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Baytown Presents

※仕入れ等の関係で、一部変更の可能
性があります。また取材には間に合わ
なかったのですが、他店舗でも特別メ
ニューや企画を用意している所もあるの
【板東・金】で、チェックしてみてください。

ベイタウンで素敵なクリスマスを！
フレンチレストラン ヴァン・ウタセ
（272-2100）20 番街

今年で５回目のクリスマスを迎え、日頃の感謝の気持を込め
て「ベイタウンニュース」を見てご来店頂いた方にワンドリン
クサービス（ディナーのみ）いたします（12 月いっぱい）
。

2006 Menu Noel X’ mas ディナー
¥8,925 コース
12/22（金）〜 12/25（月）、要予約
＊アミューズ
＊人参のムース ウニ添え
＊フォアグラのポワレ
＊オマール海老と野菜のグリルサラダ仕立て
＊レッドジンガーと
シャンパーニュのグラニテ
＊小鳩のローストゴルゴンゾーラソース
＊クレープ シュゼット
＊パン Café or Tea
＊焼き小菓子

ジャイ・ネパール（213-1192）
5 番街

クリスマスディナー
¥5,500 コース
12/22（金）〜 12/25（月）
予約承ります

クリスマスコースをご注文のお客様
に、後日、抽選で、ネパール製パシュ
ミナをプレゼント実施いたします。
12/3（日）より、ベイタウンニュース
持参のお客様にネパール製カレンダー
をプレゼント。
（ディナータイムのみ
/100 部ご用意しますが、無くなり次第
終了させ
ていただ
きます。
）

12/22

＊クリスマスチキン
＊スペアリブ・チリ
＊ミスマス
＊ガーデンサラダ
＊モモ
＊トマトスープ or ほうれん草スープ
＊２カレー ＊ライス
＊サグプーリ

25

〜 12/

＊デザート ＊コーヒー or 紅茶
＊シャンペン

※他に、¥4,500 のコースもあります。※メニューから単品でもお食事できます。
※クリスマスチキン（写真）の宅配を 12/22 〜 12/25 の期間、実施いたします。鶏丸ごと一
羽使い、中にベジタブルピラフや卵を詰め、カシューナッツとヨーグルトのソースをかけました。
手羽先フライドチキンと一緒に。¥3,000。

※他に、¥7,350 のメニュ（２コース）もあります。
※メニュー内容ご相談に応じます。早目にご連絡下さい。

ラ・キュイジーヌ・ドゥ・カズ
（296-8822）15 番街
今年の魚料理は自家製ブーダンの復活です。
ブーダンは仏語でソーセージの意味です。活ほた
てとずわいがにをたっぷりいれた白身魚を使って
私が自ら作りました。製作にあたっては静岡の修
善寺に住む 25 年来の友（彼はドイツにソーセー
ジ作りの勉強にいったソーセージやハムのプロで
す。
）が設備を貸してくれました。ありがとう！
このブーダンは魚介類の旨みがたっぷり、ソー
セージの概念を覆す美味しさです。

Menu de Noel 2006
¥8,000 ディナーコース
12/23（土）〜 12/25（月）
予約承ります
＊一口前菜
＊海の幸を使った前菜を現在熟考中です！
＊活ほたてとずわいがに入り白身魚の自家製ブーダン
＊赤鹿フィレのグリエ 鴨のフォアグラのポワレ添え、
香り高いフランス産トリュフのソース

アンリェチェリー（213-7989）公園東の街
フレッシュ（生花）
・アーティフィシアル（造花）
のお花の店。オリジナリティーに富んだアレンジメ
ント、ブーケ、花束はご自宅用にもギフトとしても
人気です。クリスマスの雰囲気でいっぱいの店内を
是非のぞいて見て下さ
い。

和 カフェ
（ 272-0113）
公園東の街
手作りにこだわって
いる和菓子・喫茶の
店です。今回は、
クリスマス和菓
子を紹介いたし
ます。

茶色のお菓子は
＊クリスマスデザート ‘2006
トナカイ、イチ
ゴのお菓子はサ
＊コーヒー、紅茶、その他
ンタの帽子、緑
のお菓子はツ
※他に、¥2,500 のランチメニューもあります。
リーをイメージ
※ディナーコースは別途 10% サービス料を申し受けます。
しています。

クラックラン
（213-0238）3 番街

クリスマスケーキはおなじみの
ショートケーキタイプとブッ
シュドノエルです！
毛糸でできたカワイイサンタ
ブーツに焼菓子を入れたものが毎年大人気。今年はブー
ツのサイズも 2 サイズに増えました！

タルブ（351-7551）
ミラマール
チーズケーキ、マリーン
ボール、そしてクロワッ
サンも人気のケーキ店で
す。神田外語大とのコラ
ボ企画の幕張甘藷物語シ
リーズは、お土産に最適です。写真のケーキは和栗モンブラ
ンノエル 栗のロールケーキの上に和栗のペーストとこれで
もかっというくらいの渋皮栗をのせました。クリスマスケー
キの予約はお早めに !

毎月、どこかで

第１土曜日

ベイタウンでは毎月様々な活動
が行われています。今回は、どな
たでも参加できる住民の活動をご
紹介します。※今回は趣味や学習の

ベイタウンニュース配布会

活動は除いています。

【佐藤】

風の子おはなし会
■原則として第 1 土曜日（第 2 土曜日の月もあり）
10：00 〜 10：30
■ CPW「シータワー」１階キッズライブラリー
■幼児・小学生低学年対象にお話１つ・絵本１つ。
わらべうた、手あそびのほか、時にはパネルシアター
や人形をつかってのお話も。
連絡先：mikahan@m2.pbc.ne.jp

■第 1 土曜日 10：00 〜（1 時間くらい）
■コア講習室
■住民有志によって毎月発行される「ベイタウンニュー
ス」にお知らせを挟み込み、各番街にポスティングす
る活動です。連絡先：松村 mmatz@m2.pbc.ne.jp

SUN MON TUE WED THU
第２土曜日

第２日曜日

このほかにも、
【幕張ベイタウン自治会連合会定例会】
各番街の自治会が集まって、ベイ
タウン全体に関わる問題について話
し合います。住民ならどなたでもオブ
ザーバーとして参加できます。日程
は、幕張ベイタウン自治会連合会のサ
イト（http://www.baytown.ne.jp/）ま
で。
【コア花壇】
住民が年に 3 回、市から花苗の助
成を受け、コアの入り口を花で飾っ
ています。花に興味のある方は月に
1、2 回の水遣りや草取り等の作業を
お手伝いいただければ助かります。
連 絡 先： 小 畑 kobata@jeans.ocn.
ne.jp

SAT

ベイタウングリーンサム

うたせゴミレンジャー
■毎月第 2 日曜日 10：00 〜 11：
00
■ミラリオ第二集会室前階段（打瀬
中学校側）集合の後、ベイタウン内
で活動（たまに「幕張の浜」でも活
動します）
■ゴミ拾い（ウェブサイト参照）
連絡先：田中隊長までメールで
toshitsugut@yahoo.co.jp

FRI

第 2 水曜日
ツインズファミリー
■毎月第 2 水曜日 10：00 〜 12：00（ま
れに変更もあり）
■コア工芸室
■双子・三つ子家族の交流と情報交換、
洋服用品のリサイクルなど。時間内な
らいつ来ても帰っても OK。気分転換に
メールもどうぞ！

■第 2 土曜日 10：00 〜 11：30
■打瀬中グランド横の打瀬第１緑地（愛称「エントの庭」）
■住民が自主管理する緑地。楽しみながらベイタウンの
環境に合った、樹木や花を育てています。
連絡先：山木 kyamaki@ss.iij4u.or.jp

第 3 土曜日
クリーンデー（シニアクラブ）
■第３土曜日 8：00 〜（三々五々解散）
■二丁目公園
■ベイタウン内、周辺のゴミ拾いを行います。シニアク
ラブの活動ですが、参加は自由。軍手を持って集まれ！

連絡先：角幡玲子 tel.211-0571
kaku314@sea.plala.or.jp

UTASE POOPER SCOOPERS

第 4 土曜日

青少年育成委員会夜間パトロール
■毎月第 4 土曜日
4 月〜 9 月 21：00 〜 22：00
10 月〜 3 月 20：00 〜 21：00
■打瀬小学校アリーナ前集合
■子供たちへの声かけを行いながら、子供た
ちの安全を確保することを目的としています。
連絡先：青少年育成委員会 環境．非行対策
部長 田中敏嗣 toshitsugut@yahoo.co.jp

ご参加ください！幕張新都心居住区にお住まいの方
36 名様限定で BMW 流安全運転講習を特別開催
2007 年 2 月 4 日（日）＠幕張メッセ駐車場

■毎月第３土曜日 9：00（受付 8：50）〜 10：00
■幕張海浜公園 B ブロック花時計前
■愛犬と一緒に散歩しながら、ベイタウン内と周辺に放
置された犬のウンチを拾います。犬を飼っていない方も
大歓迎。連絡先：utasepooperscoopers@yahoo.co.jp

わくわく常設お話し会
■毎月第３土曜日 10:30 〜
■コア工芸室 ■絵本や紙芝居に、なぞなぞ・ミニゲー
ムなど楽しいプログラムです。赤ちゃんから大人まで歓
迎。読み手のお稽古もあります。（第 1、第 3 の木・土）
連絡先：久原 tel.212-5545 ged54@zpost.plala.

寺子屋（工作ランド / 手芸教室）
■毎月第 4 土曜日 9:30 〜（手芸教室は不定期）
■コア工芸室 ■工作ランド：竹トンボ、コマ、木
の実笛など簡単な工作。■手芸教室：染め物、編み物、
針仕事など、なつかしい手芸を子ども達と。

BMW ドライバー・トレーニングは、世界初の本格的な安全運転講習として
1976 年にドイツで開校され、提供されるカリキュラムは、安全先進国のド
イツはもちろん、各国の公共機関でも採用される画期的な理論理解及び実地
体験の内容です。日本でも既に 18 年の実績を持ち、現在までに 1 万人以上
の方が有料で受講されています。

BMW ジャパンはおかげさまで今年設立 25 周年を迎えました。こ
れを契機に、幕張地区への社会貢献活動を本格化するため、新たに
住民の皆様を対象とした「BMW ドライバー・トレーニング＠幕張」
を試験開催します。これは、通常 4 万円のプログラムを、地域社会
還元ということで特別に 3000 円でご提供させていただくものです。
BMW ドライバー・トレーニングは、万一の際に陥りやすいクル
マの挙動を実践的に体験し、なぜそうなるのかの理論を学び、さら
に回避する方法を身に付ける＝常時安全マージンを取って運転する
ことの大切さを理解することを目的にしています。その中で、クル
マへの理解が深まり、走ることの愉しさも実感できるプログラムで
す。ぜひご参加ください。

BMW ドライバー・トレーニング＠幕張

日時：2007 年 2 月 4 日（日）9:00 〜 16:00
場所：幕張メッセ駐車場
費用：3000 円
資格：普通免許所持者で、年間数回以上の運転機会がある方
申し込み先：BMW ドライバー・トレーニング事務局にお電話にて
お申し込みください。なお、定員になり次第、募集は締め切らせ
ていただきますので、あしからずご了承ください。
■ BMW ドライバー・トレーニング 事務局
東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-28-8-307 電話：03-3478-3461
FAX：03-3497-1180（休日を除く月〜金：10:00 〜 18:00）

恒例！年男年女撮影会 ベイタウンの亥年集まれ
今年も恒例の「新年 年男・年女撮影会」を行います。この撮影会
は毎年ベイタウン在住の年男年女を撮影してきたもので、ベイタウ
ンニュース創刊時から毎年、新年号のトップを飾る定番記事です。
参加資格はベイタウン在住の「亥」年の年男年女のみなさん。ベイ
タウンニュース新年号のトップページに記念の姿を残しましょう。
第 10 回 年男年女撮影会
日時 :12 月 16 日（土）10:00 集合（撮影場所は未定）
集合場所 : ベイタウン・コア アトリウム
参加資格 : ベイタウン在住の「亥」年の方

マンハッタン写真コンテスト
ベイタウンニュースでは、今年 15 周年を迎える新都心の「ホテ
ル ザ・マンハッタン」と共催で、フォト・コンテストを行います。
この企画は夏に行い好評をいただきました「夏休みお絵かきコンテ
スト」の写真版です。今回はベイタウン写真クラブにも協賛をいた
だきました。
応募資格はベイタウン在住の方なら大人子どもにかかわらずどな
たでも結構です。キャビネ版の大きさでどこかにホテル・ザ・マン
ハッタンの建物を入れた写真にしてください。デジタルデータでは
なく紙焼の作品に限ります。題名は自由です。詳しくは本紙折り込
みのチラシをご覧下さい。
「お絵かきコンテスト」同様、豪華な賞品があります
プラザスイートルームペアご宿泊券
「おりじん」ペアディナーご招待券
「ウィークデーランチブッフェ」ペアご招待券
レストラン 20% 割引ご利用券

12 月のコア
第 12 回ベイタウン音楽会

12/17 「ウインタ−コンサ−ト」
（日）

時間：12:00 開場 12:30 開演
会場 : ベイタウン・コア音楽ホ−ル

ベイタウンに住む子供達や大人の方々によるピアノ・ヴァイオリンの演
奏に加え、うた・ベル・音楽物語など楽しく華やかなコンサ−トです。ク
リスマス前のひと時をコアで過ごしてみませんか ? お待ちしています。

寺子屋工作ランド
時間：9：30 〜
場所：ベイタウン・コア 工芸室
（土）
持ってくるもの：小刀、工作用具
参加費：50 円（材料費）
見本をコアの掲示板に展示してあります。

12/23

12/24
（日）

第 46 回ファツイオリの会
時間：9:30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア 音楽ホール

街の財産であるフルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」
を弾けるチャンスです。他の楽器演奏・アンサンブル・
声楽・合唱なども、どしどしお申し込み下さい。見学はご自由に出来ます。
お出かけ下さい。
演奏申し込み締切日 :12 月 17 日（日）

下川さんが帰ってきた！ 帰国講演会
前コア研代表 下川正晴氏 (5 番街）の帰国講演会を行います。下
川さんは街開き当初より常にベイタウンの市民運動をリードし、街
に多大な貢献をしてきました。特にベイタウン・コアの建設にはコ
ア研代表として企画・設計の段階からかかわり現在のコアの礎を築
きました。現在は仕事の関係でソウルにお住いです。今回は一時帰
国での講演です。
「ソウルで僕も考えた〜日本・韓国・北朝鮮」
（下川正晴・韓国外国語大学客員教授）
2005 年春、毎日新聞記者時代からの専門分野である日韓のコミュ
ニケーション問題を、ソウルの大学で講義・研究するため韓国外国
語大学に赴任。
現在も毎日新聞 MSN インタラクティブのコラム「ソウル発 人と風」
（http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/asia/column/seoul/）
で、日本と朝鮮半島の問題を取り上げ発信しています。
「東アジアが 100 年ぶりの地殻変動期に来ている」ことを、体験
談を含めお話していただきます。
12 月 3 日（日）14:00 〜 16:00 ベイタウンコア講習室

わくわくおはなし会「冬のおはなしパーティー」
12 月 16 日（土） 10:00 開場 10:30 開演
ベイタウンコア・ホール
演目 ：「こいぬのチョウチョ」「ごめんね ともだち」「まいごのどん
ぐり」
お待たせしました ! クリスマスにいち早く、わくわくおはなし会
からお話のプレゼントです。
人気のともだちやシリーズ他あったかーいおはなしで、皆さんを
おもてなし。きっと、誰かに話したくなるよ。 だから、お友達をさ
そって、お父さんもお母さんも是非来てくださいね。

坂本さん（10 番街）が本を出版
坂本武信さんは 3 年前に 36 年間勤めた保険会社を定年退職。そ
の後思い立って東京外国語大学ポーランド語科に入学。現在も一般
の大学生と同様に「通学」し学園生活を送っている。その坂本さん
が大学で所属するサークル誌に連載してきた体験記が産経新聞出版
社の目にとまり、今回単行本として出版された。団塊の世代の生き
方を模索する様を描いた本につけられたタイトルは「63 歳・東京外
大 3 年 老学生の日記」。12 月発売予定
問い合わせ : 産経新聞出版社 www.sankei-books.co.jp

ベイタウン・コアで側溝のフタが盗まれる
去る 11/8 の深夜から翌朝にかけて、ベイタウン・コアの側溝のフ
タ 37 枚が盗まれた。側溝のフタはステンレス製で重さもあり、一
人で 37 枚も盗むのは不可能。恐らく深夜に車で来て、複数の人間
が一挙に持ち去ったものと思われる。
側溝のフタやマンホールのフタなど、鉄やステンレス製の構造物
が各地で大量に盗まれる事件が起きているが、一説では北京オリン
ピックを控えた中国で原材料の金属類の需要が増えているため、世
界的に鉄や銅の価格が高騰しているためと言われている。これまで
は TV ニュースで知る程度の事件であったが、ついにベイタウンで
も発生した。
同様の事件は同じ千葉市内の中央図書館でも起きており、こちら
は側溝のフタ 100 枚がやはり夜中に盗まれたという。
コアの側溝フタは現在、同じ千葉市管轄の施設で不要になったも
のを一時的に使っている。公民館の話では千葉市の財政難のおり交
換されるにはまだ時間がかかるという。

