第 98 号（2005 年 7 月 1 日号）
幕張ベイタウンニュース編集局

walking

最近ベイタウンでもウオーキングを楽しむ人の姿をよく目にする。
私も脂肪を燃焼させようと取材を兼ねて歩くことにした。目的地は「旧
神谷伝兵衛稲毛別荘」と愛新覚羅溥傑・浩夫妻の住んだ「ゆかりの家」。
ベイタウンから歩き慣れない私の足で 3 時間半。帰りは JR 稲毛駅から「マリンスタジアム」行きのバ
スで「グランアクシブ」下車、というコー
ス。ブラブラ歩いてみては。【佐藤】

■ベイタウンを出発。花見川沿いの交通
公園でバーベキューを楽しむグループを
横目に、若葉第二号橋を渡る。海からの
風がさわやか！テニスコートの角を左折。
ここでハーブの花満開の花壇に遭遇！普
段、車では気づかなかった…がどうやら
住民の手によるもののようだ。■建設中
の地区センター・保健センターを見て美
浜区役所でトイレ休憩。表の子どもたち
の絵タイルがかわいい。■真砂くすのき
通りを通って国道に出る。国道 14 号沿
いに緑道・自転車専用道路をさがしなが
ら歩く。
「少しくたびれてきた」と思って
いたらトヨタ販売店を過ぎるあたりで浅
間神社の赤い鳥居がかすかに見えてきた。
■早く国道を渡
りたいと心がは
やるがちょっと
待った！
■歩道橋の先を
少し行くと浅間
ソバの駐車場に
「一の鳥居」と
岩に乗った祠が
あった。ここは
かつて海で、板
の橋を渡して
人々がお参りし
たそうだ。

写真（上）は稲毛浅間神社の一の鳥居
から見える二の鳥居。7/14 は前夜祭、
15 日の例祭には稚児行列や十二座神楽
が出てにぎわう。（右上）「ゆかりの家」
玄関。（右下）庭から見たところ。愛新
覚羅溥傑・浩さんが成婚後（昭和 12 年）
半年暮らした家で、奥に絨毯を敷いた
洋間もある。

写真（上）真砂くすのき通りの素晴
らしい並木道。（左）美浜区役所に隣
接する建設中の地区センター

■いよいよ歩道橋を渡る。神社の
手前に「ゆかりの家入口」の標識。
■坂道をのぼっていくと、右手
にかわいい木の家が見えてきた。
かってに上がって家の中を見学
（入場無料）
。どこか懐かしい平屋
の木造の家で、昔は庭先から砂浜に
出られたのではと想像される。日本
と中国の歴史に翻弄されたお二人が
ここで幸せなひとときを過ごしたか
と思うと感慨深い。
■浅間神社にお参りして、裏の公園
を抜けて市民ギャラリーへ。ここで
も明治の実業家で、ワイン王といわ
れた神谷伝兵衛の別荘だった大正期
の洋風建築を見ることができる。
■中は 1 階が暖炉のある洋間、2 階
は和室
（入場無料）
。かつては実業家・
文人たちが訪れた観光地「稲毛の海」
を今に伝える貴重なものだ。
■今回のような小さな冒険もワクワ
クするし自分だけの発見もある…と
痛い足をさすりながら思ったわけで
ある。

写真（左）初代神谷伝兵衛の別荘。
外観はロマネスク様式に通じる５つ
の連続アーチが特徴。（上）2 階の
和室にある葡萄の巨木を用いた床
柱。

そんな田島先生が通し稽古後苦しんでいると明か

キッズプロジェクト '05 を追う③

した。本番まで間がないため初めて会った子供たち

いよいよ公演直前

に信頼関係もないまま厳しい対応をしたが、それが
ストレスになっているという。

7/31 の本番まで 1 ヶ月を切ったキッズ
プロジェクト ( 以下キッズ )。お母さん達
手作りの舞台衣装も完成し、いよいよ追い
込みモードに入った。今回は初めて行われ
た通し稽古の様子と公演会場としてご協力
頂いている幕張総合高校について。
【隅山】

日頃真剣さに出会う機会の少ない子供たちにとっ
て、新鮮な驚きでありよい効果を生むであろうと好
ましく見ていたが、彼女としては例外的な対応であ
ったようだ。よい舞台を創るため「信頼関係」をい
かに重視しているのかが強く感じられた。そんな彼
女だからこそ子供たちと一体となってすばらしいス
テージに仕上げてくれるだろう、という期待はます
ます高まった。「たくさんの人が頑張って舞台は創
られるということを子どもたちに伝えていきたい。
いい経験をさせてあげたい。すごい舞台に出たのだ

6/4、海浜打瀬小学校で初めての通し稽古が行わ

必要があれば子供たちの中に入り、体当たりで演技

れた。まずは各自がざっとした流れをつかみ、次に

指導する。子供やスタッフへの気遣いを忘れず、時

本番同様に通す。部分的に修正しながらミュージカ

に厳しさを示し真剣な表情で臨む。これまで素人的

* * *
今回、幕張総合高校 ( 以下幕総 ) 文化ホールの使

ルとしての流れを創り出していくのが演出を担当す

な演出で形を作ってきたキッズだが、今回はひと味

用を希望した。ミュージカルに挑戦するために演劇

る田島先生だ。

違っている。劇団飛行船でミュージカルの舞台に立

対応ホールが必要なためだ。1 年半前から折衝にあ

一つ一つの指示は自信にあふれ、きめが細かい。 ち、数々の舞台をこなしてきた彼女の仕事はプロの
次々とアイディアを示し、問題を素早く解決する。 それだ。

と自信を持って貰いたい」と彼女は言う。

たったものの対応は必ずしも前向きではなかった。
ところが、今年度から事務長に子安弘子氏が就任し
事態は一転した。積極的に地域との交流を目指す体
制へと変わったのだ。会場を空調費のみで使えるだ
けでなく、全面的に協力頂けることとなった。
子安氏は前任の千葉東高校でも積極的に地域や千
葉大学との交流活動を行ってきたという。幕総でも
同様の活動を目指したものの同校ではこれまで地域
との交流実績がなく悩んでいた。ちょうどそんな折
りに我々が接触したのだった。
子安氏には現在、設備の下見等について休日出勤
で対応頂いている。心強い味方を得た心持ちだ。キ
ッズが幕総とベイタウンとの「掛け橋」になれると
よいのだが。
キッズは多くの方々に支えられてきた。それがい
よいよ 7/31( 日 ) に結実する。ベイタウンからの文
化発信を、是非ご覧頂きたい。
キッズプロジェクトホームページ
http://kids-project.net

CORE CALENDAR July 7 月のコア
公民館市民企画講座
「まちがっていませんか？
あなたのスキンケア」
（土） 時間：午後 2:00 〜 3:00
場所：ベイタウン・コア
ホール
参加費：無料
講師はホテル・ザ・マンハッタンのエス
テティシャンの方で、夏の紫外線予防と
美白について実演を交えて説明してくれま
す。
お問い合わせ：打瀬公民館（296-5100）

7/2

第 30 回 フ ァ ツ ィ オ リ の
会
時間：9:30 〜 11:30
（日） 会場：ベイタウン・コア
音楽ホール
申し込み締切日：7 月 17 日（日）
連絡先 : 阿曽 TEL&FAX 211-0273
ベイタウンの皆様にコア音楽ホ−ルとフ
ァツィオリのピアノを使って頂ける月に一度
のチャンスです。どうぞお申し込み下さい。
非公開の演奏も受け付けています。

7/24

「ファツィオリを弾く会」の名称変更
皆様に喜んでご利用頂いております「ファツィオリを弾く会」
も今月 7/24 で第 30 回となります。
今回より「ファツィオリの会」と名称を変更させて頂きます。
今までファツィオリを『弾く』と言う言葉で躊躇されていたピア
ノ無しのアンサンブルや無伴奏の楽器演奏、アカペラでの声楽な
どなど、どうぞ気軽にお申し込み下さい。

高木竜馬ピアノリサイタル
チケット発売開始
前号でお知らせした「ホロビッツ国際コン
クール」優勝ピアニスト、高木竜馬リサイタ
ルの詳細が決定しました。
高木竜馬 ( たかぎりょうま ) ピアノリサイタル
日時：2005 年 9 月 11 日 ( 日 ) 開場 13:30
開演 14:00
会場：ベイタウン・コア 音楽ホール
入場料：一般 1000 円、中学生以下 500 円
チケット販売 : きらら (CPW)、ジャイネパ
ール (5 番街 )、新星堂 ( パルプラザ )、ギャ
ラリーキキ (17 番街 )
主催 :「高木竜馬ピアノリサイタル」実行委
員会
共催 : 幕張ベイタウン・コア音楽ホール文化
振興基金
チケットは 7/11（月）発売開始です。
お問い合わせ／予約：松村（043-211-6853/
E-mail mmatz@m2.pbc.ne.jp

打瀬第三小学校（仮称）説明会開催

気性を向上させている。暖房に関しても、温風の噴

学区、学校名はどうなった？

出口を寒い窓際にすることで効率化と省力化をはか
っている。
工事の進捗状況としては、現在基礎工事がほぼ完
通学区域（学区）

了し、一部壁が立ち上がってきたところである。竣

学区に関しては、一昨年 11 月の住民説明会にお

工は 06 年 2 月、06 年 4 月から使用開始となる。

いて住民側から示されたメッセ大通りをまたいだ学
区割への懸念や、品川区で実施さ
れている学区選択制の導入検討
提言などに対して、今回の呈示
内容は前回から何ら変更がなされ
ていない。海浜打瀬小の開校の時

幕張ベイタウン
プラザ

と同じく、今年の 10 月中旬、新 6

打瀬小学校通学区域

年生のみを対象に学校選択希望を
順調に建設が進む打瀬第三小学校（仮称）
開校の背景
6 月 25 日午前 10 時から海浜打瀬小学校アリー
ナで保護者や地域住民を対象にした打瀬第三小学校
（仮称「以下、第三小」）の説明会が開催された。今

調査する予定である（右図参照）

パティオス
1番街

工事の進捗状況

前述したように、第三小
の設計者は打瀬小学校を
担当したシーラカン
スアソシエイツなの

瀬小学校を設計したシーラカンスアソシエイツの説

で、当然打瀬小学

明をメインに進められた。

校のオープンス

児童公園
パティオス
15番街

パティオス
14番街

海浜打瀬小学校通学区域
パティオス
エコパーク

クールが取り

方も児童数がすでに 1,000 名を超えている。さらに

イメージ

平成 17 年度以降 2,160 戸以上の住宅供給が予定さ

的には

れているので、今後 6 年間の予想では、ピーク時で

今年か

学級数が 78、児童数は約 2,700 名となることが見

ら使用が開

込まれている。このような推計児童数は住民台帳を

始されている打瀬小

基に計算されるが、最近の晩婚化のためか、居住年

学校の増築部分に近い設

齢に比べて子どもの年齢が低い傾向にあり、試算上

計になっているようだ。

コミュニティ
コア

パティオス
6番街

近隣公園

入 れ ら れ、

第三小が建設されても、打瀬、海浜打瀬、第三小

パティオス
10番街
パティオス
5番街

パティオス
4番街

グランパティオス
公園西の街

で千葉一のマンモス校となっていて、海浜打瀬小の

の難しさがあるようだ。

パティオス
2番街

パティオス
12番街

パティオス
11番街

サウスコート

打瀬第三小学校
（仮称）通学区域

パティオス
17番街

パティオス
13番街

16番街

H2街区
海浜打瀬小学校

クリエイティブ
プレイパーク

パティオス
18番街

打瀬第三小学校（仮称）

パティオス
20番街

ミラリオ

パティオス
19番街

パティオス
21番街
マリンフォート

アバンセ

ヒルトップ
パーク

パティオス
9番街

パティオス
8番街

パティオス
3番街

グランパティオス
公園東の街

エクシア

パティオス
7番街

打瀬小学校

セントラルパーク
ウエスト

建物に関する説明と

回で 3 回目となる説明会は、千葉市教育委員会と打

現在、打瀬小学校は学級数 30、児童数 1,077 名

打瀬大
公園

セントラルパーク
イースト

トライアングル
パーク

カジュアル
パーク
パティオス
22番街

ミラマール

特にオープンスクールならでは
の音の問題に対応する為、打瀬小学校

のそれぞれの学級数は 25 クラス以上で推移し、ベ

の増築部分と同じく天井や壁を穴のあいた

イタウンにおける大規模開発がほぼ終了する平成

凹凸の構造にすることで遮音性をはかったり、

23 年度以降から減少傾向に転じる予定だという。

向かい合った部屋どうしの音が伝わらないように、

第三小は、鉄筋コンクリート造 2 階建の建物に普通

教室の位置を少しずらした上に、間に透明な強化パ

打瀬中学校

運動公園

SH2街区
児童公園

教室 24、多目的教室や音楽室などの特別教室 11、 ネルをたてるなどの工夫もされている。床は上記の
管理諸室 10 室で構成されるが、開校当初から普通

対策で音の問題をカバーできることからフローリン

教室 24 室をフルに使う予定で、その翌年からは特

グになっている。

別教室を普通教室として転用する体制となるよう
だ。

子どもルーム

千葉の小学校で冷房化がされているところはない

こどもルームは第三小校舎の南東側に配置され、

が、第三小の教室は 2 方向に窓をもうけることで通

軒下が広く、子どもたちが比較的自由に出入りでき、
職員の方が全体を見渡すことができるワンルーム型

第９回ベイタウン自治会連合会総会

になる。定員は 80 名で、小学校の学区にかかわり

先月号でお知らせしたとおり、6 月 25 日 (
土 ) に、第 9 回目となる自治会連合会定期総
会が開催された。平成 16 年度の活動報告／
決算報告、平成 17 年度の役員選任／活動方
針案／予算案などが議案として審議され、１
時間ほどで終了した。平成 17 年度の新役員は、
以下のように決まった（敬称略）。
会長
パティオス 8 番街 吉識 渉
副会長 パティオス 17 番街 伊藤 正昭
副会長 パティオス 10 番街 小畑 幸保
副会長 パティオス 5 番街 遠山 孝行
副会長 公園西の街
川井 健造
広報
パティオス 17 番街 伊藤 正昭
書記
マリンフォート
草原恵美子
会計
パティオス 21 番街 角谷 徳道
監事
パティオス 12 番街 岡戸 雅子
監事
パティオス 16 番街 山崎 正弘

学校名

今回副会長として留任された伊藤さんは、
これまで 3 期に渡り会長を努め、ベイタウン
の青年期（少年期？）の発展を支えてくれた。
僭越ながら、ベイタウン住民に成り代わり、
この場を借りてお礼を申し上げたい。長い間、
本当におつかれさまでした。
【板東】

無く申し込むことができる。

7 月頃から受付場所を各小学校とするアンケート
を実施し、千葉市教育委員会の校名検討委員会で検
討し、来年 2 月の定例教育委員会で最終決定される
予定である。
名称を決める基準としては、歴史や地域の名称、
あるいは開発にともなう呼び方などとし、好感をあ

本誌先月号にて、上記総会の期日を「6 月 たえ、第三などの番号や、東西南北の方位をつけな
25 日 ( 日 )」と案内してしまいました。出席 いものとするという。
予定で出席できなかった方、26 日 ( 日 ) に誤
って総会会場に行ってしまった方、大変申し 今後の問い合わせ窓口は、千葉市教育委員会企画課
（043-245-5908）となる。
訳ありませんでした。
【金】

打瀬中卒業生が母校で教育実習

と声をかけると︑すぐに﹁オレも﹂︑
﹁私

- の生徒達︒

放課後﹁君島先生と写真を撮りたい人﹂

も﹂と集まった

な指導をするのは難しいが、君島君はよく目
を配って、それぞれに適切なアドバイスを与
去る 6/1、打瀬中学校に今年も教育実習生がやってきた。打瀬中では例年実習生を受け
える。跳び箱が得意な子よりも苦手な子によ
入れているが、今年の実習生は例年と少し事情が違っていた。3 人の実習生のうち、2 人
く付き添い、熱の入った指導をしているよう
は打瀬中学校の卒業生だったのだ。今年、母校の打瀬中に実習のため帰ってきたのは「君島」 で、優しくて面倒見のいい彼の性格が出てい
君 ( 平成 9 年卒業 ) と「岩清水」さん ( 同 10 年卒業 )。打瀬中卒業生が母校で教育実習を
るようだ。体育ではやはり子ども達に怪我を
行うのは今年が初めてという。早速、打瀬中学校に君島君を取材した。
【松村】 させないよう注意していると言い、ふざけて
指導外の危険な飛び方をしたときはすぐに叱
君島裕亮 ( ゆうすけ ) 君の専門は「保健体 幡宿駅から毎日自転車で 40 分の道を通学し る。いつもは笑顔を絶やさない君島君だが、
育科」。太い首周りと背が高くがっしりとし たという。その後「日本体育大学」へ進み、 叱るときはなかなか迫力があり、楽しいなか
た体格。明るく快活な言葉遣いは「ナイスガ ロサンゼルスオリンピックの体操金メダリス にも緊張感のある授業だった。
イ」という表現がぴったりだ。君島君が打瀬 ト「具志堅幸司」氏にも師事した。
教育実習生の一日は忙しい。毎日教科の
中を卒業したのは今から 8 年前。在学中は
その具志堅教授仕込みという「とび箱」の 実習を平均 3 コマ (1 コマは 50 分 ) もつほ
サッカー部でならし、生徒会役員を務めたと 授業を見せてもらった。2 年生の男子 2 クラ か、クラス担任も受け持つ。君島君の担任は
いう。卒業後はサッカーで有名な県立市原緑 スを能力別に 5 グループに分けて指導する。 2 年 A 組。本来の担任である八代先生 ( 国語
高校へ。高校在学中は足腰を鍛えるため、八 中学生は体格と能力に差があり、全員に適切 科 ) と一緒に毎日のクラス活動を指導する。
2-A の生徒達に君島君の印象を聞いてみた。
「君ティー ? すごく楽しい。」から始まって「明
るい」、「やさしい」と生徒の評価はいい。年
代が近いこともあり、「頼れる兄貴」という
印象のようだ。体育教師らしく、放課後は部
活の指導も行う。実習中担当しているのは女
子バレーボール部。そのほか自分が育った打
瀬中サッカー部にも顔を出す。
君島君の職業志望はあくまで「中学校の先
生」だ。別れ際に「どんな先生になりたいの」
2
と聞くと、「熱い先生。熱血教師になりたい
んです」と実に明快な返事が返ってきた。
A
千葉市の教員採用試験は 7 月。以前ほど
ではないが先生の門は狭い。母校打瀬中に先
生となって帰ってきたらまたインタビューを
と約束して別れた。

「打瀬 3 丁目公園オープン記念ソフトボール大会」開催
去る 6 月 5 日（日）、打瀬 3 丁目公園のオ
ープンを記念して、芝生の養生が終わり完成
したばかりの同公園で記念のソフトボール大
会が行われた。
一般公募で大会に参加した 8 チームは中
学生、高校生のチームやマンション（番街）
の同士を集めたチーム、サークルで出場した
テニスクラブ仲間のチームなど様々。打瀬中
学校からは野球部の他サッカー・バドミント
ン・バスケ・科学部からなる 9 人の 3 年生
チームが参加した。彼らに試合前の意気込み
を聞くと「打瀬中の名誉のために頑張ります
! 必ず優勝する !」と闘志がみなぎっていた。
対照的にピッチャーを任された本多君は「打
たせて取って、なるべく抑える･･･」と、こ
ちらは静かな闘志をみなぎらせていた。
新しいグラウンドは前日の雨で水浸しだっ
たが、試合開始前に、参加者と大会のサポー
トを買って出たベイバスターズによって整備
され、試合の出来る状態になった。ベイバス
ターズの子ども達はベイタウンニュース前号
にも載っていたように、この日も公園周辺の
ゴミ拾いを実行。言われてやるのではなく自
ら進んでのボランティア精神は素晴らしい。
試合には力の差があるのでベイバスターズの
お父さん & コーチ陣が参加し、子ども達は
声援を送ったり土の付いたボールを一生懸命
きれいに洗ったりと、舞台裏で頑張っていた。

ートに走っていった。優勝したのは笹井さん
（ミラマール）率いる、ベイタウン在住の職
場仲間を中心に集まったチーム。当日は欠員
ベイバスターズの保護者のお母さん方は「地 が出てしまったため急遽ベイバスターズの岡
域に野球が出来る場所が出来てみんなで仲良 本監督が参戦 ! 決勝戦では高 3 チームを完封、
く公園を使っていきたい。今日のようなイベ 勝利した。笹井さんは「念願のスポーツパー
ントは用意は大変だけどおもしろいので続け クが完成して、こんなイベントに参加できた
てまたやっていけたらいいな。グラウンドは ことを大変嬉しく思います。来年も是非、地
21 番街に近いから大きな声などにも気をつ 域の交流の場としてこのようなイベントを期
けてこれから公園を十分利用していきたいで 待しています」。
す」と周囲の環境のことも考えている様子だ
今回の大会では明確な主催者を決めず、全
った。
て住民のサポートで開催した。「言い出しっ
試合ではどこのチームもよく打ち、守備で ぺ」のひとり吉識さんは「3 丁目公園が多く
もファインプレーが続出した。応援団は白熱 の住民やサークル同士の交流の場になり、ベ
しポンポンを持って踊ったり、マリンスタジ イタウンに新しいスポーツの文化が根付くこ
アムのライトスタンドを思わせる声援も・・・。 とを願っています」と話してくれた。コアが
優勝を目指す中 3 チームは 1 回戦で高校 3 できベイタウンに音楽文化の風が吹いたよう
年生のチームとあたり「ばっちこーい !」と に、スポーツ文化も盛んになることを期待し
威勢のいいかけ声でシーソーゲームを展開し たい。
た。最終回で逆転され惜しくも負けてしまっ
【富川真希】
たが、「事実上の決勝戦だった･･･。やっぱり
高 3 は体でかいし強っ !」と負けても明るく
さわやかで、「さすが我が後輩」と気持ちが
よかった。テニスサークルチームの「ダブル
フォルツ」は僅差で一回戦敗退。このチーム、
一週間前には同じ「打瀬 3 丁目公園オープ
ン記念」のテニス大会にも出場していた。チ
ームの宮澤さんは「グラウンドは上々、普段
やらないような事をやって楽しいし、いつも
一緒にテニスをやっているメンバーの違う一
面も見られた」と話すと、向かいのテニスコ

国際トライアスロン幕張大会

洋行選手を発見。多くのベイタウン住民が沿
道で声援を送ることについて聞いてみたとこ
ろ「とても励みになります。配られる選手表
とゼッケンを見比べて『西内頑張れ !』など
名前で呼んでもらえるととっても嬉しいで
毎年行われる幕張でのトライアスロン大会。去る 6/12、マリンスタジアムを中心とした
す。声援よろしくお願いします」とのことで
コースに今年も世界のトップトライアスリートが集結しました。数年前まではベイタウン
した。
がランのコースだったため、住民によるボランティアが不可欠でした。現在はコースが海
大会当日はあいにくの霧。向かいのマン
側へ変更されましたが、多くのベイタウン住民がボランティアで大会を支える形は引き継
ションも見えない状況に驚きましたが、早
がれています。今年は MC（司会）にマリンフォートの入山さんが起用されるなどベイタ
ウンとの結びつきを年々強める幕張トライアスロン大会を取材しました。
【北村】 朝にもかかわらず 6 時過ぎには数多くのベ
イタウンボランティアがマリンスタジアムに
大会前日の夕方 5 時半、コア中庭に出場 かれた筋肉質のお体。素敵な奥様も実はアス 向かっていました。今年は打瀬中学校からも
120 名の生徒がボランティア参加しました。
選手があつまりました。トライアスロン大会 リートだということでした。
今回の大会には 7 月 3 日「アジア大会」 子供達が与えられた仕事にとりくむ様子を見
にはつきものの前夜祭です。乾杯のあと、長
蛇の列ができるのが幕張大会前夜祭では恒例 の出場権がかかっていることもあり多数の有 守る打瀬中学校の先生の姿が印象的でした。
となっている「特製カレー」。鉄人の胃袋を 名選手が幕張大会に参戦。コア中庭はとても 中学生達の明るい挨拶と元気のよさは出場選
満足させるべく大鍋にカレーを用意している 華やかでした。ベイタウンのトライアスリー 手達にも好評でした。
MC に抜擢された入山信香さんは「海沿い
のは 9 番街の橋本さん。ご主人がトライア トといえば庭田清美選手。庭田選手は既に「ア
ジア大会」出場権は獲得済みで現在はオース
のいいトレーニングコースがある」とマリン
スリートということでボランティアをスター
トした奥様、細い体で大量の食事の用意はさ トラリアでのトレーニング中。残念に思って フォートを購入。本業の司会業の傍ら夢のト
ぞ大変だろうと思いきや、良く見ると鍛え抜 いたところ、同じくオリンピック選手の西内 ライアスロン出場に向けて努力してきまし
た。今回出場より先に司会でトライアスロン
を経験することになりましたが、大好きなト
ライアスロンの世界がとても近くに感じられ
たようで、幸せいっぱい大会を盛り上げてい
ました。
沿道で観戦を楽しむ多くのベイタウン住
民。なかでも声の掛け方が「通っぽい」東の
街の岩本さんはご自身もトライアスリート。
庭田選手のマネージャー、島田さんと話が弾
3
んでいました。夏には MC 入山さんのトライ
アスロンデビュー戦に庭田清美選手のご主人
ともども仲良く参戦するそうです。
10
男子の優勝は稲毛 ITC の細田雄一選手。レ
ース後のインタビューでは「声援とても嬉し
かったです。応援ありがとうございました。」
という言葉のあと、沿道の住民やボランティ
アたちに大きな笑顔が広がっていました。

打瀬中からもボランティア 120 人が参加

千 葉 県 ト ラ イ ア ス ロ ン 連 合 副 会 長 の内

番街︶と並ぶ打

年生女子諸君︒

田隆さん︵写真右

瀬中学校

にもいる。例えば「ムクドリ」だ。打瀬中周
りのヨシが刈られたのと同じ頃、1 丁目公園
ベイタウンは住みやすいか
に隣接する空き地には異変がおきていた。ム
ベイタウンには様々な野鳥が我々人間と一 たという話はまだ聞かないから、ヨシがきれ クドリの群れが集まり鳴き始めたのだ。ムク
緒に住んでいる。スズメやカラスなどどこに いに刈り取られたのは夏を前にした通常の草 ドリは特定の街路樹に数百羽あるいは数千羽
でもいる鳥にはじまって、ヨシキリやアジサ 刈りだろう。しかし、「介護施設付きマンシ という群れでやってきて、周辺に糞や大きな
シなど都市部ではあまり見ない珍しい野鳥も ョン」が建つかどうか別にして、いずれはこ 鳴き声の被害を与えるので嫌われる。北習志
いる。なぜ住宅都市と言われるベイタウンに の空き地にも何かの建物が建ち、現在一面に 野や船橋では駅前の街路樹に集まり社会問題
そんな野鳥がいるのだろうか。。
広がるヨシの原は消え、オオヨシキリもセッ にもなった。
先日、打瀬中学校周りを歩いていると、空 カも居なくなるだろう。夏の前、「ギョギョ
ムクドリが集まるのは主に「ケヤキ」の木
き地の草がきれいに刈り取られていた。刈り シ、ギョギョシ」と大声で一日中鳴くオオヨ だが、1 丁目公演横の空き地にあるのは主に
取られる前は一面ヨシ（アシ）の原で、初夏 シキリはベイタウンにまだヨシの原が広がっ クスノキで、ケヤキはない。この空き地は公
のこの時期は「オオヨシキリ」と「セッカ」 ていた頃の代表的な野鳥だった。一日中うる 園や街路樹の木を一時的に育てるためのもの
が盛んに子育てをしていた場所だ。この空き さく鳴き、睡眠のじゃまをするほどであった で、立ち入りが制限されているがベイタウン
地には「介護施設付きマンション」が建つと が、いなくなると寂しい。
には貴重なまとまった樹林がある場所だが、
の希望的な噂もあるが、何を建てるか決まっ
しかし、ヨシキリがいなくなると、環境の オオヨシキリが消え、代わってムクドリが大
変化に合わせて、新しい野鳥が住み始める。 挙して集まるような環境になってきたのな
ベイタウンではここ数年、「メジロ」や「ヒ ら、恐ろしい気がする。
ヨドリ」がずいぶん増えた。これらは樹林を
ベイタウンは海を埋め立ててできた街だ。
好む鳥で、街路樹や中庭の樹林が大きくなる 環境の変化が少なく安定している内陸部に比
に従って周辺から移り住んできた鳥だ。
べて、人間の都合で短期間に環境が大きく変
樹林が増えると喜んでやってくる野鳥は他 化する。野鳥もそれに合わせて変化してきた。
これからどんな野鳥が住み着き、どんな野鳥
が消えていくのか。ムクドリをはじめ野鳥に
静かだった 1 丁目公園横の緑地はムク
は罪はないが、つき合いやすい仲間が来てく
ドリが増えている。
れることを期待する。
【松村】

野鳥で知るベイタウンの環境変化
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公民館運営懇談会 コア周辺の環境悪化について
公民館運営懇談会は打瀬公民館の運営に
ついて、公民館長と住民から選ばれた代表
8 名に打瀬小中学校の校長 2 名の委員が定
期的に集まって検討する場だ。公民館とい
う市の施設の運営に住民の要望を反映させ
る場として、館長の諮問機関として設置さ
れている。
去る 6/23( 木 ) に行われた懇談会では、
いつも議論される利用者数の推移や施設の
管理状況に加えて、コア周りの環境の悪化
が話題になった。
最初に問題になったのは、コア前の道路
の長時間駐車。ベイタウンは駐車禁止はな

今年もプール開放は海浜
打瀬小で
7 回目を迎えた夏休みのプール開放。今
年も昨年同様、海浜打瀬小学校アリーナ上
のプールを使って行われます。もちろん打
瀬小学校の児童も参加できます。今年は昨
年までのように申し込み制ではなく、事前
の申し込みなしでも直接参加が可能です。
ただし、1 回の入場者は 120 名までとし、
必ず親子で参加していただきます。日程は
7/16 から 7/24(7/22 を除く ) の 8 日間 15
回です。詳しくは小中学校を通じてお知ら
せが配布されるので、お読み下さい。

く、コアは重い荷物の搬入などもあるので短
時間の駐車についてまで規制するものではな
いが、最近の駐車状況はひどい。コア利用者
の車だけで道路が占有されているかどうかは
不明だが、コアを利用する際は長時間の駐車
はしないようにしたい。
2 番目はペットにからむ問題。最近になっ
てコア周辺で朝イヌの散歩をさせて落とし物
をそのままにしてゆく飼い主が多くなったと
いう。朝、清掃員の方がいつも中庭周辺の掃
除をしてペットの落とし物の清掃に頭を痛め
ている。ペットについては先日、飼い主の不
注意からコア利用者の子どもがつないであっ
たイヌに噛まれるという事件もあったそう
だ。
他にも、自転車が駐輪場に置かれず、玄関
前に無秩序に放置されることが話題になり、
コア周辺の環境が悪化しているとの指摘が住
民側の委員からあった。
これらの問題はコアだけに限った問題でな
くベイタウン全体についていえることだ。自
治会連合会やフォーラムなどもっと大きな問
題として議論すれば、という意見もあったが、
コアを利用するみなさんも注意していただき
たいとのことだ。

夏休み恒例「ラジオ体操」
こちらは 11 年目になるラジオ体操。昨
年同様前半を打瀬小学校校庭で、後半を海
浜打瀬小学校校庭で開催します。
日時：7/19 〜 7/30( 日曜日を除く )
打瀬小学校校庭
8/22 〜 8/29( 日曜日を除く )
海浜打瀬小学校校庭
いずれも時間は午前 6:30 〜 6:40 です。
詳細は各小学校とコアに掲示されるポスタ
ーをご覧下さい。

ベイタウン音楽愛好会会員募集
ピアノ・ヴァイオリン・声楽の専門家や
音楽愛好家達が集まって楽しく活動をして
います。
主な活動はコア音楽ホ−ルでの年に何回
か開催されます「ベイタウン音楽会」サマ
−コンサ−ト・オ−タムコンサ−ト・ウィ
ンタ−コンサ−トなどと、月に 1 回行な
われます「ファツィオリの会」、その他有
料コンサ−トのコンサ−トスタッフなどで
す。
お問い合わせは 大垣まで
TEL&FAX 276-3878
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UTASE POOPER SCOOPERS

メンバー募集中 !

私たちは、毎月第 3 土曜日に幕張海浜公園
に集まり、愛犬と一緒に公園やベイタウン
周辺に放置されている犬のウンチを清掃し
ているボランティアサークルです。愛犬の
お散歩をしながら街や公園をきれいにしま
す。
普段のお散歩では知り合うことのなかっ
た新しい犬トモと出会えるチャンスでもあ
ります。( 犬の参加は絶対条件ではありま
せん ) みなさまのご参加をお待ちしていま
す。
●開催日 : 毎月第 3 土曜日
● 活 動 時 間 :am9:00 〜 10:00( 受 付 開 始
am8:45 〜 )
●集合場所 : 幕張海浜公園花時計前
※雨天中止 ( 中止の場合は当日朝 8 時半ま
でに、ホームページに中止の旨を掲載 )
●持ち物 : ゴミ袋、ゴミ投入口のキー、ス
コップなどあればお持ちください。
問合せ先 ... 石田静香 / 田中聡子 ( マリンフ
ォート )
utasepooperscoopers@yahoo.co.jp
http://www.geocities.jp/utasepooper
scoopers/index.html

