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　毎年恒例の「こどもサイクル　
リサイクル」。今年も 60 数台が
ベイタウン中から集められ、リ
サイクルされた。出品される自転
車は中古だが、５番街中庭で主催
者の重松さんが丁寧に整備してい
る。リサイクル手数料の 1000 円
だけで、きれいな自転車が買える
とあって人気は高く、午後の抽選
会には多数の応募者が訪れ、当選
者の名前が呼び出されるたびにど
よめきが起こっていた。主催者の
ひとり窪田さんによると「昨年あ
たりからベイタウン外からの応募
者も増えてきました。今年はリサ
イクルされた自転車の半数以上が
外部からの方でした」という。

　先月号でもお知らせした子ど
もルームの「スライム」。今年は
1,000 個の売り上げが目標だっ
た。結果は？　「まだきちんと集
計できていませんが、多分 1200
個以上出ています。目標クリアで
す」。一個 20 円でたっぷり遊べ
るイベント。今年もやっぱり「青」
が圧倒的な人気だった。

　毎年 6月号はベイタウンまつり
をトップ記事にすることに決めて
いる。そのため祭りの当日は毎年
カメラ片手の取材が常だった。ま
つりも楽しみたいので、取材は片
手間仕事、時間の空いた時にと思
っていたが一昨年あたりからそう
は行かなくなった。まつりの人出
が急に増えたのだ。今年はもう祭
りの全体像をひとりで取材して記
事にすることなどできないと観念
し、犬も歩けば･･･と目に付いた
ものを記録したまつり断片集にし
た。

　「この人、新しく越してきたの。
ベイタウンまつりを案内してる
の」と新しいクラスメートを紹介
してくれた、海浜打瀬の４年生。
「お小遣いいくら使ったの？」と
聞くと、「うーん」としばらく考
えてから「700 円」、「1000 円く
らい」という答えが返ってきた。

　「子どもはやっぱりゲーム系だ
よ」と毎年赤字つづきの板東屋（ベ
イタウンニュースの店）は店主自
ら一回50円の「輪投げ」を開いた。
読み通り子どもが押しかけ、負け
たくやしさにか、何度もチャレン
ジする「リピーター」もいた。も
っとも景品を豪華にしたので、営
業的には「ほとんど赤字」だそう
だ。

　昨年登場のトールペイント Kが
行う「フェイスペイント」。今年
は女の子を中心に沢山の子どもが
顔に星やハートマークを顔に街を
歩いていた。今年は 200 人以上
が顔にペイントをしたという。プ
ロムナードで友達のフェイスペイ
ントを見て、「いいなぁ、どこで
やってるの？」と聞いて走る子も
いた。１年で子どもたちにすっか
り市民権を得たようだ。来年は大
ブレークの可能性あり。ちなみに
値段は 100 円。

　小学校２年生の北村君はお母さ
んの店の一部を間借りして出店。
自分の子どもの頃のオモチャを売
りに出していたが、商売上手なの
か飛ぶように売れていた。高学年
生を相手に、「これは特別安くし
とくよ」と、交渉も引けを取らな
い。終了間際には「商売」に目覚
めたのか「え～。いらっしぇ～い。
安いよ！」と堂に入った声呼び込
みしていた。「もうけはどうする
の？」と聞くと「もちろん、貯金」。

　ことしも大人気だったフリーマ
ーケット。プロムナードに 100
余店が出店した。個人や家族で出
店する人、サークルで出す人と形
態は様々。目的も家庭の不要品処
分という人から、サークルの運営
資金をというグループも。写真は
先月号で紹介した「わくわくおは
なし会」の店。2年目とあって、
商品選びからディスプレイまでと
てもしっかりしていた。何よりお
母さんたちの笑顔とパワーにつら
れて立ち寄る人が絶えなかった。

第7回



　もうこれ以上進めない
……。「コア」の前で自転
車を降りる。これまでだっ
たら、スイスイとはいかな
いまでも、プロムナードを
自転車に乗ったまま突き進
むこともできたはず。私の
知っているまつりとは人の
出が違う。
　5月 8日。ベイタウンま
つり。昨年は遅刻して、到
着したときにはすでに片付
いた後だったので、2年ぶ
りだ。
　この間、海のほう、そし
て JR の線路のほう、と街
のまわりに高層マンション
が相次いで建った。人口が
増えただろうことは容易に
想像つくが、なにしろ日常
の姿を知らない。週末にな
るとどの程度にぎやかにな
るのか、街の姿はまったく
想像できなかった。
　久しぶりに来て驚いたの
は、フリーマーケットの人

出だ。1番街や 2番街、言
わば区域の端まで、普通に
人がそぞろ歩いている。歩
いている人の姿があるから
こそ、そこで踵を返すこと
なく、掘り出し物はないか
と、路上に広がる“店”を
のぞいてみようという気に
もなる。
　この辺りまで来ると、
“店”はあっても歩いてい
る人はまばら、というか
つての光景が目に浮かんで
くる。銀座の歩行者天国に
たとえれば、「京橋」に入
ったときに感じるさびしさ
だ。ところが今年は、それ
がない。ようやく「銀座」
の仲間入りを果たした様相
だ。
　改めてその良さを感じた
のは、プロムナード沿いの
“広場”の存在だ。「コア」
のまわり、そして 11 番街
と 12 番街との間に広がる
空き地。家族や仲間が思い

思いに、テーブルといすを
持ち出し、料理や酒を囲む。
まつりのにぎやかさも感
じつつ、気の合う同士、自
由気ままに時間を過ごすの
は、いいものだ。
　ベイタウンから居を移し
て以来、この“広場”のよ

うな「場」のもたらす豊か
さをよく思う。マンション
の共用廊下、中庭、「コア」
のアトリウム、エコパーク、
……。目に見える、リアル
な空間だけではない。イン
ターネット上にも住民共有
の「場」はあちこちあった。
　こうした「場」を基点
に、新しい人間関係が生ま
れる。街の人と関係を築い
ていくことで、自分の居場
所と呼べるものもおのずと

定まっていく。居心地のよ
さはそうして生まれる。
　思えば、ベイタウンまつ
りそのものが巨大な「場」
でもある。お客さん気分で
いると、そこで時間を過ご
すのは楽しくはあっても、
居心地のよさを覚えること
はない。「よそ者」として
来てみてはじめて、それが
わかった。
　
　

2年ぶりのベイタウンまつり
「よそ者」として来てわかったこと

元ベイタウンニュース記者（稲毛区在住）茂木俊輔

 CORE CALENDAR  June  6 月のコア

幕張ベイタウンオーケストラ定期演奏会
時間：1:30 開場、2:00 開演
場所：コア　音楽ホール、入場無料
シュトラウス「美しく青きドナウ」
エルガー「威風堂々」
ベートーベン「交響曲第３番　英雄」

6/6
（日）

 わくわくお話し会
楽しい絵本や紙芝居、ゲームなどを
用意してお待ちしています。
時間：10:00 ～ 12:00
場所：コア　工芸室
連絡先：211-0188　井上

6/5
（土）

第18回ファツィオリを弾く会
時間：9：30 ～ 11：30
場所：コア　音楽ホ－ル
連絡先：TEL ＆ FAX   阿曽（211）0273
お申し込み締め切り日：6/20（日）

6/27
（日）

コアのホ－ルでファツイオリや他の楽器の演奏など、街
の皆様にご参加頂く会です。どうぞお申し込み下さい。

 寺子屋手芸教室
時間：9:30 ～
場所：コア工芸室　30人まで
「ピラミーちゃん」（三角お手玉を作
ります）

6/12
（土）

コア・チェンバーシンガーズ
2ndコンサート
ベイタウンの混声合唱団「コアチェン」の第二回演
奏会です。
場所：ベイタウン・コア　音楽ホール
開場：14:30　開演：15:00　入場無料

6/26
（土）

「アヴェ･ヴェルム･コルプス」、「小さな空」、「日本の歌メ
ドレー」、「旅立ちの日に」他。フェアリーズの友情出演も
あります。

ドキュメンタリー映画
"地球交響曲 "（ガイアシンフォニー）
場所：ベイタウン・コア　ホール
開場：13:00　開演：13:30　入場料：1000円

6/20
（日）

この映画は観客自身による自主上映運動により、全国で 180万人
以上という観客を動員しました。このベイタウンでも上映したい
という住民が集まりボランティアでやっと上映にこぎ着けまし
た。映画についてはhttp://www.gaiasymphony.comをご覧くだ
さい。



この街は住みよいか？ (2)

高齢者福祉について
(1) 施設設置の必要性
絶 対 必 要 (40.5%) 出 来
れば必要 (48.8%) 必要な
し (1.5%) どちらでも良い
(9.2%)

(2) 期待する施設
在宅介護支援 (23%) 通所型
施設 (19.4%) 活動拠点必要
(16.2%) 入所型施設 (14.2%)
機能回復型施設 (13.3%) 生
涯学習 (12%)
その他：福祉活動は、介
護福祉施設の設置だけで
なく、むしろ、活動内容の
質的向上と高齢者と行政機
能を効率的につなげる為に
も、地域に密着した活動拠
点があることによって、実
態に即した自主的な運営が
可能となります。
［高齢者のために期待され
る施設についての意見］
「有料老人ホーム」「松戸の
エデンの園」「長期入居の
施設」「軽い痴呆のための
グループホーム」「ディサ
ービス」などの施設。施設

は、交通の便の良いところ
に設置して欲しい。「ヴィ
ラ清和」は、待機者多く順
番待ち。「高齢者活動拠点
と入所型施設併設の施設」
「入所・通所併設型施設」「娯
楽施設やヘルスセンター
などの併用施設」「子供か
ら高齢者まで利用できる総
合施設」「異なる年齢者層
が同一建物内で交流しなが
ら暮らせる施設」「会食や
飲食、パソコンなどが出来
る団欒や情報交換可能な施
設」「クラブハウス、常設
談話室」等々、多岐に亘る
意見が寄せられています。

(3) 千葉市の行政サービス
を知っていますか ?

市からの広報誌や案内
や資料を、殆ど知らない
(51.5%) 大体知っている
(31.2%) 知っている (7.5%)
全く知らない (9.8%)

(4) ボランティアに、何らか
の援助を望みますか？

ハイ(26.5%)いいえ(73.5%)

て、押せば通ずるポケベル
の供与。その他、よろず相
談所があればよい。などが
提示された。

(7) シニアクラブの会員で
すか？

ハイ(29.7%)いいえ(70.3%)
となっており、今回の調査
は、会員以外の住民の意見
が多く反映されています。

(8) シニアクラブに期待す
ること

気楽に集える広い空間。旅
行会を作って欲しい。老人
福祉の基礎を構築。会報を
もっと頻繁に！市内の施設
の紹介を。「オアシス談話
室」の曜日を固定しないで
変えれば参加しやすい。子
供たちに昔の話や遊びを教
えて欲しい。幅広い層の年
代が交流できる場を。核家
族のための育児支援。公的
な活動拠点の設置を。会員
の互助制度を。様々な技術
や知識を地域の活動に活か
して欲しい。その他、シニ
アクラブなどと言う外国語
が気に食わない。老人会で
よい。日本語を使えと言う
方、老人と呼ばれたくない
と老人会の名称を反対され
る方、様々ですが名前など

に拘らず、先ずは入会して
活動しながら改革して戴き
たいと念願しています。

(9) 福祉関係の推進母体の
設置について

絶対必要、できれば必要を
合わせて、70%強が求めて
いる。今後の課題と考えて
いる。
　
その他
(1) パソコンをお持ちです
か？
自分専用 (34%) 家族兼用
(40%) と回答者の74%が活
用している。いいえ (26%)
の方も今後、所有したいが
30%でした。
(2) その他、全般的な意見
として、住宅以外の公共施
設 (病院、福祉施設、交番、
活動拠点、区役所の出張所
窓口、商店など ) の充実。
交通問題、防犯防災、自治
会結成率の向上のための啓
蒙活動など諸々のご意見が
寄せられており、これらの
貴重な考え方と積極的な協
力体制を背景に、福祉施設
の具体化に向けて、関係箇
所と連携しながら、より良
い街づくりに貢献して参り
たいと存じます

と自立の傾向が強い。

(5) 地域でどのような催し
があれば参加しますか？

芸 能 公 演 (20%) 講 演 会
(18.3%) 気楽な集い (18%)
趣味 (12.1%) ボランティ
ア (10.3%) 相談コーナー
(7.6%) 会食など (7.3%) 談話
室 (4%) 等。この他に釣り、
陶芸、カラオケ、大正琴、
将棋、編み物、書道、そば
打ちや料理研究会などの要
望が出されていた。
　意見として、随時自由に
気楽に知人と集えるシニア
専門の部屋、温泉めぐり旅
行会、運動会的な催し、若
いお母さんへの子育て支援
サポート、パソコン教室ほ
か皆さんの期待は尽きない
が、他力本願では難しい問
題です。

(6) 高齢者の為に充実して
欲しい事

介護関連の情報提供やサポ
ート (29.6%) 気楽に集える
場所 (28.3%) 各種相談コー
ナー (25%) 子供たちとの交
流 (7%)など。
意見としては、世代に関係
なく居住者が気楽に交流で
きる催しや場所の提供。一
人暮らしの不安解消とし

「第１回グラン・シニア食事会」を開催

　前号に引き続き「ベイタウンシニアクラブ」が行っ
た高齢者福祉に関するアンケート調査の結果を掲載
しました。 砂原：シニアクラブ投稿

　去る 4/29（木・みどり
の日）の昼どき、コアにい
つもと変わった風景が見ら
れました。車椅子で、また
つえを片手のお年寄りが
次々と工芸室に集まってき
ました。
　ベイタウン民生・児童委
員協議会とベイタウンシニ
アクラブがこの街の８０歳
以上の方の呼びかけ、行な
った初めての「グラン・シ
ニア食事会」への参加者
１９名です。
　民生・児童委員そして
シニアクラブの女性たち
が調理したチラシご飯な
どを召し上がり、腹話術
を楽しみ、みんなで懐か
しい歌を歌いそして参加
者の１人、３番街の林　
和彦さんの体験に基づい
た健康談義に熱心に聞き
入るなど本当に楽しくて
有意義なひと時を過ごし
ました。参加者全員が料

理を作られた人たちに心か
ら感謝し、満足した顔で家
路に着きました。
　このような催しは、この
街のお年寄りのためにぜひ
続けて欲しいものです。そ
してもっともっと輪が広が
ることを望みます。今回参
加できなかったみなさん、
どうぞ次回は参加してみま
せんか？
【シニアクラブ落合投稿】

「民生委員・児童委員」
　ベイタウンには１１人
の「民生委員・児童委員」
（千葉市から委嘱された
ボランティア）がいます。
そのうちの９人はそれぞ
れ担当街区を持っていま
すが、あとの２人は「主
任児童委員」といって担
当街区を持たないで、ベ
イタウン全体の子どもた

ちに関する悩みや心配ごと
に対応
＊ 社会福祉の制度やサー
ビスについて、その内
容や情報をみなさんに
提供します。

＊ みなさんがかかえる日
常のさまざまな問題に
ついて相談にのり支援
します。

＊ 必要に応じ、関係機関
との調整役をします。

＊ 守秘義務により、ご
相談の秘密は守られま
す。

連絡先
○打瀬地区民生委員・児童
委員協議会会長
濱　宏純
TEL:211-6288/e-mail:h-ha
ma@gb3.so-net.ne.jp
ホームページ：http://bay
minsei.fc2web.com/

　３月に、コアの前の
歩道に植えたナンキン
ハゼの苗木がかわいい
若葉をつけていました。
植えたときは棒きれの
ようで風に耐えられる
か心配しましたが、ちゃ
んと根付いた証拠です。
コアの花壇も今月の 15
日に花が植え替えられ、
ヒマワリの種も蒔かれ
ました。お楽しみに。

【佐藤】



　今年も夏休みの子ども
たちの最大の楽しみ「プー
ル開放」が海浜打瀬小学
校のプールで始まります。
　7 月 21 日から 30 日ま
での 10日間で、午前午後
あわせて 15回です。
　プールサイドでお仕事
をしてくださる「管理指
導員」を募集しています。
親子開放ですから個々の
子どもさんの面倒は保護
者の方が見られますが、
１回に３，４人の当番で全
体の運営、プールサイド
の管理、水質の保全など
の仕事をしていただきま
す。

　午前は 9:00 ～ 12:00、
午後は 13:00 ～ 16:00 で
す。ご自分のお子さんを泳
がせながらでも出来ます。
　15回のうち２，３回をお
手伝いくださる方お申し出
ください。詳しい日程、内
容等をお知らせします。
パティオス 4 番街 205 号
室　鎌田まで
TEL/FAX:211-0459

　7月 1日に打瀬、海浜打
瀬の両小学校を通して案内
を出します。参加申し込み
は 6 日～ 9 日です。泳ぎ
の指導は出来ませんが、親
子で水遊びを楽しんでくだ
さい。
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公共駐車場で車上荒らし発生
　5/22（土）10番街横の公共駐車場で車上
荒らしが発生した。被害者によると、正午
頃に駐車場に行くと車（ステップバン）の
運転席側と助手席側の鍵穴が壊され、カー
ナビ、トランクにあったボックス（レジャー
用品入）、車検証が盗難にあったという。
　車上荒らしは最近ベイタウンで被害の話
を聞かないので治まっていたと思っていた
が、復活の可能性有り。防御策は車内に貴
重品を置かないこと。特に見える位置に置
くとねらわれる。また、被害にあった場合
は警察に連絡すること。被害が回復される
期待は少ないが、警察が重点的にパトロー
ルするなどの効果はある。 

都市基盤整備公団入居者募集のお知らせ
キャンペーン期間中（1/5～ 3/31）オープンルーム公開中！
　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  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
　TEL：043-272-0017
　営業時間：10:00～ 17:00
　定 休 日：水曜日
パティオス 20番街現地案内所（102号室）
　TEL：043-276-3653
　営業時間：10:00～ 17:00
　営 業 日：土曜日･日曜日･祝日のみ
津田沼案内所
　TEL：047-478-3711
　営業時間：9:30～ 18：00
　定 休 日：水曜日･祝日　土曜日･日曜日も営業しています。
　（キャンペーン期間中は祝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/

プール開放委員募集 ジュニア・ジャザ
サイズ
　ロック・ポップス・カン
トリー・ラテン・ファンク
などいろいろなジャンルの
曲を体で感じながら踊る楽
しさをメインとしたダンス
です。子供たちみんな 笑
顔とパワーにあふれ 心も
体もはずむ楽しい時間を一
緒に過ごしませんか？☆対
象 小学生以上☆場所 海浜
打瀬小学校アリーナ☆時
間 毎週水曜日 pm5:00 ～
6:00 ☆持ち物 水・タオル・
シューズ
☆連絡先 前田 275-0627・
長田 213-1676 
随時体験可！  です よろし
くお願い致します。

　ベイタウンに発足して、
来年で５周年を迎えるダン
ス同好会です。ジャズダン
ス、ヒップホップ、ステッ
プダンス、それにクラシッ
クバレエの基礎が生かされ
た振り付けが魅力で、のり
のいい J-POP の曲がおも
に使われています。大人向
けのレディースクラスはス
トレッチも組み込まれてい
ます。
　はじめは本当に小さな
サークルでしたが、今では
幼児から大人まで 70 人ほ
どに成長し、ベイタウン祭
りのミュージックフェスタ
やキッズプロジェクトなど
街のイベントにも参加して

います。毎回子どもたちが
ダンスを楽しみ、１つのも
のを作り上げていく姿は感
動ものです。発表会も年１
回開催しています。
　興味のある方は、いつで
も見学・体験にお越しくだ
さい。
【レッスン日】
火曜日 ( 月４回 )
幼児クラス（年少～年長）
14:50 ～ 15:50
低 学 年 ク ラ ス ( 小 1 ～
3)16:00 ～ 17:00
高学年クラス（小 4 ～中
学生）17:00 ～ 18:00
木曜日 ( 月４回 )
レディースクラス ( 大
人 )10:00 ～ 12:00
【場所】
コアおよびベイタウン内集
会室 ( 詳しくはお問い合わ
せを )
【問い合わせ先】 
今津：275-7802

DANCE SKETCH COMPANY ベイ
タウン同好会

　ベイタウンニュースでは、毎月の
ニュースを配布して下さる方を募集して
います。街が大きくなったベイタウン、
ニュースは作るよりも配る方が大変。是
非みなさまのご協力をお願いします。編
集部の松村（#10-612TEL:211-6853/e-
mail:mmatz@m2.pbc.ne.jp）までご連絡い
ただくか、直接配布の会においでくださ
い。配布の会は毎月第一土曜日 10:00 か
ら、ベイタウン・コア講習室で行ってい
ます。次回は 7/3（土）開催予定です。



第17回　ファツィオリを弾く会

　去る 5/16（日）、ベイ
タウンコア音楽ホール
のピアノ「ファツィオリ
F-278」が、徳島市で行わ
れた世界の有名ピアノ弾
き比べコンサート「珠玉の
ピアノ響演・ヨーロッパ
の響きを求めて、ピアノ弾
き比べコンサート」に貸し
出され絶賛された。コンサ
ートにはファツィオリの
他、「スタインウェイ」、「ベ
ーゼンドルファー」とい
う世界の最高峰も出品さ
れ、ピアニストのジュゼッ
ペ・マリオッテイにより演
奏された。３台のピアノを
弾いたマリオッテイ氏は、
「今まで 15回もヨーロッ
パでファッイオリピアノ
を使用して演奏をして来
たがこのF-278（コア・音
楽ホールのファツィオリ）
がベストである。ピアニス

ウタスポとるね～ど

　5/23（日）午前 9:00 か
ら、コア音楽ホールで「第
17 回ファツィオリを弾く
会」が開かれた。ファツィ
オリを弾く会は毎回申込者
に無料でコアのファツィオ
リを弾いてもらい、本物の
コンサートグランドピアノ
を誰もが演奏できることで
ベイタウンの音楽文化の向
上に貢献しようと「ベイタ
ウン音楽愛好会」が毎月行
っている。第一回からこれ
まで延べ 300 人がファツ
ィオリの感触を楽しんだ。
　今回の弾く会では、２人
の若いピアノ学習者の演奏
のあと、ミニ・コンサート
として「ハープアンサンブ
ルコンサート」が行われ、
ピアノ（深谷裕子）、フル
ート（根岸道子）、チェロ

　「ベイタウンに店を出したのはおし
ゃれな街並みが気に入ったから」。実際
ヨーロッパ風オリーブ色の軽車両は、
街に合って絵になっている。ベネトン
のイタリア人社長が絶賛したというエ
スプレッソコーヒーを前面に出した少
ないメニューだが、味と小粋さで固定
客もついてきたという。
　佐川さんがこの仕事をはじめたのは
４年ほど前。それまで勤めた不動産関
係の会社を退社し、貯めたお金を資金
にエスプレッソコーヒーチェーンで独
立した。理由は「時間や義理に縛られ
ず、他人と自由に話せる仕事がしたか
ったから」。今は佐倉市のユーカリが丘
の自宅から、「晴れていれば」ベイタウ
ンにこの車で「通勤」する。雨の日は
来てもほとんど仕事にはならないそう
だ。お昼前にベイタウンに着き、エス
プレッソを入れるために必要な「圧力」
を上げるために１時間ほど一丁目公園

　トルネード（竜巻）のよ
うに突然あらわれ、去って
いった。5/29（土）、打瀬
小学校スポーツ大会、通称
「ウタスポ」に今年も地域
からの企画種目として開催
された「ウタスポとるね～
ど」だ。
　朝 7:30、5 番街の田村
が標識用のコーンを台車
で持ってくる。10 番街の
小畑は前日までに 4 色に
カラーリングされた 3mの
竹竿を運ぶ。受付開始は
9:00。ほぼ 30 分ごとに交
代のシフトだが、待ちきれ
ないのか時間前のスタッフ
の多くがアリーナ前の受付
ブースに集まる。ブースに
は高井（7番街）がデザイ
ンした看板と、晴天を祈っ
て何人ものスタッフが親子
で作った「てるてる坊主
展示版」も並べられた。

Whoʼs Who Vol.35  ..............................
移動コーヒー車店長  佐川 泰平さん

脇ですごす。この間に圧力だけでなく集中
力も高めるそうだ。
　午後１時頃に郵便局前に移動。お客はそ
れほど多くないが、常連さんや外部からベ
イタウン歩きを楽しみに来た人と話すのは
楽しい。外人のお客さんも多いという。頼
まれて都内で出店すると、どこも長蛇の列
ができるそうだ。主に原宿や代官山と言っ
たおしゃれな街だが、お客様とゆっくり話
す時間がとれないので佐川さんはベイタウ
ンの方が好きだという。

（伊藤恵以子）、ハープ（田
中恭子）という珍しい楽器
編成のアンサンブルコンサ
ートが行われ、当日の入場
者はファツィオリを弾く会
としては異例の 100 人以
上を数えた。コンサート終
了後は珍しいハープに聴衆
が触れられる機会が設けら
れ、親子連れを中心に集ま
った参加者は思いがけない
ハープ初体験を楽しんだ。
　今回のコンサートの結果
にベイタウン音楽愛好会代
表の大垣さんは「出場者と
の交渉、会場設営、照明、
音響、司会などほとんどが
素人ばかりで、失敗もあり
ますが、みなさんに満足い
ただけるコンサ－トが開け
たことを嬉しく思っていま
す。これからも、この様な

コンサ－トと共に、皆様
に気軽にファツィオリを
弾いていただける会を催
していきます」と語った。
「第 18 回ファツィオリを
弾く会」は 6/27（日）午
前 9:30 より、コア音楽ホ
ールで開催される。

　準備は 2 週間前から呼
びかけに応じて集まった
28 人の有志で始まった。
平日は忙しいサラリーマン
や子育て真っ最中の主婦が
中心だ、多い日には 30 本
以上のメールがスタッフの
間で飛び交い、コーンやセ
ロテープ、ボールペンの類
まで誰が何時どこに持参す
るかまで確認し合った。
　そして迎えた当日。9:00
からの受付に応募者は殺到
した。昨年は大人 40 人、
子ども 40 人の一般参加を
集めるために昼休みに勧
誘に駆け回ったが、今年は
10 時過ぎにはもう大人子
どもとも満員、締め切りと
なってしまった。「名前が
定着してきたようだ」と第
一回からスタッフとして協

力してきた辻（8番街）が
つぶやく。
　競技開始の号砲はスタッ
フ全員の希望で海浜打瀬小
学校の寺崎校長先生にお願
いした。「ウタスポとるね
～ど」を学区を越えてみん
なで楽しみたいという思い
からだった。競技はまさに、
竜巻のごとく瞬く間に終わ
ってしまった。
　競技が終わって、見て
いた海浜打瀬の子どもから
「今日は出場したいと思っ
て来たけれど、打瀬小の子
でいっぱいになってしまっ
て出られなかった。海浜打
瀬でやったら絶対出る！」
と、嬉しい要望を受けた。
いつかその望みを実現させ
たい。

コアのファツィオリ
国際的ピアニスト　マリオッテイ氏が絶賛

トの表現をしたい音がピ
アニストの意思どうりに
ピアノに伝わりそれが本
当に音になって現れる。ス
タインウェイもベーゼン
ドルファーもファツイオ
リに及ばないのではない
か」と語った。
　コアのファツィオリはこ
れまで演奏した多くのピア
ニストから高い評価をうけ
てきたが、本場ヨーロッパ
で同ピアノを多く演奏した
ピアニストにも絶賛される
ほどの個体であることが証
明された。




