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　アバンセにお住まい
の大原さん。お仕事
は看護師です。以前は
都内に住んで総合病院
にお勤めでしたが、子
育てを機会に近くの老
人ホームに務めること
に。その後ベイタウン
に越してきてからも勤

め続けて 20 年になります。
　「一昨年に長男に初孫が誕生しました。初孫の動画や写真を見て
癒されながら仕事を続けています。今年は、コロナが収まって、
孫をベイタウンの公園で遊ばせたいです」。

　11 番街にお住まいの
吉田さん（右）。共に 60
歳の会社の同僚の長（お
ささん、セントラルパー
ク在住）を誘って、愛
犬の「空海」（くうかい）
と参加しました。空海も
年男で 12 歳。人間で言
えば 70 代の老犬です。

　「今年はあいさつ運動で、ベイタウンを明るく安全で住みやすい
街にしたいです」（吉田さん）
　「還暦を機に新たなスタートを切ろうとの思いのもと，時に学究
に，時にスポーツに勤しみつつ，新たな目標を見出だせればと思
います」（長さん）

第 24回ベイタウン年男・年女撮影会　今年は寅年　2022

　公園西の街に住む金田さんは
同い年のご友人と参加してくれ
ました。
　背筋をしっかり伸ばし、張り
のある声。いただいた名刺を見
て納得しました。「打瀬詩吟会」
会長。
　7 回目の干支を迎える今年は
「なによりもコロナが落ち着き、
詩吟をもっと楽しみ、久しぶり
に温泉にも行きたいですね」

　セントラルパークに
お住まいの佐々木さん
は夫妻で参加。共に今
年72歳になります。「犬
が飼えるマンション」
という条件が決め手と
なり、CPに住んで20年、
今はセラピードッグの
資格をもつメロンちゃ

んと同居しています。
　昨年二人は行政書士の国家試験に挑戦しました。慣れない法律
用語に満ちた内容の試験の勉強を、二人で毎晩話し合いながら続
けました。あえない結果に卓司さんはギブアップしましたが、正
子さんは、今年も挑戦するつもりです。
　卓司さんは、２月 14 日のハーモニカの全国大会のために猛練習
中。その後、ハーモニカでライブ活動を展開する予定です。

吉田一成（よしだ・かずなり）さん、長康平（おさ・こうへい）さん

大原祐子（おおはら・ゆうこ）さん

金田寅男（かねた・とらお）さん

佐々木卓司（ささき・たくじ）さん、正子（まさこ）さんご夫妻



「子どもまち歩き」と「ビーチクリーン」がコラボ企画

　ついにベイタウンでもアライグマが目撃
されました。女子中学生が夜、塾の帰りに
見かけたとのこと。ご家族からお知らせが
あり、そのときの状況をご本人に書いてい
ただきました。スマホで撮影した写真とと
もにそのまま掲載します。
「12 月 12 日（日）の夜 9：30 過ぎ、友達

　子ども円卓会議は打瀬の４小中学校の生
徒会や児童会が合同で活動する地域組織で
す。毎年秋に「子どもまち歩き」や「ベイ
タウンクリーン作戦」を開催しています
が今年はコロナで１ヶ月遅れての開催とな
り、ビーチクリーン作戦と日程が重なった
ため同日開催になりました。写真で見るよ
うに当日の幕張の浜は快晴。毎回ビーチク
リーン作戦で幕張の浜の清掃に参加してい
る S さんは、「たくさんの小学生が参加して
楽しく作業ができました」と話してくれま
した。
　ビーチクリーン作戦終了後、子どもまち
歩きのメンバーはベイタウンを知る街歩き
の一環として、同じ幕張の浜にある JFA（日
本サッカー協会）の「夢フィールド」を見

学しました。夢フィー
ルドはご存じのように
日本サッカー協会が日
本代表級の選手育成の
ために建設した天然芝
ピッチの公式サッカー
場を備えた施設です。
しかし普段は一般の人
が気軽に訪問や見学は
できないので、大人で
も実際のサッカー場を
見た方はあまりいない
というまさに「夢」の
場所です。
　今回 JFA ではこのイ
ベントのために４人

の職員さんを配置し、天然芝ピッチの公式
サッカー場にも実際に立たせるという歓待
でした。本物の天然芝ピッチは子どもたち
よりも、むしろ付き添ったお父さん達が興
奮したようで、「釧路湿原に足を踏み入れた
ような感じで芝生に靴が包み込まれるよう
でした。これで90分は到底無理と実感。走っ
て 1 分も持たない」と感想を語っていまし
た。

と 2 人での塾の帰りに、第 2 公園（赤玉青
玉公園）にさしかかったところで、15 番街
の道沿いの生垣に、歩道を歩いてくる猫の
ような動くものを発見。
　随分と大きな猫だと思って眺めていた
が、よく見るとまさかのアライグマだった。
なぜこんなところに、と思う間もなく、ア
ライグマはこちらを二度見した後、道路を
渡って向かいの生垣に戻っていった…」
　アライグマは見た目には可愛く、TV ドラ
マで人気の出た小動物ですが、性格はどう
猛で人に危害を加えることもある害獣で、
現在では飼育が禁止されています。
　このアライグマがどういう経緯でベイタ
ウンに現れたのか、そのまま野生化するの
かすべては想像の域を出ませんが、近年千
葉市内でもアライグマは出没しており、千
葉県では県内全域で駆除作業を行っていま
す。
　何もない海の上にできたベイタウンに、
アメリカの山の中に住んでいたアライグマ
が出没するとは。驚きです。
　とっさの出来事にもかかわらず、正確な
描写と写真で記事を書いていただいた女子
中学生の方、ありがとうございます。

　12 月４日土曜日。美浜打瀬小学校の体
育館には市民卓球クラブ「打瀬卓球クラ
ブ」（会長は乗松さん）の 24 人の選手と
サポートメンバーが集まり、８台の卓球台
を挟んで熱戦が繰り広げられました。こ
の大会は毎年ほぼ 1 回のペースで行われ、
今回で 8 回になります。大会はもちろん
老男若女が生涯スポーツとして卓球を楽し
む一環ですが、もうひとつの特徴は大会の
賞品に毎回「りんご」が与えられること。
　今年の男子優勝者は２番街にお住まいの
渋谷さん。「生まれて 10 ヶ月の子の育児
のためしばらく練習から遠ざかっていまし
たが、久しぶりに来て、初優勝を勝ち取り
ました。家族（奥さん、３歳児、10 ヶ月
の赤ちゃん）の応援があったので頑張れま
した」とヒーローインタビューにこたえて
くれました。優勝賞品のリンゴ５個の袋を
大切そうに持ち上げます。ステージからの
「頑張ってー」というかわいらしい声援が
力になったのですね。そのせいか、試合の
会場は緊張感で張り詰めているかと思って
いたら和気藹々としていたのも印象的でし
た。
　練習の活動場所は美浜打瀬小学校の体
育館。現在 40 人ほどが在籍し、毎週土曜
15 時～ 18 時、祝日 14 時～ 17 時に活動
しています。20 代から 70 代までの幅広
い年齢の皆さんが週末になると集まって切
磋琢磨しています。「このサークルはメン
バー同士のコミュニケーションを大切にし
ています。その人の力量に応じて練習して
いくので、初心者でも大丈夫。年齢が高く
なっても、男女の違いも関係なくできるの

が卓球の魅力です」と、乗松さんは卓球の
魅力を語ります。練習は、いつ見学に来て
くれても歓迎だそうです。
　老若男女、学生、社会人、どんな人でも
楽しめる、でも始めると奥の深いスポーツ
「卓球」は、あなたを待っています。

　11月 27日（土）、幕張の浜ではいつもは 100 人ほどが参加して行われる「ビーチクリー
ン作戦」に、今回は 300人近くの人が参加していました。参加者が急増したのは打瀬の 4小
中学校で行っている「子どもまち歩き」のイベントが加わり、学校からの呼びかけで小中学生
が参加したことと、サポーターとして小中学校 4校の校長先生を含む先生方や保護者の方が
加わったからでした。コロナ禍で多くのイベントがしぼむなか、これだけの人を集めにぎわう
のは久しぶりです。早速経緯を主催者のひとりである「子ども円卓会議」の吉田さんに聞きま
した（この記事は吉田さんからの情報をもとにベイタウンニュースが編集しました）。

リンゴ卓球大会

ベイタウンでアライグマ



ネコの譲渡会

つどいまなびつなぐ
ベイタウン・コア /公民館通信

わくわくおはなし会1月のおはなし会は完全入れ替え制の２回公演
日時：1月15日土曜日
時間：1回目：10時から、2回目：11時から
　　プログラムは各回同じ内容、１回45分程度の完全入れ替え制
場所：ベイタウン・コア講習室
定員：各回10名（感染防止の観点から十分な距離を取らせて頂き
ます。マスク着用でご参加ください）
ご好評につき２回公演としました。感染症対策として、予約・定員
制となりますので、ご参加希望の方は下記メールアドレスにて、代
表者のお名前・ご参加人数（お子様の場合は年齢も）・ご希望の時
間を明記の上、お申込みください。年齢制限はありません。
皆さまに安心安全にご参加いただけるよう、細心の準備をして開催
させていただきます。
※最新情報はブログでご確認ください
◆お申込み・お問合せ先：waku2book@gmail.com
ブログ更新中・見てね＊＊http://blog.livedoor.jp/chibawaku/＊＊

わくわくおはなし会　

第 207回ファツィオリの会

日時　1 月 23 日（日）午前９時 30 分〜
場所　ベイタウン　コア音楽ホール
　フルコンサートピアノ「ファツィオリ」の演奏やその他の楽器演
奏をして頂けます。ただし、今回もコロナウィルス感染拡大防止対
策として、歌唱、金管楽器演奏は行えません。
　また、入場人数の制限、演奏中も換気のためホールドアを開放な
ど新しい形での開催となります。担当者の指示に従って、ご参加い
ただきますようお願い申し上げます。非公開での利用も受け付けて
おります。状況により中止の場合もあります。
最新の情報は、http://baytown-core.net/top.html をご覧ください。
申し込み締め切り　1 月 16 日 ( 日 )
申込先　erikuma0404@gmail.com ( 大熊 )

〜　ねこの里親探し＆ペットとの共生を考える　〜
日時：1 月 23 日（日）14 時から 16 時 
場所：ベイタウン・コア
オオガハスの妖精「ちはなちゃん」も登場！
詳細：美浜ねこの会 https://mihamaneko.crayonsite.com/
協力：ベイタウンペットクリニック

毎月第2土曜日はキュービックの日！『キュービック
マルシェ』
＜ 2022 年 1 月＞ 1/ ８（土）11:00 〜
＜ 2 月＞ 2/12（土）11:00 〜予定
コミュニティスペース絆にて。「例のパンや」さんも
出店予定です。

検温・消毒・マスクの着用にご理解・ご協力ください。
イベント最新情報はキュービックカフェホームページをご
確認ください。

　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 1 月・2 月のイベント・ワークショップ
1 月のベイタウンかふぇ　〜今年も共に〜
　１月 12日（水）13：30～ 16：00（いつでも出入り自由）
　地域連携センター（打瀬公民館：コアの横）で開いています。
　新しい年を迎えました。今年こそ普通の生活に戻れることを期
待しています。１月のかふぇは、昨年 12 月にできなかった「難
聴と補聴器に関する説明会」を予定しております。
　生のジャズピアノ演奏をバックにおいしいコーヒー、おしゃべ
りで午後のひとときを共に楽しみましょう。今年もよろしくお願
いいたします。
問い合わせや、連絡等がありましたら、
うたせ認知症を考える会　中澤（TEL：211-0588）までどうぞ。

●今後の主催講座
シニア向けスマートフォン教室
日時：1 月 19 日（水）14：00 ～ 16：00
場所：講習室　
対象：成人（概ね 70 代くらいまでの方）抽選 16 名
講師：KDDI スマホ・ケータイ安全教室事務局
※受付　１月４日（火）～１月７日（金）

大人の手芸教室〜クレオパトラのネックレス２way 〜
日時：２月７日（月）14：00 ～ 16：00
場所：講習室　　　　　
対象：成人　抽選 16 名
費用：800 円（材料費）
講師：日本手芸協会会員
ヴォ―グ講師　小竿久実子　先生
※受付　１月 20 日（木）～１月 24 日（月） 旧年中は大変お世話になりました。

新年も「つどい〜まなび〜つなぐ」を合言葉に、来館される皆様が
笑顔でご利用いただけるよう、職員一同努めてまいりますので、ど
うぞよろしくお願いします。

　ベイタウン子ども円卓会議から住民のみなさんへ
子ども円卓会議は 1月からベイタウンの街全体で「挨拶すること」
を提案します。
子ども達から街であいさつをもらったら、大人も挨拶で応えま
しょう。
挨拶から元気や笑顔を取り戻そうとの取り組みです。
各学校のキャッチフレーズです。
打瀬中「みんなで　Greeting ！！」
打瀬小「心つながる　笑顔で　あいさつ」
海浜小「ふとしたあいさつ　幸せ広がる！」
美浜小「あいさつに　太陽のような　明るさを」
全校児童・生徒の想いを街全体で盛り上げていきましょう。
たかが挨拶、されど挨拶、です。

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：1 月 22 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）

子ども円卓会議から「あいさつ運動」の提案




