第 57 号（2002 年 2 月 1 日号）
幕張ベイタウンニュース編集局

シータワー、CPW 、20・21 番街に引っ越してこられた方々、改めてベイタウン
にようこそ！
クイズを楽しみながら自分の街に詳しくなってみませんか？また、すっかり住人
として定着している方々、まだまだ知らないことがあるかもしれませんよ。
家族でチャレンジしてみては。
さぁ、ファイナルアンサー？
（クイズ構成：佐藤 / 写真：松村）

Q1 ベイタウンは将来何人になります
か（計画人口）？
2 万 6000 人
3 万 6000 人
4 万 6000 人

Q2「打瀬 1 丁目１番地」はパティオ
ス１番街である。○か×か?

Q3 [ＣＰＥ]，[ＧＰＷ]は何の略？
Q4 幕張総合高校はどこの学校が合併
してできた？

Q5 渋井陽子が第 4 区（公園大通り）
を走った駅伝の名前は？

Q6「打瀬」の由来は次のうちどれ？
1. 埋め立てた浅瀬を「打瀬」と
呼んだことから
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2. 漁を妨げる「打瀬風」という
強い北西風が吹いたことから
3. 芝エビ、カレイ、トリ貝、ワタリ
カニをとっていた「打瀬船」から

Q7 リンコス前のバス停の名前は？
Q8‐1 右の写真の公園や学校、通り
の名前をお答えください。

Q8‐2 このうち公募で名前を決めたも
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3

のはどれですか（複数回答）?

Q9 千葉市がＷ杯サッカーのキャンプ
地に決まった国は？

Q10 シータワーの最上階は何階？
Q11 昨年 11 月サッカー、イタリア
代表が泊まったホテルは？

Q12 ベイタウンには「二年連続日本
一」に輝く少女たちがいます。こ
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5

のバトントワリングチームの名前
は？

（正解は最終ページ、編集後記下に）
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7

ベイタウンクイズ
２００２

ベイタウンニュースサポーター 「新春大配布会」と
「ささやかな新年会」
次々と新しい番街がオープンするベイタウン。今年からはメッセ大通りを挟んだ海側の入居が
始まりました。しかし、ベイタウンニュースにとっての大問題は「配る人がいない」という古
くて新しい問題。それなら
「配布の会を新しい番街の友達づくりの情報交換会にすれば？ きっ
とサポーターがたくさん集まるのでは･･･」と今回の新春大配布会が企画されました。果たして
編集部の目論見は。
【記事：浜田 取材協力：シータワー鎌田さん、北田さん、河野さん／ 21
番街北村さん、鈴木さん、松本さん】

自転車よ、どこへいったんだあ !?
自転車が消えた。こども用の 24 インチ。買っ
たのはもう３年前だから、けっこうくたびれ
ている。なのに、７番街の駐輪場にカギをか
けずにおいておいたら、こつぜんと消えてい
た。たまたま近所で、カギをかけていないこ
ども用自転車がなくなって、数日後、打瀬小
学校脇の公園で見つかった、との話を聞いて
いた。
「絶対、近くにある」
。確信をもって、
自転車探しを始めた。去年の 12 月、学校が
冬休みに入って間もなくのことだ。
【茂木】
12 月×日 「絶対近くにあるから探してこ
い！」
。姉のおさがりのせいか、自分のモノ
という意識のうすそうな娘をけしかける。７
番街の駐輪場や学校近辺へ。出てこない。
12 月×日 近所の自転車が出てきたという
学校脇の公園へ。ない。念のためベイタウン
全体を自転車で走り回る。でも、だめ。
12 月×日 娘ひとりであてもなく探し回る。
やっぱり出てこない。日中は乗り回している
可能性が高いから早朝か深夜に探すか、でも
寒いしなあ、と思いを巡らす。
12 月×日 年内最後の捜索。家族４人を二
つに分けて、海浜幕張駅にかけて自転車で
ローラー作戦を敢行する。
１月×日 自転車の一群を見かけると探すの
がクセに。カルフールからの帰り、たまたま
歩道橋の下に目をやると、見覚えある呼び鈴
とサドルの補修跡。……あったあ！

人の集まるところ
幕張海浜公園の駅に近い駐輪場や、ガーデ
ンウォ〜クの駐輪場、駅北口の回転寿司屋
の前で。駅北口の駐輪場や、プレナのホテ
▲

なんでも調査隊

歩道橋の下にはどこも自
転車がいっぱい。学校が始
まった日の午後１時すぎ、
カルフールの前、この歩道
橋の下でやっと見つける。

乗り捨て自転車はココで見つかった！

※図中の★印は乗り捨て自転車が置き去りにされ
ていたことがある場所

ビジネス街のなか
歩道橋の下はほとんど、自転車とバイクの
置き場に。企業庁では関連団体とも連携し
て、警告・撤去を繰り返している。昨年の
12 月まで打瀬１丁目公園の隣の空き地に大
量に並んでいた自転車は、こうして撤去し
たもの。場所柄、こども用はほとんどなさ
そう。

▲「さっそく友達ができました！同じ番街で、子
どもも同じ年齢です。この出会いに感謝していま
す。2 月からトールペインティングなど手芸のサー
クルを 21 番街コミュニティプラザで始めます。4
月にコアが出来たら、そちらに移動し門戸を広げ
ようと思っています。配布会のいい点は、いろい
ろな年齢層の人と知り合えることですね」と北村
直子さん（写真右）。

▲ 2 番街の河野治人さんは最も古くからのサポー
ター。「ふだんはささっと帰ってしまい、顔もよく
知らなかった人たちの話が聞けて、面白かった。
クイズでもらった東京ディズニーリゾートのカレ
ンダーを子ども部屋に飾っています」

ル街側にある駐輪場は、とまっている台数
も多いので、まぎれていることがあるかも。
ほかに怪しいのは、駐輪場になりやすい歩
道橋の下。いまでも自転車が多いのは北口
だけで、
南口は「駐輪禁止」を徹底している。
駐輪場の係員「乗り捨て自転車を見つける
のはよくある。ひと月に４，
５件はあるだろ
う。いや、もっとあるかも」
▲

開始時間より 15 分も早く、男の子ふたり
たものです。好評だったのは 白地図に番街
を連れて 21 番街の松本久美子さんが登場。 名を書き入れる で、
「白地図を使った問題
「練馬から越してきて、まだ一週間。親子と
では街のことがよく分かった。家に帰ったら
もどもお友達がほしくて参加しました」
。同
貼っておこう」と、おっしゃる人もいました。
じ 21 番街からは「友達ができれば」と、親 （このベイタウン白地図はこの日のために編
子連れもう一組とおひとりの計 6 人が参加し
集部が徹夜で作った力作。番街名の入ったも
てくれました。新春大配布会には編集部の目
のもあり、ご希望の方にはお分けします。編
論見通り、その後も新しい方があいついで参
集部までご連絡ください）
加。
「今まで、シータワーは配
布サポーターが少なかったそう
ですね」と、シータワーからも
ご夫婦一組と 3 人の計 5 人が初
参加し、新旧交歓のにぎやかな
配布と新年の会になりました。
配布会は、ベイタウンニュー
スに、きょういくベイタウンを
挟みこみながら雑談。挟みこみ
終了後は新年会の開始です。ま
ずは、編集委員と参加者の自己
紹介。その後、班分けをしてク
イズ大会。１面に掲載したクイ
ズはこのときのものを再構成し

学校脇にある公園の
駐 輪 場。 な ぜ か い つ も
い っ ぱ い。 近 所 の こ ど
も 用 自 転 車 は こ こ で、
サドルを上げた状態で
見つかったそう。

ベイタウンのなか
学校脇の公園のほか、打瀬小学校の校庭や
12 番街のエントランス前でも。校庭で見つ
かったのは、海浜幕張駅の駐輪場に利用登
録していたおとな用３台。警察に問い合わ
せて持ち主を調べたら、幕張町在住者ふた
りとベイタウン在住者だったとか。
７番街管理人「ほかの番街の自転車を見つ
けて連絡したことも。７番街の自転車があ
る、と連絡を受けたこともありますよ」
教訓●あきらめずに探せば出てくる！
一．連絡先を明記しておこう。場違いなとこ
ろにあれば、連絡をもらえることも。
一．カギはかける。付いているカギは簡単に
開くので、心配なら二重ロックに。
一．市で撤去・保管している放置自転車の中
にあるかも。担当部署に聞いてみよう。

打瀬中部活新聞
記事担当：中川 志穂、関 詩織、門 星奈、塚本 丹
写真担当：坂井春菜、清輔沙綾、小原彩子、大島茉莉奈
※ 記事・写真とも、打瀬中学校で 2001 年 10 月に実施した AT 講座の一環として執
筆・撮影したものです。記事中の「今年」は 2001 年、
「来年」は 2002 年のことです。

陸上部 「魚チェック」で盛り上がる
渡邊冬花先生率いる陸上部はとてもおもし
ろい。先輩に「陸上部のすごい所はどこだと
思いますか？」とたずねると「先輩・後輩
の仲がいい所かな。仲が良すぎて困ることも
あるけどね」と笑いながら答えてくれた。陸
上部はとてもにぎやかだ。先輩・後輩の仲が
良いことはもちろん、冬花先生の人柄が部全
体のふんいきをそうさせているのかもしれな
い。何より皆が一生懸命だ。
「短い時間で中
身の濃い練習を」を志して日々練習に励んで
いる。時にはキツイ時もあるけれど、その分
記録があがると思うとがんばれる。記録があ
がった時は、まさに感動！ そして、その次
からもがんばろうという気持ちになれる。練

習が始まる前などは、先輩後輩関係なく遊ん
でいる。時には、先生まで一緒に遊んでいる
のだから驚きだ。それも男子部員と一緒に
なって遊んでいる。
こんなパワフルな冬花先生だがいろいろと
厳しい面もある。とくに最近は、
「魚チェック」
なるものが冬花先生によっておこなわれてい
る。これは先生がよく言っている「好き嫌い
せずに食べ物はちゃんと食べなさい」という
言葉からきていることで、給食に出た魚をき
ちんと食べたかチェックするのだ。
「おせっ
かいだ」
「口うるさい」そう思っている人が
いるかもしれないが、私は楽しみにしている。
「今回魚を残してしまった人は誰だ？」そん
な話題で盛りあがり、部全体のふんいきが温

かくなるからだ。そんなにぎやかな陸上部だ
が、決してまとまりがないわけではなく、み
んなが一生懸命だからこそまとまりのあるに
ぎやかな部になっているのだと思う。
そんな陸上部は、市新人戦で女子総合優勝、
男女総合準優勝という成績をおさめた。今度
は、来年の総体でこの成績をおさめられるよ
うに、Fight ！あるのみ !!
【記事：中川 ／写真：坂井】

水泳部 一番キツイ「飛び込み 100 本」
水泳部は男女合わせて 19 人です。７月に
３年生が引退してしまって 19 人になったけ
どみんな仲良く部活をがんばっています。冬
の水泳部の部活風景は主に筋トレ！ でも筋

トレだけでは…ということで２週間に１回金
曜日にバレーボール etc.…レクリエーション
をやって盛り上がります！
こんな水泳部ですが夏はもっとすごいで
す。私が一番キツイと思うメニューは…た
ぶん飛び込み 100 本ですね。このメニュー
は今年の夏２回もやったんです。どういう
メニューかというと１分インターバルで飛び
込むというメニューです。ときには１万メー
トル Day という１日で１万ｍ泳ぐというメ
ニュー。これは私はとっても楽しいと思いま
す！
こんな水泳部の成績は…市総合体育大会で
は、男子２位、女子８位、総合２位で、県
総合体育大会では、400 ｍ個人メドレーで
石井佑典君が６位入選、200 ｍフリーで菅

沼克俊君が８位に入選しました。県新人戦で
は男子５位！ 男子 200 ｍフリーリレーで
菅沼・石井・塩崎・市岡組が６位入選、200
ｍメドレーリレーで岩瀬・石井・市岡・菅沼
組が３位入選しました。…とけっこうすごい
です！ 個人では 100 ｍブレストで石井佑
典君が８位入選、50 ｍブレストで菅沼克俊
君が３位入選とこっちでもすごいです！
最後ですがこんな水泳部の部長はカエル部
長→まじめ部長（市岡揚一郎君）にチェンジ
しました。水泳部のイメージは人それぞれ違
うと思いますが水泳部はこんな感じです。こ
んな部員を見たい人は…ぜひ 2002 年１月 20
日に稲毛インターナショナルスイミングス
クールでの大会に来て下さい！
【記事：関 ／写真：清輔】

テニス部 ボールを打つとスカッとする
テニス部には部員がたくさんいます。なの

でとってもにぎやかです。それに友達もたく
さんいて、とっても楽しいです。
どこが楽しいかというと、友達と楽しく練
習するということが楽しいです。あと、ボー
ルを打つとスカッとして気持ちがいいからで
す。特に、ファーストサーブが気持ちいいで
す。ボールを打っていると、いやだなぁと思っ
ていたこともいつのまにかわすれています。
そんな所がテニス部の楽しい所です。
ぎゃくにつかれる所もあります。それは、
練習がきびしいことです。ボールひろいも大
変だし、あちこちに打たれるボールを追いか

けてまたボールを打ち返すというのも大変で
す。しかも大会もけっこうあるので、大会が
近づくとさらに練習がきびしくなります。そ
うなると、家に帰るころにはもう、くたくた
です。そんな所がテニス部のつかれる所です。
楽しい所とつかれる所、いろいろあるけど
私は、
「テニス部って大変だけど、やっぱり
楽しいなぁ !!」と思います。これからどんど
ん練習はきびしく、大変になるけど、その分
楽しさもどんどん増していくと思います。
以上がテニス部の楽しい所、
つかれる所です。
【記事：門 ／写真：小原】

吹奏楽部 「夏涼しい」なんて大間違い！
私たち吹奏楽部の事について運動系の部活

の人によくこう言われます。
「お前らはいい
よなぁ、夏は涼しいし疲れないし」と。これ
はまったく違います！ 私は中学校に入っ
て初めて楽器を吹いたけど、夏は暑い！
ちょっと楽器を吹くだけで汗がダラダラ出て
きます。もう一つ大変な事は、コンクールな
ど発表会の練習です。木管、金管、パーカス
…全員で合奏する時など大変です。２年生が
指揮をやってくれるのですが、まとめたりす
るのが難しそうです。…とにかく、吹奏楽部
は毎日が大変なのです！
でも、こんな厳しい事ばかりではありませ

ん。楽しい先輩がいっぱいいる面白い部活な
のです。１，
２年生共に仲が良いし、引退し
てしまった３年生とも仲が良いのです。休み
時間、みんなで楽しく会話したり…と結構楽
しい部活なのです。あと、顧問の伊藤先生は
良い先生です。バスケ部の顧問もかねている
ので、あまり来ませんが、喋り方に特徴があ
り、ジョークもたまに言う愉快な先生です。
と、こういう部活です。皆さんの前で私た
ちが演奏する時があったら、この記事を思い
出して演奏をきいてほしいです。
【記事：塚本 ／写真：大島】
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11 番街在住 音楽プロデューサー
を？

川又 トオルさん

と聞くと、
「うーん」と考

いたが、スタジオでの作業よりもコンピュー
タを使っての作業の比重が増えることにな
は言い表せないようである。作曲すること
り、スタジオは必要のあるときにだけ借り、
もあるし、他人の曲を演奏することもある。 作業はもっぱら自宅にいてコンピュータで
では「ミュージシャン」かと聞くと、さら
行うことにした。
にその曲を録音したり、コンピュータを使っ
川又さんが、京橋にスタジオを持っていた
て編集することも仕事という。音楽系の職
のは、生まれ育った築地に近いからだった。
業だと言うことは分かったが、芸術家なの
音楽を始めたのは、中学時代にバンジョーと
か技術者なのか、よく分からない。そもそ
いう楽器に興味をもったことがきっかけだ。
もそういう分類自体が無意味なのかも知れ
やがてバンジョーはギターに変わり、高校時
ない。仕方がないので、
「音楽プロデュー
代には学校に通いながら、ジャズスクールに
サー」ということにさせていただいた。
も通うという二足のわらじの生活を送った。
たとえば TV で流れる CM の音楽を考えて
毎日愛用のギターをかつぎ、築地の街を歩い
みよう。CM のコンセプト（目的）に合わせて、 て い た と い う。
作曲をする人、曲を演奏する人、録音する 「 あ の 頃 が 一 番
人、更には録音した曲をコンピュータを使っ
楽しかった」
、
て編集し、映像と組み合わせたりという作
そう語る川又さ
業も必要だ。川又さんはそのすべての作業
んは、今ベイタ
をひとりでこなすという。そこで冒頭で紹
ウンで高校生が
介したように、ある CM の仕事では作曲家
ギターを持って
をつとめ、別のプロモーションビデオの仕
歩いているのを
事では演奏家を、また仕事によっては録音
見ると、うらや
や編集を受け持つということもある。当然
ましくて仕方が
仕事は忙しくなる。特に最近はこれらの作
ないという。
業の大部分にコンピュータが使われるよう
そんな川又さ
になり、そのすべてをコンピュータ 1 台で
んに、音楽業界
仕上げることの出来る川又さんの出番は多
を目指す若い世
い。
代へのアドバイ
そんなことから、川又さんは自宅でコン
スを聞いた。
「と
ピュータを使っての仕事が多くなった。以
にかくいっぱい
前は中央区京橋に専用のスタジオを持って
聞くことです

職業え込んでしまった。どうも一言で

コアオープニングイベントの概要を入手

ジェフ市原と仲道郁代がやってくる
いよいよ仮囲いもはずされ、ユニークな外
観を現してきたコア。3/23 のオープンに向
け工事は急ピッチで進む。この開館日に合わ
せコミュニティコア研究会ではオープニング
イベント実行委員会を組織し、住民による開
館イベント企画の準備をすすめている。ベイ
タウンニュースではその概要を入手すること
ができたので、ここに紹介する。
3/23（土） 午前：千葉市主催開館記念式
典 （内容の詳細は未定）

3/23（土） 午前：寺子屋工作ランド（屋外）
3/23（土）〜 防災展示会
3/24（日） 午前：
「まちがこどもを育む」
映画と講演
3/24（日） J リーグ ジェフ市原選手によ
るサッカー教室とサイン会
3/26（火） 午後：稲毛第二小学校 子ど
も狂言クラブ公演
3/30（土） 午後 2 時：ベイタウン寄席
3/31（日） 午後：仲道郁代ミニコンサー
ト（ピアノ）
4/6（土）4/7（日）ミュージックフェスタ
以上が現在までに予定
されている企画だ。オー
プニングイベント実行委
員会では、この他にも住
民主催による企画を募集
している。同委員会では
今後隔週土曜日の予定で
会議を開催し、関心のあ
る方の参加を呼びかけて
いる。次回会議予定は 2/9
（土）10:00 〜、5 番街集
会室。連絡先は下川さん
（TEL:211-0472） ま で。
本誌来月号ではコアオー
プニング特集で詳細を伝
える予定。

ね。いろいろなジャンルの音楽を聴くこと。
若いときは自分と同じジェネレーションの
音楽に傾きがちですが、多くの世代の音楽
を聴いた方がいい。また、ひとりで聴くよ
りも、できれば大勢で聴いて、様々な人の
感想を聞いて欲しい。とにかくセンスが勝
負ですから、若いときはセンスを磨くこと」
という答えだった。
コンピュータの性能が上がり、自宅で作業
の多くをこなせるようになった川又さんは、
昼間ベイタウンの街で見かけることも多い。
夜中にできあがった作品を、最近開通したば
かりのブロードバンド回線でクライアントに
送るという最先端の仕事をしながら、昼間は
お子さんを連れてヤンマーで買い物という、
【松村】
実にベイタウンな 40 歳だ。

寺子屋に工作ランドが誕生
本誌 55 号（2001 年 12 月号）の「秋の
ベイタウンフォーラム」記事で紹介した「寺
子屋」が具体化しています。フォーラムで
の準備委員会立ち上げ宣言以降、メンバー
は定例会とｅメールで準備を続け、今回そ
の名称と当面実行する講座を決定しました。
名称は、
「寺子屋 BT」（てらこやベイタウ
ン）
。理由は、江戸時代の生きる力を学ぶ場
として、自分たちではじめた寺子屋の名前
をもらったこと、もうひとつは単にインパ
クトがあって、響きが良かったこと。
寺子屋 BT では、この春休みに合わせた開
校を予定し、次のような講座を準備してい
ます。
寺子屋工作ランド：モノづくりをしたい子
ども（もちろん大人も）が自由に参加して
工作を楽しむ講座。
子どもベイタウンニュース編集局：子ども
がつくるベイタウンニュース。取材も編集
も子どもたちで行います。
小川塾：エコパーク活動で自然に興味をもっ
た子どもたちを中心に、実験や観察を通じ
て自然を学ぶ講座。
準備委員会では、この他にも様々な講座
を準備中です。
BT
【寺子屋 準備委員会】

I

B

n

f

t

r
o

m

a

i

o

n

楽しいウォーキング教室 2002

青少年育成委員会のもちつき会

開催日

：毎月第二土曜日（雨天中止）

主催

：千葉県ウォーキング協会

開催地

：JR 海浜幕張駅

受付

：午前 9:30（事前申し込みは不要です）

講習

：午前 10:00 から、2 時間程度

受講料

：300 円（会員、非会員を問わず、講習資料代＋保険料）

連絡先

：千葉県ウォーキング協会

さる 1/12 、打瀬中学校区青少年育成委員会の もちつき会 が
打瀬中学校で行なわれました。当日は晴天に恵まれ、600 名程の
参加があったそうです。小さいお子さんはお父さんやお母さんと
一緒に杵を持ってつき、受験勉強真っ最中の中 3 生は、ありあま
る力をもちつき会で発揮、つく時に「必ず合格！」と願いを込め
てついていた人もいたそうです。生徒会長の菅沼くんは「思った
よりも杵が重かったので、びっくりしました」と話してくれました。
昼頃には、和太鼓と獅子舞が 千葉神楽太鼓 の皆さんにより
披露されました。太鼓と獅子舞の迫力に圧倒されながらも日本の
伝統芸能に、参加者は見入っていました。今年のもちつき会は、11
時から 14 時まで、大盛況のうちに幕を閉じました。獅子舞を前の
方でご覧になっていたアメリカ人 David Sweet さんは「2001 年 3
月 に 街 に 来 ま し た。
新年を初めてこの街
で 迎 え、 も ち つ き、
太鼓など全て初め
て。太鼓の音がダイ
ナミックでおもしろ
い。子どもたちも喜
んでいます」とのこ
とでした。
【浜田】

南口

平山（TEL:043-255-6805）

投書より
明けましておめでとうございます
昨年 11 月のベイタウンニュースに子どものキックボードを捜し
ております−−という投書を掲載していただきました熊谷です。あ
の時は、ありがとうございました。子どものキックボードは出て
きませんでしたが、幾人かのかたがたにお電話をいただきました。
ご協力いただきましてありがとうございました。ベイタウンニュー
ス編集の方々にも、お礼申し上げます。パティオス 11-309 熊谷

都心部での建替えによる住宅市街地づくり

コラム神泉（東京都渋谷区）
コラム神泉は、JR 渋谷駅から徒歩約 15 分、京王井の頭線神泉駅から
徒歩約 5 分という立地で、周辺には松涛美術館、鍋島松涛公園などのある
高級住宅街の松涛と、夜も眠らない街、渋谷の繁華街があり、
「静」と「動」
の都市の二面性を享受する贅沢な暮らしが可能です。
渋谷周辺はもともと江戸時代には広大な武家屋敷の街であり、近代で
は主要道路の整備、住宅地の外延化、盛り場形成などが急速に進んできま
した。
現在では商業・業務施設の高度集積、市街地の高層化が進み、特に時
代の最先端の街、情報の発
信拠点としてその役割が大
きくなっています。
この団地は、建替前は
10 ㎡程度の広さの単身住
宅であったものが、建替後
は単身からファミリー世帯
までの賃貸住宅として、名
称も「栄通り団地」から円
柱状の建物形態を意味する
「コラム」を取り入れて「コ
ラム神泉」へと生まれ変
わったものです。
周辺市街地の中で、際
立つ屋外空間の広がりとシ
ンボリックな建物形状によ
り、歩く人がふと立ち止ま
る、そんなところです。

賃貸住宅のお問い合わせは
総合募集センター津田沼案内所
TEL：047-478-3711
公団住宅の駐車場のお問い合わせは
日本総合住生活（株）千葉支店

ベイタウンクイズ解答
A1. 2 万 6000 人
A2. ×（では１丁目１番地はど
こ？）
A3.「セントラルパークウエスト」
「グランパティオス公園西の
街」
A4. 県立幕張西高等学校、県立幕

張北高等学校、県立幕張東高
等学校
A5. 国際千葉駅伝
A6. ３の「打瀬船」から（打瀬小
の校章デザインにも）
A7. セントラルタワー前
A8-1
1. 幕張ベイタウン・コア

■最近話題の「100 人の村」のメールを読んでみた。地球を 100 人の
村にたとえて統計をわかりやすく伝えるものだが、わたしたちのベイタ
ウンをこの方式で 100 人の村にしたら、どんな姿が浮かびあがってく
るのだろう。PC を持った人の割合はきっとかなり高いだろうし、もち
ろん識字率は 100% だろう。飢えて死にそうな人はいないけれど、拒食
症で悩んでいる人はいるかもしれない。大卒の人も多いだろうけれど、
「学校に行きたくない」という子もいるはずだ。屋根のある暖かい家に
住んでいるけれど、心が凍えそうな人がいないとは限らない。……何が
幸せかは数字からは見えてこない。
佐藤則子（#3-310/T&F211-0090）
■「自転車探し」をやる気になったのも、こども用だったからこそ。お
とな用だったら走行距離も格段に長くなるでしょうから、とてもアシで
探しきれません。実際、ベイタウンの自転車なのに稲毛海浜公園で見つ
かったとか幕張駅で見つかったとかいう話も。なかには、検見川のあた
りを車で走っていて、偶然、目の前に自分の自転車が走っているのを発
見した強運な人もいたとか。
茂木俊輔（#7-305/T&F:211-1066/m38032@pp.iij4u.or.jp）
■先日、八百屋のヤンマーさんで出くわした親子の会話。男の子の「こ
の青い箱、なあに？」に、「それはね、この間○○ちゃんのママが載っ
ていた本（新年号？）があったでしょう。あの本の感想やいろいろな事を、
作っている人たちに届けてもらうポストなのよ」とお母さん。小さいお
子さんに「あなたには関係ない」と言わずに、ちゃんと説明してくださっ
ていて、とてもありがたかったです。また「小さいお子さんからも、投
書があったら嬉しいだろうな」とまで思ってしまいました。その青い投
書箱は、リンコス・ファミリーマート・デイリーヤマザキ・ヤンマーの
四か所にあります。
※匿名希望の方でも、投書にはご記名をお願いいたします。
浜田貴代子（公園東の街 /atmark@pop01.odn.ne.jp）
２. マリーンデッキ
３. 打瀬第二公園（「赤玉青玉公
園」は通称）
４. 打瀬ふれあい緑地（エコパー
クも正解）
５. 海浜打瀬小学校
６. メッセ大通り
７. 打瀬二丁目公園

A8-2
1 、2 、4 、5
A9. アイルランド
A10. 33 階（ちなみに現在建設
中のパークタワーは 34 階）
A11. ホテル ザ・マンハッタン
A12. MAKUHARI ミルキートワ
ラーズ

