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コミュニティ誌編集局

 空気が澄んで星を見るのにはいい季
節になりました。ところで、ベイタウ
ンには「昼間も見える星座」があるの
をご存じですか？毎日の忙しさについ
足元ばかりを見て過ごしてしまいがち
ですが、少しだけ視線を上に向けてみ
ると、意外な発見があるものです。
 ではなぜ、ベイタウンに十二宮（ゾ
ディアック）？？ 設置に携わった大
村慶一氏に、設置までの経緯について
原稿を寄せていただきました。
ベイタウンの最初の６街区では、周

辺環境の整っていない土地に、道路も

建物も同時に大勢の手で設計を開始し

ました。そのため、その途中でそれぞ

れの設計を披露しながら、既存市街地

の建築設計同様、各設計者が周囲の建

物との調和を検討しつつ自らの設計を

進める方法をとり、私が幹事計画設計

調整者という役で、街路の設計を担当

しつつ、６街区の建築設計者間のデザ

イン調整を行うこととなったのです。

ベイタウンのいわばシンボル道路で

あるプロムナードについては、ポルテ

ィコの設置やその下部の道路と同素材

舗装、四辻コーナー部のデザイン協調

などについて設計者間の協議が行われ

ましたが、それらは各住宅事業者の事

業戦略などと絡む部分が少なくなく、

着工直前まで相互に相当努力して、今

日の姿になったのです。

ゾディアックはプロムナード四辻コ

ーナーの呼応に関するデザイン協調の

検討の中で生まれたものです。そこで

は、四辻のコーナーを占める各建物の

一部の素材、形態などの協調による統

一感のある街路交差点空間の演出と、

街に物語性を付加し場所を明確にする

シンボルの設置が検討され、後者がゾ

ディアックの形で実現したのです。

新興市街地ではいかに合理的に機能

が配置されても、歴史ある都市の市街

地空間の個々の場所がもつ物語の要素

を欠き、街の奥行きや面白さが感じら

れません。新しい街のデザインポリシ

ーとして、意図的にその蓄積を図って

いく姿勢を打ち出したものです。

シンボルにゾディアックが選ばれた

のはプロムナードに面する街区コーナ

ーが１２あったことに起因しますが、

天球上の太陽・惑星・月の運行帯であ

るゾディアックのように、プロムナー

ドがこの街の活動の中軸となって欲し

いこと。十二宮の暦とかかわるシンボ

ルを得て、四季折々の個性ある暮らし

の演出が期待されること、などを意図

したものです。
大村慶一／（株）都市計画設計研究所代表取締役
、東北大学大学院教授・都市建築学専攻
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消えた牡牛座の謎
十二星座のうち牡牛座だけが

見あたりません。１番街の本

屋さんの所にあった牡牛の彫

像、入居まもなく消えてしま

ったということです。

昼間でもベイタウンでは星座が見える！
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 お待たせしました。'98 幕張ベイタウンまつりの概要が決まりました。今回のまつりのテーマは「住民手
づくりのベイタウンまつり」。住民の力で小さくとも明日の街作りに結びつくお祭を目指します。各番街の
夏まつり、コンサート、12月のウインターフェスティバルとすっかりイベントづいたベイタウン。次は春
のベイタウンまつりだぜ！！

日時：平成 10年４月 11日（土）（予定）

メイン会場：幕張ベイタウン プロムナード通り、およびその周辺

予定される出し物（演目）

 各番街対抗つなひき大会（メインイベント）、バーベキュー会場（新鮮な材料、用具は貸し
出します。持ち込みも勿論OK）、バーベキュー食材用釣り堀、こども餅つき大会、フリーマーケッ
ト、模擬店（やきそば、たこ焼き、わたあめ、駄菓子、その他）、コンサート、討論会、キャンプファ イ
ア、写真展、絵画展、囲碁大会、映画会、こどもヨーヨー教室、ストリート・パフォーマンス、etc 。

新しい演目（イベント）とボランティアを募集します

 上に書いたイベントは実行委員会で出ている案ですが、今なら早いもの勝ちでこれらのイベントを仕切
ることができます。やきそばを売ってみたい方、ヨーヨーの妙技をみんなに見せたい方、どんどん名乗り
出て下さい。また、上のイベント例以外にグループや個人でできそうなイベント、やってみたいイベント
も受け付けます。ベイタウンにグループの名前を鳴り響かせ、グループに活動基金をもたらすチャンスで
す。

問い合わせ先：'98 幕張ベイタウンまつり実行委員会：佐藤総一 (#17-214 TEL:212-5630) 、和田一雄
(#10-203 TEL:211-6936)

ベイタウン青少年育成委員会が
発足
 「青少年育成委員会」、少し堅い名前ですが、
平たく言えば、地域のこどもの安全を守り、こ
どもの活動をサポートする組織です。打瀬中学
校に事務局を置き、中学校区（打瀬小学校、打
瀬中学校）の子供たちが対象です。防犯および
治安活動（パトロール等）、こどもとのレクレ
ーション（もちつき、キャンプその他）などを
行います。打瀬小学校、中学校の父母の会を中
心に今年６月の成立を目指しています。準備会
の会長には鎌田繁氏（4番街 205 号、小学校
学校開放委員）が選ばれました。

わたしたちも参加します
'98 ベイタウンまつり：幕張ベイタウン記録写
真コンテスト 出展作品募集

 幕張ベイタウンの現在を記録する写真展（写真コンテ
スト）を開催します。ベイタウンは毎日どこかで工事が
行われ、一日として同じ日はありません。第３期の現在
と第１期入居時ではその表情も大きく変化しています。
この変化を影像に残し次代に伝えて行きたいと思い、こ
のコンテストを企画しました。

出展作品募集要項

 どんな写真でも結構です。ベイタウンの何かが写って
いる限り、その写真は必ず貴重な記録となります。ベイ
タウンの街並み、イベント風景、周辺の原っぱや植物。
写真の大きさやカラー／モノクロは問いません。出品さ

れた作品はベイタウンまつりの展示会場に展示し、記録
性を重視した審査と投票により賞を決定して、本誌上に
て優秀作品および撮影者の発表を行います。また、編集
部では今後「ベイタウン絵はがき（カード）」の制作を企
画しており、入賞作品はこの企画に採用させて頂きます。

 〆切は平成 10年３月末日といたします。

出展ご希望の方は下記のニュース･サポータのメールボッ
クスまで作品とお名前、連絡先を投函して下さい。

1 番街 210 号:板東、2 番街 610 号:織間、3 番街 310 号:

佐藤、4 番街 302 号:星、5 番街 205 号:田村、6 番街 207

号:君島、7 番街 301 号:茂木、8 番街 504 号:辻、9 番街

301 号:浪岡、10番街612号:松村、11番街512号:小谷崎、

12番街108号:米谷、16番街 417号:永田、17番街 214号:

佐藤、18番街 104号:飯田
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'97 ウインターフェスティバルのビデオができました
'97 ウィンターフェスティバルの際の各街区のイルミネーションを撮影したビ
デオができました。ビデオは下記で放映しています。
京葉銀行：AM10:00 ～、PM1:00 ～、各 4回ずつ
幕張ベイタウンクリニック：待合い室のビデオで自由に。
お問い合わせは：マルチメディア委員会：御供 (#1-324 、TEL:211-0356)

日帰り房総バスツアーへのお誘い（ひまわりの会主催）

男性／ご家族での参加も歓迎します

日時：2月 28日（土）、スケジュール概要：8:00AMベイタウン出発～館山
、白浜、千倉～ 5:30PMベイタウン帰着、費用：6,000 円前後、他に昼食代
などで 2,520 円、申し込み期限：2月 15日、申し込みおよび詳しい問い合
わせは：福島慶子 (211-0785) 、青木尚子 (211-7762) 、平井政子
(211-5043) まで。申し込み多数の場合は先着順とさせていただきます。

助 っ 人 募 集 中
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温暖化はこれまでに地球が体験

したことのない急激な気候変化です。

動けない植物はその変化に対応でき

るかが心配されています。植物が変

わると、その植物を食べている動物

は、その動物を食べている動物はど

うなるのでしょう？人間の食料生産

も打撃を受けることが予測されてい

ます。

温室効果ガスは、主に日本のよう

な先進国が排出しています。アメリ

カが 1 位で 21.9％、日本は 4 位で

4.9％と、日本だけで、アフリカの全

部の国 3.2％より多いのです。そし

て、地球温暖化の影響は、南の小さ

な島々にとっては、海面が上昇して

国土がなくなるという危機として、

経済的に貧しい国では対策を実施す

ることが難しく深刻な事態となって

あらわれます。このように、温暖化

の問題は今の世界の「北」と「南」

に暮らす人々の不平等を明白にして

います。

日本では、家庭の消費にともなう

二酸化炭素排出量は、ガスや灯油の

使用、自家用車の排気ガス、家庭で

使う電気をつくる発電所から出され

るもの、日用品の製造や運搬、ゴミ

処理による排出量まで入れると、全

体の約 48％（1993 年度）にもなり

ます。

暮らしの中から、温暖化を防止す

るために、環境庁は「エコライフ

100 万人の誓い。あなたが止める地

球温暖化」を提案しています。次の

12 の項目があり、自分ができる行動

を環境庁に連絡します。12 月 14 日

朝 7時 50 分においては、343,809 人

の方が誓いをしていました。11 月

10 日までに誓った 135,229 人の行動

による二酸化炭素排出削減量は 1年

間に炭素換算で約 6,000 トンになり

ます。これをガソリンに置き換える

と、約 943 万ｔ、金額で 9億 4 千万

円、一人あたり約 7千円となります。

くわしくは、URL

ht tp : //www.wnn . o r . j p/wnn-

eco/cop3 。

1. レジ袋やブックカバーを断り、

自分の買い物袋やカバンなどを

利用する。

2. 缶、ビン、スチロール・トレー

などは分別し、リサイクルする。

3. 冷暖房の温度設定を夏は 28 度以

上、冬は 20 度以下にする。

4. 蛍光灯や電気機器はこまめに消

し、使わないときには主電源を

切り、コンセントも抜く。

5. 近くの買い物などには歩くか自

転車で行き、休日の外出には公

共交通機関を使う。

6. 洗面や歯磨きをするときなどは、

こまめに水をとめる。

7. 食器洗いなどの給湯の温度は冷

たく感じないギリギリの低めの

温度に設定する。

8. 日用雑貨や台所用品などにはエ

コマークのついた商品を購入す

る。

9. 食材をムダなく使い、

省エネを心がけて調理

するエコクッキングを

行う。

10. 環境家計簿をつけて、

環境にやさしい日常生

活となっているかチェ

ックする。

11. 人を待つ時や荷物の積

みおろしをする時は、

自動車のエンジンを切

る。

12. 3 階程度の昇り降りはエ

レベーターを使わず、

階段を使う。

これらの中で、削減量を計算

するときに、効果が大きいの

はさて何番でしょう？計算方

法は仮定が多いのですが、

もっとも効果的なのは【10】

で、換算係数が 53kg℃／年・

人（一人が 1年間で出す炭素

の重さ）です。次ぎは、【5】

で、46kg Ｃ／年・人です。

ベイタウンの路上駐車をして

いる皆さん。車は不便です

ね。軽快で体によい自転車や

自分の足があります。地球環

境に配慮して、車は本当に必

要な時だけ乗ることにして、

通常はきちんと車庫にいれて

おきませんか。（完）

ライフスタイルと環境について（連載その2）私たちが止める 

地球温暖化 

環境問題　第二弾 
Part. 2

記事：パティオス 18番街 208 号 小川かほる
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B  - i n f o r m a t i o n

編・集・後・記

■正月の３日間、ベイタウンでは路上迷惑駐車ほぼゼロの日が続き
ました。プロムナードは勿論、いつもは人が通れないほどびっしり
の富士見通りも、路地も、実にきれいなものでした。日頃迷惑駐車
を嘆く者にとっては、実に夢が正夢になったような光景です。しか
し、人通りも少なく、子供の歓声も聞こえないベイタウンは、一方
で美しい建造物を展示した巨大な博物館のようで、人の生活の匂い
のないゴーストタウンのようでもありました。「にぎわい」とは何
か、活気とは？迷惑駐車で子供の安全が脅かされるような毎日から
は、はるか先の話ですが、改めて考えさせられる光景でした。
印 刷 手 配：10 番 街 612 号 室 松 村 守 康 (211-6853/m-

matz@mxq.meshnet.or.jp)

■私の番街では、2年越しの管理委託費の削減交渉をいたし、大幅
に無駄な出費を減らす事ができました。その差額は将来の大規模修
繕の為の積立口座にまわす事ができる訳です。私たちの活動が他に
自慢できるのは、安易な管理費の値上げをせず、現状の水準を下げ
る事無く、なおかつ管理会社とも良好なパートナーシップを維持し
ながら値下げを達成できた事です。売りっぱなしの状況の中で、快
適な住環境を守っていくには順番だから管理組合の理事をやるので

はなく、積極的な姿勢が必要です。

企画：3番街 220 号室金一剛 (211-0388/ikkim@xa2.so-net.or.jp)

■今号では、３番街に住みながら「十二星座」の存在を知らなかっ
た“蠍座の女”が特集を担当しました。星座を探して歩くのも楽し
いものです。街に愛着を持っていただく一つのきっかけになればと
思っています。取材には幕張シティの小林さんにご協力いただきま
した。ちなみに編集メンバーの星座は、金氏は天秤座、板東氏と松
村氏は獅子座です。

タウンスケッチ記者：3番街 310 号室佐藤則子 (211-0090)

編集後記番外編−編集長、犬ぞりに乗る

　年末年始の休みを利
用して北海道は南富良
野に遊びに行きました。
富良野と言えば、夏は
ラベンダー畑、冬は富
良野やトマムでのス
キーが有名ですが、今
回の旅の目的は『犬ぞ
り』でした。
　私たちが乗った犬ぞ
りは、前に荷物（キャ
ンプ道具）を載せ、後ろに１～２名の人間が乗るタイプで、１台あ
たり３～５頭の犬が引きます。犬たちはシベリアンハスキーとサム
エドが主で、似たような奴が多いので最初は全然名前を覚えられま
せんでしたが、２日間のツアーの最後には「オーヴィル」「ダイちゃ
ん」「ハリー」など全部で 12頭の名前を覚えていました。
　犬ぞりは初体験でしたが、その走り出しのときのスピードのすご
いこと！ちょっと恐くなるくらいの勢いで走り出します。しかし、
上り坂では後ろに乗って『お客さん』ではいられません。引っ張っ
ている犬たちが後ろを振り向き、『少しは押してくれよ』という顔を
します（思い込みではありません。本当にそうやって催促します）。
そうなると人間も大変で、足で漕いだり、横を走ったり、はては押
したりで寒い雪山の中でも大汗です。走っている時の爽快感と、一
緒に苦労して目的地を目指す、犬との一体感、これが犬ぞりの魅力
だと実感しました。興味をもたれた方は、ビーバーカヌー：

0167-52-2660まで。
編集：1番街 210 号室板東司 (211-0289/tbando@dp.u-netsurf.or.jp)

聖火ランナーがやってきた

　 去 る 1 月 18 日
（日）午前 11時 20

分頃、冷たい小雨
が降るのにもかか
わらず、消防署そ
ばの京葉線高架下
には大勢の人が集
まっていました。
間もなく開かれる
長野オリンピック
に燈す聖火がここ

を通っていくのです。そして聖火ランナーは我らがプレナ幕張の高
野さんです。高野さんは何事にも積極的な方で、55歳の若々しきト
ライアスリートでもあります。
　この聖火リレーには、娘さんが「お父さんの夢をかなえたい」と
応募し、見事 15,000通の中から選ばれたそうです。
　さて、娘さんと一緒に聖火を持って走る高野さんの姿が見えてき
ました。颯爽と走る高野さんに送られる声援。輝くような笑顔でそ
れに応える高野さん。中継地点で次のランナーのトーチに聖火を移
した瞬間、観衆から拍手が湧き起こりました。大きな役割を終えて
会心の笑みをたたえる高野さん父娘を、称えるように皆が取り囲み、
握手や記念撮影。雨が降っていることさえ忘れさせてくれるような、
すがすがしい一瞬をありがとう。
　（高野さんは、プレナ幕張の運営管理というお仕事のかたわら、海
浜幕張駅周辺の環境美化を進めるクリーンアップ協力会のメンバー
としてご活躍されています。また、高野さんの聖火ランナーに関す
る記事は 1月 14日付けの朝日新聞千葉版に掲載されました）

                                                                               取材：３番街荒木

ベイタウン保育日記３−幕張海浜保育園

　漠然と「年中から幼稚園」と思っていた私が、幕張海浜保育園を
選んだのは、評判の良さからでした。副園長は音大出の先生なので、
お遊戯を中心に情操教育を、とのこと。
　カリキュラムも運動会、夕涼み会、七五三のお祝い、もちつき、
クリスマス、etc 。きっと幼稚園にひけをとらない充実した内容だと
思います。
１．保育時間　8：30～ 4：30
　（7：30～ 8：00、4：30～ 7：00も時間外で預けられます）
２．制服　　　紺のブレザー、紺のズボン or スカート、冬はベレー 
                        帽・夏は麦わら帽子
３．給食　　　主食のみ持参でおかずは用意してくれます。
４．場所　　　海浜幕張駅から幕張本郷行バスで、幕張２丁目下車
                        （７～８分）、徒歩３分です。
　また、PTAの会長さんはベイタウンの方です。
　園庭は、千葉市内の保育園の中ではおそらく１番広いとのこと。
我が子も毎日元気に走り
回っていることでしょ

う。
幕張海浜保育園

273-2266　　

　なお、取材に協力して
下さる方、このコーナー
に登場して下さるお母さ
んを募集しています。
　　18番街　飯田牧

　　　（212-5259)
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 "情報発信型教育への転換"／子供の世界を広げるテレビ電話／
 職員室に置かれた大型テレビの画面を食い入るように見つめる子供たち。回線が立ち上がると、画面に
鹿児島県の沖永良部島の子供たちが現れた。「あっ半袖だ」。子供たちから驚きの声が上がる。冬休み間近
の12月下旬、千葉ではストーブを使う時期だ。その部屋にはエアコンが入っているという。打瀬小の子
供たちの驚きが倍になった。これは、平成9年12月17日に4年生が「日本のいろいろな地方のくらし
を知ろう」のテーマで"うたせ学習（総合的学習）"を行った時の一場面である。
 テレビ電話で地方の子供たちと直接交流したことが打瀬小の子供たちに強烈な印象を残したようだ。阿
曽佳苗さんは「沖永良部島の海では、サンゴ礁やウミガメや熱帯魚が見られると聞き、とてもすばらしい
なと思いました。相変わらずこちらは厚着厚着の毎日です。下平川小学校と交流した時、半袖なのでびっ
くりしました」と感想文に記している。

 打瀬小では、4年生以外も必要に応じてテレビ電話を活用し
ている。書物やVTRより、リアルタイムで交流できるメリット
があり、何より現実感がある。それに、書物やVTRでは情報を
受け取るだけだが、テレビ電話では情報の発信が可能になる。
情報発信型の教育は、今後重視すべき点だ。自分が選んだ課題
に沿って調べ、まとめ、伝える等子供主体の学習活動が展開で
きるからだ。「『沖永良部島のきれいな海の秘密』や『暖かい地
方の気候と産業』など、テレビ電話をきっかけに皆さんの住ん
でいる所と関係の深いテーマを選んだ子供たちが何人かいます
」と田島教諭もお礼の手紙に書いている。この学習が追求意欲
を高め、確実に子供の世界を広げている。

冬 の 花 の 中 に冬 の 花 の 中 に
 新春の花として「菜の花」を学校の回りに咲かせたいと考え、8 月に菜の花（はな菜）の種を蒔きました。
続いて、9 月、10 月、11 月と時期をずらして蒔いた菜の花が、競って緑の葉を伸ばしています。
 学校の回りを菜の花で埋め尽くしてみたい。黄色の花が一面に咲いていれば、誰でも「この花は、なんの花
だろう」と、思うに違いない。今の教育に求められていることのひとつとしては、疑問や不思議さを感じる生
徒を育てることがあります。そして、それは学習する課題を自分で決める力につながります。
 不思議さや疑問を持つ生徒にするにはどうしたらよいだろうか。

 そこで「菜の花」の力を借りようとしまし
た。「何の花」かと、疑問を持つだけでその
中に解決が含まれている。
 菜の花の力を借りて「将棋の名人」になっ
た人がいます。将棋の米長邦雄氏は、名人位
を目指し、毎年毎年、菜の花の種を庭に蒔き
努力した。菜の花は「とうがたってから、花
が咲く」「菜の花の姿を見ながら精進した。
50 才で名人位になれたのは、菜の花の力だ」
と語っています。
 8 月に蒔いた菜の花が、今満開です。
 菜の花の一枝を、散歩の途中にお持ち帰り
ください。菜の花が打瀬の皆様の力になれば
と願っています。

打瀬中から 校長 渡辺 昭

打瀬小から

教頭 宍倉 喜巳

8月に蒔いた菜の花

千葉県の土地の様子を説明する子供たち



地域の皆様に愛されるホテルを目指してこの度、幕

張ベイタウンにお住まいの皆様方に「フランクス　

ベイタウンクラブ」へのご入会をご提案いたしま

す。ベイタウンクラブにご入会して頂いた方には、

お食事・ご宿泊・エステなど多岐に渡って、お得な特

典が盛りだくさん。気になる入会金・年会費などは、

一切ございません。この機会に、「フランクス　ベイ

タウンクラブ」へのご入会、ご利用をお待ちしてお

ります。 

■診療科 

　・内科・消化器科 

　　受付時間（月）～（金）10：00～12：30　15：00～16：30 

　　　　　　  （土）9：00～11：30 

　　　　　　 （要予約：お電話でご予約下さい） 

　・循環器科・婦人科・乳腺外科 

■消化器内視鏡センター 

■健康診断 

　・人間ドック 

　　１日コース／通院２日コース 

　　宿泊コース／大腸検診コース 

　　オプション検査 

　・各種健康診断 

　　成人病検診 

　　定期健康診断 

人間ドック予約センター（ご予約はこちらまで） 

　　TEL　043-296-2321　　〔月〕～〔金〕10：00～16：30 

 

〒261-0021  千葉県千葉市美浜区ひび野2-10-2  TEL.043-296-2111（代） 

医療法人鉄蕉会　亀田総合病院附属幕張クリニック 
 

【所在地】〒261-0023  千葉市美浜区中瀬1-3　CD-2 

　　　　　　　　　　  幕張テクノガーデン2Ｆ 

　　　　　　　　　　 　　TEL　043-296-2711 

　　　　　　　　　　　　 FAX　043-296-2712




