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夢フィールドはベイタウンからはバ
レンタイン通りを通り、シーサイ
ドデッキを渡ってすぐの幕張海浜

公園内に整備されています。現在（1/21 日）
は施設の建物がほぼ竣工という状況でこれ
から内部のネットワーク構築、家具什器の
取り付けや、全天候型走路の敷設などの追
加工事が行われるという段階です。
　取材のため訪れてみると、以前は殺風景
で所々に椰子の木が植えられていただけの
公園が切り拓かれ、今は開けた景色の先に
夢フィールドの建物が姿を現していまし
た。建物はもう外観まで出来ており、工事
車両もクレーンなどの大型の重機はもう見
当たらない状況です。
　施設建物に隣接するピッチ（天然芝ピッ
チ２面、人工芝ピッチ２面　※人工芝ピッ
チ２面の内１面は公益社団法人千葉県サッ
カー協会が整備）も外から見る限りほど完
成している状況です。
　JFA の予定では３月中旬の工事完了、４
月上旬の開所予定で進んでいるとのことで
す。

ベイタウン住民として夢フィー
ルド本体とともに関心が高
い温浴施設ですが、こちら

は、都内および近郊で多くの温浴施設を運
営する「サンフジホールディングス」社が
整備・運営を担います。同社は関東一円で「湯
楽の里・喜楽里」という温浴施設を運営し
ており、幕張の浜に建設中の温浴施設も同

社と JFA の共同事業として進められていま
す。
　施設の概要についてサンフジホールディ
ングス社の担当者によると、施設は６月末

に竣工し、７月には営業を開始する予定で、
幕張の浜を掘削して得た源泉を使った２階
建ての温浴施設が整備されているそうで
す。
　工事は今は鉄骨の組み立てが一段落した
状況のようで、海浜大通り越しにベイタウ
ンから見える建設現場も、今は鉄骨だけで
すが２階建ての骨組みがはっきりと見え、
先日まで稼働していた重機のクレーンも今
は撤去されています。
　３丁目公園でテニスをして、シーサイド
デッキを渡って松林を抜ければすぐのスパで
海を見ながら源泉かけ流しの露天風呂でゆっ
たり。そんなことができる日はすぐです。

夢フィールドは４月、スパは７月
	 建設が進むJFA練習拠点と温浴施設

提供：日本サッカー協会

　公益財団法人日本サッカー協会（JFA）が幕張海浜公園に建設中の「JFA夢フィールド（以
下夢フィールド）」がいよいよ形を現してきました。日本サッカーの一大拠点となるこの施設
は私たちの街ベイタウンからは歩いて行ける距離にあり、一般の方も利用できるスパ（温浴施
設）も併設されるとあってサッカーファンでなくとも大いに関心があるところでしょう。夢
フィールドは今年４月が開所予定、また温浴施設は同じく７月に営業開始が予定されています。
　今回は約２ヶ月後のオープンを控え急ピッチで整備が進む夢フィールドの建設の状況と、併
設される温浴施設についてお知らせします。　【板東/松村】



フェアリーズが「千葉市芸術文化新人賞」を受賞

　１月 19 日（日）に打瀬小学校アリーナ
でボッチャ体験会（打瀬地区スポーツ振興
会の主催）が開催されました。ボッチャは
2020 東京パラリンピックの正式種目で、
この体験会は打瀬では３回目の開催です。
　ボッチャとは、ジャックボール（目標球）
と呼ばれる白いボールに赤・青のそれぞれ
６球ずつのボールをいかに近づけるかを競
う競技です。また、ボッチャの魅力は子ど
もから大人まで、誰でも簡単にできること
で、これは「誰もがスポーツを楽しむこと
ができる」という障がい者スポーツの理念
にも沿っています。
　当日は打瀬小学校の子どもたち 15 名に
地 域 か ら 大 人 13 名 が 参 加 し ま し た。 ほ
とんどの方がボッチャは初めてでしたが、
ルールが比較的簡単ということもあり大人
より小学生の方が早く覚えていました。大
人と小学生に分かれてのチーム戦（３人対
３人）でも優勝は小学生のチームでした。
　ボッチャは子供から高齢者まで幅広い層
の方が気軽に参加できて楽しめるスポーツ

ですから、これからもスポーツ振興会では
機会を見てボッチャ体験会を開きたいと思
います。

　今年もベイタウン恒例の新年もちつき大
会が 1 月 11 日（土）に打瀬公民館中庭に
て青少年育成委員会の主催で行われまし
た。
　今年も晴天に恵まれ、たくさんの親子連
れや小学生、中学生が参加しました。これ
も毎年恒例になっている美浜打瀬小３年生
による「もちつき大会を盛り上げよう」の

活動も行われました。少子化が伝えられる
昨今ですが、今年は昨年よりも参加者は増
えたような印象があります。「ベイタウン
のお正月はもちつき大会」が定着したから
でしょうか。何といっても今年で通算 22
回目です。

　お正月早々、良いニュースが飛び込んで
きました。ベイタウンコアを拠点に活動す
る「ジュニアコーラス　フェアリーズ」の
千葉市芸術文化新人賞受賞の報です。おめ
でとうございます。受賞理由は「今後全国
的な水準での活躍が見込め、千葉市の芸術
文化の振興に寄与することが期待できるも
の」というものです。グループとしての受
賞は同賞では初、合唱という分野でも初と
いう快挙です。
　フェアリーズは 2002 年に「透明感のあ
る歌声、躍動感あふれる音楽」を目標に結
成されました。以来、18 番街在住の森本
真由美さんの指揮・指導の下、幼稚園児か
ら高校生による地域に根差した合唱団とし
て現在 60 人が活動しています。中には松
戸・柏からフェアリーズのサウンドにあこ
がれて入る団員もいます。2006 年から「本
物を目指す」という方針を打ち出し、楽し
くも厳しい練習を重ねてきました。昨年ま
でに千葉県合唱アンサンブルコンテストで
は 10 年連続 11 回金賞を受賞しています。
千葉県の合唱はとてもレベルが高く、本当
に価値があるそうです。その他全国レベル
のコンクールで団体、個人のジャンルで優
秀な成績を収め続けています。
　フェアリーズの活動は幅広く、2010 年
の米国ヒューストンでの親善友好コンサー
トなどの国際交流活動、地元のイベントで
の招待演奏（最近では幕張新都心イルミ
ネーション点灯式）、コアでの定期演奏会
は立ち見の観客が出るほどです。 フェア
リーズが追求する透明感のある美しい歌声
が評価され、お手本として教科書教材の曲

をレコーディングし、来年度から全国の学
校の音楽の授業で流されることも、とても
誇らしい成果と言えるでしょう。
　１月 18 日（土）、 海浜打瀬小特別教室
での練習を見学しました。前半は幼稚園年
長さんから中学生まで全員の練習です。発
声練習、ハーモニーの重ね方、そして全員
での合唱。練習が進むにつれ、歌声が高い
天井の空間いっぱいに響き渡るようになっ
ていくのが素人の私にもわかります。最後
は入団希望で体験参加したお友だちに、ス
マイルアゲインを歌い歓迎の気持ちをプレ
ゼントして終わりました。
　そして後半は１週間後に控えたコンクー
ルに出場するメンバーの練習です。途端に
笑顔で指導していた森本さんの表情や言
葉に緊張感が加わりました。 指揮をしな
がら一人一人の音を確
認し、足りない所を指
摘していきます。メン
バーはそれを受けて努
力します。確実にハー
モニーは力強くなって
いきました。
　「ひとつのことを深
く学ぶことで得られる
も の は 計 り 知 れ ま せ
ん。音楽に限らず様々
な分野に、人間の深み
となって通じていきま
す」と森本さんは合唱
を学ぶことの意義を語
ります。休み時間に中
学生のお姉さんに聞い

てみると、「ハーモニーが重なるときがと
てもうれしい。あと、小さい子たちがかわ
いい」と答えてくれました。幅広い年齢の
子どもたちが、共に学び、互いに教え・教
えられることで子どもたちはさらに磨かれ
ていくようです。
　実は児童合唱というジャンルで高い水準
を保ち続けることは、並大抵のことではあ
りません。それは、子どもは必ず成長し「卒
業」を迎えるからです。ですがそれは次に
継承する子どもたちが成長するためのス
テップ。森本さんの「本物」を目指す指導。
先輩に追いつき追い越そうと頑張る子ども
たち。その地道な積み重ねから生まれた結
晶のようなハーモニーを、私たちは楽しま
せてもらい、応援していきたいと思いまし
た。
フェアリーズでは一緒に音楽を楽しむメン
バーを募集しています。
ご希望の方は E-mail：jcfairiesoffice@yahoo.
co.jp までご連絡ください。

打瀬小アリーナで「ボッチャ体験会」

今年も「新年もちつき大会」



【２月の主催講座の紹介】	２月２日（日）９時受付開始！

その１文芸講座「近代文学を彩った女流作家たち	②	」（全２回）
日時：２月 14 日（金 ）21 日（金）13：30 ～ 15：30
場所：打瀬公民館講習室
費用：無料
講師：文芸評論家　鳥海宗一郎氏
対象：成人（先着 30 名）

その２　オリ・パラ	「おもてなし英会話教室」（全２回）
日時 ：２月 20 日（木）、27 日（木）10：00 ～ 12：00
場所：打瀬公民館　講習室
費用：無料
講師：おもてなしキャラバン
　　　目白大学准教授 吉田晴美 先生
対象：成人（先着 20 名）

つどいまなびつなぐ
ベイタウン・コア /公民館通信
電話296-5100

　2月のコア・イベント
わくわくおはなし会　2月の常設おはなし会

日時：2月15日　第３土曜日　午前10：30〜
場所：ベイタウン・コア講習室
　今月もわくわくするお話を用意してお待ちしています。
　年齢制限はありません。絵本の好きな大人も子どももぜひきて
ね！
予約は不要です。読み手も募集中、見学大歓迎
ブログ更新中・見てね＊＊　http://blog.livedoor.jp/chibawaku/
◆お問合せ先◆　waku2book@gmail.com

毎月9日はキュービックの日！
『キュービックマルシェ』開催
2月8日 (土 )11時〜 /3月9日 (月 )11時〜
新入園・入学おめでとう！学用品マルシェ
2月14日 (金 )11時〜 /3月14日 (土 )11時〜

イベント最新情報・お問い合わせは
キュービックカフェホームページ：
https://www.cubic-cafe.com/

キュービックカフェ2月・3月のイベント・ワークショップ【折り鶴ウェーブ御礼とご報告】

【３	月の主催講座の紹介】	３	月２日（	月	）９時受付開始

その１　親子で本格的マジックを楽しもう
日時３ 月 22 日（ 日）14：00 ～ 16：00
場所：打瀬公民館講習室
費用：無料
講師：若葉の森マジック団 畝山順一代表
対象：小学校１年生 ～６年生と保護者
　　　先着 10 組

その２　うたせ落語会
日時：３ 月 28 日（土）13 ：00 ～ 15：00
場所：打瀬公民館講習室
費用：無料
講師：NPO 法人フォーエ ヴァー 落語会
対象：どなたでも（ 先着  50 名
持ち物：手ぬぐいまたはハンカチ

◇申込方法  
直接打瀬公民館窓口または電話（296-5100）
受付・問い合わせ時間は 9：00 ～ 17：00

ベイタウンニュース記者を募集しています
　ベイタウンニュースの記者を募集しています。中学生以上でベイ
タウンに住み、好奇心旺盛な方で、毎月第１土曜日のニュース配布
会に参加できる方ならどなたでもどうぞ。行動力があって街の出来
事に興味のある方を求めています。記事を書かなくてもできること
はたくさんあります。よろしくお願いします。
TEL：043-211-6853、E-mail：mazmbtn@gmail.com（松村）

2 月のベイタウンかふぇ
日時：２月 12 日（水）午後 1：30 ～ 4：00
場所：地域連携センター（ベイタウン・コア横）
前半は「素晴らしい歌声を楽しもう！」男声カルテットのビ
ンセンツをお迎えします。
後半は茶話会。ゲーム、ハンドマッサージもあります。おい
しいコーヒーを用意してお待ちしています。
　認知症の不安に応える専門家が常駐しています。遠慮なく
ご相談下さい。
　問い合せ：うたせ認知症を考える会　
中澤（TEL：211-0588）

第 190回ファツィオリの会

日時：2月 23日（日）　午前9：30〜 11：30
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
フルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」の演奏や他の楽器の演奏、
声楽や合唱などに使って頂くことが出来ます。非公開でのご利用を
希望のときは、ご相談下さい。定員になり次第締め切らせていただ
きます。聴きに来て頂くのは、自由です。
受付締め切り：2月 16日（日）
申込先：masamisatoutase@gmail.com		（佐藤）TEL090-9315-8079

　10 月末～ 12 月 15 日まで、社協と公民館の共催で行われまし
た『オリ・パラおもてなしプロジェクト～折り鶴ウェーブ～』に、
たくさんの住民の皆様にご参加いただきました。
　目標の 2020 羽をはるかに上回る 5600 羽の折り鶴が集まりま
した。昨年末、東京中央区へ 2020 羽をお届けしました。千葉で
も是非！との声が多かったので、県と相談し中央区へお届けした
以外の 3,850 羽を千葉でも配布出来ることが決定いたしました。
ご協力誠にありがとうございました。

寺子屋工作ランド

「紙コマ」をつくろう
日時：2月 22日　　第4土曜日　　9：30〜 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
工作用紙 5 枚をはりあわせたコマです。きれいな模様をつけます。
持ってくるもの：はさみ、木工ボンド、クレヨン
参加費：50 円（保険料）




