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　ベイタウンの街に、チラホラとクリスマスのディス

プレイが目につき始めた。散歩途中の人や子ども連れ

が幾組みも足を止めて、光り輝くオーナメントに見

入っている。

　かつて飾り付けのコンテ

ストがあったことをご存じ

だろうか。美しさを競うあ

まり華美に走り、自然消滅

したかたちだが、住民の意

気込みが伝わってくるよう

な当時の写真が残っている。

　ベイタウンでクリスマスのイルミネーションが始まったのは1997
年のこと（ベイタウンまつりは翌年から）。連合会に住宅事業者から

「冬になにかイベントをやりませんか」という資金付きの呼びかけが
あり、手を挙げた有志（企画委員）が17番街会議室に集まった。と
ころが、住宅事業者側から提示されたのはプロの広告会社が作ったイ
ベント案。このお仕着せの企画案に住民が反発し、住民主導のオリジ
ナリティのあるイベントとして、住民音楽家によるコンサート、各番
街および個人の飾り付けコンテスト、クリスマスパーティー（プロム
ナードを歩行者天国にして行われた）が開催されることとなった。
　当時はまだ周囲は空き地のほうが多く、暗いなかに浮かび上がるク
リスマスのイルミネーションの温かい光に惹きつけられた思い出がよ
みがえる。特に、駅方面から歩いてくると目に入る2番街の大きなク
リスマスツリーを覚えていらっしゃる方も多いだろう。
　翌年にはこのときの飾り付けを撮影した写真を使った「ベイタウン
カレンダー」（定価：500円）も連合会イベント委員会から発行された。
　初めての手作りコンサート「ベイタウンファミリーコンサート」は
打瀬中学校で開かれ、コンサート当日には2番街の空き店舗を借りて
パーティーが催された。住民扮するあやしいサンタクロースが子ども
たちにプレゼントを渡し、通りではポップコーンやワイン、ビールの
販売が行われた。当時を振り返ると、住民が初めて協力しあって作り
上げた最初のイベントだった。

【文/佐藤　写真提供/自治会連合会、松村】
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●車が溢れている

　道路に車が溢れている。今のベ
イタウンはそんな状況ではないで
しょうか。私たちの街は自動車の
駐車がしやすい街で、生活する上
で多くのメリットがあります。習
い事へ行く子供や、病院に行くお
年寄りの送迎。コンビニでの買い
物、ATM でお金をおろす。また、
友達や親戚など知り合いが訪ねて
くるのにも便利です。
　一方、交差点や、バス停付近の
駐停車。反対向き駐車をする車。
横断歩道上に駐停車する車など、
他の街ではあまり見かけられない
危険な駐車も少なくありません。
視界の効かない交差点で子供たち
がこわごわ顔を出している姿、バ
ス停に接近できないバス、プロム
ナードの入り口ですれ違いができ
ず立ち往生して自動車、残念なが
ら日常目にする街の風景です。皆
さん自身、買い物をしようと思っ
て立ち寄った店の前が駐車車両で
びっしり。買い物を諦めたという
経験はありませんか。いくつかの
交差点では、はしご車（消防車）
が曲がれません。駐車車両により
はしご車の活動が制限される場所
もベイタウンには存在します。火
災では早めの消火が大事だと言わ
れていますが、近くに消防署があ
っても駐車車両に阻まれて到着が

遅れては冗談にもなりません。多
くの皆さんが「おかしい」と感じ
ているはずです。

●駐車できる台数は限られている
　縦横に張り巡らされたベイタウ
ンの道路。駐停車ができる場所は
限られています。交差点・横断歩
道の端から 5m、バス停のポール
から半径 10m は駐停車ができま
せん。駐車場の入り口から 3m は
駐車禁止です。
　道路に駐車車両が無い状態で
は、危険な駐車は避けるでしょう
が、車両が増えるにつれ、道路交
通法で禁止されている場所への駐
車が、すこしづつ、最初は控え目
に始まります。そのうち、交差点
付近に、バス停ではポールの前を
除いて、車で埋まって行く。後か
ら来た自動車はどうするでしょう
か。目的の場所から少し離れた場
所に適切な駐停車スペースを見つ
けるか、あるいは駐車をあきらめ
るでしょう。前者の場合は、目的
地から１ブロック離れた隣の街区
か、他のお店の前かもしれません。
後者の場合は、その人が買い物に
来たのであれば、お店はお客さん
を逃していることになります。
　ジュースを１本買いに来た人
が、１ブロック、２ブロック離れ
たところに駐車するのは現実的で

はありません。ジュースを１本買
うのに 3 分もかかりませんから、

「すこしだったら大丈夫だろう」
と、横断歩道上に止める人も出て
くる。路上駐車が多い状況に慣れ
て来ると、「これぐらいは良いか」
と言ったようにモラルレベルが下
がって来る。そして、道路に車が
溢れ出す。私たちの街はそんな状
態かもしれません。

●解決策は・・・
 この状況を改善するにはどうし
たら良いのでしょうか。
 道路交通法と長時間の路上駐車
を規制する車庫法を厳格に守る、
という当たり前の話が第一段階で
す。守ることができれば状況はか
なり改善するでしょう。自分たち
は止めない、ということから始め、
危険な駐車をする人がいたら声を
かける、ひどい場合は警察に排除
をお願いするということが対応策
でしょう。
 しかし、どうもこれだけでは済
まない予感もします。路上には、

「法律」に抵触しない車も数多く
存在しますから、この台数を少し
でも減らしていく必要がありま
す。そのためには、私たち自身が
一定の「ルール」を自らに課す必
要がありそうです。　
 機械式でめんどうかもしれませ

んが、その都度駐車場に入れる。
ATM でお金をおろすのも散歩の
ついでにする。自動車通勤が必要
な場合は駐車場を借りる。この「ル
ール」は個人個人によって違って
くるでしょう。厳しく考える人も
いれば、緩やかに考え人もいる。
少しでも多くの方がこのように考
え、少しでもそのレベルを上げて
いく。
　「路上駐車はなるべくしない」
と言っている訳ですから、ベイタ
ウンのコンセプトとは矛盾してい
ますが。不要な駐車をしないこと
によって、安全性と利便性のバラ
ンスを確保できるのではないでし
ょうか。

　ヨーロッパ風の街なみ。「駐車
禁止ではない街」。この街に住む
多くの人びとは、その表現に日常
的に自動車を使う豊かな生活を想
像してきました。しかし、机上で
練られたこの「駐車禁止ではない
街」というコンセプトの中に、ベ
イタウンが悩んでいる交通問題が
内包されていました。解決するた
めには、街に住む私たち自身でそ
の運用を考えて行く必要がありそ
うです。
ベイタウン自治会連合会交通担当
福室（西の街）

 CORE CALENDAR  December  12月のコア

 第 25回　ファツィオリを弾く会
時間：9:30 ～ 11:30
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
　この１年、ファツイオリを弾く会をたくさんの方に
利用していただきました。どうも有難うございました。
今年最後のファツイオリ弾き納めの会となります。ど
うぞ、お気軽にお申し込み下さい。
 連絡先     阿曽 TEL&FAX 211-0273
       締め切り日   12 月 19 日

ベイタウンオーケストラ
定期演奏会
時間：13:30 開場　14:00 開演
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
プログラム：ワーグナー 「ニュルンヘルクのマ
イスターシンカー」前奏曲、チャイコフスキー  
組曲「くるみ割り人形」他

定期演奏会
時間
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
プログラム：ワーグナー 「ニュルンヘ
イスターシンカ

12/5
（日）

第8回ベイタウン音楽会
「ウィンターコンサート」
時間：10:45 開場　11:00 開演
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
たくさんのピアノ演奏、合唱は、コアチェン
バ－シンガ－スに出場していただきます。ま
た、ミュ－ジックベルや合奏をまじえた音楽
物語、サンサ－ンスの『動物の謝肉祭』など、
クリスマスにちなんだ楽しいコンサ－トです。
是非、お出掛け下さい

「ウィンターコンサート」
時間：
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
たくさんのピアノ演奏、合唱は、コアチェン
バ－シンガ－スに出場していただきます。ま

12/19
（日）

再度交通問題　「交通問題を考える－路上駐車を中心に－」
連合会交通委員会より（投稿）

寺子屋　手芸教室
「お正月用壁掛け（かべかけ）」
時間：9:00 受付　9:30 開始
会場：ベイタウン・コア工芸室
材料費：150 円
定員：30 名 ( 先着順 ) 今回から整理券を渡し
ます
もってくるもの：はさみ、古しんぶん、もの
さし、えんぴつ

「お正月用壁掛け（かべかけ）」
時間
会場：ベイタウン・コア工芸室
材料費
定員：30 名 ( 先着順 ) 今回から整理券を渡し

12/11
（土）

 第 25回　ファツィオリを弾く会
時間：9:30 ～ 11:30
会場：ベイタウン・コア音楽ホール
　この１年、ファツイオリを弾く会をたくさんの方に
利用していただきました。どうも有難うございました。

12/26
（日）



続報「打瀬3丁目公園」
いよいよ、打瀬三丁目公園（通称、
スポーツ公園）の形が見えてきた。
11 月 27 日には完工予定とのこ
とだったので、現地に行ってみた。

　11 月 23 日勤労感謝の日、コア工芸室に
てベイタウン在住の 80 歳以上の方を対象
にしたグランシニア食事会が行われました。
参加者は、80 歳から 90 歳までの 24 名 ( 付
き添い 1 名含む )。食後には、思い思いに話
をしたり、クイズや歌を楽しんだりと和や
かなひと時となりました。
　地域に出る機会の少ない高齢の方々に手
作りの食事を楽しんでいただき、友達の輪
を広げることができたらと始めましたが、
私たちも人生の先輩方といろいろお話した
り、次はどんな献立にしようかと思いをめ
ぐらしたりと楽しませていただいています。
　これからも年に 2 回開催する予定ですが、
参加者の「おいしかった」「楽しかった」と

言う声に励まされ、いい会に育てていきた
いと思っています。

グランシニア食事会実行委員会（投稿）

　11/22 午前 2:00 頃、打瀬公民館東側入
り口のガラスが割られるという事件があっ
た。セコムへの自動による通報があり、午
前 4:00 には警察が到着。調べたが、誰の犯
行かは不明だった。その後現場付近で消火
器が発見され、消火器のシールから犯行に
は 10 番街駐車場に常備の消火器が使われて
いることが分かった。10 番街で調べたとこ
ろ、駐車場常備の消火器 4 本が盗難にあっ
ていたという。消火器はその後 5 番街の植
え込みの中で、通りかかった散歩者に 25 日
早朝発見されたが、この中には 10 番街のも
のではない消火器も含まれていた。犯人は
現在も不明だが、11/22 の午前 0 時頃に少
年数名が現場付近に居たことを住民が見て
いる。
　自治会連合会役員の調査によると、11 月
初旬、打瀬小学校アリーナのガラスが同じ
く消火器を使って割られていることが判明。
さらに 11/9、打瀬中学校でも消火器が体育
館に投げ込まれるという事件があったこと

がわかった。
　消火器の盗難は他にも 17 番街などでも発
生しており、11/20 のボランティアによる
ゴミ拾い運動「クリーンデー」でも参加者
が 9 番街所有の消火器を見つけている。犯
人はこれらの消火器を使って公共施設のガ
ラスを割っていたと見られる。
　自治会連合会、小中学校では注意を喚起
するとともに不審者や事件の情報があれば
届け出を呼びかけている。

連絡先 : 打瀬小学校 (TEL:211-0321)、
海浜打瀬小学校 (TEL:211-3330)、
打瀬中学校 (TEL:211-0344)、
メッセ交番 (TEL:296-0605)

27 日当日はまだ工事の仕上げの
真っ最中であったが、近日中に完
成して、4 月初の供用開始までは
芝の養生に入る予定だ。公園は下
図のように、野球もできる多目的

広場、３面のテニスコート、ミ
ニバスケットコート、池やパー
ゴラを有する緑地などからなる。
ハードウェア（入れ物）はほぼで
きあがったが、ソフトウェア（運
営方法）については、８番街辻さ
んを代表とする「三丁目公園を考

える会」と、企業庁から移管を受
ける千葉市公園課・緑地事務所と
で協議を進めているが、「考える
会」が目指す住民による自主管理
は、実現までにはまだまだ議論と
時間を必要としそうである。

【板東】

シニアクラブ、民生委員児童委員協議会主催
「第 2回グランシニア食事会」

消火器盗難と
コアのガラス破損事件
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ベイタウンニュースを助けてください
　いつも「幕張ベイタウンニュース」をご
愛読いただきありがとうございます。ベイ
タウンニュースはベイタウン住民がボラン
ティアで発行する新聞です。毎月ベイタウ
ンの全街区に無償で配布しています。発行
のための費用は、周辺の企業に広告をだし
ていただくことで捻出しています。
　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（ベイタウンニュー
ス・サポーター）を募集しています。特
に新しくできた番街では、まだニュースを
配布してくださる方がいないので大変で
す。毎月でなくても結構ですので、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
1/8（土）の予定です。

「健康講座」貯筋 (ちょきん )のすすめ
～中高年の筋力トレーニング～
場所：打瀬公民館
日時：2/5( 土 )14:00 ～ 15:30
定員 50 人
受講料 : 無料
往復はがきに「健康講座」および住所、氏名、年齢、電話番号を記
入し、下記打瀬公民館へ 1/25( 消印有効 ) まで郵送ください。定員
を超えた場合は抽選です。

わくわくおはなし会メンバー募集中
絵本好きな仲間を募集しています。
第 1 木曜日・土曜日、第 3 木曜日・土曜日の 9:30 ～ 12:00 に練習
しています。このいずれかで、月 1 回でもこられる方はぜひいら
して下さい。お子様づれでも大丈夫です。
連 絡 先　 岩 岡（TEL : 043-212-5585 / E-mail : wak2@ml-c2.
infoseek.co.jp
12 月 18 日 ( 土 ) のおはなし会はお休みします。

「家族の肖像」モデル募集
　第 2 回、「家族の肖像」のモデルとなってくださるご家族を募集
します。少し改まった雰囲気で家族の記念写真を残しませんか。年
齢や人数など家族構成は問いません。ベイタウンにお住まいのいろ
んなご家族の「肖像」を撮らせてください。
申し込み先：ベイタウンニュース　松村

（Tel:043-211-6853 / e-mail:mmatz@m2.pbc.ne.jp）まで。

都市機構のペット共生住宅「パティオス22番街」 まもなく募集開始！
青い海、豊かな緑、美しい街、そしてペット。心安らぐワンランク上の “パティオス　ライフ　”
･･･。幸せの条件をすべて満たしてくれるペット共生住宅「パティオス 22 番街」（第 2 次）の募集が
まもなく始まります。住まう人、家族に合わせた豊富なプラン。そして今回は部屋にオフィスがあ
るというライフスタイルのプランもご用意しました。
UR 賃貸住宅だから、敷金以外の礼金・更新料は不要！保証人も不要！　
詳しい情報は、下記の物件ホームページをご覧ください。

〔物件概要〕
● 物件名／幕張ベイタウン　パティオス 22 番街（第 2 次募集・ペット共生住宅）
● 所在地／千葉県千葉市美浜区打瀬 3 丁目 9 番
● 交通／ JR 京葉線「海浜幕張」駅下車、徒歩 18 分
 または京成バス約 5 分「パティオス 21 番街」バス停下車徒歩 1 分
 または平和交通バス約 8 分「パティオス 21 番街」バス停下車徒歩 1 分
● 募集戸数（予定）〔建設戸数〕／ 92 戸（在宅ワーク型住宅 6 戸含む）〔220 戸〕
● 建物構造／鉄筋コンクリート造 7 階建て（一部 5・6 階）
● 住宅型式（予定）／ 1DK ～ 4LDK
● 月額家賃（予定）／ 95 千円台～ 198 千円台
● 募集期間（予定）／平成 17 年 1 月 8 日 ( 土 ) ～ 1 月 23 日 ( 日 )
● 入居可能時期（予定）／平成 17 年 3 月下旬～ 4 月上旬
● 物件ホームページ／ http：//www.ur-net.go.jp/patios/

お問い合わせ先
新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号

　新宿アイランドタワー　
16 階

独立行政法人　都市再生機構
　募集販売本部　住宅募集
部住宅営業第 4 チーム

TEL：03-3347-4326〔定休日：
土曜、日曜、祝日〕受付時
間 10：00 ～ 17：00

首都圏の都市機構賃貸住宅を
紹介するホームページ：

http：//www.ur-net.go.jp/kanto/

年男年女募集
　ベイタウンニュース恒例の年男年女撮影会の参加者を募集しま
す。来年の干支は酉（とり）です。酉年生まれの方が集まって写
真を撮り、ベイタウンニュース新年号の表紙を飾ります。小学校 5
年生から上は 72 歳、84 歳、年齢は何歳でも結構ですが、資格が
あるのは酉年生まれの方だけ。昨年はマリンフォート 19 階から東
京湾をバックに撮影しました。今年の撮影場所も楽しみ。参加資格
は酉年生まれであることとベイタウン住民であることだけです。沢
山の方の参加をお待ちします。撮影日当日、直接集合場所へおいで
ください。
日時：2004 年 12 月 19 日　午前 10:00 集合
集合場所：ベイタウン･コア　アトリウム

★「Mr. インクレディブル」のキャ
ップを抽選で1名様にプレゼント！

キャップご希望の方はコアのアトリ
ウムにある「ベイタウンニュース投
書箱」に、「キャップ希望」、お名前
とご連絡先を明記して 12 月 25 日

（金）までに投函ください。当選され
た方にはこちらからご連絡いたしま
す。

恒例「もちつき大会」
　新年恒例行事となったコア中庭での「もちつき大会」（青少年育
成委員会主催）を来年 1 月 9 日（日）午前に開催します。詳しく
はベイタウンニュース 2005 年新年号をごらんください。



　関東中のモデルルームを見て回
り、ベイタウンに住むことを決め
たという下口家。パティオス21
番街を選んだ決め手は、すぐそ
ばにある海とたくさんの公園だっ
た。この12月で入居三年になる。
今は多くの友人に囲まれ、充実し
た毎日を過ごしている。
　長男の太智郎くんは秋の運動会
で応援団長を立派につとめた。次
男の豪太くんは「虫や自然が大好
きな元気のいい子」（眞代さん）。
ふたりとも「海浜打瀬小学校に転
校してきてほんとうに良かった」
と学校生活にはとても満足してい
る。休日には好史さんと3人で空
手道場に通う。好史さんと太智郎
くんはともに黒帯の腕前だそうだ。
礼儀正しく何事にも一生懸命の姿
勢は空手で身についたもの。
  好史さんは静かな方。休日に黒帯
の胴衣姿をお見掛けするので寡黙
な武道家と思いきや、趣味は実に
多彩。見事に配置されたベランダ
ガーデニングはすべてご主人の手

によるもの。車はレースにも出場
可能なA級ライセンス、自家用飛
行機の操縦士免許も持つという活
動的な一面も感じられる。学生時
代は大空へのあこがれからグライ
ダー部で活躍し、現在は航空会社
勤務。奈良県の出身という好史さ
んは、ピアノ講師だった地元千葉
出身の眞代さんが、発表会で教え
子達と音楽を心から楽しむ姿に惹
かれ、結婚を申し込んだ。平成4
年2月。今から12年前のこと。
　眞代さんは今も子ども達に慕わ
れるピアノの先生。いつも生徒た
ちと心から音楽を楽しみ、やる気
をおこさせる。もちろん音楽に対
する真剣な姿勢も忘れさせない。

「息子達には他の楽器やクラシック
以外のジャンルに転向してもいい
から、ずっと音楽が好きでいて欲
しい」。眞代さんの願いだ。幼稚園
から始めた二人のピアノは相当な
腕前。季節ごとのベイタウンコン
サートでは難曲を弾きこなして聴
衆をおどろかせた。
　最後に父親として好史さんから
息子達への言葉。「夢を持って生き
ていってほしい。父の座右の銘は
『飛翔の時』。いつの時代も夢を大
切にして、飛び立とうとするチャ
レンジ精神を持ち続けてほしい」 

【北村】

下口家プロフィール：パティオス 21番街在住
好史（よしふみ 42歳）、眞代（まさよ）、太智郎（小６）、豪太（小 3）

（写真左から）好史さん、豪太
君、太智郎君、眞代さん／撮影場
所：パティオス 21 番街中庭／撮
影日時：平成 16 年 11 月 23 日　
15:40

家族の肖像 下口家
第１回

　日本ヘラルド映画の劇場運営部門の子会社で
あるヘラルドエンタープライズ（株）が4番目
にオープンしたシネプレックス幕張は、114席
～426席までの劇場を10館、計2000人を収
容できるロードショー館だが、そこはベイタウ
ンがあるという地域性から（!?）シニアの映画
ファンが多く、単館系といわれる通好みの映画
に対する要望が強いそうだ。実際、ロードショ
ー以外の映画をどれだけかけられるかに力を入
れている。どんな映画をかけるかは、その館の
特質、規模、作品のターゲットなどを考慮して、

本社の番組編成部で決
定される。

●左はスダンディと呼
ばれる立て看板

ー）にかけ、フィルムをプロジェクターにセット。
映写し終わるとフィルムは再びプラッターで巻
き取られる。（写真を撮るために近づいたらフィ
ルムを引っ掛けそうで怖かった…）
　10館の上映時間が重なるため、二人のスタッ
フが5分刻みで動くことも。また、映写が始ま
っても機械のチェックに神経をとがらせるハー
ドな仕事だ。「いちばん恐いのが機械のトラブル
です。お客さまにもご
迷惑をかけるし、フィ
ルムを傷つけてしまう
ことにも」（松田さん）
　フィルムは1本の映
画に1セットのみ届け
られるので、フィルム
が切れてしまうと新し
いものが届くまで基本
的に上映できないそう
だ。
　映写室を見学した感想は、シネプレックス幕
張は真新しい映画館だし、デジタル時代の現在
にこんなアナログな光景を見るとは思わなかっ
た。
　デジタル化する予定はないかと松田さんに質

問したところ、「既存映画館の設備
の入替えやデジタルの方式（ビデ
オで言えばベータとVHSのような）
が統一されないと…、後4～5年
はかかりますかね」と答えてくれ
た。
シネプレックス幕張：
http://www.cineplex.co.jp/makuhari/

　ちなみに映画の上映は土曜日が
封切り初日で次の週の金曜日まで
がワンサイクル。業界的には、ロ
ードショーは封切り初日の土曜日
と日曜日のお客さんの入りで、そ
の映画の上映期間が決まるといわ
れる。
　最近は韓国映画ブーム。これま
でだったら少数のファン向けだっ
たものがロードショー館で上映さ
れるなど、その勢いは止まるとこ
ろをしらないとか。
　今回、一番関心があった映画館
の心臓部ともいえる映写室を見せ
てもらうが、バックヤードという

雰囲気だ。雑然と置
かれたフィルムや編
集機器、そして 10
台のプロジェクター
が並ぶ細長い空間を、
取材時には二人の女
性スタッフが走り回
っていた。
　映画のフィルムは
1巻20分、たとえば2時間の
映画ならば配給会社から６巻が
1セットとなったものが届けら
れる。これをつないで１本のフ
ィルムに編集し、さらに予告の
フィルムをつなぐ。こうして出
来上がったフィルムの太いロー
ルを巨大な円形の台（プラッタ

2002年から海浜幕張駅前で営業している「シネプレッ
クス幕張」をチーフマネージャー松田明日香さん（ベ
イタウン住人）の案内で取材した。【金・佐藤】

わが街のシネマパラダイス




