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　去る 10/17（火）先月号でお
伝 え し て い た「La Festa Mille 
Miglia 2006」が開催され、晴天
の中、ヨーロッパ風の石畳の道路
を 128 台のクラシックカーがプロ
ムナードを疾走した。平日のため
車好きのお父さんたちは見ること
ができなかったが、美浜打瀬小 1
年生が見学に来るなど、大勢の人
が沿道を埋めた。　　　　　　　

待望の先頭車。この車は「ブ
ガ ッ テ ィ T35C」。 な ん と
1927 年 製 の レ ー シ ン グ
カー。しかもオリジナル
の車だ。この車に限らず
参加した車両はすべてオ
リジナルモデルでレプ
リカ（複製）は含まれ
ていないという。

クラシックカーがベイタウンにやってきた！
La Festa Mille Miglia 2006

こちらは「ブガッティ T35A」。先頭で
通過した車より古い 1026 年製。

社会見学でレースを見に来た美浜打瀬小 1 年
生たち。車が通るたびに小旗を振って、盛ん
に歓声をあげていた。これにはドライバーも
大喜び。子ども達の前に来るとスピードを落
とし、手を振りながらゆっくりと通過してい
た。車は往年の名車「MG」（英 1933）。

まるでトラックのようだが、こ
の大きな車もレーシングカー。
1929 年 製 の「 ベ ン ト レ ー
6.5LITRE」。エンジンが大きいの
で車体も大きく重くなった。

子ども達の応援を受け、止まって
手を振るドライバー。車は 1933
年製「SIATA」。



　11 月のコア

寺子屋手芸教室
「わたしの指編みマフラー」
時間：9:30 〜
場所：コア工芸室
人数：30 人（先着順）

参 加 費：
150 円（材料費）
持ってくるもの：
ハサミ
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（土）

　ベイタウン自治会連合会交通委員会によ
り、10/21（土）、27（金）の 2 回、ベイタ
ウン内道路の路上駐車実態調査が実施され
た。調査は、両日とも朝は 6 時から、夜 22
時まで、5 回ずつ実施。ベイタウン内を 6 つ
のエリアに分け、それぞれのエリアに 2 〜 3
名の調査員が当たった。調査には自治会連合
会および各番街単位自治会やシニアクラブ、
民生・児童委員会などからのボランティア延
べ 70 人ほどが参加した。勤めを持つ方が早
朝や夜間を担当し、シニアが昼間を担当する
など、効率よく役割分担していた。
　記者も 10/27（ 金） の最後の回に同行取
材させて頂いた。既に何回も参加したことの
ある “ベテラン” が多く、集合時間には手順
よくチーム分けが済み、調査票や懐中電灯、
腕章が手際よく配られ、それぞれの受け持ち
エリアに散っていった。路上駐車車両を見つ
けると、1 人がナンバープレートを読み上げ、
1 人が調査票に記入していく。自治会連合会
の熱心な取組み・働きかけに応じて、千葉西
警察署による夜間長時間駐車の取り締まりが
積極的に実施されていることや、前の週に調

　自治会連合会が迷惑駐車の実態を調査

　街開きから 10 年。来春には海側の高層街区の入居が始まり、ベイタウンは、ほ
ぼ計画戸数に達します。私たちの街は自動車との共生を目指して「駐車禁止では
ない街」として計画されましたが、当初から、長時間駐車など「道路の駐車場化」、
交差点やバス停付近の駐車や逆向き駐車（右側駐車）などに悩まされてきました。
　過去、自治会連合会や多くのボランティアが、長時間駐車はしない、危険な駐停
車はしないなどモラルに訴える活動を行ってきましたが、残念なら十分な成果を得
るに至っていません。
　自治会連合会では、ベイタウンに適した交通ルール検討するために、駐車実態調
査と、ベイタウン全戸アンケートを実施し、基礎データの収集を行います。今年度
中にデータの収集と、交通ルール（交通規制）の研究を行い、来年度には一定の提
案を皆様に行う予定です。現在の街の状況から、①一定の駐車規制、②速度規制の
導入が骨格になりそうです。調査の結果や、検討の過程は、各街区の掲示板、連合
会ホームページやベイタウンニュースの紙面をお借りして経過のご報告を致します
ので、ご意見等がありましたらお寄せ下さい。
あらためて、ベイタウンにお住まいの皆様に以下の点をお願いします。

（1）長時間駐車はしない。
・ 道路は駐車場ではありません。長時間駐車はやめましょう。
・ 長時間駐車については車庫法違反で摘発される可能性があります。本年度に入り、

数回摘発が行われています。
・ 車庫法違反では、道路交通法違反より重い罰則があります。
（2）危険な駐停車はしない。
・	交差点 / バス停付近への駐車、逆向き駐車はしないで下さい。逆向き駐車はベイ

タウンで特に目立つ危険な駐車です。
・ 極端に危険な駐停車については、警察に通報することがあります。
（3）走行スピードを抑える
・ 街の中では時速 30km 以下で走ってください。多くの危険を回避できます。
・ 沿道型住戸のベイタウンでは道路に面して多くの住戸があります。速度を抑える

ことによって静かな住環境を確保できます。
　長時間駐車をするドライバーはごく一部の方だと思いますが、危険な駐停車（交
差点・バス停付近、逆向き駐車）については思い当たる方もいると思います。また、
街の中を走る時、スピードメーターは何キロを指していますか ? 意外にスピードが
出ていることに驚かれるかもしれません。もう一度日頃の運転を点検してみて下さ
い。

査が実施されていたこともあり、想像よりず
っと駐車台数は少なかった。この街を少しで
も安全に、暮らしやすい街にしたい、という
自治会連合会やボランティアの苦労と成果を
感じられる取材だった。
 【板東】

ベイタウンに適した交通ルールを検討します
【投稿：ベイタウン自治会連合会交通委員会】

2~3 名に分かれて実態調査

調査票の配布と事前説明

集合。この日は小学生交え、20 名あまりのボラ
ンティアが集まった

第 45 回ファツィオリの会
時間：9:30 〜 11:30
会場：ベイタウンコア音楽ホ
−ル
　街の財産であるファツィオリを

弾けるチャンスです。どうぞ、どしどしお申し込み
下さい。他の楽器演奏、声楽、合唱なども受け付け
ています。見学はご自由に出来ます。お出かけ下さ
い。

申し込み締め切り日 :11 月 19 日 ( 日 )
連絡先 :        阿曽 tel&fax  211-0273
                                      メ−ルアドレス 

kakuhito@mue.biglobe.ne.jp
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シニアクラブのクリーンデー
　ベイタウンシニアクラブが毎月行っている「クリーンデー」は、
街をきれいに保ちたいという気持ちから自然にできた活動だ。もと
もとベイタウンに住むシニア世代の社会貢献の意識は高く、シニア
クラブの「何をしたいか」というアンケートでもボランティア活動
という答えが常に上位に出されていた。「クリーンデー」のイベン
トはそんな内部からの要望を受けてシニアクラブが発足当時から取
り組んできた運動のひとつだ。最初はシニアクラブの下部組織「ベ
イタウンボランティアサークル」の行事である「クリーン大作戦」
としてスタートした。大作戦は当時中学校がボランティア活動を評
価の対象にしたこともあり、中学生や多くのサークルが 300 人も参
加する大イベントだった。清掃範囲もベイタウンの他に幕張の浜な
ども含まれた。

　クリーンデーは大作戦のような大きなイベントではないが、もっ
と気軽に参加でき街をきれいにする活動をと毎月 1 度ベイタウン内
を清掃する行事として再スタートした。合い言葉は「できる人がで
きる事を」
　そんないきさつを持つクリーンデーを 9/16 と 10/21 の早朝取材し
た。日頃から段取りのいいシニアクラブの活動を見てきたので、こ
の日も集合場所の二丁目公園では遅刻者もなく、大勢の人がいっせ
いに清掃に取りかかるのかと思っていたが、意外に人が少ない。集
合時間 7:00（9/16）ちょうどの時間ではまだ 4、5 人という程度だった。
　軍手をして、公園入口でゴミ袋を手渡しているのはシニアクラブ
環境委員の江副さん。意外に人が集まらないですねと聞くと、「い
や。この活動はボランティアで自発性を大事にしています。強制せ
ず三々五々集まって、思い思いにベイタウンのなかをそれぞれが清
掃して帰っています。みんなで集まっての挨拶や総括はありません
が、永続きする仕組みだと思います」という。なるほど。簡単そう
な行事だが、この日のために江副さんをはじめ委員の方々は市役所
でゴミ袋の支給を受け、各自で処理できない粗大ゴミを処理するな
ど仕事は多い。月に一度とはいえ毎月となると大変だ。しばらく話
しているとゴミ袋をもらってゆく人の数は 30 人ほどにもなり、み
なさんゴミ袋をもらっては思い思いに街に散ってゆく。たいていの
人はゴミを拾って、そのまま帰宅し自分の番街のゴミ投入機に入れ
て終わりにするそうだ。
　クリーンデーはシニアクラブの活動だが、少年野球のチームなど
のサークルや通りがかりの親子が参加することもあるという。この
日（10/21）もシニアに混じって、2 人の小学生くらいの女の子を連
れたお父さんが参加していた。クリーンデーは毎月第三土曜日の朝
8:00 から（夏の間は 7:00 から）、打瀬二丁目公園に集合して行って
いる。各番街の掲示板にも毎回案内が出ているので、気軽に参加し
てみよう。 【松村】

ベイタウンの街路樹マロニエの実

　ベイタウンにも多く植えられている街路樹「マロニエ」（セイヨ
ウトチノキ）に実がついている。見つけたのは小畑さん（10 番街
在住）。バレンタイン通り沿いの 10 番街前の街路樹についていた。
昨年あたりから実をつけはじめたという。ただベイタウンのマロニ
エのうち実がつくのはごく一部で、小畑さんも 2、3 本しか見つけ
ていない。同じ街路樹としてベイタ
ウンに多く植えられているヤマモモ
のようにマロニエの木にもオス･メ
スがあるのかもしれない。
　日本のトチノキの実と同じような
形と大きさで、分類上も同じ「トキ
ノキ科」だから、この実もアクを抜
けば食べられるかもしれない。まだ
しばらくは見ることができそうなの
で、散歩の途中に見つけてみては？

ベイタウン音楽会「ウィンターコンサート」
出演者　再募集のお知らせ
　10月号でもお知らせしましたが、12/17（日）開催予定のベイタウン音
楽祭「ウィンタ−コンサ−ト」では、音楽物語「ピ−タ−と狼」( プロコフィ
エフ作曲 )を上演します。ピアノ連弾を中心にいろいろな楽器も組み合わせ、
まちの皆様に楽しんで頂けるものを、と考えています。つきましては、ホル
ン・オ−ボエ・ファゴットで参加して頂ける方、大募集しています。ふるっ
て御応募下さい !	お待ちしています。

申し込み締め切り日 :11 月 10 日 ( 金 )
連絡先：須原 tel&fax  211-0350
メ−ルアドレス suhara-u@jk9.so-net.ne.jp


