第 120 号
（2007 年 5 月 1日号）
幕張ベイタウンニュース編集局

第 10 回 ベイタウンまつり

直前情報！

※ 4/25 現在の情報にもとづいています。

フリーマーケット 158 店舗、模擬店 37 店舗！
5 月 12 日（土）午前 10 時〜午後 4 時 雨天 13 日に順延
盲導犬とふれあおう！
場 所： プ ロ ム ナ ー ド と 11
番街の交差点付近
盲導犬とふれあいながら、
盲導犬に関する理解を深めま
す。訓練の様子がわかるデモ
ンストレーション、盲導犬
チャリティグッズの販売、募
金活動なども。

こどもサイクル・リサイクル
場所：5 番街南側美容院付近
こども自転車（リサイクル
車）の展示販売。
約 70 台を販売予定。
受付 10：00 〜 13：30
抽選開始 13：30 〜
1 台斡旋価格：1,000 円
主催：5 番街コミュニティー

主催：盲導犬支援センター

今年はフリマゾーンが
12・13 番街まで拡大！

模擬店ゾーン
本部

野外イベント広場（コア横）
10:00 千葉ロッテ・チアガール「M ☆
Splash!」とチームマスコットがプロム
ナード（コロラド前）を出発。
イベント広場では、
「M ☆ Splash!」
、
ダンススケッチ、メッセ・ヨサコイソー
ランチーム「幕張 Heart'S」が楽しいス
テージを繰り広げます。

防災イベント
10：00 〜 11：30
会 場： コ ア と 12 番 街 の 間
の道路
起震車による地震体験、梯
子車の展示、子どもを対象に
消防車をバックにポラロイド
写真撮影（先着 100 名）など。
ハーモニーフェスタ '07
今年もコア・音楽ホールでハー
モニーフェスタ '07」を開催し
ます。是非おいでください。

今年もベイタウンまつりはゴミの持ち
帰りをお願いしています。ゴミの持ち
帰りはベイタウン住民には常識ですよ
ね！

フリマーケット・模擬店
の全出店名が “こむこむ”
（連合会のＨＰ）で見ら
れます。

コアのイベント
★ハーモニーフェスタ '07（雨天も開催）
開場 12：30 開演 13：00
会場：ベイタウンコア・音楽ホール 入場無料
出演：ジュニアコーラス「フェアリーズ」、混声合唱
団「コア・チェンバーシンガーズ」、美浜打瀬小学校
特設合唱クラブ、県立幕張総合高校合唱団、
（出演順）。
詳しくは 4 ページに。
★コアの茶席（立礼席）
11：40 〜 14：00
会場：ベイタウンコア中庭（当日現地にて受付）
参加費：100 円（お菓子付き）
気軽な立礼席で日本の伝統文化にふれてみませんか。
★いまホットな移管問題も含め、ベイタウンについて
話そう！
「ベイタウンフォーラム 2007」
日時・場所 2007 年 5 月 12 日 ( 土 ) コア音楽ホール
「ハーモニー・フェスタ」終了後午後２：30 開始を目
途に２時間の予定。

「移管問題を考える会」報告

か、何をやるべきか、勉強し、アクションす
るチャンスなのではないか？」「良くある住
先月号で特集した、ベイタウンの県企業庁から市への移管問題について、「住民草の根で 民対自治体の対決姿勢にはしたくない」等の
情報共有し、意見交換をしよう」とベイタウンニュースが呼び掛けた『移管問題を考える会（以 活発な意見交換が行われた。
後「考える会」）』が、4/14( 土 ) に開催されました。参加したくても参加できなかった皆さ
その意見交換の中ではっきりした大事な事
んのために、会の様子をお伝えします。
【板東】 実は、ゴミ空気輸送システムや道路・下水
冒頭、『幕張新都心住宅地区の管理運営の これまでの経緯説明と「研究会」への思いの 道・街灯などの県企業庁から市への移管問題
と、今回の研究会のテーマ（ベイタウン地区
あり方研究会（千葉県企業庁、千葉市、住民、 表明があった。
住宅事業者の代表により構成。以後「研究
「研究会」には、年４回程度の本会議（報告・ の管理・運営）は直接にはリンクしていない
会」）』に住民代表として参加することになっ 決定の場）と、年 8 回程度開催する幹事会（議 という点だ。すなわち、前者は平成 24 年度
ている自治会連合会の佐藤副会長から、「ベ 論・検討の場）があり、これらに出席する正 末という時限付きで現実的な問題であるのに
イタウンは個々のマンションから構成されて 式な住民代表は、自治会連合会の佐藤副会長 対し、後者は将来の住民参加の管理のあり方
いるが、ベイタウン全体で見ても “パティオ” と遠山会長の２名だが、幹事会には住民のオ を考える比較的夢のある話である。本誌４月
と見立てることができる。そのベイタウンを ブザーバー参加が可能であることが確認され 号の特集記事中でも、この２点を混同し、研
究会の場での議論が移管問題に直結するよう
住民参加・住民主体で管理するあり方を模索 た（詳細は、下記連合会よりの寄稿参照）。
しようという試み。住民代表として、住民の
引き続き参加者間で「先ずは情報収集と開 な表現をしてしまっているが、考え方／取り
声をあらゆる形で集め、意見として研究会の 示が大事。一言で『ベイタウンはハイコスト』 組み方を修正する必要がある。
現時点では、移管問題は県企業庁と千葉市
場に持って行きたい。これまで１月、２月、 と言うが、実態はどうなのか？どのぐらいハ
という、あくまで行政間の協議に委ねられて
３月と準備会を開催してきたが、４月中に非 イコストなのか？ゴミ収集施設の維持管理
公式の幹事会、５月に正式発足の運び。」と、 費や修繕計画やどうなっているのか？など、 いるが、今後「研究会」でこの問題をどう取
データ集めをしっか り上げ、リンクさせるのか（またはさせない
りし、事実認識をす のか）、注目していく必要がある。
る こ と が 大 事 」「 街
起し当初はコミュニ
テ ィ コ ア 研 究 会 や、 次回の「考える会」は
5/19（土）午後 2 時から、コア講習室で
ベイタウンフォーラ
開催します。
ムなどの住民活動が
「考える会」は「研究会」と並行して毎月
活発だったが、今は
1 回程度開催し、この問題について街のみ
街としてほぼ完成
し、 そ う い う 流 れ・ なさんが気軽に発言できる場としてつづけ
ることになりました。ベイタウンにお住い
機運が弱まっている
ならどなたでも参加できます。是非ご参加
のではないか？」「今
下さい。
自分達が何ができる
お互いの顔が見えるよう車座になって意見交換

住民参加型で実務者協議
ベイタウンの管理・運営研究会が正式発足
ベイタウンの管理・運営のあり方について
行政、住民が一体となって検討する「幕張
新都心住宅地区の管理運営のあり方に関す
る研究会」の発足が正式決定し、５月８日
に第１回研究会が開催されることになりま
した。
研究会メンバーは県企業庁地域整備部幕張
新都心整備課長、千葉市企画調整局政策調
整課長、住宅事業者（８社）代表２人、住
民代表２人です。住民代表は、ベイタウン
唯一の横断組織である自治会連合会の遠山
孝行会長（パティオス５番街）と副会長の
佐藤研二（公園東の街）が務めます。研究
会は年３、４回程度開催されますが、その
ほかに研究会での討議テーマを実務的に協
議・検討する幹事会（座長・県企業庁幕張
新都心整備課住宅地区建設室長）が年７、
８回開かれます。
先月号でもお知らせしたとおり、自治会連

この問題には、多くの方々に関心を持って
いただいています。5 月 12 日（土曜）開催
予定の自治会連合会主催のベイタウンまつ
りでは「ベイタウンフォーラム 2007」も
開かれ、ベイタウンの街づくりの理念を踏
まえ、今後の街づくりをどうするかについ
て話し合われます。自治会連合会では、こ
うした機会を捉え、この問題についての基
礎的な資料・情報の提供に努めていくほか、
別にシンポジウム開催などを検討していま
す。
私たちの美しい街ベイタウンを守り、将
来にわたって住みやすい街としていくため
には、行政任せではなく、街の運営・管理
に何らかの形で住民が参加することが必要
です。今後も、皆様のご協力をお願いした
いと思います。

合会では自治会の枠を超え幅広く住民の声
を聞き協議に臨む方針ですが、メンバー以
外でもこの問題に関心をもたれる方の協議
参加を可能とするよう行政側に求め、実務
協議を行う幹事会には各自治会、管理組合
の推薦を受けた方も参加可能となりました
（自治会未結成の賃貸棟にお住まいの方で参
加を希望される方は、自治会連合会副会長
の佐藤までご連絡ください。連絡先は末尾
に掲載しています）。幹事会の開催日などに
ついては、各街区の掲示板などを利用しお
伝えしていきます。
このほか、連合会では街の管理・運営の主
体であるべき管理組合との連携・情報共有 【自治会連合会・ベイタウン管理運営研
を目指しメーリングリストの整備も進めて
究担当／佐藤研二】
いますが、これも開かれたメーリングリス
連絡先 TEL/FAX：043-276-3537
トとして、どなたでも参加可能です。参加
メーリングリスト参加希望者連絡先：
を希望される方は佐藤宛にメールでご連絡
s_kenji21001@ybb.ne.jp
ください。

ベイタウンに住んで
ベイタウンに転居してきたのは平成 17 年
４月のことです。ちょうど満２年になります。
学校を卒業した昭和 36 年から 44 年間、静
岡市に住んでいました。出身は同じ静岡県の
浜松市です。
「なぜ、千葉へ引っ越してきたのですか？」
と質問を受けます。「これまでは、千葉とは
何もつながりはありませんでした」と答える
と、「千葉へきた動機は？どうしてベイタウ
ンに決めたのですか？」とよく聞かれます。
長年マスコミに勤め、気象庁や科学技術庁
の記者クラブに籍を置き、地震や火山の専門
記者として原稿を書き、テレビ、ラジオでレ
ポートしてきました。地震学会など自然災害
関連の研究グループにも所属してきました。
地震学会は、毎年、春の大会を幕張メッセで
開催しています。平成 15 年 5 月のことでし
た。いつものように学会参加のため JR 海浜
幕張駅に降り立ちました。駅の階段を降りる
と、不動産会社のアルバイト君が寄ってきま
した。新築マンションのチラシを差し出しま
した。断ってはかわいそうと無造作に受け取
りました。立っていたアルバイト君が３人、
受け取ったチラシが３種類。いずれもベイタ
ウンに新築されるマンションのチラシです。
どれも読まずにポケットに突っ込んで学会会
場の幕張メッセに急ぎました。
学会は研究発表が相次ぎますから、聴講す

んでした。
誕生して 12 年の幕張ベイタウン。住民自
らで街をクリエートし、住まいを創造してき
るのは正直いって疲れます。そこで途中、会 た、若い活力を秘めているこの街に魅力を感
場を抜け出して、息抜きの散歩。初夏の日差 じています。まだ空き地が広がるこの地に入
しを浴びながら、足はベイタウンに向かいま 居し、街を創造し、商店街を造り、新しい学
した。公園西の街を右に見ながらメッセ大通 校を建設、運営してきた先輩居住者のみなさ
りを直進、18 番街を左折して現在のバレン ん。「無」から「有」をつくりだすことは、
タイン通りへ、さらに美浜プロムナードと進 白いキャンバスに絵筆を握って、おもむろに
むうちに、番街ごとに外観が異なるパテオス 描いてきたそこには、さぞや大小さまざまな
の街並み、舗道と植栽、照明、途中に星座の 苦労があったことでしょう。
モニュメント、これらに魅せられていく自分
ベイタウンの誕生から 10 年までを一区切
に気付いたのです。
りの第１期とするならば、いまベイタウンは
しかし、学会を長時間さぼるわけにはいき 街づくり第２期に入っています。先頃、新し
ません。散歩は、そこそこに切り上げて幕張 いマンションが完成し、また仲間が増えまし
メッセの学会会場に戻ったのでした。
た。ベイタウンは、この先、県企業庁から千
その夜、ホテルの窓からベイタウンのきれ 葉市への移管が日に日に迫ってきます。この
いな夜景を眺めながら、丸めてポケットに押 テーマを真剣に論議する時代を迎えました。
し込んであったチラシをひろげました。そし
きょうも幕張の浜には、真っ赤に染まった
て、あすは学会をキャンセルして、あのマン 美しい夕日が沈んでいきます。晴れた日には
ションギャラリーをたずねてみようと決めた 富士山が遠望できます。しかし、私たちの前
のです。
にはゴミ処理問題、ベイタウン内の交通対策
39 年勤めたマスコミを退職した後も、大 など解決を迫られる懸案が山積しています。
学や防災関係の研究所に首をつっこみ、仲間 これからは、防犯、防災問題も一層重要にな
と災害情報学会を設立し、原稿書きや講演な りましょう。このベイタウンに移り住んだか
どを行っていました。東京都内での仕事が多 らには、住民の一員として先輩諸氏の力に頼
く、行動半径は北海道から九州、そしてカリ りきってしまうのでなく、新しい居住者も街
フォルニアに及び、静岡にとどまるよりは、 づくりに積極的に参加していくことが必要だ
羽田や成田に近い方がどこに行くにも便利だ と思うのです。
と思っていた矢先です。ベイタウンに住もう
【シティズフォート 川端 信正 投稿】
と決心するまでに、さほど時間はかかりませ

5 月のコア・イベント
「ベイタウンまち歩き」
時間：9：30 〜
場所：ベイタウン・コア前集合
（日）
入場無料
約 1 時間歩きながらまちの観察・ベイタウンのよい
ところ、問題点・気付きなどを記録し、11：00 からグルー
プごとに話し合い発表します。
中高生も、大学生も奮ってご参加下さい。

5/6

5/17
（木）

子育ての『 しゃべり場 』
時間：10:00 〜 12:00
場所：ベイタウン・コア講習室
入場無料

どなたでも参加できます。御気軽にお越しください。
青少年育成委員会 健全育成・福祉部
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。

5/19

寺子屋工作ランド
竹トンボと紙玉てっぽう
時間：9：30 〜
（土）
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ます。
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第 50 回ファツィオリの会
時間：9:30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア 音楽ホール
（日）
フルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」を街
の皆様に弾いて頂ける月に一度のチャンスです。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。また当日は、ご自由に聞いて頂けます。
どうぞお出かけ下さい。
申し込み締切日：５月２０日 ( 日）
連絡先：阿曽
TEL/FAX：211-0273
E-mail：kakuhito@mue.biglobe.ne.jp
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「ハーモニー・フェスタ '07」と「ベイタウンフォーラム 2007」
ハーモニーフェスタ '07

昨年のベイタウンまつりから始まった「ハーモニーフェスタ」が
今年もコア音楽ホールで行われます。２回目となる今回は、全国コ
ンクールでも受賞経験のある幕張総合高校の合唱団を招いて開催しま
す。ベイタウンからは少女合唱団「フェアリーズ」
、混声合唱団「コア・
チェンバーシンガーズ」のほか昨年結成された美浜打瀬小学校特設合
唱クラブが出演、同校の新しい校歌を歌います。お待ちしています！
日時：2007 年 5 月 12 日（土）開場 12:30 開演 13:00
プログラム
1. ジュニアコーラス "Fairies"
「どうぶつえん」
、
「じょうりき」
、
「ほたるこい」
、
「花いちもんめ」
、
「花
はなぜ咲く」
指揮：森本真由美 ピアノ：永木真紀
2. コア・チェンバーシンガーズ
組曲「水のいのち」より「雨」
、
「トゥーランティー」
（フィンラン
ド民謡）
、
「千の風になって」
指揮：浪岡浩子 ピアノ：臼田圭介
3. 美浜打瀬小学校特設合唱クラブ
「美浜打瀬小学校校歌」
、
「手をのばす」
、
「きつつきおじさん」
、
「BLIEVE」
指揮：和泉みさ子 ピアノ：長平真知子
4. 千葉県立幕張総合高校合唱団
「幕張総合高校校歌」
、
「かくてフィロメラは愛を失い」
、
「ケンタッ
キーのわが家」
、
「怪獣のバラード」
、
「春に」
、
「いとしのエリー」
、
「透
明に」
、
「コンサート」
指揮：鬼島孝子・小宮篤子 ピアノ：美濃亜希子・鈴木寛子
5. みなさんご一緒に

「ベイタウンフォーラム 2007」

昨年 2006 年につづき、まちの問題点やこれからのまちの維持管理
についてフォーラムを開催します。
日時：平成 19 年 5 月 12 日 ( 土）午後２：３０
（ハーモニーフェスタ '07 終了次第）
場所：コア音楽ホール
第 1 部 まちの歩み発表
・ベイタウンまちづくりの理念 ( 仮題）レクチャー渡邊定夫先生
・ベイタウン建設の経緯 企業庁色部剛史室長
・ベイタウンの現状 自治会連合会 伊藤正昭
第 2 部 意見表明 会場質疑応答
主催ベイタウンフォーラム 2007 実行委員会 ( 参加費無料）
フォーラム 2007 に先立ち「ベイタウンまち歩き」イベント開催
ベイタウンフォーラム実行委員会ではフォーラムの開催に先立ち、
５月６日 ( 日 「ベイタウンまち歩き」
)
イベントを開催します（3 頁参照）
。

