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新年もちつき大会

う〜ん。
思ったより
も難しい！

1 月 7 日（日）。今年も恒例の青少年育成委員会主催の
「もちつき大会」がベイタウン･コア中庭で行われた。【松村】
コア中庭にあふれる参加者。もちつきのため
に 900 枚の整理券が出ているので、参加者
総数は 3000 人は下らないだろう。

つきあがった餅を丸める
打瀬の会のお母さんた
ち。この日は３小学校の
父兄会のお母さんたちが
沢山協力していた。

よぉっ、
名人！

前日までの雨もあがり、快晴となった会場
には 10:30 の受付開始前から沢山の子ども達
が整理券を求めて並んだ。
毎年 1000 人以上が参加するもちつき大会。
今年も用意した整理券 900 枚は受付開始から
つぎつぎと待っていた子ども達に渡され、約
１時間ほどで午後の分を含めすべてなくなっ
た。整理券をもらってもちつきを体験したの
は 900 人だが、その父兄や友達を含めると
数千人もの人がコア中庭に集まったことにな
る。
この一大イベントを毎年企画しているのは
青少年育成委員会のレクレーション部。数日
前から準備し。用意された餅米は 110kg。前
日の 1/6（土）にはコアに搬入し洗って準備
した。当日は各小中学校の保護者の会を中心
に 135 人のお母さんたちが手伝った。今回用
意された臼は６個。臼と杵はベイタウン自治
会連合会や他の地区の自治会か
もちつきの名手（？）
、小畑さ
らも借りた。
ん（写真左、10
番街）と照井
昨年にも増して大勢の人が参
先生（打瀬小校長）
。おふたり
加したもちつき大会。今年は美
ともこれまでの豊富な地域活
浜打瀬小学校も開校し、3 小学校
動でもちつきはお手のもの。
1 中学校の 4 校から校長先生を
はじめ大勢の先生方も参加した。
田舎に帰省しても「もちつき」を体験でき
ることが少ない昨今、この「もちつき大会」が、
迷子まで出る大
子どもの街ベイタウンの新しい伝統として根
イベントに。
付いて欲しい。

力尽きて壊れた
杵。長年使って
いるとこんなこ
とも起きる。

青少年相談員による焼き芋販
売。客足が途切れず、用意した
150kg のイモは完売した。

新
春

い

も

煮

水洗さんと
大橋さん

会

左は優勝ペアのお二人

ベイタウンニュースの配布で
もお世話になっているシニアク
ラブの「新春いも煮会」が、
1 月 13 日、コアで開催された。美味し
そうな匂いに誘われ、
取材＆味見に行ってきた。
【佐藤】
「新春いも煮会」は、今年で 5 回目。そもそもは、シニアク
ラブのメンバーが千葉市の産業まつりで見てきた「いも煮」を早速新
年会に取り入れたところ大好評。以来毎年、シニアクラブの東北出身
者に、その土地ならではの「いも煮」の作り方を習っている。毎年材
料も味も違うところがミソである。ちなみに去年は鶏肉を使った秋田
県風、今年は牛肉をはり込んだ山形県風とのこと。
60 人分の料理は役員さんと有志が担当、コアの調理室では前日から
準備を始め、取材に行ったときは既に大きなお鍋に、人参、大根、コ
ンニャク、ごぼう、牛肉、里芋が煮込まれ、いい匂いが漂っていた。
早速、味見という大役をおおせつかり、アツアツのところをいただく。
砂糖は使っていないのに野菜の甘味と牛肉から出るだし、醤油の程良
い味わいが絶妙 ! 思わず顔がほころぶ。
12 時頃からぞくぞくと参加者が集まり始め、砂原会長からの新年の
お話も早々に、いも煮が振る舞われた。晴れ渡った青空の下で、ハフ
ハフしながらいただくいも煮は格別だ。あちこちのテーブルで「おい
しいね」という声があがる。お代わりをする人の姿も。実際のいも煮
はもっとシンプルで、お肉が多いそうだが予算の関係上、野菜が多く
なったそうだ。

2 月のコア
寺子屋手芸教室（ウィークエンドふれあい広
場協賛事業）
お手玉（サンカクピラミーちゃん）
（土）
時間：9：30 〜
場所：ベイタウン・コア 工芸室
持ってくるもの：さいほう道具（ハサミ、糸、空き箱）
参加費：100 円（材料費）
見本をコアの掲示板に展示してあります。

2/10

2/10
（土）

第四回ベイタウン寄席
出演：三遊亭きつつき、三遊亭橘也
時間：2：00 開演

場所：ベイタウン・コア 音楽ホール
入場料：1500 円（一般）、1000 円（シニア）

わくわく おはなし会
時間：10：30 〜
場所：ベイタウン・コア 工芸室
（土）
入場無料
えほんやかみしばい、たのしいゲームなどよういし
て おまちしています。

2/17

お腹が一杯になったところで、中
庭でグランドゴルフ大会が始まった。
経験者も初心者もなかなか思うよう
に的に入らない。最初は遠慮がちに
ボールを打っていた女性たちも、いつしか思いっきりスティックを振
るっている。仲間が打つ、一球一球に歓声があがる。ついにホールイン
ワンが出たときには興奮は最高潮に達した。
第三部はビンゴゲーム。時折、笑い声のまじる和気藹々とした雰囲気
ながら、読み上げる数字を聞き逃すまいと皆さん真剣だ（記者本人も含
めて）
。賞品をゲットしてご機嫌のお二人にお話を聞いてみた。最初、親
子と見間違えたほど仲のよいお二人はファーストウィングの大橋さんと
セントラルパークウエストの水洗（みずあらい）さん。83 歳の水洗さん
は、昨年の春に熊本から娘さんと同居するために上京し、ベイタウンの
住人になったばかりだ。娘さんと知り合いだった大橋さんに誘われてシ
ニアクラブに入会し、今回初めての「いも煮会」に参加した。おいしい
いも煮を堪能し、おまけに初めて挑戦したビンゴゲームで 2 等賞に輝き、
「今年はいいことがありそう！」と満面の笑み。知らない土地で暮らす水
洗さんにとってシニアクラブの催しが、一番の楽しみだという。
大橋さんは「いも煮会」は今回が 2 回目。「私もこちらに来て 2 年半、
狭い街ですからできるだけ声をかけ合って、仲良く暮らせればいいなと
思っています。準備をしてくださる役員さんたちにはホントに感謝して
います。お友だちを作るいい機会なので、一人でも多くの方に参加して
ほしいですね。とっても楽しいですよ」
今回は楽しい取材だったから特にかもしれないが、シニアの方たちと
接していていつも感じる「ベイタウンのシニアライフ、なかなか面白そ
う！」を改めて実感した。実際、料理を担当した女性メンバーも、力仕
事担当の男性陣も、実に楽しそうだった。義務だからやるのではない、
仲間と一緒に何かを実現する充実感がそこにはあった。

寺子屋工作ランド（ウィークエンドふれあい
広場協賛事業）
ブーメランと竹（紙）トンボ
（土）
時間：9：30 〜
場所：ベイタウン・コア 工芸室
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。

2/24

2/25
（日）

第 48 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：2 月 18 日（日）
連絡先 : 阿曽 tel&fax：211-0273 E-mail：kakuhito@mue.biglobe.ne.jp

シニアが「学校出張もちつき団」を結成（？）
「よいしょ！」「よいしょ！」 頬を真っ赤
にした子ども達が声をかけるなか、「もちつ
き先生」の小畑さん（10 番街）に抱きかか
えられるようにして１年生がひとりずつ杵を
振る。美浜打瀬小学校（1/19）と海浜打瀬
小学校（1/26）で行われた１年生の生活科
の授業だ。日本の昔からの暮らしを教えるも
のだが、授業にはベイタウンシニアクラブか
ら 7 人の有志が「もちつき先生」として招か
れた。
実はもちつきの授業は海浜打瀬小学校で２
年前からシニア数人を招いて行われてきた。
最近の小学校では地域の人たちとの交流を積
極的に授業に取り入れるようになっており、
今年は美浜・海浜両小学校で行われることに
なった。「もちつき」を美浜打瀬小で行う企
画が出たとき、同校の藤枝先生（１年生担任）
は昨年まで勤務していた海浜打瀬小でのもち
つき授業を思い出した。「あのときにお世話
になった地域の人たちの顔が浮かんで、楽し
い授業になりそうだ」と思ったそうだ。すぐ
にもちつきの中心になっていた伊藤さん（17
番街）に連絡がとられ、シニアの仲間 7 人が
集まった。
シニアと言っても全員がもちつきを得意と
している訳ではない。子どもの頃にはみんな
家でのもちつきを経験していたが、東京で生

活するようになってからはずっとやっていな
いという人がほとんどだ。しかし、何度か杵
を振るううちに身体が思い出したようだ。5
分もすると「ペッタン」「ペッタン」といい
音が出るようになり、子どもたちの「ヨイシ
ョ」というかけ声とも合うようになった。
もちつきの他にもベイタウンの小学校では
地域の人を招いた授業がさかんだ。海浜打瀬



7 人のもちつき団のみなさん。向かって左から江副さん、濱さん、
落合さん、高橋さん、小畑さん、本藤さん、伊藤さん。右端は学校
評議員として参加した鎌田さん。

事件情報 治安に気をつけましょう
新都心のメッセ交番によると、去る 1/22（月）22 時頃、京葉
線下の第二駐車場内で新都心に勤務する 57 歳の男性が 3 人の男に
後ろから羽交い締めにされ、アタッシュケースと財布を強奪され
る事件が発生した。昨年 10/4 には男 3 人組による強盗事件が幕張
海浜公園で起きており、今回の事件との関連が疑われている。また
1/20 頃には幕張総合高校付近でオートバイを使った引ったくり事
件が 2 件起きている。
最近ベイタウン周辺で治安の悪化を心配させるような事件がつづ
いている。京葉線下の第二駐車場や幕張総合高校は新都心でもベイ
タウンでも比較的近い場所だ。交番では注意を呼びかけている。

小でのもちつきでは、もちつきのことを説明
していた濱さんに男の子が近寄ってきて「こ
の間はありがとうございました」と声をかけ
た。昨年 12 月に行われた同校１年生の「昔
のあそび」授業で「紙ヒコーキ」を担当した
濱さんを覚えていた子が声をかけてきたのだ。
かわいい１年生に声をかけられれば、喜ば
ないシニアはいない。こんな楽しいふれあい
があれば何度でも学校に来たくなるだろう。
7 人の「もちつき団」はもう来年に向けての
役割分担をはじめた。
【松村】

