示してあります。
公民館主催の講座やイベントのお知らせも
日々刻々追加されているので、数日に１回
眺めてみると、興味にあったものに出会え
ます。今後折り紙講座や飾り太巻き寿司講
座なども予定され、申し込み順の受付とな
ります。
③避難所開設場所＋無料 Wi-Fi
　災害の時には、コアが避難所になります
から、 避難物資の保管と管理も公民館の
重要な役割です。 そのため、 コアでは無
料 Wi-Fi が提供されています。コアの玄関
を入った右のガラス張りのホール（アトリ
ウム）に大きなテーブルがあり、その上に
Wi-Fi の利用方法説明ボードがあるので、
参照して下さい。 アトリウムは自習やグ
ループ学習、打ち合わせ、待ち合わせ、読
書など思い思いに使われて市民の憩いの場
となっています。
④小型家電の回収ボックス
　オリンピック・パラリンピックに向けて
の「みんなのメダルプロジェクト」は必要

　街開きではオープニングセレモニーの
他、「お祝い餅つき」（13:00 ～）、「蚤の市」、

「スタンプラリー」も行われる予定です。
　ベイパークエリアで現在できている住戸
は第１棟目の「クロスタワー & レジデンス」
の 497 戸のみですが、2 年半後には 48 階
建ての「スカイグランドタワー」（826 戸）
がオープンし、 最終的には超高層 6 棟か
らなる 1 万人が住む街になります。
　小学校は打瀬小学校、中学校は打瀬中学
校です。つまり学校区は打瀬と同じになり
ます。今学期の児童生徒の予定数は、小学
生が 54 人、中学生が３人（取材時）が転
入学の予定です。
　打瀬小の子どもたちには消防署横の打瀬
北通りが通学路に設定されています。
　インタビューで得た情報をもとに記事を
書いてから、 改めて入居が始まったばか
りの第１棟「クロスタワー & レジデンス」
を見て来ました。完成したばかりの真新し
い超高層の周囲に建物はなく、来年オープ
ンする次のタワーマンションの工事クレー
ンが忙しく動くのを見ていると 24 年前に
ベイタウンが街開きをした頃のことを思い
出し、「この街は新しい街なんだ」という

量が集まったということで、３月いっぱい
で終了しましたが、それ以降も黄色い回収
ボックスは設置してあります。何か廃棄す
るときは注意事項をよく確認してからお願
いします。
⑤みんなが気軽に立ち寄れる公民館
　公民館を支えてくれているのは、館長さ
ん・４人の子育て真最中の主事清水さん・
季節の花や折り紙の装飾で来館者を歓迎し
てくれている藤谷（とうや）さんと石神さ
んの４人のスタッフです。是非気軽にフロ
ントに声をかけてみて下さい。 ご新規さ
ん、古株さんにかかわらず、みんなでコア
を活用していきましょう。

想いが強くなりました。新しい街に住む人
はベイタウンができたときのように、何も
ない真っ白なカンバスに自分達の文化を創
ろうという高揚した気持ちを感じながら入
居してくるのでしょう。ベイタウンは隣接
する先輩になりますが、新しい街には新し
い文化が生まれるでしょう。 先輩面をせ
ず、暖かく見守り、応援したいと思います。

コアに街のコンシェルジュが

ベイパークエリア（若葉地区）オープン

コアで４ヶ月に１度行われるアトリウムコンサー
トの模様。ベイタウン出身の演奏家やサークル団
体の演奏を気軽に聞けると評判（写真は3/16に
行われた有働里音さんのヴァイオリンコンサー
ト）。

～歌が好きな子、音楽が好きな子、一緒に
楽しく歌いましょう！～
　「よい発声」や「すぐれた音楽性」が身
につくだけでなく、たくさんのお友達と一
緒に音楽を作り上げていくことで、社会性
や思いやりの心も育みます。
　きっとお子様の世界が広がります！たく
さんのご応募をお待ちしています！
日時：4 月 27 日（土）
場所：打瀬公民館コアホール
幼稚園年長～小 2 年　10:00 ～ 10:40
小３年～高校生　　11:00 ～ 11:50
※ 受 付 は 各 ク ラ ス 開 始 時 間 の 10 分 前 と
なっております。参加ご希望の方は、下記
お問い合わせ先へ「お名前、学校名、学年、
連絡先」をお知らせください。なお、体験
会以外の見学も受け付けております。
※ミニコンサートも同時開催！
後援：千葉市教育委員会（予定）
お 問 い 合 わ せ：E-mail：jcfairiesoffice@
yahoo.co.jp　URL：http://jc-fairies.net/

「フェアリーズ体験会」のお知らせ



　千葉市公民館情報誌創刊

◇昨年４月から公民館は公益財団
法人の千葉市教育振興財団による
管理運営になり、利用者の皆さまに
快適にご利用いただけるよう改善
の 取 り 組 み を 進 め て き ま し た。 ２
月からは財団による公民館運営の
様子や公民館で実施される講座情
報をまとめた情報誌が創刊されま
し た。 偶 数 月 の 発 行 で、 千 葉 市 公
民館についての特集記事や各区の
公民館講座情報等々が掲載されて
い ま す。 市 政 だ よ り の 公 民 館 情 報
よりも詳細な募集内容になってい
ますので、ご利用ください。公民館にて配布いたします。

わくわくおはなし会　4月の常設おはなし会

日時：4 月 21 日　日曜日　午前 10：30 〜
場所：ベイタウン・コア講習室
いつもと曜日がちがいます。お気を付けください。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
〈5 月の公民館主催講座紹介！〉
 ４月新しい年度がスタートしました。本年度も公民館から主催
講座情報を提供いたします。ご利用ください。これまで主催講座
は６月からはじまりましたが、本年度は５月スタートです。５月
からの公民館職員による新企画の講座です。館長はじめ公民館の
職員はやる気満々！振るってご参加ください。

◇公民館で折り紙を折ろう   
実施日：５月 11 日（土）
　　10：00 ～ 11：30
場所：打瀬公民館　工芸室　
受講料：無料 
対象：小学１～４年

（先着 16 名）
指導：打瀬公民館職員

◇親子で簡単飾り巻き寿司づくり 
実施日：５月 12 日（日）
 10：00 ～ 13：00
場所：打瀬公民館　調理室　
材料費：500 円（一組）
 ／試食・お持ち帰り
対象：小学生１～４年生と
 保護者（先着：親子８組）
指導：打瀬公民館職員
 
◇申し込みの方法 
受付開始：５月２日（木）
 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

4 月のベイタウンかふぇ
日時：４月１０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）
前半の部は、めずらし家芝楽と百楽庵金一の両師匠による落
語。皆で大きな声で笑って楽しみましょう。
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。　
問い合せ：うたせ認知症を考える会　
中澤（TEL: ２１１- ０５８８）

第 181回ファツィオリの会

日時：4 月 28 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：4 月 14 日（日）
申込先：電話 / ファックス 043-276-1428（下口）

　4 月のコア・イベント

寺子屋工作ランド

なぞの「ベンハムのコマ」
日時：2019 年 4 月 27 日　土曜日　午前 9：30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
黒と白だけでかいた模様のコマなのに、回すと紫や緑の色がでる。
なぞのコマです。
持ってくるもの：えんぴつ、はさみ、木工ボンド、黒のサインペン
参加費：50 円（保険料）

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
＜4月＞ 2019年 4月 5（金）6（土）・9日（火）
	 11時～
＜5月＞ 2019年 5月 9（木）11時～

　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/

キュービックカフェ　4 月・5 月のイベント・ワークショップ

     ピアノ、ヴァイオリン、合唱 、歌、その他どんな楽器でも
     歓迎です。小さなお子様から大人まで、ソロでもグループ
     でも参加できます。
日時：6 月 30 日 ( 日 )11 時～ 17 時予定
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
申込み締め切り：4 月 27 日
申込先：須原    suhara-u@kmj.biglobe.ne.jp

第 34 回ベイタウン音楽会 サマーコンサート出演者募集

チーバ君とふくろうを
折ろう

運動会のお弁当に
作ってみませんか？




