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　今年の音楽シーズン最大の注目を
集めた「ウィーン五重奏団演奏会」
（11/22）。正真正銘ウィーンフィル・
メンバーによる演奏を聴けるとあっ
て、200席すべてが満席という人気
だった。
　演奏曲目は「フンメル・ピアノ四
重奏曲」、「シューベルト・ピアノ五
重奏曲　ます」。アンコールはウィ
ンナ・ワルツから「ウィーン気質」。
　小さなベイタウン・コア音楽ホー
ルでは、最前列は演奏者の息づか
いが感じられるほど間近の距離。一
般の音楽ホールでは味わえない体験
（写真はリハーサル時）。

12/7に開かれる「キッズプロジェクト '03」は
今年で2回目。ベイタウン最大の音楽イベント
に成長した（写真右上。11/23に行われたリハー
サルを撮影）。
11/24に開かれた「ファツィオリを弾く会」。ピ
アノを習いはじめた子どもたちもコンサート・
グランドピアノのタッチを楽しんだ（写真右下）。

　年間を通してさまざまなイベントが開か
れるコア・ホール。特に 10 月から年末にか
けては音楽イベントが目白押しとなる。今年
はこの期間中「ベイタウン音楽会」（10/26）
を皮切りに、「ベイタウン・オーケストラ定
期演奏会」（11/9）、「ウィーン五重奏団演
奏会」（11/22）、「ファツィオリを弾く会」

（11/24）、「合唱とオーケストラの演奏会」
（11/30）、「キッズプロジェクト '03」（12/7）、
「ウィンターコンサート」（12/21）と 7つの
音楽会が開かれる。それぞれの演奏会に関連
はなく、偶然この時期に集中したものだが、
この期間の音楽会をひとつの音楽シーズンに
まとめてみた。
　開館 2 年でここまで盛んになったコアの
コンサート。これらの音楽会が恒例となり、
ひとつの音楽イベントとしてまとまり、いつ
の日か「ザルツブルグ」や「バイロイト」の
ように、街を特徴づける音楽シーズンに育て
ばすばらしい。  【松村】

「ウィーン五重奏団演
奏会」の入場待ち風
景。列はコアの外ま
で続いた。

シーズン最初のイベントとなったのは10/26の
「オータム・コンサート」（第4回ベイタウン音楽会、
ベイタウン音楽愛好会主催）。日頃ピアノを習う子
どもや大人が発表会形式で開く音楽会（写真左上）。
11/9に開かれた「ベイタウン・オーケストラ定期
演奏会」。ベイタウン在住のアマチュア演奏家で構
成される街のオーケストラ（写真左下）。

開幕
ベイタウンの
音楽シーズン



　　11 月 15 日（土）10 時より、海浜打瀬
小学校体育館において、千葉市教育委員会主
催による「仮称／打瀬第三小学校（以下、第
三小）の建設に伴う地区住民説明会」が開か
れました。当日は、自治会連合会役員など関
係者を含め住民が参加しましたが、４年前の

「仮称打瀬第二小学校（現・海浜打瀬小学校）
地区住民説明会」に比べ住民参加はかなり少
ない感じがしました。
　千葉市教育委員会からは、財務課、施設課、
学事課、教職員課、指導課、保健体育課など
関係各課に加え、千葉市都市整備公社、そし
て、子どもルームが同敷地内に併設されるた
め、所管課の子ども家庭福祉課も出席しまし
たが、今回も４年前と同様企業庁からの出席
はありませんでした。
　当日は教育委員会から次のような説明が
行われました。2003 年 9 月末時点で、ベ
イタウンは人口 14065 人、5078 世帯が住
む街になり、今後 4 年間で、さらに約 3400
戸の住宅開発（企業庁資料）が予定され、最
終的なベイタウンの計画人口は 26000 人、
戸数にして 8900戸になる。現在も、児童数
の増加傾向は著しく、大規模校化解消のため
に第三小学校を 2006 年 4 月 1 日開校を目
指して設置する必要があるなど建設の理由
と、建設場所（千葉市美浜区打瀬2丁目地内）
や敷地面積（約17,500 平米）、通学区域（美
浜区打瀬 1 丁目、2 丁目、3 丁目の各一部）。
校舎は鉄筋コンクリート造 2 階建。普通教
室 20。特別教室 11、管理諸室 10、25 ×
13m の屋上プール。150m トラックが確保
できるグランドなどの設置計画案が説明さ
れましたが、通学区域案以外は、7 月のプレ
説明会、10 月の住民代表者説明会で既に明
らかにされていた内容であり、いささか新鮮
味に欠ける内容でした。

推計児童数について
　今回の説明会では、教育委員会算出の推計
児童数に高い関心が集まりました。教育委員
会が 4 年前の海浜打瀬小学校説明会に発表
した平成 15 年度当初の打瀬地区の推計児童
数と、今回の説明会で示した数値を比較する
と、4 年前の発表では 1363 名でしたが、今
回の発表では 1472名と増加しています。さ

らに 16年度当初に就学していると予想され
る児童数を見ると、4 年前に発表された数
値では 1490 名でしたが、今回の発表では
1830 名と改められ、４年間で推計値が大き
く増加しています。
　また、子どもルームの利用児童数も、教
育委員会が算出する推計児童数（1～3年生）
を基本にします。そこで、教育委員会が 14
年度に発表した児童数（1 ～ 3 年）と、15
年度（1 ～３年）」に発表したものを比較す
ると、打瀬小と海浜打瀬小学校を合わせて
14 年度では 734 名であったものが、1 年後
の平成 15 年の５月１日現在では 886 名と
推計しています。同じように平成 17 年度に
就学していると予想される児童数は、14 年
度に発表した推計児童数が 1069 名だった
のが、15 年度の発表では 1292 名となって
いました。以上のように学校計画の基本と
なる重要な児童推計値が、毎年計算するた
びに増加するために、様々な歪みが生じて
います。
　この推計値の精度について、住民から多
くの質問が出されましたが、教育委員会側
の説明は「使用するパソコンソフトの仕様
で精密な予測ができない」などの説明があ
り、「手計算でも手間をかければできる計算」
との指摘がされるなど、貴重な説明会の時
間の大半を初歩的な前提条件の議論に費や
すことになってしまい、住民の期待したシ
ーラカンス社による新小学校のハードの部
分に対する質疑時間をあまりとることがで
きませんでした。
　推計児童数のが予測よりも大幅に増加し
ては、学校開校時に教室が足りないなどの
事態が起きる不安も
あります。海浜打瀬
小学校においても、
開校 2 年にして低学
年クラスに中学年が
移動したり、特別教
室を転用するなど、
児童数の見込みの甘
さによる弊害が保護
者から紹介されまし
た。推計児童数は、
開発戸数・開発時期

なども大きく影響し、算出作業は容易ではな
いと推察されますが、教育委員会には、ディ
ベロッパーなど事業体や県企業庁との連携
はもとより、打瀬地区人口構造も注視の上、
より実態を反映した推計値を期待したいも
のです。
　また今後説明会が企画される際には、教育
委員会が“出したい情報”を提供するのみな
らず、住民が求める情報をリサーチし、魅力
的なプレゼンテーションを行ってほしいと
願うのは説明会に参加した多くの住民が期
待するところでしょう。

学区について
　第三小学校が建設されれば、交通量の多い
メッセ大通りを渡る必要がなくなるだろう
と期待していた東の街や西の街の児童も、教
育委員会の通学区域案では、今まで通りメッ
セ大通りを渡る海浜打瀬小学校が通学区域
です。メッセ大通りへの危機感や歩道橋を含
めた安全対策、或いは学区制については、４
年前の現・海浜打瀬小学校の地区住民説明会
でも問題提起されたにもかかわらず、２時間
余に及ぶ説明会の中で、新たな提案はありま
せんでした（下図参照）。
　学区の設定について、住民からは品川区で
実施されている自由学区制（学区選択制）を
採用してはどうかという提案がなされまし
た。この件について、教育委員会は「千葉市
全体では非常に難しいが、打瀬のような限ら
れた学区内では可能性はある」と発言しまし
た。その後のやりとりで多少のトーンダウン
がありましたが、学区制で悩む住民にとって
は大きな収穫でした。自由学区制導入の成否
はともかく、詳細な検討結果を住民に対し説
明する義務が教育委員会には生じたものと
考えます。 【高田】
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第５回ベイタウン音楽会

ウィンターコンサート
■ 14：30 ～■コアホール

子どもから大人までのピアノやヴァイ
オリンの演奏、合唱。お話と音楽でつ

づる「くるみ割り人形」はピアノ、声楽、ヴァ
イオリン、フルート、ミュージックベルなどの
演奏で、楽しくクリスマスのお話を演じます。
お問い合わせは大垣（276-3878）まで。

12/21
（日）

ベイタウンキッズプロジェクト '03 
Music around the World!　

■ 13：30 開場、14：00 開演■入場無料

■コアホール

昨年、ベイタウンの話題を独占したキッズプロジェクト。今
年は「世界を冒険しよう」をテーマに、世界各地の音楽や
踊りを中心にしたオリジナルのストーリーが展開されます。
大勢の子どもたちが歌と演奏にチャレンジします。

12/7
（日）

 CORE CALENDAR  December 12月のコア

ニーハオ！幕張＠中国伝統芸能祭
■ 16：00 開演（15：30 開場）■コアホール■ 500 円（小学生以上）

　京劇の歴史と楽しみ方、京劇化粧の実演、まくはり京劇クラブによ
る京劇発表。このほか、プロの演奏家による中国琵琶と二胡の演奏が
お楽しみいただけます。華麗なる中国楽器と京劇の世界をお楽しみく
ださい。 　　　　　　　　連絡先：渡辺まで　kj.wtnb@aa.bb-east.ne.jp

12/13
（土）

「女性学講座」～自分探しへのいざない（全

3回）

■ 10：00 ～ 12：00

■講師：国立女性教育会館専門職員　小林千枝子

1.　2/4（水）家族の役割を見直そう。
～妻とは？母とは？家族とは？
2.　2/18（水）あなたは気付いていますか。
～社会の中のジェンダー
3.　3/3（水）これからの自分探しをはじめよう。
～学習のまとめ
■対象：女性（25人・定員を超えた場合は抽選）
■託児：申込みはがきに幼児の名前・年齢を明記。
■会場：打瀬公民館講習室

「2歳児の子育て講座」～子育てをみんな

で考えよう（全 6回）

■ 10：00 ～ 12：00

■講義・話し合い・リズム体操（2歳児）など

1.　1/22（木）子育てを問い直す
～どうしても感じてしまう育児ストレス
2.　1/29（木）妻って？母って？家族って？
～こんなはずじゃなかった育児
3.　2/5（木）幼児とうまく付き合おう　1
～だれにも通用する育児法などありません
4.　2/12（木）幼児とうまく付き合おう　2
～だれにも通用する育児法などありません
5.　2/19(木 )子育てに関する不安や悩みとむきあおう1
～育児ひとりでなやまないで
6.　3/4( 木 ) 子育てに関する不安や悩みとむきあおう2
～育児ひとりでなやまないで
■対象：2歳児と保護者（20 組・定員を超えた場
合は抽選）
■託児：2歳児へリズム体操指導を実施
■会場：打瀬公民館工芸室・講習室
□受講手続き：往復はがきに希望講座名（1つ）と

氏名（お子さんも）・住所・年齢・電話番号を記入し、

各受付最終日（必着）までに下記送付先にお申込み

ください。

〒 261-0013　千葉市美浜区打瀬 2-13　

千葉市打瀬公民館　TEL.043-296-5100

受付期間：平成16年1/6（火）～1/20（火）

受付期間：平成16年1/6（火）～1/16（金）
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■ 12 月の休館日
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■ 1 月の休館日

11/23（土）、「幕張海浜公園まつり」に行っ

てきました。

　「県立幕張海浜公園」というと、殺風景で風が強い
印象しかありませんでしたが、県民参加による公園づ
くりのワークショップが行われ、ベイタウンからも大
勢の住民が参加しているとのこと。今回行われた試み
は、公園の空間を参加者の手でどこまで使いこなせる
かに挑戦したもので、当日は肌寒い曇りがちの天候に
もかかわらず若者、家族連れ、年配の方たち＆犬たち…で公園
はいつになく活気にあふれていました。
　インラインスケートのスラローム、ホッケーの熱戦のかたわ
らで、犬と飼い主とのほのぼのとしたゲームが繰り広げられ、
浜辺の松林の中では生育状況を調べる活動も行われていました。
利用者のニーズをさぐり、活用していこうという取り組みは始
まったばかりですが、身近にある約 54 ヘクタールの広大なス
ペースとその先の海を再認識したひとときでした。　　　【佐藤】

寺子屋手芸教室

「マイベルトを作ろう」

今回は組み紐にチャレンジ
■ 10：00 ～コア・工芸室■参加費：200 円

第 12回ファツイオリを弾く会
12/28（日）9：30 ～ 11：30
　
第 13回ファツィオリを弾く会
1/25（日）18：00～ 20：30
　 演 奏 を ご 希 望 の 方 は 音
楽 愛 好 会・ 阿 曽（T&F　
211-0273）までご連絡下さい。

打瀬図書館休館のお知らせ（12・1月） 休館日は左のカレン
ダーをご参照ください。
注1）12/18(木 )は館内図
書整理日。※他の木曜日
は13：00～17：00開館
注2）1/15日 (木 )は館内
図書整理日。※他の木曜日
は13：00～17：00開館
注 3）1/27 ～ 2/5 は蔵書
点検。詳しくは次号をご
参照ください。

は休館日
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編集後記
■記事にもあるように、エコメッセを取材し
た。内部事情を分からず、ただ通りすがりの
者として見た場合と、いろんな思いを持って
これを支えている人たちの側に立って見た場
合とで、全く違う印象となることを改めて実
感した。同時に、不特定多数の人に、メッセー
ジを正しく伝えることの難しさを再認識した。

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

■今回はじめて、幕張海浜公園の松林の中に
入りました。昼間でも薄暗くうっそうとした
感じ。松の他にウバメガシが植えられており、
密生し過ぎて日当たりが悪いため上のほうに
しか枝が生えていません。これでは、本来の
目的である「防風」の役割を果たしていない
そうです。今回のワークショップで、密生状
態を調査して間伐が必要な木の本数を割り出
したところ、ほぼ半数の伐採が必要であると
いう結果がでました。詳しくはまた誌面でご
紹介したいと思いますが、落ち葉の間には小
さな苗木が確実に育っており、新旧交代は植
物の世界も人間の世界も同じだと、妙に納得
してしまいました。

佐藤則子（#3-310/T&F211-0090） 

■ 22 日のウィーン五重奏団演奏会のあと、
ヴィオラのヴァイス氏にお話をうかがうこと
ができた。ヴァイス氏はお父上もウィーンフィ
ルでヴィオラを弾いており、親子二代でウィー
ンフィルのヴィオラ奏者ということになる

（もっともあちらでは珍しくないことらしい
が）。氏は大の日本びいき。19 歳で楽団の一
員として来日して以来日本が好きになり、そ
の後来日のたびに時間をみつけては日本の各
地を訪れているそうだ。日本の古い文化、と
りわけ俳句に強く惹かれ、ご自分で撮影され
た写真と友人の俳句で写真集（俳句集？）も
出版している。幕張ベイタウンのホールと聴
衆の印象はとても良かったようだ。他のメン
バーと異口同音にまた来たいと言ってくれた。

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

都市基盤整備公団入居者募集のお知らせ
　都市基盤整備公団では、幕張ベイタウンの賃貸住宅で先着順受付を行っております。
パティオス　７番街 JR「海浜幕張」駅徒歩 10分又はバス 7分徒歩 3分
パティオス１５番街 JR「海浜幕張」駅徒歩 13分又はバス 5分徒歩 1分
パティオス２０番街 JR「海浜幕張」駅徒歩 15分又はバス 5分徒歩 3分
ミラリオ JR「海浜幕張」駅徒歩 16分又はバス 6分徒歩 1分
ミラマール（第 1次） JR「海浜幕張」駅徒歩 16分又はバス 5分徒歩 4分
＊先着順で受付を行っているので、ご希望の間取りが契約済みの場合があります。
（公団賃貸住宅のメリット）
１．敷金以外の礼金・更新料が不要です。
２．単身の方から大型ファミリー向けまでタイプが揃っています。
３．住まいも安心規格。
４．保証人も不要です。
５．社宅利用も可能です。
　　（一部団地を除く）
詳しくは下記までお問い合わせください。
お問合せ先
幕張ベイタウン　インフォメーション
センター
　千葉市美浜区打瀬　1-11
　TEL：043-272-0017
　（土･日･祝　午前 10時～午後 5時）
　オープンルーム公開日時
　（土･日･祝　午前 10時～午後 4時）
津田沼案内所
　千葉県船橋市前原西二丁目 14番 5号
　榊原第二ビル 4階 TEL：047-478-3711
　（定休日 :水曜日･祝日）
　営業時間：午前 9時 30分～午後 6時
　　　　　　土曜日･日曜日も営業しています。
インターネットでもお申込ができます。
http://sumai.udc.go.jp/

ベイタウンニュース恒例の「年男年女撮影
会を行います。
日時：2003年 12月 20日（土曜日）
　　　午前10:00集合
集合場所：ベイタウン・コア　アトリウム
　コアを背景にしての定点撮影も昨年で終
了。今年は新たな撮影場所を検討中です。
アッと驚くような場所をと、編集部員一同
頭をひねっています。
ベイタウンニュース新年号の巻頭を飾る
12 年に一度のチャンス。是非ふるってご
参加ください。

ベイタウンニュース恒例
年男年女撮影会

　大規模防災訓練
去る 11/15（土）午後 2:00 から打瀬 1
丁目公園を中心にベイタウン最初の大規
模防災訓練が行われた（写真右 3 点）。
ヘリによるマンション屋上からの救助、
はしご車による放水など、番街ごとの防
災訓練では見られない演習が、打瀬消防
署との協力で実現した。



　いつもニュースの配布を手伝ってくれる
18番街の小川さんから誘われて、11月 9日
(日 )に海浜幕張駅北側広場で開催された『エ
コメッセちば2003』をぶらりと取材してみ
た。
　前々から年に１度は開催されているのは知
っていたが、「しょせん自治体の予算消化イ
ベントでしょ（失礼！）」ぐらいにしか思っ
ておらず、１回もまともに参加したことがな
かったが、主催者の方々の話を聞くと、どう
もそうではないらしい。
　1995年に開催された『環境シンポジウム
千葉会議』をきっかけに、「持続可能な社会
をつくるために必要な、環境のために行動
する多くの人の出会いと交流の場を創出する

（ベイタウンニュース第6号参照）」という主
旨に賛同したメンバーがエコメッセ千葉実行
委員会を結成した（小川さんも立ち上げメン
バーの一人）。そして 1996 年に第１回エコ
メッセちばが開催され、以来毎年そのあり方

を模索しながら今年
で第8回を迎えた。
　運営に当たっての
キーワードは『パー
トナーシップ』。すな
わち、市民・企業・
行政が、それぞれの
行動規範・価値観の
違いを乗り越えて、
持続可能な社会に変革するために協働するこ
と。また、もうひとつのキーワードは『持ち
寄り型イベント』。すなわち、環境に関わる
イベントを、関心を持つ団体が持ち寄ってひ
とつのイベントとすること。開催当初は、ソ
ーラーカーラリーも併催されていたので、記
憶にある人もいるだろう。
　第2回目以降は、千葉県環境財団が事務局
となり、県や市、企業からの補助金・協賛金
も集まり、順風満帆に見えたが、今年は“環
境の”堂本知事のおまつり（イベント）廃止
の方針に意に反してひっかかり、千葉環境財
団が事務局から外れ、資金も企業協賛金や市

民カンパなどだ
けとなり、５分
の１程度になっ
てしまった。そ
れでも彼ら主催
者はくじけなかった。今年も54に及ぶ出展
団体をまとめ、50近くの協力・後援団体を
集め、この日にこぎ付けた。
　ベイタウンからは、『エコパークを作る会』
と『グリーンサム』が出展した。また、『ベ
イタウン中年バンド』も特設ステージに上が
り、ベイタウンシニアクラブや、ベイタウン
ボランティアサークルの人たちがボランティ

アとして参加し、裏方に
廻っていた。参加する人
たちの、環境やこのイベ
ントに対する思いはさま
ざまだろうが、確かに多
くの「出会い」と「交流」
をあちらこちらで見るこ
とができた１日だった。 

【板東】

　今年三月から入居が始まったマリンフォート。この9月には海側の
建物もオープンし、いよいよ新しい街区のコミュニティーづくりが始
まりました。マリンフォートはベイタウンではもっとも海に近い街区。
新しいコミュニティーはどんな文化をベイタウンにもたらしてくれる
のでしょう。そのマリンフォートで10月 31日にハロウィーンのイ
ベントが企画されていると聞き、早速取材してきました。
　ハロウィーンを企画したのはマリンフォートの吉原さん、藤田さ
んたちママさん有志。「変装した子供達が歩いていたら、悪霊を追い
払っているところですからそっとやり過ごしてください」。こんなお
知らせを掲示板に貼りだして、マリンフォートで“Trick or treat”（お
菓子をくれなきゃいたずらするよ）の仮装行列がスタートしました。
　ハロウイーン当日、「思いっきり仮装してね」のよびかけにも最初
はちょっととまどい気味の小学生もいました。まず幼稚園児がママ
達にのせられるがままに着替えを開始。ちょっと嫌がっていた子供
達も夕方からちらほらと「お着替え」するお友達の様子を覗いては
だんだんその気になり、暗くなる頃には魔女、魔法使い、ゴースト、
黒猫、天使などすっかりハロウィーンの役者がそろいました。女の
子達はフェイスペイントでかぼちゃやこうもりや星をほっぺたに描
いてあげると大喜び。遂にはお母様たちもフェイスペイントの列に
加わり、いつの間にかノリにのった大人たちも仮装してしまいまし
た･･･。幼稚園児、小学生の仮装した子供達 30 人と、ついつい仮装
してしまった大人 10人ほどがスタート地点に大集合。お菓子を用意
して子供達を迎える方達もそれぞれのお宅にスタンバイして行列の
到着を待ちます。菓子をくださるお宅はすべてマリンフォート内の
18 戸。子供達は訪問するお宅の部屋番号一覧表を首からぶら下げて
出発です。マリンフォート内横断歩道や広い中庭、渡り廊下には誘
導係りの大人（他の番街の住民も）が立ち、皆さんに迷惑をかけな
いよう気をつ けました。細心の注意を払ってはいたもののエレベー
ターで運悪く（!?）一緒になってしまった方や廊下で出会ってしまっ

たマリンフォートのみなさん、素敵な笑顔と挨拶で声をかけてくだ
さっていました。
　お菓子をくださるお宅はそれぞれ玄関前をハロウィーンらしく飾
り付けし、“Trick or treat !!”と子供達がやってくるたびに仮装して
迎えたり、こわがらせたり、笑わせたり、お菓子の配り方までそれ
ぞれ工夫を凝らして大いに楽しませていました。中には当日「うち
にも寄っていって」とお菓子をくださるお宅や、仮装して飛び入り
してくださる方もありました。ディズニーランドのポップコーン入
れをお菓子のための Goodie bag にしていた子供達、あっという間に
満タンになり、途中のお宅で紙袋まで頂いて広いマリンフォート内
を楽しく廻りました。
　スピードを競い合って廻った高学年の小学生達、途中トイレ休憩を
入れながらも最後までがんばった年少さんグループ、スタート地点で
名前を確認した子供達は全員無事にゴールのお宅に到着しました。
　どんどん進むベイタウンの開発、子供も大人も新しい出会いがいっ
ぱいでお友達の輪が拡がっていることを実感しました。 【北村】

木に触れる機会を作る木工教室 ソーラークッキングの紹介 話題の燃料電池自動車

水道水の原水実物展示

グリーンサムのカミネッコン

エコメッセちば 2003




