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編集局発行

 ベイタウンと幕張海浜公園との間を結ぶ横断橋。千葉
県企業庁では、「来年４月開通を目指して工事の進むこの
橋の名前を住民で決めてほしい」、とこのほど自治会連合
会に申し入れがありました。これを受けた連合会からの
依頼で事務局を務めることになったベイタウンニュース
編集局では、募集要項を以下のように決めました。応募
希望者は下の応募用
紙を切り取るかコ
ピーして必要事項を
ご記入のうえ、ベイ
タウンニュース編集
局特製の青い投書箱
にご投函ください。
おひとりで何案まで
でも結構です。投書
箱は、１番街「ファ
ミリーマート」、５
番街「ヤンマー」、
６番街「デイリーヤ
マザキ」、「リンコ
ス」の各店舗に設置
してあります。

 ベイタウン内にできる施設の名前を住民で決めるよう
呼びかけがあったのは、今回がはじめて。県企業庁では
横断橋を「住宅地へのランドマーク」と位置付けている
ことから、ベイタウンにふさわしい親しみのある名前と
する必要があると考え、今回のような措置に踏み切った
といいます。「ベイタウンにふさわしい」「親しみのある」
必要性があるのは、この橋に限ったことではありません。
これからできる施設の名前も、公募で決めるようにして
ほしいものです。

※今回は、決定した橋の名前を約 10cm×100cm のプ
レートに書き入れる方も募集します。書の達人である必
要はありません。応募希望者は、応募用紙の「文字書き」
のところで「希望する」に丸印を付けてください。橋の
名前はなくてもかまいません。

※ な お、 ベ イ タ ウ ン
ニュースでは昨年４月発
行号で横断橋の完成予想
図を掲載するとともに、
橋の愛称を募集した経緯
があります。そのときは、
「ブロッサム橋」「とけい
橋」「うみうま橋」３案の
応募がありました（98年
５月発行号参照）。今回は
正式名称として募集しま
すので、前回ご応募の方
も是非また改めてご応募
ください。

名付け親はあなた！ 横断橋の名前を大募集 !!

＜募集要項＞

応募資格 ： ベイタウン居住者

募集内容 ： 幕張海浜公園との間にかかる横断橋の名前

。 ただし、10 文字以内（複数案

応募可）

募集期間 ： ８月 31日（火）まで

審査委員 ： 君島研二朗・青少年育成委員会会長、田村

伸彦・自治会連合会会長、林郁子・ひまわ

り会代表、松村守康・ベイタウンニュース

編集局（五十音順）
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 去る７月 17 日（土）に、昨年 12
月の第１回に引き続き、２回目の打
瀬第二小学校（仮称。開校予定は平
成 13年４月）開校に関する住民説明
会が開催されました。説明会には、
主催者側（千葉市教育委員会）から
14 名、住民側から 120 名以上の
方々が参加し、熱のこもった説明・
議論が交わされました。
 第１回では大きな関心は今までの
打瀬小学校との「学区割り」に寄せ
られていましたが、今回はハード
ウェア（校舎）の大枠が固まったと
いうことで、教育委員会からの説明
は施設に関してが中心でした。
 校舎の設計にあたっては、県が定
めた都市ガイドラインをクリアし、
住宅棟と同様に沿道型／中庭（パ
ティオ）の設置／街路との一体化と
いった条件を満たしています。さら
に、建築テーマは『子供たちが主役
の、さまざまなシーンあふれる学校』
とし、コンセプトは①環境への配慮
②情報化対応③生活空間の創造の３
点だそうです。具体的には、ワーク
スペースを持ったオープンスクール
形式、コンピュータ室の設置、雨水
利用のトイレ洗浄、風力発電利用の
池・せせらぎの設置、バリアフリー

への配慮などの特徴にあらわれてい
ます。さらに私たち地域住民にとっ
て頼もしいのは、将来的に生涯学習
施設としての一般開放に対応できる
よう、多目的室やミーティングルー
ムといった施設が設けられているこ
とです。
 一連の説明に引き続く質疑では、
住民から「新聞で規制緩和で学校を
生徒側が選べるようになるという記
事を見たが、可能性は？」「メッセ大
通りの横断が心配。横断歩道橋の設
置、通行車両のスピード低減策の検
討等が必要」「打瀬小学校の学習方式
は継承されるのか」「同じ街に２つの

学校ができることはメ
リットとデメリットあ
り。打瀬小学校との一
体感に配慮して欲しい」
「打瀬小学校の教育を継
承するだけではせっか
く新しい学校を作るの
にもったいない。ソフ
ト面での進化を遂げ、
二小としての優位性／
独自性／特色を出して
欲しい」といった真剣
な質問・指摘が続きま
した。
 さ て、すばらしい
ハードウェアが約束さ
れた今、ソフトウェア
（中身）を決めていくの
は教育委員会だけでな
く、赴任する教職員の
方々、さらには地域住

民である我々、それともちろん主役
である児童たちであることを、教育
委員会の方々も明言しております。
このように、すでにレールの敷かれ
た学校を選ぶのではなく、新しい学
校作りに地域として、また保護者と
して意見を述べ、積極的に関わる場
を与えられたベイタウンの人々は、
本当に幸せだと思います。今後さら
に１年後にも住民説明会が予定され
ているそうなので、積極的にこの立
場を利用して、学校作り・街作りに
関わっていきましょう。         【板東】

今回の新設小学校の住民説明会は非常に質

の高いものでした。説明を行った千葉市教育

委員会が実に周到な準備をして説明会に臨ん

だため、説明会の内容が次元の高いものとな

りました。過去２回の説明会の経験から、教

育委員会はベイタウンという地域と打瀬小学

校の現状を良く研究していたようです。また、

住民の方も、今回は若い方々が非常にいい質

問をされているという印象を受けました。普

通、行政の行う説明会というとエゴとも取れ

るような住民の要求に行政側が苦慮する、一

種「つるし上げ」的になる傾向がありますが、

今回は説明者である教育委員会の努力により、

「対話」あるいは「議論」が行われたと言える

と思います。ベイタウンに住み、行政との集

会は何度か経験しましたが、今回の説明会は

その中でも出色のものだったと思います。今

回の説明会のために、教育委員会の担当の

方々は相当な時間を割いて準備されたとのこ

と、これは文句なしに評価し、感謝します。

今後第二小学校の開校まで何度か説明会が開

催されると思いますが、それらがより次元の

高い住民との対話の場となり、打瀬あるいは

千葉市の教育の質を高めることにつながるこ

とになる。私達は今日その入口に立った、そ

んな期待感さえ抱かせる説明会でした。

（松）

打瀬第2小学校（仮称）地区住民説明会より

打瀬第二小学校（仮称）校舎配置図
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市民花壇オープン 菜の花クラブの挑戦
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「移動図書館いずみ号」

◆毎月第 2.4 火曜日午前 10 時〜 11 時

◆場所：打瀬小学校横児童公園

◆貸出に必要なもの

★千葉市立図書館利用カード

利用カードをお持ちでない方はその場で作れます。その

際は住所を確認できるもの（保険証・免許証など）をご持

参ください。

打瀬の住民は本が好き！
 昨年 10 月に移動図書館のステーションが開設されてか
ら、9か月が経ちました。昨年度の利用状況を調べたとこ
ろ、千葉市内の全 31ステーションの中で、幕張台に次い
でNo. ２の貸出数であることがわかりました。1時間の貸
出時間に、なんと約 270 冊（１回平均）の本が借りられ
ているのです！これで打瀬の住民が読書好きであることが
証明されました。
 まだご利用になったことのない方、「えっ、そんなの
あったの？」という方、ぜひ本を見に来てください。きっ
と素敵な本との出会いがありますよ。

半年で 2、954 冊

 去る 7/18（日）打瀬二丁目公園（旧称ミッドランド
パーク）に新しく住民管理による花壇がオープンしまし
た。この花壇は住民のコミュニティづくりが活発なベイ
タウンなら市民花壇もできるのではと、約半年前から企
業庁と住民有志の間で準備がなされ、やっと当日のオー
プンとなったものです。

 ひとくちに市民花壇と言っても実現に至るまでの道の
りは大変でした。人材募集や計画づくりなど本来花壇を
作るために必要な作業も大変でしたが、何と言っても最
大の難関は、住民の熱意や意識を行政側に理解してもら
うということでした。住民に熱意があっても、花壇とし
て千葉市がオープンしたものを最低でも十年間住民の力
だけで管理しつづけることができるか。途中で放棄され
いつのまにか管理者不在の荒れ地になり、市民に管理を
委託した千葉市が住民から責任を追及されるのではない
か。これらの疑問に答えるには、しっかりした管理計画
や受け手となる住民組織（菜の花クラブ）の体制を最終
的な管理者となる千葉市と、当面の管理者である企業庁

に示し、納得してもらう必要がありました。7/18 の市民
花壇のオープンはこれらの作業を半年間行っての成果で
した。

 オープンの当日は、菜の花クラブのメンバーの手によ
り、打瀬中学校周辺で育てられたキバナコスモス、ホウ
センカ、チャイブ、ハーブ類が畝状に作られた花壇に移
植され、来場いただいた一般の方々には、同じく中学校
周辺で育てられたムラサキツユクサの株を植えていただ
き、第 1期の花壇づくりは無事終わりました。また、当
日は休日にもかかわらず企業庁の担当者が参加し、市民
花壇のスタートを喜びあいました。

 花壇というハードウエアは確保しましたが、住民の手
による花壇づくりはまだ始まったばかりです。みんなの
花壇として親しまれるようにするにはどうしたら良いか。
菜の花クラブの挑戦も始まったばかりです。             （松）
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 さる 7 月 3 日打瀬小学校にて、地域と関わりのある皆
さんを講師にお迎えして、子どもたちにいろいろな授業
をしていただく「特別クラブ」の時間が持たれました。
この「特別クラブ」は、人材登録をしてくださった方々
のボランティア活動によって、一学期に一度ずつ、5 年前
の小学校創立当時より続いているものです。

 当日は「お花－金子秋子さん」「グランドゴルフ－野田
重敏さん」「耳・聞こえのふしぎ－嶋
田あき子さん」「飛行機の歴史－横山
正男さん」「お話読み聞かせ－柴田美
保子さん」「バスケット－山口哲生さ
ん」「中近東の国のお話－羽山精二さ
ん」「ハングルで名前を書こう－下川
正晴さん」「水泳・紙トンボづくり ( 雨
天 ) －鎌田繁さん」「ボールゲーム－皆
川雅彦さん」「ひも・ロープの結び方
－小畑幸保さん」「リズムアンサンブ
ル－布施成美さん」の 12 のクラブが
実施され、校内のあちこちで、子供たちの笑い声や質問
の声が聞かれました。

 どのクラブでも、普段は聞けない興味深い内容に子供
たちは目を輝かせていましたが、紙面の都合で全部紹介
できません。・・・誠に残念です。

 ”バスケット”や”ボールゲーム”は男子が多く、元
気イッパイ !!・・・一方、”お花“は女子ばかりで家庭科
室がとても華やかになり、転校してきたばかりという女
の子に感想を聞いてみたところ「こういうクラブは初め
て。とても楽しい。」と、ヒメヒマワリに負けない笑顔 !!

 また”ハングルで名前を書こう”では、下川さんの用
意された「標準的な五十音表」を見ながら、みんな自分
や家族の名前を、ハングル文字で頑張って丁寧に一字一
字書いていました。

 いろいろな風習の違いを、OHP シートの写真で教えて
くださったのは、羽山さんの”中近東のお話”。

「日本の国のお店やスーパーマーケットと違って、石ころ
の分銅でスイカを道端で売るのです。」

「小学生くらいの子が、”聖なる行い”と
いって、羊の皮剥ぎの手伝いをするので
すよ。」

「女の人は、外ではチャドルというもの
を着ないと街を歩けないのです。肌や髪の毛が見えると、
兵隊さんに捕まっちゃうんですよ。また、チャドルをか
ぶれば同じ服装になり、みんな公平になるのです。」と、
日本の生活との違いに、みんな興味津々・・・。

「その写真のスイカ、横に長くって日本では見た事ないの
ですが、なぜですか?」の質問には

「このスイカはね、イランのスイカな
んだけど、日本では育たないんです
よ。一度、日本で種を蒔いてみたけれ
ども・・・日本の気候では、根が腐っ
てとけちゃうんです。また、今まで話
したように、国によって気候・習慣が
違うのですから、『見た事ないから変
だ。自分の国の考えかたの方が正し
い。』などと言わないでください。打
瀬小のみなさんは、大きくなったら世

界のことを理解し他の国のことを認め、世界中の人と仲
良くなれる－そんな人になってくださいね。」と、心をこ

めてお答えいただ
きました。

 講師を引き受け
てくださったみな
さん、どのかた
も、「地域の子ど
もたちの笑顔や、
輝く瞳を見たくて
参りました。今日
は、とてもいい半
日を過ごせまし
た。」とのことで
した。本当にあり
がとうございまし
た。          

（浜田）

打瀬小地域交流特別クラブ

「子どもたちの

笑顔や、輝く

瞳を見たくて

参加しました。」



７月のこむこむ（幕張ベイタウン自治会連合会）例会で討議された主な議題

● 千葉国際駅伝（11/23）への協力について：昨年通り協力することを決定。
● 幕張新都心トライアスロン大会（9/26）への協力について：昨年通り協力するこ

とを決定。ボランティアの募集を行っています。詳しくは内田（#10-107 
TEL:211-0933）または吉識（#8-324 TEL:211-1529）まで。

● 青少年育成委員会主催の夏祭り（盆踊り大会、7/23）への協力について：テント
の貸し出し、設営、撤去等の作業に協力することを決定。

● GLAY コンサート（7/31）：主催者側からの説明を受け、騒音、交通渋滞への対
策、ベイタウン内迷惑駐車に対する防止策、住民への情報提供などを要望。

● 治安問題、交通問題：迷惑駐車防止、駅前ナンパ族問題について討議。引き続き千

企業庁だより
海浜幕張駅周辺駐輪場の移転のお知らせ

 JR 高架下駐輪場の改築およびアウトレットモールの進出に伴い、駅南口の駐輪場（プレナ横・JR 高架下）の場所が
本年９月からユニデン脇の空き地に移転となりますので、ご承知ください。
 なお、JR 高架下駐輪場は 12 年４月か
ら鉄骨２階建ての本格的駐輪場として再
オープンする予定となっています。
 また、駐輪場の移転に伴い、廃止する
駐輪場に放置されたままの自転車や駅前
広場等に放置された自転車を整理・撤去
いたしますので、ご承知おきください。
 具体的な日付け、放置自転車の異動先
等は、駐輪場に看板を掲示しますので、
ご覧ください。（図面上の日付は予定であ
り、工事等の都合により変更もございま
す。）
お問い合わせ先
千葉建設事務所：043-278-1229
幕張新都心建設課：043-223-3511

こむ   
こむ

葉西警察署へも協力を要請。
● 海浜幕張駅周辺の駐輪場の整備につ

いて：企業庁だよりを参照。
● 各委員会への活動費の交付について：

今年度の活動計画提出を求め、５万
円を上限に活動費を交付することを
決定。

● 連合会のしおりを作成配布：連合会
会則、組織図、各番街代表委員名簿、
備品リスト、年間活動計画を網羅し
たしおりを作成、各委員へ配布した。

● 夏休み防犯パトロールの実施につい

て：7/31 ～ 8/28 の毎週土曜日午後
９時より実行。有志の方は 10番街集
会室前へ集合ください。

● 第二小学校（仮称）地元説明会につ

いて：本誌記事参照。
● ベイタウン内循環バスの増便：始発、

最終便をそれぞれ 1 便前後に増発。
詳細はバス時刻表をご覧ください。

ラジオ体操、プール開放

 本誌 7月号でお知らせした通り、今年もベイタウンではラジオ体操と
プール開放（打瀬小学校）が行われています。どちらの催しも 4番街鎌
田さんの尽力によるもので、打瀬の子供たちの夏の体力づくり、健康づ
くりに大きく役立っています。参加者は毎年増ていますが、同時に事故
の防止や円滑な運営を支えるボランティアの輪も広がってきました。昼
間ベイタウンには居ないお父さん達には見ることができない、ベイタウ
ンの夏休みの風景です。鎌田さん、そしてボランティアの皆さん今年も
ありがとうございました。
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かるがも館に「生き物マップ」を掲示
 ベイタウン祭りに向けて作った「ベイタウン生き物マップ」

（タテ 2.4m×ヨコ 2.2m）を、県企業庁の協力を得て「かるが
も館」の一角に掲示しました。場所は、入って右手、県企業庁

コーナーです。西洋タンポポや
シロツメクサなど、ベイタウン
を代表すると思われる 10 種類の
草花を見かけた場所や、カエル
や鳥など、ベイタウンに棲息す
る動物を発見した場所を示して
います。県立中央博物館在勤の
専門家、天野誠さんの協力で作
成した７番街まわりの植生調査

（なんと 100 種類以上もの草花
が！）もあります。ぜひ一度足
を運んでみてください。

コミュニティコア研究会有志

編・集・後・記
◆先月号であえて用いた「打瀬２丁目公園」という千葉市のネーミン
グはいかがでしたか。同じ公園を、以前は県企業庁の呼び名どおりに

「ミッドランドパーク」と報じたこともありました。ま、そのうち通
称でもできるでしょう。最近気に入っているのは、花見川沿いの

「おっぱい公園」。即物的なネーミングだけど、頭に残ります。なにが
あるかは、行ってみてのお楽しみ。

記者：#7-301 茂木俊輔（T&F211-1066/m38032@pp.iij4u.or.jp）

◆今回「打瀬小地域交流特別クラブ」の授業を取材させていただきま
して、先生方、講師のみなさま、誠にありがとうございました。講師
のみなさまが、子供たちにも分かりやすい図・表・プリントを準備さ
れているご様子、いろいろな質問にてきぱき答えられていたご様子を
見て心配事がひとつ・・・。実は私も、二学期の講師に立候補 (?) し
てしまっているのです。打瀬小のみなさん !! 私が講師をするクラブに
参加する時は、質問などはおてやわらかにお願いしますね。( という
か、本音は「楽しい時間を一緒に過ごしたい」なのですよ。)

記者：ミラリオ浜田貴代子 (atmark@pop01.odn.ne.jp)

◆夏休みの想い出はきらきら輝く太陽・プラタナスの木・土ぼこり・
日陰・打ち水 などなど夏の休みは終わることなくいつまでも続いて
いた。最後の 2 、3 日前、宿題が終わらず泣きべそをかくまでは
……。大人達はいつも忙しくどこにも連れて行ってもらえなかったの
でいつも退屈していた。そんな僕も「今年の夏は休めるの…」と言わ
れるようになった。

企画：#3-220 金一韓 (T:211-0388/ikkim@xa2.so-net.or.jp)

◆日に日にベイタウンの風景が変わっていきます。セントラルパーク
が建っている場所にペチュニアの群落や枯れると茶色の種を残す花が
咲いていたのを覚えている人も少なくなりました。いっぽうで新しく
できた公園に花を植える人たちがいます。わが家のベランダの枯れた
と思っていたベコニアが健気に花をつけているのを発見！（ちょっと
違う？）

タウンスケッチ記者：#3-310 佐藤則子 (T&F:211-0090)

◆５月に蒔いたひまわりが今は順調なもので人の背丈ほどの高さにな
りました。しかし、去年と比べて何となくうまく育っていないように
見えます。先日、渡辺（前打瀬中学校校長）先生に聞いたところ、

「愛情の差ですね、あっはっは」と言って笑われてしまいました。植
物は正直なもので、用がなくとも日々愛情をかけて見ていてやれば、
それに見合った成果を出してくるもののようです。事実、先生が新し
く赴任した小中台中学校では、打瀬と同じひまわりの種から大輪の花
がそろって咲き始めています。ショックでした。これから 2 箇月、収
穫祭には立派な種が取れるよう、ヒマワリロードに愛情をかけます。
技術：#10-612 松村守康 (T&F:211-6853/m-matz@mxq.mesh.ne.jp)

◆新しい街に住むというのは良いですね。何せ、いろんなものの名付
け親になれるんですから。１面でお知らせしたように、歩道橋の名前
や、新しい公園の名前（こちらは正式名称でなく、勝手に付ける愛
称）など。さらには、２面で紹介した「打瀬第二小学校（仮称）」も、
来年度校名検討委員会を発足させ、名前を公募するとか !?皆でどんど
ん名付け親になりましょう！ちなみに、私はすでに良い名前を考え
て、用意してあります。ムフフ。
編集：#1-210 板東司 (T&F:211-0289/tbando@dp.u-netsurf.ne.jp)

編集局からのお願い−ベイタウンニュースでは、ニュースサポーターとしてベイタウンニュースの配布などをお手伝いして頂ける方

を募集しています。特に、新しくオープンした街区（グランパティオス、15番街）の方、ぜひ協力して下さい！毎月第一土曜日

10:00 から、パティオス10番街集会所に集合です。ここに来れば、単なる作業だけでなく、いろんな街区の仲間たちが待っていま

す。また、ベイタウンニュースへの投書は、ファミリーマート、ディリーヤマザキ、ヤンマー、リンコスに設置の青い投書箱または

上記記載のE-mail アドレスまでお願いします。ただし、無記名のものは一切お取り扱いできませんので、あしからずご了承下さい。

かるがも館が使えます
 住宅都市整備公団の展示施設として使われてきたかるがも館
が、ベイタウン住民の小ミーティングや展示会などでも使える
ことになりました。
 利用可能となるのは、かるがも館を入って左側のスペース。
木造の落ち着いた造りで、壁面は写真や絵画などの展示にも利
用できます。
期間平成 11年 6/1 〜 13 年 3/31

使用条件：無料、飲食や営業を目的とするものは不可。定期的

な利用は不可。ただし住民の絵画教室、音楽教室等は可能。

使用時間：毎日 10:30 〜 16:00 、水曜日休館。

使用方法：直接かるがも館に届け出。詳しくは直接かるがも館
（TEL:043-274-3025/FAX:043-274-3547）へ。

今年も夏祭りシーズン到来！
 今年も、１番街の七夕祭り（７月４日開催）を皮切りに、夏
祭りのシーズンがやってきました。７月中には３番街、６番
街、10 番街も実施済みのはずです。
 これから開催する予定をご紹介しますと（現時点で分かって

いるもの）、
 ８月２１日 ２番街
 ８月２８日 ５番街、８番
街、11 番街、12 番街
 ９月 ４日 ４番街（予定。
変更の可能性あり）
 ９月１１日 16 番街、17 番
街
あなたも、浴衣をひっかけて、
ぶらりとお邪魔してみては？



打中 あの日あの時・・
6 月 10 日（木）ウイスコンシン州合唱団来校。メッセの
イベントで招待された合唱団が、近くの学校を訪問すると
いうことでこの日の交流が実現しました。当日は日本の遊
びを楽しんだり歌を披露したりしました。

6月 26 日（土）打瀬中学校
の周辺で芋掘り大会。小雨模
様のあいにくの天気でした
が、たくさんの親子連れが集
まりました。持ってきた袋に
いっぱいつめて持ち帰りまし
た。

7 月 6 日（火）2 年
生が保護者と一緒に
炊飯訓練。2 学期に
行われる 3泊 4 日の
自然教室では毎日飯
盒による炊飯。この
日のおかずは、先日
取れたジャガイモの
入ったカレーでした。

総体 打瀬中大健闘
 中学校は夏休みを迎えると、総体（総合体育大会）一色
になります。3年間の練習の総決算となる総体はいつも多
くのドラマを生み、選手の流す涙は生きる糧となります。
7月 19 日（月）の終業式の後には激励会が行われ出場す
るチームを全校で応援しました。
（各種大会の内容は 22 日現在の結果報告です。一部 23
日）

ソフトテニス
男子団体戦     1 回戦     打瀬     －    さつきが丘
                                         3       －            0
                       2 回戦     打瀬     －       葛 城
                                         3       －            0
                       3 回戦     打瀬     －       生 浜
                                         3       －            0
                       4 回戦     打瀬     －      朝日ケ丘
                                         2       －            0
～決勝戦への意気込み～
 「絶対に勝ちたい。もう県大会出場は決定したけれど身
を引き締めて頑張ります。」（部長：藤井蒿大 談）
女子団体戦     1 回戦     打瀬     －         貝塚
                                         3       －            0
                       2 回戦     打瀬     －       千城台
                                         2       －            0
                       3 回戦     打瀬     －       山 王
                                         2       －            0
                       4 回戦     打瀬     －       松ケ丘
                                         0       －            2
 「団体戦、個人戦とも県大会出場はできませんでしたが、
団体戦で 3位という素晴らしい結果が残せたので良かっ
たです。惜しくも自分の力を出しきれなかったのが残念で
したが、テニス部とともに 3年間歩むことができてうれ
しかったです。三橋先生、どうも有り難うございました。」
（部長：東条倫子 談）

バスケットボール
男子：1回戦 対大宮中 7 月 20 日（火）
 試合が始まって間もなく、点は取られるしファールもた
くさん取られた、前半終了間際に桑原君、平田君のカット
で追い上げがあったが、結局その差は大きくなっていっ
た。
              打瀬      －   大 宮
          31（12）  － 84（36）
 「このような結果になったが、1年や 2年生にはこの試
合で何かを学びとってくれたらと思います。」（部長：笹本
将宏 談）
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女子：1回戦 対さつきが丘中 7 月 21 日（水）
 試合開始直後、なかなか波に乗れず点が取れなかった
が、ハーフタイムでは 1点差まで追いついた、後半にな
り自分達のリズムが出てきて勝利に結びついた。
              打瀬      －    さつきが丘
          43（15）  －      30（16）
 「みんなで協力してやってきたのが実って勝てたのが良
かったです。」（部長：小松知世 談）

サッカー
   1 回戦（20日）対都賀中         打瀬        －     都 賀
                            前半                  2          －         0
                            後半                  0          －         1
 スーパーシュートあり、スーパーセーブありで打瀬中 5
年目にしてついに、初の総体勝利！！みんなの気持ちが一
つになった「最高」の試合でした。

   2 回戦（21日）対轟町中         打瀬        －     轟 町
                            前半                  0          －         1
                            後半                  1          －         3
 「昨年の優勝校が相手だけあって苦しい戦いになったけ
ど、最後まであきらめずベストを尽くしました。」
 「3 年間、みんなで楽しくサッカーをやりながら、一生
懸命頑張りました。」（部長：小川俊太郎 談）

陸上競技部 青葉の森陸上競技場
総体入賞者
女子 400 Ｍリレー 第 3位（53秒 69）
 高橋文美、武 桃子、奥村真末、天野裕季
女子 400 Ｍハードル 第 3位（1分 16秒 87）
 高橋文美
2年女子 100 Ｍ 第 4位（13秒 81）
 天野裕季
共通男子走り高跳び 第 6位（1Ｍ 60）
 前田 翔、山口尚之
共通女子 200 Ｍ 第 6位（28秒 63）
 武 桃子
 「僕は、陸上部の部長をやって良かった。部長の責任の
重さに嫌になったこともあったけど、それも今では良い思
い出だ。総体では、いい記録を出して入賞した部員、自己
記録を更新できずに悔しい思いをした部員などさまざま。
みんなそれぞれに頑張ったと思う。僕はこの夏で引退する
けれど、後輩達には、これからも良い部になるように頑
張ってもらいたい。」（部長：佐藤大介 談）

水泳部
7 月 21 ～ 22日（全中予選会）
400Mリレー ベスト記録 （予選落ち）
 鬼頭卓秀（背）、岡崎 亮（平）、
 木村浩一郎（バタ）、岡野 充（自）
50Ｍ自由形 29 秒 94
 木村浩一郎
400Mリレー ベスト記録を出した
 岡崎 亮、鬼頭卓秀、木村浩一郎、荒井慶太
 「今、泳げば泳ぐほど記録があがってきているので、今
後が楽しみです。」（顧問：木村 談）
総体
200M平泳ぎ                  ：    鬼頭卓秀              5 位
200Mバタフライ           ：    木村浩一郎          5 位
800Mクロール               ：    荒井慶太              5 位
100M背泳ぎ                  ：    西村侑里子          4 位
200M個人メドレー       ：    西村侑里子          2 位
800Mクロール               ：    小笠原 葵           4 位
男子 400Mフリーリレー：                                 6 位
200M平泳ぎ                  ：    清水智世              6 位
 男子：8位
 総合：7位
 「良い後輩に恵まれてとても楽しい 3年間が過ごせまし
た。ありがとう。」（部長：小笠原 談）




