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ベイタウンのサクラ
の開花予想は？
東京のサクラの開花予想
は靖国神社の 1 本の特定の
木で行われる。いつもサク
ラのシーズンになると気象
庁の係官がつぼみの重さや
開き具合を見て開花予想や
開花宣言をするのが TV では
見られる。では同じように
「ベイタウンのサクラの開花
予想」をしたらどうだろう、
と考えた。早速ベイタウン
内を歩いてサクラの木を見
て歩いたが、困った問題にぶつかった。
サクラの開花予想というと基準となる木を
決めないといけない。この基準の木はソメイ
ヨシノだ。靖国神社のサクラもソメイヨシノ
である。ところが歩いてみるとベイタウンに
はソメイヨシノが少ない。いや正確には、数
はあるがまだ幼木ばかりだ。

今

の

年

ベイタウン内に限ればサクラが多く咲くの
は 15/16 番街の「桜並木」と打瀬小、海浜打
瀬小校庭のサクラがある。この中でソメイヨ
シノは打瀬小学校の開校 10 年記念の木と、海

桜

浜打瀬小の校庭の周りに植えられた
10 数本の木だが、これらはまだ植

写真説明（上から）
●ベイタウン番外だが、花見川緑地の
サクラは樹齢も古く大きい。しかしこ
こもオオシマザクラが主体で、ソメイ
ヨシノは少ない。写真は 3 月末にオー
プンしたばかりのグランアクシブを
バックに咲く数少ないソメイヨシノ。
●ベイタウンではもっとも古い打瀬小
のサクラ。どの木が最初に花を付ける

えられてせいぜい 5 年程度、まだまだ見映え
がするほどには育っていない。
打瀬小学校には開校時に植えられた 4 本の
サクラがある。現在ベイタウンで最も古く大
きなサクラの木だ。樹齢も 10 年を越えるベイ
タウンのサクラの代表格だ。このうちの 1 本
の木が他の 3 本よりも毎年決まって早く花を
つける。この木こそベイタウンの開花予想に
ふさわしい基準木と思って見ていたら、花が
咲くよりも早く葉っぱが開いてしまった。そ
う、この木はオオシマザクラなのだ。
ソメイヨシノは葉が開く前に花が咲き、木
全体が花で包まれ、その後葉が開くのでとて
も見映えがいい。一方オオシマザクラは開花
よりも前に葉が開き、満開の時期でも葉と花
が一緒になるため、ソメイヨシノに比べると
鮮やかさに欠ける。しかし木としての生命力
があり風にも強い。街開きしたばかりのベイ
タウンでは風が強く、ソメイヨシノでは育た
ないと考えた結果、打瀬小学校の最初のサク
ラはオオシマザクラが植えられたと考えられ
る。
ソメイヨシノはサクラの代名詞と言われる
ほどだが、実は大きな弱点がある。ソメイヨ
シノは種つけて自ら増えるということがほと
んどできないのだ。このサクラはいわば観賞
用の園芸種で、増やすには苗木を育て植樹す
るしかなく、寿命も 60 年ほどと言われる。生
命力がないのだ。
そう考えれば、逞しい子どもを育てる小学
校のサクラがオオシマザクラになったと いう

のもうなづける。

【松村】

か来年はウォッチしてみよう。
●ベイタウンのもう一つのサクラの名所（？）である 15/16 番街のサクラ
並木。こちらもオオシマザクラ（この中にも 1 本だけ、16 番街メインエン
トランス前の木が毎年決まって最初に花を咲かせる）
。

「さくら広場」（コストコ近く）
表参道ヒルズの建築で知られる安藤忠雄氏が
設計した公園で、何もない空き
地に忽然と出現した感がある。
桜は 505 本で、東北からつぼ
みを付けたものを移植したそう
だ。海からの風による塩害に桜
が耐えられるか、心配する向き
もあるが、来年を楽しみにした
い。
上の写真は現地を視察に来た安
藤氏。

シニアクラブ主催で行われた「香澄公園」でのお花見会
４月３日（月）参加者は大人５１名で、そのほかに赤ちゃんが３人
いました。シニアクラブは毎年近隣のサクラ名所でお花見会を開い
ており、香澄公園は昨年につづき２度目。
香澄公園は新習志野駅からも近く、京葉線の線路を鋏んだ反対側に
は「さくら広場」もオープンしたので、この付近はベイタウンから
比較的近いお花見スポットになるだろう。

第9回

コアのイベント

ベイタウンまつり直前情報

5/13（土）は街全体がお祭りゾーンだ！
コア横広場

こどもさいくるリサイクル
受付 10：00 〜 13：30
抽選開始 13：30
◆５番街エントランス付近
子供自転車が 1000 円！
ベイタウンまつりでも
うおなじみになりまし
た。子供用自転車を欲し
い方必見！ この機会にぜ
ひゲットしてください。

★千葉ロッテマリーンズ・スプ
ラッシュマウンテン
★ミルキー
★バトントワリング
★よさこいソーラン

特設
ステージ

5 番街
←フリーマーケットエリアはこっち
プロムナード

バレンタイン通り

盲導犬とふれあおう！
10：00 〜 16：00
◆ 11 番街交差点付近
みなさん盲導犬についていろ
いろ知りたいと思いません
か？ おとなしくてかしこい
盲導犬とふれあいながら、盲
導犬に関する理解を 深めま
しょう。

ベイタウン
コア

「ペットのお悩み相談室」の開設
10：00 〜 16：00
本部席１１番街側
ベイタウンでもペットを飼われ
ている方が大変目立ちます。み
なさん ペットのマナーをしっか
り守りましょう。

□今年のベイタウンまつりはごみの持ち帰りをお願いし
ています。ロッテの優勝パレードで見せた底力で街をき
れいにしましょう。
□ベイタウン祭りについて、もっと詳しいことを知りた
い方はベイタウン自治会連合会のホームページ（http://
baytown.ne.jp）をご覧ください。

11 番街

★ハーモニーフェスタ '06（雨天の場合も
行います）
12:30 開場 /13:00 開演 ◆音楽ホール
◇出演：
「瀬 音」＆「GAFU」
「フェアリーズ」
「渋谷幕張高校・スーパーフォルテ」
（特別出演）
「リコーダーアンサンブル」
「コア・チェ
ンバーシンガーズ」
★コアのお茶室
11:40 〜 14:00 ◆中庭
定員 20 名／１回・当日現地にて受付
１回の所要時間：30 分
参加費：100 円（お菓子付き）
さわやかな風を感じながら立礼席で日本の
伝統文化に触れてみませんか。初めての方も
お気軽にお立ち寄りください。
（問い合わせ・奥貞 274-7065）
★スポーツスタッキング・タイムチャレンジ
13:45 〜 15:45 ◆工芸室 随時受付
午前中はフリーマーケットエリアでデモン
ストレーション。その後、コア会場で簡単な
３−６−３にタイムチャレンジしてみません
か。初めての方、大歓迎！賞品あり。

（問い合わせ・平 213-0321）

今年の模擬店参加団体は
25 店、フリーマーケット
参加者は 145 軒です。

41 .......... 石田静香さん

Who’s Who Vol.

犬と飼い主、犬を飼っていない人
みんなが幸せに暮らせる街を

「もし、うちのポコチビタ（チワワ）がこん
なに人嫌い犬嫌いでなかったら、私の生き方
は全く違ったと思います」ペットシッター＆
ドッグライフカウンセラーの石田静香さん（マ
リンフォート在住）は苦笑いする。
動物嫌いの家に育ち、これまで犬を飼いた
くても飼えなかった石田さんは、「いよいよ犬
が飼える！」とベイタウンに引っ越してきた。
引っ越しの翌日やってきたポコチビタは人も
犬も大嫌いの問題児（犬 !?）。共働きの石田
さんたちが帰ってくると、犬はサークルから
出ようと暴れて血だらけ、トイレシートはグ
シャグシャ。アレルギーから皮膚病などにか
かった。おまけに夜は深夜 3 時まで、明け方
は 5 時から吠えはじめる始末…完全な育児ノ
イローゼに陥った。
「仕事を辞めて、犬と向き合って暮らそう」
石田さんは当時勤めていた出版社を辞めて、
ポコチビタのトレーニングを始めることに。
しかし最初、人から聞いて試した方法は全く
逆効果、マニュアル本も役には立たなかった。
高いお金をはたいて、家庭犬のしつけインス
トラクターに自宅に来てもらうようになって、
石田さんの犬の見方は 180 度変わった。
「犬が言うことを聞かないことで頭がいっぱ
いで、実は犬をよく見ていないことに気づか
されました。犬の気持ちを理解し、その犬に

右のようなゼッケンを付
けて活動している

合わせたやり方
をすればよかっ
たんです」
石田さんは犬の気持ちを理解するために猛
然と勉強を開始、ペットシッター、愛玩動物
飼養管理士（2 級）、ドッグライフカウンセラー
の資格を取得した。犬のしつけ講座やセミナー
の講師、犬の記事の監修のほか、最近では留
守中お世話をするペットシッターの仕事も始
めた。ペットシッターとはただ預かるのでは
なく、依頼先の家に出かけ、ペットの住み慣
れた環境で世話をするというものだ。犬など
のペットのストレスを最小限にとどめたいと
いう石田さん流のこだわりだ。しかし家に他
人が入ることへの抵抗が根強く、理解しても
らえるまで時間がかかりそうとのこと。
以前にもベイタウンニュースで紹介したが、
ベイタウンで月 1 回放置された犬のうんちを
犬と一緒に飼い主たちが拾う活動をスタート
させて 1 年がたつ。
「犬仲間と散歩するうちに、あちこちで犬の
うんちを目にして、自分たちで何とかしよう
と始めたんです。すぐ結果が出るわけではな
いんですが、活動していることを知ってもら
うことでマナーを守っていない飼い主に気づ

5 月のコア

5/28
（日）

5/28
（日）

寺子屋工作ランド
9:30 〜
場所：ベイタウンコア 工芸室
内容：竹トンボ ほか
持ってくるもの：小刀、その他工作道具
参加費：50 円（材料費、保険代）

いてもらうと同時に、犬を飼っていない人に
も理解してもらえればと思っています。初め
て参加してくださる方もいますし、参加でき
ないけれど「知っているよ」と言ってくださ
る方もいます」
今や犬のエキスパートとなりつつある石田
さんが拠り所にしているのが、『犬の頭がグン
グンよくなる育て方』という本。そのなかに
トレーニングをする以前に知っておくことと
して、1. 愛犬の健康と命を守るために何をす
るか 2. 家族のストレスにならないよう家族の
生活に合わせて育てるために何をするか 3. 近
所の迷惑にならないよう何をするか。この 3
つを常に頭において、犬と飼い主、犬を飼っ
てない人が幸せに暮らせる関係を模索してい
きたいと考えている。
「わずか１キロ四方に約１万 7,000 人もの人
が住むベイタウンでは、犬に “特別” お行儀の
よさが求められています。近隣の人が迷惑と
感じる犬の問題の 70% は、犬のしつけではな
く飼い主のマナーの問題です」以前に聞いた
石田さんの言葉。文字にすると犬の飼い主た
ちには耳の痛いお説教に聞こえそうだが、化
粧っけのない顔でいつも犬の幸せ（もちろん
人の幸せも）を考えている彼女から言われる
と素直に聞ける気がする。
【佐藤】
■ワンちゃんと一緒に環境美化活動（毎月第 3
土曜日 / 午前 9 時〜 10 時 / 海浜公園花時計前集
合 /8 時 45 分から受付開始）
次回の活動は 5 月 20 日、活動の後にナカムラドッ
グスクールの中村先生による「無料！愛犬しつけ教
室体験会」があります。先着 20 犬限定。詳しくは
下記ホームページをご覧ください。ベイタウンまつ
りでも「無料！愛犬お悩み相談会」を実施予定。
UTASE POOPER SCOOPERS（打瀬プーパースクー
パーズ）
http://www.geocities.jp/utasepooperscoopers/
■ペットのおるすばん・いしだ
090-4420-7823
http://www.pet-orusuban.com

神田外語大学・学生主催イベントのご案内
「幕チャリフェスタ：第 2 回幕張チャリティフリマ＠ KUIS（幕チャ
リ）」
■会場 神田外語大学キャンパス 千葉県千葉市美浜区若葉 1-4-1
■時間 5 月 20 日（土）・21 日（日） 10 時〜 15 時
協賛企業や地域の皆さんからご提供いただいた商品を、神田外語大学の
キャンパスで販売。販売収益は社会事業団体に寄付するとともに、さらなる
学生の社会参画に役 立てます。※ 昨年の「第１回幕チャリ」には 1200 人
以上の方々にご来場いただき、100 万円を全国盲導犬施設連合会に寄付しま
した。

第４０回 ファツィオリの会
「第３回 KUIS 杯 国際親善サッカー大会」
9:30 〜 11:30
■会場 神田外語大学グラウンド
会場：ベイタウン・コア音楽ホ−ル
■日時 5 月 20 日（土）予選リーグ・ 5 月 21 日（日）順位決定戦
音楽愛好会が、街の皆様にフルコンサートピアノ
両日とも 10 時キック･オフ
「ファツィオリ」を弾 いて頂く機会をと、毎月１度
留学生と日本人学生が中心となって企画・運営する本大会は、スポーツ
行なっています。ピアノ演奏だけでなく、楽器演奏、 を通じた国際交流を促進するもの。第 2 回大会ではイギリスチームが優勝。
■参加チーム 日本チーム（愛好会）：神田外語大学 I・II・III、東京大 学、
声楽、合唱などにも、どうぞご利用下さい。非公開
希望も受け付けています。見学はご自由に出来ます。 東京富士大学、千葉 SC（社会人チーム）、船橋社会人チーム、瑞穂 FC 社
会人チーム / 外国チーム（留学生・在日外国人）：中国、韓国、ベトナム、
どうぞお出掛け下さい。
イギリス、フランス、NOVA チーム（英会話）、多国籍チーム、ELI 教員チー
連絡先：阿曽 tel ＆ fax 211-0273
ム（神田外語大学ネイティブ教員）＊神田外語キッズクラブによる児童英
メ−ルアドレス kakuhito@mue.biglobe.ne.jp
語レッスンも同時開講します。500 円（40 分）で児童英語教育を体験でき
出演申し込み締切日：5 月 21 日（日）
ます。ふたつのイベントとも、売り上げは全てチャリティに寄付いたします。

