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幕張ベイタウンニュース編集局

サークル、団体系
● コア研：コミュニティー・コア研究会
● まち研：街作り研究会
● ベイタウン・フォーラム：まち研が運営
するメーリングリスト

● ベイチュー：ベイタウン中年バンド
● 自治連または連合会：自治会連合会
● 自治快適（自治会的）組織：東の街の自
治会（のような）組織

● こむこむ：自治会連合会の愛称
● ベイネ：ベイタウンネット（写真参照）
● きにかけ隊：グリーンサムの街路樹観察
隊。文字通り、木のことを気にかける。

公園・建物系
● 赤玉青玉公園（写真参照）
● エコパ：エコパーク　海浜打瀬小学校横
の「打瀬ふれあい緑地」にある住民管理
の公園

● 風神山：エコパークにある小山
● トライアングルパーク：ミラリオ横の三
角形の公園

● インターナショナルスクール（写真参照）
● アスレチック公園：21番街横に最近で
きた公園

お店系
● ベイクリ：ベイタウンクリニック
● マンボウ：うたせメディカルクリニック。
待合室にあるマンボウの絵から付けられ
た

● ジャイネ：5番街のジャイネパール

その他
● ウタスポ（写真参照）
● ひまわりロード（写真参照）
● けもの道（写真参照）
● フレンド（写真参照）
● ルーム：こどもルーム
● コーヒーコーナー（写真参照）
● オアシス：17番街のシニアクラブ集会
室

クイズ
● かるがも館
● サンブルー
● ふらいぱん
● みどり号
（答は B-INFOページの最下段に）

「ベイネ」、「コア研」、「赤玉青玉公園」・・・。ベイタウンにはいろいろな慣用語がある。知らなくては
生活できないというものでもないし、知ってて得をすることもないが、調べているとベイタウンの歴史
が見えてくるような気がする。ユーモアを感じさせるセンスのいいもの、瀕死の状態ですでに死語にな
りつつあるもの、さまざまな言葉を集めておもしろ用語辞典を編集してみた。 【松村】

▲ベイネ：ベイタウン
ネットの最初期のホー
ムページ画面。URL は
baytown-net.com。

▲ひまわりロード：1万
本のロシア種ヒマワリが
咲いていた、現在 21 番
街前のメッセ大通り歩道
付近。このヒマワリは、
5月のベイタウンまつり
に子どもたちと「ヒマワ
リ会」の共同作業で蒔か
れ、7 ～ 9 月の間、ベイ
タウン住民と当時大繁殖
したクマネズミをよろこ
ばせた

▲フレンド：打瀬小学校の番街毎の学
年縦割り活動。写真はフレンド遠足

▼ウタスポ：打瀬小学校の「運動会」。
開校最初の年の運動会が、小中学校と
もに人数が少なかったため、小中住民
合同の文字通り「打瀬スポーツ大会」
として開催したことがはじまり。

▲ 赤玉青玉公園：
４番街横、打瀬２
丁目緑地の通称。
赤と青の大玉があ
ることから自然に
子どもたちがこう
呼ぶようになった。

▼ コーヒーコー
ナ ー： コ ア で の
イベント時に、ア
トリウムで有志
によって行われ
るコーヒーサービ
ス。コーヒー代は
志としていただく。
ベイタウン流の新
たなコミュニケー
ションツール。

▼インターナショナ
ルスクール跡地：ベ
イタウンの最初の構
想にあった学校。誘
致に失敗し、跡地を
打瀬第３小学校にす
ることが決まった。

▲ けもの道：現
在東の街がある
場所が草原だっ
た頃にできた自
然発生の道。現
在海浜公園にあ
る「けもの道」
はその名残。

おもしろ



シニアのためだけでなく街全体のことを考える
発想～ベイタウンシニアクラブ

　4月 20日に行われたシニアクラブの第 3回定期総会を機にシニア
クラブはホームページ (http://www.fiberbit.net/user/bay-oasis/) をオ
ー プ ン した。  以前からその活発な活動が気にな

っていたシニアクラブ、会長の砂原さ
んにインタビューしてみた。

　シニアクラブは 2000 年 5月
に約 80名の会員で設立され現
在の会員数は 160 名あまりで
ある。街全体を見ると今年 3
月末時点でのベイタウンの人口
は 13,023 名。ちょうど計画人
口の半分に達していて、平均年
齢は 30.8 歳と相変わらず若い街で
ある。

　砂原さんは、「街の主体である 30～
40 代の男性は 平日はほとんど街にいないし、週末も家族サ
ービスなどで忙しい。そんな街の現状の中、シニアは街の活動に積
極的に参加したいし、平日の昼間街の主たる構成員となる若いお母
さん方とも協力して災害時の対策などにも取り組みたい」と語る。
　さらに現在のシニアのための活動にとどまらず、今の 30～ 40代
がシニアになったときを見据えて準備するような活動にしたいとの
こと。街の構成員としてのシニアの役割を積極的に担っていこうと
いうのである。

　現在、シニアクラブでは会報「オアシス通信」をほぼ月間刊で 18
号（250部）発行しているほか、「オアシス談話会」を集会場などを
借りて現在までに 26回開催、バスツアーなどの企画、パソコン教室
の開催、各種サークルの主催など様々な活動を精力的に行っている。
ゆくゆくは一人暮ら
しや介護の必要なシ
ニアへのサポートも。
「もっともっといろん
な活動に顔を出して
欲しいですね」と、
課題である新しいシ
ニア会員の参加を呼
びかける。また、砂
原さんご自身は、以
前、打瀬中学校で行
われた戦争体験を新
しい世代に伝える活
動をもっと早くしな
ければと心配する。
　“シニアクラブ＝老
人会”というのはと
んでもない。若い世
代より活発で前向き
な行動力・継続力に
ただただ敬服するば
かりであった。

【金】

　みなさん、本当に最近ベイタウンの車両が
増えたと思っていません？このプロジェクト
はそんな車社会にどっぷり漬かったベイタウ
ンの交通問題を考え、実行案を策定し、実行
のスタートをきることを目的として作られま
した。冗談抜きに重いプロジェクトです。
　一見、きれいに区画整理された街が、実は
交通法規の無視とモラルの低下によって確実
にソフト面から崩れはじめています。“無秩
序は美しい”という感覚も否定はしませんが、
ルールを作りましょうというのが、このプロ
ジェクトの主旨です。
　ベイタウンは千葉県企業庁がオーナーであ
り、ゴミ空気輸送施設をはじめ、ハードウェ
アでは高規格なものをベースに作ってありま
す。そして、幸いなことにモラルについても
住民が決めることができる環境もあります。
だから、がちがちの法律に当てはめられてし
まう前に、住民によるルールをつくり、実行
に移していこうということです。
　自治会連合会のなかに交通委員会というこ
の街の交通問題について６年以上も取り組ん
でいる組織があり、この委員会活動の実行プ
ロジェクトがこのたび、自治会連合会会長に

よって召集されました。あくまでもこれはプ
ロジェクトです。具体的活動は、今までの交
通委員会の活動から見えてきたベイタウン交
通ルールを具現化することで、歩行者が安全
に歩ける街、自動車も安全に走行できる街を
提言し、スケジュールを引くことです。もち
ろん昨年末から今年春先まで開催された街づ
くり研究会主催の交通問題フォーラムの意見
も取り込みます。
　当プロジェクトのキックオフミーティング
を下記内容にて開催します。参加対象者はベ
イタウンの交通問題に興味があり、このプロ
ジェクトになんらかの形で参加してみたい方

です。自治会連合会に未加盟街区の方でも参
加できます。決して、愚痴、不満をまとめる
プロジェクトではなく、本当にベイタウンの
交通問題に真っ向から取り組み、成果物を出
すプロジェクトにしていきたいと考えていま
す。このプロジェクトが何を指向しているの
か聞きたい方は参加必須です。
　人口が２万人を越えたら、もうこのプロジ
ェクトは始動できません。これが最後のチャ
ンスかも。。。そのくらいの意気込みのプロジ
ェクトです。それはベイタウンの未来がかか
っているからです。

写真上オアシス談話室、写真下クリーンデー

交通問題検討プロジェクト始動

『ベイタウン交通問題検討プロジェクト　キックオフミーティング』

開催日時；７月１９日（土）１３：００～１５：００
場　　所；コア　講習室
参加対象；ベイタウン全住民
主　　催；幕張ベイタウン自治会連合会交通委員会

プロジェクトマネージャー　佐藤　総一 (Patios17)

　本誌 68 号、69 号、70 号そして 71 号でも掲載してきた、ベイタウン自治会連合会交通委員会、街づくり研究会を中心とする、街をあげ
ての「交通問題」への取り組みですが、いよいよ“実行プロジェクト”が始動します。以下に、このプロジェクトのプロジェクトマネージャー
に任命された、パティオス 17番街の佐藤総一さんからの呼びかけのメッセージを掲載します。街の交通問題をなんとかしたい、と真に思っ
ているベイタウンの皆さん、ぜひこの活動に参加して、解決に向けて一歩を踏み出そうではありませんか？ 【板東】



　千葉市教育委員会は6月の自治会連合会と企業庁との懇談会で「千
葉市立打瀬第三小学校（仮称）基本計画書」を発表した。第三小学
校については場所や開校時期とともに、地域住民と学校との交流が
容易な構造になるかなど、施設内容についても多くの関心を集めて
いたが、土地を管理する企業庁との折衝がまとまり、ようやく発表
にこぎつけた。ベイタウンニュースでは第三小学校について、開校
までの期間、定期的に取材をつづけて行くが、今号では発表された
基本計画書について紹介する。
　まず場所は打瀬二丁目 18番街横のインターナショナルスクール予
定地（地図参照）とされている。開校時期は平成18年 4月 1日を予
定。主な施設は普通教室20室（4クラス将来増設）＋ワークスペース、
他に工作室、図書室、コンピュータ室などの特別教室。他にアリーナ、
プールなどこれまでの２小学校と同じ施設が予定されている。
　今回発表された「基本計画書」は設計のガイドラインを示したも
ので、直接細かい仕様について説明していないが、「基本的な考え方」
の項目ではこれまでの小学校の仕様に加え、次のような項目を挙げ
ている：「エレベータの設置」、「次世代型学習空間や校内ＬＡＮの整
備など、ネットワーク化に対応」、「中水利用」、「木材を多く使用する
こと」、「地域の生涯学習やまちづくりの核としての施設の整備」。こ
れらは、バリアフリー、環境対策、IT の推進など時代の変化に応じ
たもので、これからの小学校に一般的に求められる要求事項と考え
られる。
　一方ベイタウンの「地域性」として、「住宅地のコミュニティ活動
に寄与する、開放性のある施設とする」、「ネットフェンス等のしきり
は原則として設けない」、「学校がコミュニティの場となるような施
設計画とする」と述べられ、ベイタウンにできる新しい小学校として、
「地域コミュニティの核施設」という機能を打瀬／海浜打瀬小学校に

つづき新小学校にも求めている。
　また、注目される設計者として、日本建築家学会賞を受賞した打瀬
小学校をデザインした「シーラカンス」が決定された。打瀬小学校の
設計につづき、ベイタウン住民に夢を感じさせる設計が期待される。
　教育委員会では第三小学校についての住民説明会を今秋にも開催し
たいとしている。

【松村】
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「サマーコンサート」（第3回ベイタウン音楽会）
開場 12:15　開演 12:30 ◆入場無料
会場：打瀬公民館音楽ホール
　60名以上のピアノ演奏、合唱、講師演奏と、コアのホ
ールいっぱいに音楽と笑顔の溢れる華やかなコンサートとな

ることでしょう！

「ワンコイン・コンサート＊楽しいハワイアンコンサート」
　13:30 開場　14:00 開演（予定）
会場：打瀬公民館音楽ホール◆入場料：500 円
主催：ワンコインコンサート2003実行委員会◆問合せ：TEL&FAX 043-211-0137（落合清）

後援：ベイタウンシニアクラブ・コアチェンバーシンガーズ・財団法人千葉市文化振興財団
出演：アロハちば／ラニー ハワイアンズ／プアリリレフア／打瀬ウクレレサークル／美浜フラ

わくわくお話会公演
「あらしのよるに」木村裕一作
( 日本図書館協会選定図書）
時間：午前中

「成長期の子ど
もの体づくり」
成長期の子どもとス

ポーツについての注意点
とストレッチの指導。
午後 2:00 ～ 3:30
会場：打瀬公民館音楽ホール
講師：和田佑一氏（千葉大学
整形外科医師、日本オリンピ
ック委員会強化委員）
受講料：無料
申し込み：直接会場においで
ください。　
問い合わせ：打瀬公民館  
（TEL:296-5100）

7/5
（土）

7/13
（日）

7/12
（土）

 CORE CALENDAR  JULY 7月のコア  ショパン，ベートーベン，ギロック，湯山昭，中
田喜直などのピアノ名曲や，コーラスによる”夏
祭り””Ave verum Corpus”，また先生たちのアン
サンブル演奏など。
ゲスト :コアチェンバーシンガーズ（混声コーラ
ス）フェアリーズ（ガールズコーラス）
主催：ベイタウン音楽愛好会(庄司/TEL276-4266）

7/26
（土）

「ファツィオリを弾く会」
今後の予定
７月27日 (日 )、8月 24日
(日 )、9月28日 (日 )。第４
日曜日午前9:30～11:30です。

7/27
（日）

オータムコンサート（第 4回ベ
イタウン音楽会）出場者募集！
　10 月 26 日 ( 日 ) 予定。楽器
演奏・声楽など、コアのホール
で演奏を希望される方、ご連絡
下さい。応募期限は、7 月末日
ですが、いっぱいになり次第、
締め切らせて頂きます。
連絡先：大垣 TEL.276-3878　
ymogaki@k7.dion.ne.jp
阿曽 FAX.211-0273

打瀬第三小学校概要きまる
設計は打瀬小学校の「シーラカンス」に
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■今回、シニアクラブの紹介記事を掲載した
が、ベイタウンのシニアと言われる人たちは
実に楽しそうで生き生きとしている。自分も
早く仕事から開放されて、あんな時間的にも
精神的にも豊かな生活を送れるようになりた
いと憧れるほどだ。彼らに共通して言えるの
が、街の子どもたちや若い世代と積極的に関
わり、自分たちの知識や経験を惜しみなく分
け与えている点である。人と関わるわずらわ
しさもあるだろうが忍耐強く付き合ってくれ
るシニアの方たちに感謝しつつお手本にしな
がら、自分がシニアになったときにできるこ
とを今から少しずつ探そうと思う。

 佐藤則子（#3-310/T&F211-0090） 
■タバコが値上がりするそうな。私は十数年
前にタバコをやめた人間なので、まったく応
えないが、タバコ吸いには頭の痛いことだろ
う。良く、「一気に千円ぐらいになれば自分も
やめるのに」といった声を聞くが、この際千
円になったつもりでやめてしまい、さわやか
な空気を（自分にも他人にも）取り戻しては
どうか。

板東司 (#1-210/T&F211-0289/
tbando@m2.pbc.ne.jp) 

■ベイタウンニュース創刊から丸 6年が過ぎ
た。独立採算の非営利任意団体として専従者
をおかないボランティア体制を貫いている。
そして街づくりに直接参加しながら提言する
活動を目指し、発足から最低 10年間は活動を
続けていくことを目標にした。その間街は大
きな変貌を遂げたが、まだまだ多くの課題を
抱えている。サラリーマンの身としては週末
を利用したボランティア活動に限界を感じな
がらも、「継続は力なり」を当分は座右の銘に
したいと思う。
金一剛（#3-220/T&F211-0388/ikkim@cc.e-

mansion.com)
■記事にも書いたが 6月の下旬、打瀬中学校
へ行った。中学の周りでは「オオヨシキリ」や
「セッカ」の鳴き声がにぎやかだ。教室から聞
いていると、季節遅れのヒバリの声も混じっ
てうるさい程であったが、久しぶりにベイタ
ウンの初夏の風物詩を満喫できた。街開き当
時ベイタウンには草地が多く、今では中学校
の周りにわずかに残された草地で騒ぐこれら
の野鳥が街中にあふれていた。夜になっても
その声はやまず、大声で鳴くオオヨシキリの
声に不眠症となるほどであった。しかし街が
開発され、空いている草地は過剰なほどの草
刈りがなされ、もはやこれらの野鳥はベイタ
ウンでは希少種となってしまった。夜になっ
て聞こえるのは救急車の音と、公園で騒ぐ若
者の歓声くらいになり、ベイタウンの音も急
速に都市化していることを感じる。オオヨシ
キリとセッカの大合唱は今月がピーク、夏が
過ぎるとこれらの渡り鳥は一斉に居なくなる。

松村守康（#10-612/T&F211-6853/
mmatz@m2.pbc.ne.jp)

全国に画期的な住宅地として知られ、見学
や撮影が頻繁にあるベイタウンゆえに、秒
単位で生活している人が多いのもなんとな
く理解はできますが。初老の私が両方の道の
歩測を行ったところ、湾曲歩道の場合　（駅
へ）2分 25 秒、（ベイタウンへ）2分 37 秒
／けもの道の場合　（駅へ）2分 15 秒、（ベ
イタウンへ）2分 22 秒／≪けもの道≫の方
が、約 10～ 15秒速いです。

1回 15 秒×往復 2回× 200 日／年× 30年
（定年まで）＝ 180000 秒で、計算上は約
50 時間の短縮が計れます。（ベイタウン住
人平均年齢で算出）ただし、海浜幕張駅で
電車の待ち時間が 15秒長くなるだけであれ
ば短縮とは言えず、定年後に（夫婦か孫と）
公園の景色を眺める時間の長さを考えると、
本当に短縮した価値があるのでしょうか。

時は金なりと言いますが、街としての環境
（景色）を創ること、維持すること、次世代
に継承することこそが、街の住人に与えら
れた使命で、真の財産だと思いませんか。

『けもの道、なくす時間は 15秒』

パティオス 2番街住人より

2003幕張新都心トライアスロン大
会ボランティア募集
今年も 10 月 13 日 ( 月･祝 ) にワールド
カップ部門を併催して、トライアスロ
ン大会が開催され、プロムナードがラ
ンコースの一部となります。この大会
には、ベイタウン自治会連合会が協力
団体となり、ランコースの整理誘導を
中心としたボランティア活動を行って
おります。つきましては、1 大会運営　
２通訳　３ホームステイ　の各種ボラ
ンティアを募集致します。本件の詳細
問い合わせ及び応募登録は、スポーツ委
員会・トライアスロンサポートチーム
　内田　Tel/Fax：211-0933　　又は　
吉識 ( ヨシキ )　Tel/Fax：211-1529　
e-mail：yoshikiw@mb.infoweb.ne.jp ま
でお願いします。

投書より
道路の歴史は、≪けもの道≫から始まる
のが過去のセオリーだとすると、海浜幕
張公園内に国道ができるのがそう遠くな
いと思われるほど、立派な≪けもの道≫
が確立されています。

しかし、今までの歴史と違うのは、幕張
海浜公園内にはブロックで舗装されたか
なり広い歩道がすでに整備されているこ
とでした。ただ、その道がわずかに湾曲
していることで、寸暇を惜しむ住人と、
曲がったことの嫌いな住人が、より直線
的な≪道路？≫を構築しているのです。

第一面クイズの答
かるがも館：今のコアがある場所にあった、都市整備公団の展示場。集会室もあり住民が利用できた。庭では本物の
カルガモが巣をつくったことも。
サンブルー：9番街にあったスーパー
ふらいぱん：18 番街にあったおべんとう＆食材屋さん
みどり号：図書館ができる前、打瀬に巡回してきていた移動図書館。千葉市No.1 の貸し出し数を誇った。

「都市公団の賃貸住宅で自分に
ぴったりのお部屋を検索」
パティオス 7番街、15 番街、20 番街、ミ
ラリオなど幕張ベイタウン内はもちろん、
首都圏の公団賃貸住宅を紹介するサイト

http://sumai.udc.go.jp/

新築物件から先着順受付物件まで多数の物
件を掲載。

お好みの住宅の検索はもちろん、ネットか
らのお申込も可能です。

賃貸住宅をお探しの方は是非一度ご覧下さ
い。

★ミラマール 1番館の賃貸施設（店舗）賃
借人も募集中

詳 細 は http://www.udc.go.jp/chiba/main/
index.html へ

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



　去る 6/25 午後。打瀬中学校英語１教室は
熱気でむせかえっていた。この日、中学では
恒例のAT講座が予定され、英語１教室はそ
の講師控え室になっていた。講師として控え
室に集まったのは40人を優に越えていた。
　中学校AT講座は地域に住む方が講師とし
て生徒に趣味や特技を教える講座だ。集まっ
た人たちはそれぞれ街では互いによく知っ
た人たちと言っていい。だが、趣味や特技と
なると意外に知らなかったようで、「あ、○
○さん、バドミントンもやるの？」などとい
う会話があちこちで交わされていた。思いが
けずできたベイタウンの社交場のようでも
あった。
　今年、AT講座で行われたのは「生け花」、「写
真」、「囲碁」、「ケータイ電話の遊び方」、「水

泳」、「ガーデンワークショップ」、「竹トンボ
工作」、「ベイタウンの山と池」、「お手玉づく
り」、「琴」、「男女混声名簿の謎」、「バドミン
トン」、「トールペイント」、「ゴルフ」、「茶道」、
「気功」、「絵画」、「森作り」と 18 講座。生
徒たちはこの 18講座の中から希望の講座を
選び、参加する。それぞれの講座に 20人前
後が参加することになる。
　講座の講師をつとめる方々の大半は、シニ
ア世代のリタイアされた方や主婦の方の趣
味や特技が中心だが、なかには孫のような中
学生と会えると、一つの講座に講師が 10人
以上という講座もあった。また、平日の午後
にもかかわらず、この講座のために毎年会社
を休んで参加するという熱心な働き盛り世
代の講師も見られた。

　トールとの出会いはテーブルなどに絵を
描いている作品展を見に行ったのがきっか
けだ。結婚してからトールの免許を取り、大
好きなことに熱中出来る楽しい日々が続い
ていた。
　子供が生まれると子育てが忙しくなり、な
かなか好きなことも出来ずもやもやとして
いたある日、住んでいた松戸の市役所の人の
目に留まった。このとき北村さんは息子さん
の洋服など持ち物に、トールで絵をつけてあ
げていて、これが市役所の人に興味を持たせ
たのだ。「大好きなトールを集中してやりた
いけど子供の世話が大変でできなくて…」な
ど話をしていると、「保育つきのトールペイ
ントを教えてみないか」ということになった
そうだ。
　始めてみると、大好評で順調に続けること
ができ、生徒数もとっても多くなった。しか
し子育てママは忙しい。そんなママ達が気軽
にいつでも参加できるようなオープンな講
座にしたかった。参加する人数はその日によ
って全く違う。十数人の時もあれば、三十人
超えるときも。ベイタウンでもそうなるよう
に北村さんはやっている。

　ベイタウンのことは何も知らずに越して
きた。なじみ深い松戸を離れ、孤立した新し
い場所へ引っ越すのは嫌だなと思っていた。
しかし来てみてびっくり。ベイタウンが考え
ていたような所と違い、みんながオープンで
いつでも仲良くしてくれる人たちの集まり
だった。この街でも、一緒に楽しくトールの
出来る友達が欲しいと思いコア
で講座を開くことにした。子供
の多いベイタウンだからもちろ
ん保育付きでだ。部屋を半分に
分け、片方はお母さん達がトー
ルをやり、片方で子供が遊んで
いる。お母さん達にも、子供に
も、子供を見ていてくれる人た
ちにも好評だ。「みんながハッ
ピーになってくれればいいな」
と北村さんは言う。
　今度中学校の AT講座と小学
校でトールペイントを教えに行
く、と北村さんは嬉しそうに教
えてくれた。初めてのことだか
ら、若い子供達とのふれあいが
とても楽しみなようだ。小学校

で作る予定のクッキーのマグネットを見せ
て頂いたが、可愛くておいしそうで、小学生
の女の子が喜びそうな感じだった。また北村
さんはベイタウン内のお店でも教えていて、
そこには街の人だけではなくて様々な所か
ら人が来る。コアでは街の人と、お店では街
以外の人と話が出来る。そして小学生中学生
とも交流が出来る。ベイタウンは色々な年代
色々な街の人たちとの交流が出来るおもし
ろい街だ。「来て良かったな」と言っていた。
　トールペイントのおかげで、毎日たくさ
んの出来事と出会っている北村さんは本当
に楽しそうだ。これからも北村さんのパワー
で、ハッピーな人がどんどんベイタウンに増
えると思う。

　21番街にお住まいの北村さん。コアで保育付きでトールペイントを教えている。企画が
おもしろく、マイペースで楽しくできる北村さんのサークルは開講以来「子育てママ」に好
評で今は何十人にも人数が増えた。作品の一つ一つがとてもきれいで私もやってみたくなっ
たほどだ。今回はその北村さんにお話を聞いた。お話しをしてみると明るく、笑顔が素敵な
かたで取材はとても楽しくできた。 【富川】

　AT講座は今年で 5年目になる。始まった
頃は講座の数も 10講座程度。生徒数も少な
く、一つの講座に生徒数人という規模だった。
講師と生徒との距離が近い、いわば個人対個
人で地域の大人と子どもが向き合い、育って
きた講座だ。打瀬小学校でも同様の講座とし
て「地域ふれあいクラブ」が 4年生以上の
児童に行われている。中には小学校のクラブ
で教わった講師の先生に、中学校で思いがけ
ず出会うということも珍しくない。大きく成
長し、自分の講座を選んでくれた生徒に会う
のは、地域の先生にとってはたまらない喜び
だろう。外部から専門の講師を呼び、多人数
で行われる講座にはない意味がこの講座に
はある。
　知識や技術を教えるだけなら、他にも方
法がある。AT講座は年間１回２時間程度だ。
生徒と十分な意思疎通もできず、何も伝えら
れずに終わる講座が大半かも知れない。当然
目に見え数値化できる成果は少ない。学習内
容が３割削減され、多くの学校が成果の上が
る受験指導に力を入れる中、直接的な成果の
見えないAT講座やふれあいクラブに否定的
な父兄も居るだろう。「ゆとり」や「生きる
力」、更には地域との連携という面では成果
の出てきたAT講座だが、数字となって成果
の出ない講座を続けるには父兄、学校、地域
にも度量が求められる。その意味でもAT講
座はベイタウンの中学校、打瀬中らしい講座
だ。

【松村】

シリーズVol.14

打瀬中学校ＡＴ講座

Whoʼs Who Vol.31  ....................................................................
パティオス 21番街在住   北村直子さん




