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　住民が「ガーデニングクラブ」を作
り、丹精した花壇が道行く人の目を楽
しませてくれる 8番街。週 1回汗を流
してベイタウンの美観に一役買ってい
る。
　プロが作る中庭が気に入って入居す
る人も多い公園東の街。バラの季節は
有名だが、その直前の中庭はツツジ、ハ
ナミズキなどの白い花で埋め尽くされ
る。外まわりの赤いツツジとの対照が
一際美しい。ここでは住民向けにガー
デニング講座も開かれており、中庭が
住む人を結ぶコミュニティガーデンの
役割を果たしている。
　これからのバラの見どころとしては
公園東の街をはじめ、打瀬小に隣接す
る打瀬第一公園、CPWの中庭がおすす
め。

初夏を思わせる陽気の

ある日、

「花」をキーワードに、

ベイタウンを歩いてみ

た。【佐藤】

花
散 歩

ベイタウン

上左）18番街に隣接する第三小学校建
設予定地に広がる花畑

上中）CPW中庭のユリオプスディジィ
上右）エコパークのレンゲ

中左）８番街の花壇
中）店先にも花

中右）ラベンダーの群落
右・下）公園東の街の白い庭



　本誌 67 号および 68 号に既報のとおり、
千葉県警により、幕張ベイタウン地区内外 5
箇所にスーパー防犯灯（正式名称は『街頭緊
急通報装置』）が設置され、去る4月19日（土）
から運用が開始された。
　スーパー防犯灯は、監視カメラ付きのハイ
テク防犯装置である。設置および運用開始に
当たっては、防犯上の有効性もさることなが
ら、「カメラ付き」ということもあって、周
辺住民のプライバシー保護という観点でも、
警察と自治会連合会で議論を重ねてきた。今
回、このシステムの操作説明会が、千葉西警
察署で行われたので取材した。
　まず、スーパー防犯灯本体は、写真 1に

あるように、最上部に
赤外線通信装置（カメ
ラのように見えるが、
5基のスーパー防犯灯
装置どうしの通信用。
通常は電線でつなぐ
が、ベイタウンでは景
観上の配慮から、赤外
線通信となった）、そ
の下に防犯灯、さらに
表示板と赤色灯（通報
時、ブザーが鳴るとと
もに回転する）、ドー
ム型カメラ（球形をし
ている部分）、そして
人の高さに操作部が設
置されている。操作部

は、写真 2のように子供でも操作できる高
さに、通報ボタン、マイク、スピーカー、通
報者用カメラなどがあ
る。
　千葉西警察署地域課に
設置されているシステム
側の操作画面は、写真 3
にあるように、5箇所に
設置された全てのスー
パー防犯灯の状態と、通
報者の画像や、まわりの
画像を同時に見ることが
できるようになってい
る。防犯の配慮上、多くを書くことはできな
いが、まわりの画像については、あらかじめ
設定された 12方向を見ることができ、この
方向については、住宅が映ってしまわないよ
う、細心の注意が払われているということが
確認できた。通報は、ISDN回線を通じて千
葉西警察署に入り、通話と画像による状況確
認後、必要に応じて最寄りの交番等から警察
官が急行する仕組みだ。
　全国でまだ 10箇所にしか設置されていな
いというこのハイテク防犯装置が、ベイタウ
ン地区の治
安維持・向
上に効果を
発揮するこ
とを期待し
たい。

【板東】

スーパー防犯灯運用開始 安全な街のために－交通問題の検討に着手－
【ベイタウン自治会連合会交通委員会　福室】

　ベイタウンの人口も１万人を越え、街の中に賑
わいも出てきました。３月末には、多くのお仲間
をお迎えし、さらに新街区の販売も好調な様です。
洗練された街ということでメディアに取り上げら
れる機会も増えてきました。住んでいる皆さまの
満足度も高く、計画された街のメリットだと言え
ます。
　一方、問題も無いわけではありません。人口が
増えるにつれ交通問題は街の大きな課題になって
きました。路上駐車が可能というコンセプトは魅
力的に思えましたが、実際に住んでみると危険な
ことも多いようです。車両の走行速度も速く、道
路構造と相まって事故が起こると深刻な事態にな
る可能性もあります。さらに、住宅地の中心を「メッ
セ大通り」や「富士見通り」などの都市計画道路
が貫いていることも問題でしょう。
　交通問題に対する皆さんの問題意識が高いこと
は、各街区の自治会、管理組合の話し合い、ある
いはインターネットの掲示板などでも明らかです
し、昨年12月から連続開催された、「ベイタウン
フォーラム－交通問題を考える－」などでも活発
な議論がなされました。今後は議論をより具体的
な形にし、ベイタウンの交通体系はどうあるべき
か、具体的な「絵」を描く作業が必要です。
自治会連合会では、交通委員会を中心に、住民

の皆さんの意見を伺いつつ、ベイタウンの交通環
境はどうあるべきか、具体的な検討に入りました。
この問題は、住民だけはなく、道路管理者である
千葉県企業庁、西警察、デベロッパーなどの力（予
算も含みます）を借りながら進める必要がありま
すので、これら関係方面とも定期的に協議を行う
予定です。検討の状況は、ポスターや自治会ＨＰ
などを通じてお知らせ致しますので、是非皆さん
のご意見、ご感想をお寄せ下さい。
　なお、自治会連合会交通委員会は、具体的な「絵」
を描くための事務局です。非加盟街区については
管理組合などにもお声をかけさせて頂きます。ま
た、個人として検討作業を手伝って頂ける方、交
通問題の専門家の参加も歓迎致します。安全な街
作りのために皆さんの力をお貸し下さい。
交通委員会は、原則、毎月第３日曜日の9:00

よりコアにて定期会議を開催しています。下記に
て日程を確認の上ご参加下さい。

    ホームページ　http://baytown.ne.jp/
    電子メール　　info@baytown.ne.jp

▲写真１：防犯灯本体 ▲写真３：システム操作画面

▲写真２：操作部

　去る 4 月 23 日深夜 0 時 30 分頃、15、
18番街の富士見通り交差点で車 2台が衝突
し、交差点に面する店舗に突入する事故が発
生した。同じ富士見通りでは 5・8・10番街
交差点でも同様の事故が発生している。富士
見通りは今年 3月 17日に道路を管理する県
企業庁が、海岸通りへの道路閉鎖を住民の不
安を押し切る形で解除したが、開通後ほぼ 1
ヶ月で 2件目の大事故発生となる。
　今回の事故は富士見通りを海岸通り方面

へ向かう車両と、15・16番街の間の道路を
2丁目公園方面から来た車両が交差点で衝突
したもの。車両は 2台とも 18番街方向へス
リップし、一台は交差点のガードとなる石柱
をつき破って店舗（サーフショップ）に激突
した。
　「海岸通りへ開通してからこの道路を通る
車のスピードが速くなった。いつ子どもたち
を巻き込む事故が起きるかと心配です」と、
幼稚園児を連れた女性は事故の翌朝現場を

見て話していた。
　ベイタウンでは 4月
9日にも打瀬 1丁目の
セントラルパーク・1
番街 T字路で、放課後
打瀬小学校校庭で遊ん
だ後帰宅しようとした
小学校 3年生の男子児
童が車と接触する事故
が発生している。

【松村】

　グランパティオス公園西の街では 4月 19
日午前 11:00 より隣接する打瀬二丁目公園
で防災訓練を実施した。参加者数 420 名。
打瀬消防署からはハシゴ車も出動し、これま
でのベイタウンでの防災訓練では最大規模
のものとなった。西の街では昨年度、防災委
員会を発足させ訓練も行っていたが、雨天の
ため大規模な訓練はできなかった。
　自治会役員の福室さんは、「今回は天気が
良かったおかげで、沢山の参加者がありまし
た。隣どうしのつきあいも少ないマンション
生活で、多くの住民が顔を合わせるいい機会
にもなりました。これからできる新しい番街
の防災訓練の参考にもなればいい」と、話し
てくれた。

車が激突し、折れ曲がっ
た柱と粉々に砕けたウィ
ンドガラス。舗道上に
白く残るのは車のタイヤ
跡。写真左には折れて飛
ばされた交差点のガード
（鎖のついた石柱）が横た
わっている。

続発する交通事故　露呈した安全対策の不備 公園西の街が防災訓練実施



　「子育て中でも趣味の時間が欲しい！」と
いうママも参加できるトールペイントサー
クルが月二回コアで活動しています。コアの
オープンとともにスタートして一年、講師認
定目前まで腕をあげたメンバーも出てきて
います。
　コアの講習室を二つに仕切って活動開始
です。子供たちは保育を引き受けて下さって
いるママ達と2時間を過ごします。おもちゃ
であそんだり、外にお散歩に行ったり、お菓子
タイムもあります。保育を引き受けて下さっ
ている方達もベイタウンにお住まいの子ど
も好きなママ達です。ご自分の子どもさん
と一緒に来て下さることもあり、赤ちゃんか
ら幼稚園児まで仲良く遊んでいます。子ども
が楽しんでいるので、ママも心置きなく趣味
に没頭できています。活動終了後仕切りを外
すと、笑顔の子どもたちはママの作品を「上
手！」とほめてくれ、親子で大満足の楽しい
ひと時となっています。

　保育を引き受けて下さっている方たちはい
つも優しく子どもたちと過ごしてくださり、
私達メンバー一同本当に感謝しています。た
だひとつ心配なのは、同じ子育て世代の保母
さんたちが幼稚園行事などで参加不可能な日

が出てしまいそうなことです。子どもをあず
けたいママは多いのに、保育を引き受けてく
ださるママはとても少ないのです。もしこれ
を読んで『二時間子供たちと遊んでもいいな
あ』と思ってくださる方がいらっしゃれば是
非ご連絡お願いします。
　トールペイントサークルのメンバーも募
集中です。子どもさんと一緒に充実した時間
を過ごしてみませんか？もちろん保育は不
要というかたもどうぞ！活動は第二第四金
曜日 10時から 12時です。一回だけの体験
参加でも可愛い小物が完成します。こちらも
お気軽にお問い合わせください。
連 絡 先： 北 村 直 子 TEL/FAX;296-3662、
e-mail;tecchan@aa.e-mansion.com）

　ベイタウンではサークル活動が盛んだ。しかし、就学前の小さい子どもを持つお母さんた
ちは忙しく、なかなか好きな趣味のサークルにも参加できない。そんな中、本紙のフリー記
者（？）でもある北村さん（21番街）が、主催するトールペイントの会に託児の仕組みを
取り入れていることを知った。子育て中のママも参加できるサークルだ。早速会の PRも兼
ねて紹介してもらった。北村さんは他のサークルでもこんな試みがひろがり、ベイタウン全
体で託児の仕組みができればと考えている。 【記事：北村、写真：松村】

▲保育風景。いつも幼稚園児や小中学生が活発に
動くベイタウンでは、これほど小さい子どもたち
が遊ぶ空間は異次元に迷い込んだような錯覚を覚
える。かわいい子どもたちと遊べるなら僕も保育
のお手伝いがしたくなる。

▼隣の部屋でトールペイントにはげむサークルの
メンバー。子どもたちを気にせず安心して作業に
打ち込める。

子育て中でも趣味の時間が欲しい！
託児付きサークルの提案

　最近打瀬公民館へ行って、「おや」と思われた方はいないだろうか。
そう、いつも事務室で笑顔で迎えてくれた石井眞澄さんの姿が見えない
のだ。実は石井さんは 4月 1日より人事異動で千葉市中央区の「星久喜
（ほしぐき）公民館」の館長として栄転された。昨年の 3月 23日、ベイ
タウンコアの開館と同時に打瀬公民館に着任し、一年間ベイタウンで勤
務したが、実はベイタウン・コアとの関わりは開館の半年以上前、一昨
年の夏に打瀬公民館の開館準備室が発足したときから始まっていた。当
時コア研のメンバーのひとりとして準備会議に参加したときから、的確
に要点をつき、実務をこなす石井さんの姿に住民側のひとりとして思わ
ず「手ごわさ」を感じたことを覚えている。
　他の地区の公民館と違い、何事にも「ベイタウン流」を求める住民の
要求に最初はとまどいを感じたことと思うが、開館一年でコアが運営の
基礎をつくることができたのは、公民館規則を守りながらも常に住民の
希望を実現させる道を考えてくれた石井さんの尽力によるところがが大
きいだろう。
　石井さんは今はまだ引き継ぎ等で打瀬公民館にも時々来館している。
思いがけず石井さんに会えた人は幸運。
　石井さんの転任に伴い、4月 1日からは新しい職員として池田省一さ
ん（写真右）が着任した。また新しく非常勤職員として鈴木敦子さん（写
真左）が 4月 1日より、更に 5月からは堀由紀子さんが同じく非常勤の
職員として勤務することになっている。
　人事以外にも公民館の体制
は大きく変化した。今年度か
ら千葉市全市の公民館はこれ
までは休館日としていた月曜
日や祝祭日も開館する。公民
館が休館となるのは原則とし
て年末年始の数日のみ。サー
クル活動やコンサートの開催
にフル稼働の打瀬公民館。今
年度から更にパワーアップ
する。 【松村】

開館一周年お話会を開催

5/22（木）
会場：打瀬公民館
時間：14：30～ 15：00/ひとりでお話の聞ける3～ 5歳
　　　15：30～ 16：00/年長・小学生
人数：各先着30名
受付：各回のお話の始まる10分前から、公民館コアラウンジ
　　　にて。

数字で見る図書館 (14 年度統計資料より）

 271日　開館日数
 173,611人　来館者数
 641人　1日平均来館者数
 286,525冊　貸出冊数
 1,057冊　1日平均貸出冊数
 13,010件　リクエスト件数
 48件　1日平均リクエスト件数

　開館して 1年の数字で
す。打瀬公民館の利用は千
葉市の分館の中でもトップ
クラスです。これは地域の
方々が、生涯学習の拠点の
一つとしての図書館を気軽
に利用してくださる証であ
ります。職員一同、さらに
接遇等に努力いたします。

5/25（土）10時～

12時（雨天6/1順延）

打瀬第一緑地（通称

エントの庭）植樹祭

★前号でご紹介した打瀬
中横の打瀬第一緑地にお
いて、いよいよ土づくり
とシンボルツリーの植樹
などの作業を行います。
この緑地の通称は「エン
トの庭」。『指輪物語』に
登場する森の番人エント
から名付けられました。
あなたもエントの仲間に
入りませんか。

図書館から TEL.272-4646MAKUHARI 

Bay Town 

CORE

石井さんが転任 !!　　　公民館は新体制へ

写真は向かって左から鈴木さん、吉岡館長、池
田さん
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■先日、グリーンサムの打瀬第一緑地リ
ニューアル作戦のための植え替え作業を
手伝った。背中にポカポカ陽を浴びなが
ら、ネムノキやツバキなどの苗木をカミ
ネッコンと呼ばれる段ボールのポットに
一本一本植え替えていく。実生から育て
たという5センチほどのイチョウの赤ちゃ
んは、一人前にかわいい三角形の葉をつ
けていた。土の感触と周りの草の匂い、ふ
と見上げると抜けるような青い空。ベイ
タウンにいながら、こんなのどかな時間
が持てるとは。5月 25 日の「エントの庭
（第一緑地の通称）オープニング」が今か
ら楽しみだ。

佐藤則子（#3-310/T&F211-0090）

■ベイタウン内の次から次へと建設され
るマンション。基本的に街の人口が増え
ることはいいことだが、それに反比例す
るようにいろいろなものが足りなくなっ
てきている。保育園、幼稚園、小中学校、
病院、商店などなど、ようは最初からな
かったり、元々少なかったりしたものが、
街の整備が追いついてない状態での人口
増加の拍車でひずみが広がっているわけ
で、不況による税収減が千葉県企業庁の
予算不足につながり悪循環は続いている。
新しい街ならばどこでも抱えていそうな
事柄だが、ベイタウン住民の力がどうい
う形でこの状態を乗り越えていくのか楽
しみでもある。

金一剛 （#3-220/T&F211-0388/

ikkim@cc.e-mansion.com)

■今回は編集後記まで書かせてもらいま
した。私は他の記者の方々に比べまだま
だ未熟ですが、記事を書くことを通して、
色々なことを学び成長したいと思ってい
ます。これからも素敵な記事が書けるよ
うに頑張ります！

富川真希 ( グランパティオス公園西の街 )

打瀬中学校　野球同好会設立のご報告とお礼
私共は、磯辺の少年野球チームに昨年まで所属しておりました打
瀬中学校一年生の保護者です。
子どもが中学へ進学するにあたり、打瀬中に野球部がないことを
残念に思い、昨年、各方面へ野球部設立の為の便宜を図って頂け
るようお願いにあがり、打瀬中野球部設立に向けての署名活動を
行いました。その際、打瀬の皆様から一万名を越す署名をいただ
き誠にありがとうございました。
おかげさまで、中学校校長先生・教育委員会のご高配も賜り、野
球同好会の発足となりました。
以上、お世話になりました皆様に御礼と共にご報告いたします。
打瀬中一年生保護者有志　安本・浦住・白石

ベイタウン　キッズプロジェクト '03
「Music around the World」
ミュージック・アラウンド・ザ・ワールド
　昨年、大好評だったキッズプロジェクト。今年は世界の音楽と
踊りに挑戦します。小学生のみなさん！楽しいコンサートにあな
たも参加しませんか。ベイタウンの音楽家、ピアノの先生が指導
します。
募集内容と問い合わせ先
ラテン楽器　安永珠弓：271-5260
琴（高学年）　三石朋子：296-3556
合唱　森本真由美：211-7676
説明会　5月 24日（土）午後 11:00 ～　コアホールにて。
※打瀬小学校の方は 5/24 はウタスポですので、それぞれの担当
に直接申し込んでください。

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

都市公団の賃貸住宅
海はすぐ目の前、ゆとりの 1K50 m2 ～ 4LDK+S115 m2。
ミラマール（第 2次･最終）入居者募集 5月 31日（予定）から
今回入居者を募集するミラマール 3番館は、海とベイタウンを見晴らす 14階建て 147 戸。募集期間
中は一部の住戸をモデルルームとして公開いたします。皆様是非ご来場下さい。
入居者募集概要（予告）
■所在地／千葉県千葉市美浜区打瀬三丁目
■交通／京葉線「海浜幕張」駅下車、徒歩 16分
■募集戸数（予定）／ 147 戸
■住宅型式／１K～ 4LDK+S
■住宅専用部分面積／ 50.78 m2（12 戸）～ 115.65 m2（1戸）
■建物構造／鉄筋コンクリート造 14階建（1部 10階建）
■主な設備／ LDに床暖房・浴室換気乾燥機・各居室にインターネット配線・オートドアロック等
■月額家賃／未定
■共益費／ 6,500 円（予定・全戸共通）
■敷金／月額家賃の 3ヵ月相当額
■礼金・更新料・保証人／不要
■駐車場／ 100%分設置予定
■募集期間（予定）／平成 15年 5月 31日～ 6月 15日
■申込方法／募集期間中現地案内所・郵送（公団所定用紙にて）・インターネットでお申込下さい。
■入居者の決定方法／抽選による（抽選後、入居資格確認有り）
■入居可能時期（予定）／平成 15年 8月中旬

ミラマール ホームページ http://www.udc.go.jp/miramar
都市基盤整備公団　首都圏募集販売本部　住宅募集第三課
東京都新宿区西新
宿 6-5-1 
新宿アイランドタ
ワー 16階
　03-3347-4250



　4/18 午後、街を歩いていて打瀬小学校の
裏手で 5年生の子どもたちが大勢で土を掘
り返しているのに出会った。聞けばタンボづ
くりをしているのだと言う。確かに掘ってい
る場所は、毎年 5年生がイネを育てている
場所だ。猫の額ほどの、ほんの小さなタンボ
だが、毎年立派に米を収穫して、給食で食べ
たりしている。
　さては今年もその授業が始まったのかと
思ったが、それにしては時季が早い。担任の
神崎先生に「もう水をいれるのですか」と聞い
てみると、「もう何年も使っているので、タ
ンボの下のビニールシートが破れてきて水
漏れがするんです。今年は一度シートをはが
して、もっときれいに作り直します」と教え
てくれた。そう言えば 3年ほど前に取材し
たときもシートが所々見えるほど土が浅く
なっていた。今年はこのタンボを開墾して以
来の大改修となる。
　作業をしていたのは、5年 1組の 32 人。
5年生 3クラスが交代で１時間ずつ作業し、
このクラスで 3時間目だという。シートの
上の土はほとんど出され、残っている土は少

ない。もう外せるだろうとシートを引いてみ
るが、意外に重くて動かない。無理をして引
っ張ろうとすると古くなったシートはビリ
ビリと音をたてて破けてくる。もう少しで終
わる。先は見えているのだが、なかなか終わ
らない、子ども
たちにはそれが
もどかしい。結
局この日は二枚
あるタンボのう
ちの一方のビニ
ールシートを外
すまでで作業終
了となった。
　イネを育てる
授業というと、
田植えや稲刈り
といった作業を
僕ら都会人は思
い浮かべるが、
田植え前の土木
作業は農家には
欠かせない。高

さが違い微妙に傾斜する二枚のタンボに水
をうまく張るにはアゼをどうしたらいいか。
そんなところから工夫も生まれる。例年の米
作りの授業に今年は新しい要素が加わった。
そんなことを考えさせられた。
　打瀬小学校5年生のタンボは学校裏手の7
番街に面した部分。散歩の途中に立ち寄れば
米作りの風景がベイタウンでも見られる。 

【松村】

　今回のWho's Who は隅山雄介さん。コア
を利用する人なら一度は見かけたことがあ
るだろう。
　隅山さんは 32歳、生まれは東京の杉並区
で今はグランパティオスに住んでいる。お仕
事は学校の先生だが、様々なジャンルの事が
できるし、その知識量も半端ではない。イン
ターネットには自分のホームページをいく
つも持ち、ピアノやインターネットについて
の知識を披露したり、自作の絵を載せたり、
「住民のコミュニティの場に」とグランパティ

オスの BBS も管理している。もともと徹底
的に色々なことを調べる主義だそうで、膨大
な知識の量はそこから来ているのだろう。
　中でもピアノについては素晴らしいと思
う。隅山さんとピアノの出会いは幼稚園の
頃習ったのがきっかけだ。『鈴木メソッド』
という、譜面から離れ音楽を耳で沢山聞き
感性を育てる方法だった。成長し、自分の
部屋で静かに弾ける電子ピアノが欲しいと
思い、「どうせ買うなら本物に近いものを…」
とピアノについて調べ始めた。自分のもの

だけにしてお
くのは勿体な
いと思い、得
た知識をイン
ターネットで
公開した。ま
たコアのピア
ノ選定の際に
もこの知識が
役立ち「ベイ
タウンに一番
ふさわしいピ
アノ」として
FAZIOLI が 決
まった。その
ようなことを
通し“ピアノ”
という一つの
物から、ネッ

トワークが広がり人との関わりが生まれた
そうだ。知り合った人たちは色々な面で隅
山さんを助けてくれる。
　「ベイタウンは自分の可能性を無限に試せ、
自分の持っているものを活かせ、そして助け
てくれる沢山の人がいる。ベイタウンに来て
自分がもっとやりたいことが見つかった。欲
が出た」と隅山さんは言う。コアの立ち上げ、
ホールのピアノ、昨年12月のキッズプロジェ
クト '02、……ベイタウンに来るまではパソ
コンなどの自分一人での作業が多かった。だ
から色々な人と関わり合いを持ち、みんな
で、自分たちの手で一つの物を作り上げてい
くことが新鮮で楽しくて仕方がなかった。特
にキッズプロジェクトでは、自分でも舞台を
作ることなどをやってみたいと思ったそう
だ。そして今年も既に始動しているプロジェ
クトに舞台監督として参加。更に自身のクリ
エイティブさを発揮する方法を模索中だ。
　そもそもベイタウンに住もうと思ったと
き、「この街なら自分が何かできるだろう」
と思い決めた。その時の決断は、とても正し
いものになったのではないだろうか。私が街
で隅山さんを見かけるときは、たいてい、人
に囲まれて真剣な話をしている。大変だとは
思うがそれだけ充実している生活を送れる
と思うし、そんな隅山さんは輝いて見える。
　最後にベイタウンでいいなと思うところ
を尋ねた。「お互いに活かし合うことがちゃん
とできていること」、だそうだ。誰かが活躍
していると、また別の誰かが助ける形で活躍
する、これはなかなか普通ではできない。そ
んな場所に来ることができとても幸せだ、と
隅山さんは笑顔で話してくれた。 【富川】
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打瀬小学校　伝統のタンボづくり

Whoʼs Who Vol.30  ....................................................................
グランパティオス公園西の街在住   隅山雄介さん




